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VHS JB90-026 鉄腕ｱﾄﾑ1ｱﾄﾑ誕生 ｱﾆﾒ

　科学省長官天馬博士は、世界最高のロボッ
ト工学の権威でもある。彼は人間の心を持った
ロボットを作ろうと日夜研究を重ねていた。一
人息子の飛雄は、お父さんに遊んでもらえな
い寂しさからロボットカーに乗り事故で死んだ。
「今度できるロボットに僕の名前を・・・」と言い
残して。博士は必死で子どものロボットを作
る。

26 Ｃ－１

VHS JB90-027 鉄腕ｱﾄﾑ2ｱﾄﾑ対ｱﾄﾗｽ ｱﾆﾒ

　ロボットの飛雄ができたころ、別の館で天馬
博士のロボット設計図を盗んだ男が“悪魔の申
し子”のロボットアトラスを作った。アトラスは犯
罪をおかすために教育されたが、養育係の召
使い口ボットに「男の子は弱い者をいじめては
いけない」と言われて育ったため、優しい心も
持っていた。

26 Ｃ－１

VHS JB91-028 鉄腕ｱﾄﾑ3ﾛﾎﾞｯﾄｻｰｶｽ ｱﾆﾒ

　ロボットサーカスの団長にさらわれてアメリカ
に連れてこられたアトムは、サーカス団の中で
働くが力があり過ぎて失敗ばかり。でも一生懸
命なアトムの姿を見て曲芸の教育係は優しく
励ます。やがてアトムはスターロボットに。一方
で行方不明の飛雄を捜していたお茶の水博士
に見つけ出され日本に帰ってくる。

26 Ｃ－１

VHS JB91-029 鉄腕ｱﾄﾑ4ｸﾗｽﾒｰﾄを救え

　日本に帰ってきたアトムは、ヒゲオヤジ先生
のいる小学校に入ることになった。そこで「ロ
ボットと人間が一緒に勉強するなんて」と反対
する生徒たちにいじめられる。次の日、遊園地
で事故を起こしたその子たちを命かけて助け
出したアトムだが、助かった子たちの親を見て
寂しそう・・・。

26 Ｃ－１

VHS JB91-030
鉄腕ｱﾄﾑ5 ｱﾄﾑ対ｱﾄﾗｽ･ ｱﾄﾗｽ復
活

　お茶の水博士とヒゲオヤジはアトムに両親を
作ってやろうと考える。そのころ大磁気あらし
のため、あちこちで事故がおき、アトムはだれ
かに呼ばれているような気がする。それは、ア
トムと同じ設計図で作られたあの“悪魔の申し
子”アトラスだった。アトラスはロボット工場から
アトムの両親ロボットを盗み出す。

26 Ｃ－１

VHS JB91-031 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ6ﾛﾎﾞｯﾄﾗﾝﾄﾞ

　夜遅く白鳥が飛んできて、アトムの家の庭で
倒れた。それはロボットの白鳥で、夜の１２時
になると、美しいお姫様に変身。「わたしはオ
デット姫。恐ろしいロボットランドから逃げて来
ました」と助けを求めた。そこへサターンがやっ
て来て姫を連れ去る。翌日アトムはお茶の水
博士とロボットランドへ。“楽しいおとぎの国”は
表面だけ、実は恐ろしい兵器工場だった。

26 Ｃ－１

VHS JB91-032
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ7 ﾌﾗﾝｹﾝｼｭﾀ
ｲﾝ

　悪人スカンクの車が、精密機械局の前で故
障した。部品を調達するついでに何か盗もうと
入り込む。中では何か物凄いロボットを作って
いるらしい。未完成だが大変な力を持つフラン
ケン。その時、落雷事故でフランケンは未完成
のまま飛び出した。やがてあちこちのデパート
や宝石店が荒らされる。

26 Ｃ－１
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VHS JB91-033 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ8 赤いﾈｺ

　２０３１年の東京は、２１世紀のメカニズム文
明と２０世紀の古い情緒が入り交じった街であ
る。昔、武蔵野と呼ばれたあたりには、今もいく
らかの自然が残っている。そこの笹谷１３丁目
１３番地に「１３日１３時まで来るように」という
手紙を持って５人の子どもたちがやって来た。
差出人は赤いネコ。

26 Ｃ－１

VHS JB91-034
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ9 ｱﾄﾑ対ｱﾄﾗ
ｽ･ 砂漠のｸﾘｽﾀﾙ

　草原のオアシスが１年くらいの間に次々砂漠
に変わっていく。調査に向かったアトムの飛行
機が砂漠の上空で不思議な物体に出会って墜
落、エネルギーも抜かれていた。そこのロボッ
ト動物保安官に助けられ調査を開始。砂漠の
真ん中から現れた巨大クリスタルの柱。アトム
はクリスタルの中に吸い込まれていく。なんと、
そこはあのアトラスの城だった。

26 Ｃ－１

VHS JB91-035
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ10白い惑星
号

　地球を一周する赤道レース、世界中のマシン
がレースに出場する。アトムの友達のレーサー
も、白い惑星号に乗って出場することになっ
た。ところが、レースの途中ロボットダコや底無
し沼が惑星号の行く手をはばむ。これはスカン
クの仕業と気付いたアトムはスカンクをやっつ
けに空に飛ぶ。

26 Ｃ－１

VHS JB91-036
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ11 ﾛﾎﾞｯﾄ大統
領

　世界初のロボット大統領の就任式に出席す
るため、アトムは特別許可をもらってグラビア
国を出発した。そこには、ロボット大統領に反
対の、デッドクロス党という恐ろしい組織が暗
躍していた。

26 Ｃ－１

VHS JB91-037
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ12 ﾀﾞﾑﾀﾞﾑの
首

　ロケットの爆発で飛ばされ倒れているうちに、
首が盗まれたと主張するダムダム。アトムに自
分の首を捜してくれと頼む。ところが、ダムダム
の首はお茶の水博士のところにあったのだ。そ
の首は火星開拓用に作られたので、地球上で
は大変危険だというのたが・・・。

26 Ｃ－１

VHS JB91-038 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ13 電光人間

　国立ロボット館では、毎年展示会が開かれ、
ロボット芸術大賞が発表される。今年そのグラ
ンプリに選ばれたロボットは、ふだんは何も見
えないが、レーザー光線を当てると虹のように
美しく光る“電光人間”だった。普通は見えない
ところから、またしてもスカンクが・・・。

26 Ｃ－１

VHS JB91-039
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ14 ｳﾗﾝはお
てんば娘

　アトムは、お正月にお茶の水博士からすばら
しいプレゼントをもらった。とてもかわいい妹の
ウランちゃん。ところが、ウランはとても力持
ち、そして大変なおてんば娘だった。アトムは
ウランを町に連れて行った。ウランはそこで不
思議な笛の音にうかれて男に付いていく。

26 Ｃ－１
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VHS JB91-040
ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 鉄腕ｱﾄﾑ15 ﾛﾋﾞｵとﾛﾋﾞ
ｴｯﾄ

　今度のグランプリレースに出場することに
なったヤニモーターズのチボルトとイジオモー
ターズのロビオは、大変な評判で、子どもたち
までどっちが勝つかで大騒ぎ。２人ともロボット
レーサーとして大変優秀だが、ケンカばかり。
それというのも、昔から井塩家と矢似家は犬猿
の仲。ところが、矢似家の娘ロビエットは、なぜ
かロビオとそっくり同じ構造で引きつけ合ってし
まう。

26 Ｃ－１

VHS JB92-056 ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 宇宙戦艦ﾔﾏﾄ

　西暦２１９９年、地球は最後の時を迎えようと
していた。２１世紀の初めから宇宙侵略を進め
てきたガミラスが、太陽系に魔の手を伸ばし、
地球に対し無差別攻撃を加え続ける。情け容
赦のない攻撃の前に、地球防衛軍は次第に戦
力を失っていく。その頃日本の某地下工場で
戦艦ヤマトの改造が進められていた。人類の
明日への希望が託され、やがて完成したヤマ
トはテスト飛行の間もなくイスカンダルへ向か
う。地球を救うために・・・。

136 Ｃ－１

VHS JB92-057
ﾊｰｲあっこです 1 ･女の子らしく ･
大騒ぎ!病は気から

　ハーちゃんの乱暴な言葉遣いや行動が目立
ち気が気でないあっこさん。それが原因でお母
ちゃんともケンカしてしまうが・・・。　セツコさん
に隠れて実家で大食いし、それが原因で具合
が悪くなってしまったあっこさん。セツコさんに
心配されるうちに、だんだん病気のような気に
なって。

25 Ｃ－１

VHS JB92-058
ﾊｰｲあっこです 2 ･こじれた親子
関係 ･ｾﾂｺさんのわがまま

　夕ローのしつけが原因でお母ちゃんとケンカ
をしてしまったあっこさん。みかねたセツコさん
が仲をとりもとうと・・・。　セツコさんは風邪をひ
いてしまい、楽しみにしていた旅行にいけなく
なってしまう。あっこさんは、セツコさんを慰め
ようとするが・・・。

25 Ｃ－１

VHS JB92-059
ﾊｰｲあっこです 3･ああ～やせる
思い ･家族旅行は大騒ぎ

　少し太ったと言われて気にしているセツコさ
ん、少し運動でもしようと、タローたちを連れて
公園へいったが・・・。　家族で旅行することに
なったが、セツコさんとあっこさんは、旅行中の
子どもの世話について険悪なムードになる。

25 Ｃ－１

VHS JB92-060
ﾊｰｲあっこです 4 ･頼もしいお母
ちゃん ･あですがたｾﾂｺさん

　セツコさんの旅行中、お母ちゃんに遊びにき
てもらったあっこさんだったが、またしても２人
はケンカをしてしまう。そんなときハーちゃんが
熱をだした。　バザーに出品するはずのセツコ
さんの人形が壊れてしまった。タローがやった
と勘違いして怒るセツコさん。そこで、あっこさ
んは・・・。

25 Ｃ－１
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VHS JB92-061
ﾊｰｲあっこです 5 ･おじいちゃん
の願い ･お友達は大切に

　雨の続く梅雨。大里のおじいちゃんは、雨の
日でも遊びに来れるようにと夕ローとハーちゃ
んに、レインコートをプレゼント。ところが、レイ
ンコートが届いた翌日から、いいお天気
に・・・。　小学校の同窓会に出席したあっこさ
んは、お友達に「坂本家は、全部自分が取り仕
切っているの」と見栄を張ってしまい、三次会
までつきあうはめになる。

25 Ｃ－１

VHS JB92-062
ﾊｰｲあっこです 6 ･いってらっしゃ
い ･嫁にかぎって･･･

　あっこさんの両親が結婚式で田舎へ行くこと
になった。２人は孫たちを連れて行きたいのだ
が、セツコさんの反応が怖い。　セツコさんの
文箱がなくなった。あっこさんが捜し出してホッ
としたのも束の間、中に入っていた通帳がなく
なっていたから、さあ大変。

25 Ｃ－１

VHS JB92-063
ﾊｰｲあっこです 7 ･ﾊｰちゃんもｵ
ﾁﾝﾁﾝ ･家族のために

　ある夏の日、タローと行水をしていたハー
ちゃんは、夕ローのオチンチンを見てびっくり。
自分も欲しいと言い張る。　ジュンちゃんが、マ
ンションを買いたいと言い出した。あっこさん
は、「お母様と別居するつもりはない」と言う
が、それをセツコさんが聞いて・・・。

25 Ｃ－１

VHS JB92-064
ﾊｰｲあっこです 8 ･やっぱり!ｼﾞｭﾝ
ちゃん ･思い出は小ﾋﾞﾝの中

　お化け屋敷に入れば腰をぬかし、重い物を
持てばギックリ腰のジュンちゃん。男は頼りが
いがなくては、とあっこさんは言うが・・・。　今
日は、結婚以来初めてのジュンちゃんと２人き
りのデート。あっこさんは、記念に香水を買って
もらう。

25 Ｃ－１

VHS JB92-065
ﾊｰｲあっこです 9 ･お母さまをご
推薦 ･お野菜のお願い

　近ごろ元気がないセツコさん。あっこさんは、
老人ボケではないかと心配する。実は、セツコ
さんは俳句クラブの会長に推薦されて悩んで
いたのだった。　野菜がどうできるのかが知り
たいタローとハーちゃん。あっこさんは、お母
ちゃんの家庭菜園に２人を連れていく。

25 Ｃ－１

VHS JB92-066
ﾊｰｲあっこです 10 ･もう1人のお
母さま ･ﾀﾛｰがいじめっ子に?

　セツコさんの女学校時代の友人・ノリコさんが
上京してきた。あっこさんを気に入って「うちの
嫁にしたいくらい」と言い出すが・・・。　夕ロー
がケガをして帰ってきた。ところが、理由を聞い
ても言わず、態度も反抗的。心配になって様子
を見にいったあっこさんに近所の奥さんが、「タ
ローちゃん、いじめにあっているのでは・・・」と
話す。

25 Ｃ－１
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VHS JB95-100
ｺﾎﾞちゃんｽﾍﾟｼｬﾙ祭りがいっぱ
い!

　「コボなぞ城の謎」　魔物にさらわれた花姫様
を助けに魔物の城へ向かったコボ侍。そこに
は“なぞなぞ四人衆”が待ちうけていた。　コボ
侍は、なぞなぞを解いて花姫様を助け出せる
のか！？　「雨あがりの約束」　同じ組の健一
君に絵本を借りたコボちゃんは、うっかり返す
日を忘れてしまう。気の弱い健一君は、言い出
せないままに隣町に引っ越してしまった。

45 Ｃ－１

VHS JB96-106 ｱﾆﾒ 野性のさけび ﾁﾋﾞｻﾞﾙ兄弟

　サルのチビは人間の仕掛けたワナにかか
り、つかまってしまった。しかし、飼い主の少年
はチビをとてもかわいがり、チビも少年に心を
開いた。しかし、チビの兄・ノッポはチビが心配
で毎晩のようにチビの様子を見に来ていた。

25 Ｃ－１

VHS JB96-107 ｱﾆﾒ 野性のさけび ﾔｾ牛物語
　ヤセ牛のモー吉は闘牛の横綱にまで昇進し
た。しかし、度重なる激しい試合でケガをした
ために肉牛として売られてしまいそうになる。

25 Ｃ－１

VHS JB96-108 ｱﾆﾒ 野性のさけび 山へ帰る

　都会から山の学校へ転校してきたひろしに
とって、サルの小太郎だけが友だちだった。し
かし、ある日小太郎は鎖を首につけたまま山
へ逃げてしまった。

25 Ｃ－１

VHS JB96-109 ｱﾆﾒ 野性のさけび 金色の足跡
　つかまった子ギツネを助け出そうとする親ギ
ツネに、正太郎はひそかに手を貸していた。し
かし、子ギツネは人手に渡ってしまう。

25 Ｃ－１

VHS JB96-110 ｱﾆﾒ 野性のさけび 森の王者

　オオカミとソリ犬の間に生まれたロッキーは、
ある日人間につかまってしまった。　荒々しい
オオカミの血と、人間に忠実な犬の血を受け継
ぐロッキーは、やがて飼い主の少年に心を開
いた。しかし、ロッキーを取り戻そうと父親オオ
カミがねらっていた。

25 Ｃ－１

VHS JB97-111
忍たま乱太郎 第三協栄丸のお
歳暮の段謎の事故の段 哀しき
山賊の段

　忍術学園に海賊（かいぞく）の第三協栄丸
（だいさんきょうえいまる）さんからお歳暮（せい
ぼ）が届いた。　お礼を言いに出発した乱太郎
たち。　ところが旅の途中でふしぎなクモ男に
おそわれてさあ大変。何やらこのクモ男にも、
事情（じじょう）があるようで・・・。

25 Ｃ－１

VHS JB97-112
忍たま乱太郎 雑草ｻﾗﾀﾞの段
裏々山の副組合長の段 ありっ茸
これっ茸の段

　裏々山にある幻のキノコ“ありっ茸（たけ）”を
探しに乱太郎たちは出かけた。しかし乱太郎
たちは、“ありっ茸”にそっくりな毒キノコ“これっ
茸”があることを知らなかった。

25 Ｃ－１
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VHS JB97-113
忍たま乱太郎 幻術使い雲黒斎
の段 右手を見るなの段 利吉の
作戦の段

　喜三太（きさんた）が飼っていたナメクジが盗
まれた。盗んだのは幻術（げんじゅつ）使いの
雲黒斎（うんこくさい）らしい。　乱太郎、きり
丸、しんベヱは雲黒斎を捕まえるために出発し
た。

25 Ｃ－１

VHS JB97-114
忍たま乱太郎 南野園是式の段
駄礼田郎の段 眠り火の術の段

　乱太郎たちは森の中で行き倒れの男を見つ
けた。その男の名は南野園是式（なんのその
これしき）。南野園はサギ師の駄礼田郎（だれ
だろう）に屋敷をだましとられてしまったのだ。
悪いサギ師をこらしめるため、土井先生と乱太
郎たちは南野園の屋敷に向かう。

25 Ｃ－１

VHS JB97-115
忍たま乱太郎 山賊の落としもの
の段 高茶丸とｸｯｷ-太郎の段 各
座党の段

　山の中で道に迷った乱太郎たちは、おばあさ
んの家に泊めてもらうことになった。しかし家の
中には何もなかった。山賊にすべて盗まれたら
しい。乱太郎たちは、おばあさんに山賊退治を
頼まれた。

25 Ｃ－１

VHS JB97-116
名探偵ｺﾅﾝﾋﾟｱﾉｿﾅﾀ｢月光｣殺人
事件

　毛利探偵事務所に月影島の麻生圭二という
男から依頼書が届いた。しかし、麻生圭二は１
０年前に死亡していた。ピアノソナタが流れる
たびに起こる殺人事件をコナンが推理する。

49 Ｃ－１

VHS JB97-117
ﾏﾏはぽよぽよｻﾞｳﾙｽがお好き
びっくりﾏﾏｼﾞｭの入園式

　ジュラの幼稚園の入園式の日がきた。幼稚
園をいやがるジュラは、ママの手を振り切りマ
ンションを飛び出した。公園に逃げ込んだジュ
ラは怪しげな男と出会うが・・・。　ほかに「冷や
汗ママ　だんまりジュラの参観日」

25 Ｃ－１

VHS JB97-118
ﾏﾏはぽよぽよｻﾞｳﾙｽがお好きお
手伝いいﾏﾏぎっくり腰でSOS

　ヒョウガとジュラのおばあちゃんがぎっくり腰
になった。ママは、おばあちゃんを手伝いに実
家へ帰ることになった。　翌田、ヒョウガとジュ
ラもお見舞いにいくが・・・。　ほかに「猫かぶり
ママ　本当はみ～んな怒りんぼ」

25 Ｃ－１

VHS JB97-119
ﾏﾏはぽよぽよｻﾞｳﾙｽがお好きわ
くわくﾊﾟﾊﾟ父の日に栄光あれ

　父の日が近づくにつれ、パパは子どもたちの
プレゼントに大きな期待を持ち、毎日そわそわ
しているが・・・。　ほかに「のめりこみママ　め
ざめよ、天才画家！？」

25 Ｃ－１

VHS JB97-120
ﾏﾏはぽよぽよｻﾞｳﾙｽがお好きﾊﾞ
ﾀﾊﾞﾀﾏﾏ七夕の夜は大騒ぎ

　未来は幼い２人の子どもを持つ新米ママ。
七夕の夜、幼稚園に通う兄のヒョウガが、友だ
ちを家に招待しパーティーを開くことになる
が・・・。　ほかに「ちゃっかりママ　母親だって
遊びたい」

25 Ｃ－１

VHS JB97-121
火曜ｺﾞ-ﾙﾃﾞﾝﾜｲﾄﾞ とっても!ﾗｯｷ-
ﾏﾝ･今始まる!宇宙最大の戦い

　ヒーロー星の全滅と、ヒーロー協会会長の命
を狙う悪の帝王・よっちゃん。宇宙の正義と平
和を守るためにラッキーマンたち７人のヒー
ローが悪と戦う。

97 Ｃ－１
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VHS JB98-122
名探偵ｺﾅﾝ
ｺﾅﾝVS怪盗ｷｯﾄﾞ

　世界中を騒がせている怪盗１４１２号から、園
子の家に犯行予告状が届いた。怪盗１４１２号
は、通称“怪盗キッド”と呼ばれる大泥棒だっ
た。園子は毛利探偵事務所に捜査を依頼し
た。変装名人の怪盗キッドとコナンの戦いが始
まる。

49 Ｃ－１

VHS JB98-123
金田一少年の事件簿
「金田一少年の殺人」ﾌｧｲﾙ1

　はじめは、音羽出版の鴨下からある依頼を
受けた。それは、人気作家・橘五柳の新作の
出版権を手に入れるため、彼の出す暗号を解
読することだった。

25 Ｃ－１

VHS JB98-124
金田一少年の事件簿
「金田一少年の殺人」ﾌｧｲﾙ2

　殺人犯として警察に追われるはじめは、橘五
柳の暗号を解読しながら、橘の原稿のありか
を探る。しかし、はじめが接触した関係者は
次々と殺されていく。

25 Ｃ－１

VHS JB98-125
金田一少年の事件簿
「金田一少年の殺人」ﾌｧｲﾙ3

　はじめの追跡に明智警視が加わり、はじめ
は窮地に立たされる。しかし、はじめは真犯人
を見つけるため軽井沢に向かった。その軽井
沢でも殺人が起き、はじめは警察に包囲され
る。

25 Ｃ－１

VHS JB98-126
金田一少年の事件簿
「金田一少年の殺人」ﾌｧｲﾙ4

　はじめがついに真犯人を追いつめた。真犯
人は殺人を犯した部屋からどうやって逃げた
のか、そして、なぜ真犯人ははじめの行動を知
ることができたのか。次々にその謎を解いてい
くはじめ。果たして真犯人の正体は・・・。

25 Ｃ－１

VHS JB99-132
金田一少年の事件簿
「明智警視の華麗なる推理」

　電車の中で殺人が起こった。殺されたのは、
金貸しの江熊忠夫だ。偶然、その電車に乗っ
ていた金田一が殺人容疑で逮捕されてしまう。
無実を訴える金田一だが、不利な証拠が次々
に現れる。

25 Ｃ－１

VHS JB99-133
金田一少年の事件簿
「剣持警部の秘密ファイル１」

　剣持警部が泊まっていたホテルの２６階で殺
人が起こった。殺されたのは、生け花の家元・
桐沢香四郎だった。そして、死体の周りには、
ヒマワリの花がまかれていた。ヒマワリの花の
意味するものは一体何なのか。

25 Ｃ－１

VHS JB99-134
金田一少年の事件簿
「剣持警部の秘密ファイル２」

　ある人物・Ｘが交換殺人を計画し、由里恵は
恋敵を殺害してもらうかわりに、ある女性を殺
害した。しかし、Ｘの裏切りにより事件が発覚し
由里恵は逮捕された。果たして、真犯人・Ｘと
はだれなのか。

25 Ｃ－１

VHS JB99-135
名探偵コナンスペシャル
浪花の連続殺人事件

　高校生探偵・平次の招待で大阪へ遊びに来
たコナン、蘭、小五郎。平次の案内で大阪見物
を楽しむ彼らの前に突然死体が・・・。　コナン
立ちは、連続殺人事件に巻き込まれ事件の調
査を始める。【字幕制作・熊本県聴覚障害者情
報提供センター】

49 Ｃ－１
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VHS JB99-137
名探偵コナン
ハニーカクテル殺人事件

　小五郎、蘭、コナンは、リゾート会社社長・山
崎の招待を受け山奥の村へと向かった。山崎
の話では、村でリゾート開発の計画が進んで
おり、そのイメージモデルとして小五郎を採用
したいと言うのだ。その気になる小五郎。だが
翌日、山崎が別荘の２階からなぞの転落死を
遂げる。

25 Ｃ－１

VHS JB99-138
名探偵コナン
お天気お姉さん誘拐事件

　コナンたちは、人気ニュースキャスター浅野
亜紀に会うためテレビ局へ向かった。しかしそ
の日、浅野はニュースに出演しなかった。彼女
は最近、何者かに脅迫されていたらしい。
ニュースに出演しなかったのは、脅迫におびえ
たからなのか、それとも・・・。コナンたち少年探
偵団がポケベルに入ってくるメッセージのなぞ
を解く。

25 Ｃ－１

VHS JB99-139
名探偵コナン
黒の組織10億円強奪事件

　現金輸送車強盗を目撃したコナン。犯人の車
を追うコナンだが、犯人はレーサー並みの運
転技術で逃げる。コナンの推理で事件関係者
が浮かび上がるが次々に殺されていってしま
う。果たして、事件の黒幕は一体だれか。

25 Ｃ－１

VHS JB2000-140
カードキャプターさくら
さくらと不思議な魔法の本

木之本さくらは小学4年生の女の子。ある日，
お父さんの部屋で見つけた本の中から不思議
なカードが飛び出してきた。それは魔法のカー
ド・クロウカードだった。さくらはカードを守護す
る獣・ケルベロスに「カードキャプターになれ」と
言われてしまう。
（小学校4年生以上の漢字はルビ）

25 Ｃ－１

VHS JB2000-141
カードキャプターさくら
さくらのすてきなお友達

さくらがカードキャプターになったことを，友達
の知世に知られてしまった。でも知世は驚かな
いばかりか，「すてき」と言い出してさくらを応援
すると言う。そんな時，さくらの学校で不思議な
事件が起きた。クロウカードのしわざらしい。早
速，夜の小学校へ乗り込むさくらたちだが…。
（小学校4年生以上の漢字はルビ）

25 Ｃ－１

VHS JB2000-142
カードキャプターさくら
さくらのドキドキ初デート

大好きな雪兎（ゆきと）さんにデートに誘われた
さくら。ウキウキしながら出かけると，雪兎さん
が向かったのは水族館だった。２人で喫茶店
に入り，かき氷を注文していると，突然水槽が
割れ，さくらは水中に引き込まれる。さくらを引
き込んだのは，クロウカードなのか。
（小学校4年生以上の漢字はルビ）

25 Ｃ－１

VHS JB2000-143
燃えろ!!　ロボコン
大当り!!　ロボ根性全開

ロボコンはロボット学校の生徒。人間となかよく
することで100点がもらえる。ロボコンは，人間
となかよくなるには，一緒にオフロに入ればい
いと考える。しかし，大キライなゴキブリに驚
き，家をメチャメチャにしてしまう。
（漢字には全てルビ）

24 Ｃ－１
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VHS JB2000-144
燃えろ!!　ロボコン
はじめてのおつかい

ママを怒らせてしまったロボコン。きげんを直し
てもらおうと，となり町のおばさんの家まで荷
物をとどけることにした。はじめてのおつかい
に,はりきるロボコンとジュン。でも，道にまよっ
たり雨がふってきたり。２人は,ぶじにおばさん
の家につけるのか？
（漢字には全てルビ）

24 Ｃ－１

VHS JB2000-146
こちら葛飾区亀有公園前派出所
「秘薬リョーツＧＰＸ」

毒物の混じった川で泳いでも全く体に影響が
出ない両津。その原因を探るため，研究者が
両津の体を調べる。その結果，両津の体に
は，どんな菌もよせつけない抗体があることが
分かる。その抗体を使えば，あらゆる病気に効
果があるという。

25 Ｃ－１

VHS JB2001-147
名探偵コナン
きのこと熊と探偵団
（前編）

コナン，博士，元太，歩美，光彦，哀の少年探
偵団は皆でマツタケ狩りに来た。マツタケ狩り
の敷地は，金網で囲まれていて金網の向こう
側は狩猟区になっていて立入禁止になってい
た。しかし，マツタケ狩りに夢中になった元太
は金網を越えてしまう。それに気づいた少年探
偵団は，元太を捜すが途中，光彦と哀は射殺
された男性の死体を発見する。

25 Ｃ－１

VHS JB2001-148
名探偵コナン
きのこと熊と探偵団
（後編）

男性の死体を発見した光彦と哀は，殺人犯に
ねらわれるはめになった。一方，元太を発見し
たコナンたちは，今度は光彦と哀の姿が見当
たらなくなったことに気づき２人を捜し始めるが
…。

25 Ｃ－１

VHS JB2001-149
名探偵コナン
見事すぎた名推理

居酒屋からの帰り道，小五郎と蘭，コナンは，
偶然通りかかった道路沿いのアパートで，ア
パートの住人・入江とその友人･中本が口論し
ているのを耳にする。翌日，入江の死体が発
見された。殺人を止められなかったことを悔や
む小五郎たちだが，突然，探偵事務所に殺人
の容疑者である中本が現れ，小五郎に自分の
無実を証明してほしいと頼む。

25 Ｃ－１

VHS JB2001-150
ポケットモンスター
ポケモン！きみにきめた！

サトシは10歳の少年。サトシの住むマサラタウ
ンでは，10歳になるとポケモン取りあつかい免
許が与えられ，ポケモンマスターを目指し旅立
つのだ。サトシはオーキド博士からピカチュウ
をもらい旅に出る。でもピカチュウはサトシにな
ついてくれない。
教育漢字，小４からルビ

24 Ｃ－１

VHS JB2001-151
ポケットモンスター
たいけつ！ポケモンセンター！

オニスズメに襲われ大ケガを負ったピカチュウ
の傷を治すため，ポケモンセンターにやってき
たサトシ。だが，センターのポケモンを誘拐しよ
うとするロケット団が現れる。ピカチュウとサト
シは，ロケット団をやっつけられるか!？
教育漢字，小４からルビ

24 Ｃ－１
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VHS JB2001-152
ポケットモンスター
ポケモン　ゲットだぜ！

トキワの森にさしかかったサトシとピカチュウ。
ここで，ついにサトシがポケモンをゲットした。
キャタピーとピジョンをゲットして喜ぶサトシ。だ
がそこへ，またしてもロケット団が現れ，ピカ
チュウがやられてしまう。サトシは大ピンチに。
後はキャタピーしかいない。キャタピーは勝て
るのか？
教育漢字，小４からルビ

24 Ｃ－１

VHS JB2001-153
それいけ！アンパンマン
あざみちゃんとホラーマン
ばいきんまんとチェロヒキーさん

あざみちゃんは、みんなとなかよくなりたいの
に、すなおになれず、みんなとともだちになるこ
とができない。でも、ホラーマンにあい、ホラー
マンのやさしいこころで、すなおになる。ほか、
ばいきんまんとチェロヒキーさん。全文ひらが
な（一部漢字にルビ）

24 Ｃ－１

VHS JB2001-154
それいけ！アンパンマン
ウーロンさんとジャスミンさん
ドキンちゃんとつららちゃん

カバオくんのおべんとうをたべようとしたばいき
んまんは、ウーロンさんにやっつけられる。し
かえししようと、ばいきんまんはジャスミンさん
に「ウーロンさんにいじめられた」とウソをつい
て…。つららちゃんは、おんがくのめいじん。す
てきなおんがくをきいたどきんちゃんは、つらら
ちゃんにおしえてもらうため、へんそうしてあそ
びにいく。全文ひらがな（一部漢字にルビ）

24 Ｃ－１

VHS JB2001-155
こちら葛飾区亀有公園前派出所
ボーナス争奪戦５

ボーナス前になると、いつも〝つけ〟で買い物
をする両津。しかしいざ支払う時になるとお金
が惜しくなり、いつも借金を踏み倒してきた。プ
ラモ屋、酒屋、八百屋、だがし屋、ラーメン
屋･･･。商店街の各店と両津の間で、両津の
ボーナスをめぐる激しいバトルが繰り広げられ
る。はたして、両津はボーナスを守りきれるの
か。（小学校教育漢字使用　全ルビ）

26 Ｃ－１

VHS JB2001-156
こちら葛飾区亀有公園前派出所
とんでもボディジャック

警察官でありながら大会社の社長でもある、両
津の後輩中川。今日もハリウッドの有名な女
優〝キャメロンロバーツ〟と食事に行くという
中川を見て、両津は「できることなら中川の体
と入れかわりたい」と願う。そんなある日、ひょ
んなことから本当に中川の体と両津の体が入
れかわってしまった。両津は、中川は、そして
中川の会社はどうなるのか。（小学校教育漢
字使用　全ルビ）

26 Ｃ－１

VHS JB2001-157
こちら葛飾区亀有公園前派出所
寺井，執念の追跡！

交番で、一人昼寝をしていた両津。目が覚める
と、交番の中が何者かにあらされていた。どう
やら空き巣のしわざらしい。そこへ帰ってきた
寺井が、部長からあずかっていた功労賞の金
バッチが無くなっていることに気づいた。　責任
感の強い寺井の、執念の追跡が始まった。寺
井は金バッチを取り返すことができるのか。
（小学校教育漢字使用　全ルビ）

26 Ｃ－１
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VHS JB2002-158
それいけ！アンパンマン　ロール
パンナとカレーパンマン

アンパンマンたちは、スキーにやってきました。
メロンパンナもいっしょです。そこへメロンパン
ナのおねえさんのロールパンナがやってきまし
た。でも、よいこころとわるいこころを、はんぶ
んずつもつロールパンナはすなおになれませ
ん。でもカレーパンマンはそんなロールパンナ
のきもちにきづいて・・・。＜字幕　ひらがな・カ
タカナ＞

24 Ｃ－１

VHS JB2002-159
それいけ！アンパンマン　アンパ
ンマンとブラックおむすびまん　ド
キンちゃんとバタコさん

おむすびまんは、ばいきんまんのつくったブ
ラックチクリンにさされ、わるいこころをもつブ
ラックおむすびまんになってしまいました。ブ
ラックおむすびまんは、ただしいこころをもった
おむすびまんに、もどれるでしょうか。＜字幕
ひらがな・カタカナ＞

24 Ｃ－１

VHS JB2002-160
それいけ！アンパンマン　ニガウ
リマンとこむすびまん　しょくぱん
まんとセニョール・タコス

パンこうじょうをめざして、たびをつづけるこむ
すびまん。とちゅうでニガウリマンといっしょに
なりました。ところがニガウリマンは、うたをう
たって、きざなへんなやつ。そこへばいきんま
んが、あらわれて・・・。ミミせんせいのがっこう
で、セニョール・タコスがダンスをおしえてくれ
ることになりました。しょくぱんまんもいるとしっ
たドキンちゃんは、へんそうしてこっそりしのび
こみました。＜字幕　ひらがな・カタカナ＞

24 Ｃ－１

VHS JB2002-161
名探偵コナンスペシャル　迷宮
への入口　巨大神像の怒り

コナンたちは天部山ロープウエーの開通式に
招待された。しかし天部山には人々に信仰さ
れてきた女神像があった。尼僧（にそう）が｢女
神像の山にロープウエーを通せば天罰が下
る」と叫ぶ中、ロープウエーの初運行が始まっ
た。そしてロープウエーがトンネルに入った時、
どこからともなく読経が聞こえてきて・・・。＜教
育漢字・小5以上ルビ＞

48 Ｃ－１

VHS JB2002-162
名探偵コナンスペシャル　集めら
れた名探偵！工藤新一ＶＳ怪盗
キッド

ある日毛利探偵のもとになぞの招待状が届い
た。差出人は『神に見捨てられし仔の幻影』と
名乗るなぞの人物。招かれた古い城は、かつ
て何人もの人が惨殺（ざんさつ）された悲劇の
舞台だった。集められたのは七人の探偵た
ち。そしておこるなぞの連続殺人。姿の見えな
い招待主は一体何者なのか。なぜ探偵たちは
集められたのか。そして城にまつわる財宝の
伝説とは？工藤新一　コナンの名推理が光
る！＜教育漢字・小5以上ルビ＞

95 Ｃ－１

VHS JB2002-163
名探偵コナン　世にも奇妙な天
罰

真夜中に発生した大地震。その次の日、神社
の境内に一人の男が気絶していた。地震で切
れたすずが頭に当たったらしい。ふと見ると、
さい銭箱には中のお金を盗もうとしたあと
が・・・。男はさい銭どろぼうとして警察に捕まっ
た。その地震と同じころ、町内で強盗傷害事件
が発生していた。考え込むコナン、そして行き
ついた推理は？＜教育漢字・小4以上ルビ＞

25 Ｃ－１
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VHS JB2002-164
ウルトラマンコスモス　森の友だ
ち　ヤマワラワ登場

道に迷い森の中をさまよう少年がヤマワラワに
助けられた。ヤマワラワは子供にしか見えない
よう怪だった。少年は、ヤマワラワに助けられ
たことを父に話すが信じてもらえず悲しい思い
をする。しかし本当は父親も幼いころヤマワラ
ワに会っていたのだ。＜常用漢字・ルビあり＞
杉浦太陽／嶋大輔／坂上香織／石橋保　ほ
か

24 Ｃ－１

VHS JB2002-165
ウルトラマンコスモス　星の恋人
アングリラ登場

軍事衛星・アンジェリカが誤って宇宙船を攻撃
してしまった。宇宙船に生命体が乗っていたか
どうかは確認できなかった。ある日、アヤノは
町で出会った美形の青年に一目ぼれをしてし
まう。その彼が、トレジャーベースの施設見学
にやってきた。案内をするアヤノに「君と２人で
話がしたい」と、ささやきかける。彼の目的は何
なのか！？＜常用漢字・ルビあり＞　杉浦太
陽／嶋大輔／市瀬秀和／鈴木繭果　ほか

24 Ｃ－１

VHS JB2002-166
ウルトラマンコスモス　ムサシの
空　ボルギルス登場

ムサシが倒れた。オーバーワークが原因だっ
た。ヒウラはムサシの体を思い宇宙開発セン
ターに戻るよう命令する。そんな時、怪獣ボル
ギルスが現れた。ボルギルスは宇宙開発セン
ターに向かって進む。＜常用漢字・ルビあり＞
杉浦太陽／嶋大輔／藤村俊二　ほか

24 Ｃ－１

VHS JB2002-167
とっとこハム太郎　とっとこ登
場！ハム太郎

ロコちゃんの家でかわれているハムスターの
ハム太郎（たろう）。ロコちゃんといっしょに新し
い家に引っこしてきた。さっそくぼうけんに出か
けハムスターのこうしくんやタイショーくん、リボ
ンちゃんと友だちになる。＜小学校3年生まで
の漢字・全ルビ＞

23 Ｃ－１

VHS JB2002-168
とっとこハム太郎　とっとこ走
れ！ハム太郎

新しいおそろいのリボンをつけて、ウキウキす
るロコちゃんとハム太郎。ロコちゃんが落とした
リボンを拾おうとして、ハム太郎はトラックに乗
りこんでしまった。トラックはどんどん走ってい
き、空からは雪もふってきた。たったひとりでと
おくに行ってしまったハム太郎。ロコちゃんの
家に帰れるだろうか。＜小学校3年生までの漢
字・全ルビ＞

23 Ｃ－１

VHS JB2002-169
とっとこハム太郎　とっとこさが
せ！幸せのペンダント

ロコちゃんのパパとママが、けんかして口もき
かない。心配するロコちゃんを、パパが買い物
にさそった。ママにプレゼントを買うためだ。と
ころが、せっかく買ったペンダントを、ロコちゃ
んがなくしてしまう。ハム太郎たちは、ペンダン
トをさがしに夜のデパートへむかう。＜小学校3
年生までの漢字・全ルビ＞

23 Ｃ－１
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VHS JB2003-170
ルパン三世　EPISODE：O
ファーストコンタクト

ダイヤモンドよりも硬い金属の作り方を記した
東洋の秘宝『クラム・オブ・ヘルメス』。このお宝
を巡り、ルパンとマフィアが争奪戦を繰り広げ
る。ルパンと次元、不二子、五ヱ門たちの最初
の出会いを描いた作品。斬鉄剣の秘密や、な
ぜ銭形警部がルパンを追い続けるのかなどの
なぞも分かる。

92 Ｃ－１

VHS JB2003-171
それいけ！アンパンマン　鉄火
のマキちゃんとナベぶぎょう　ホ
ラーマンとおりがみまん

あついなつのひに、あついナベをすすめるナベ
ぶぎょう。がんばってたべていたちびぞうくんた
ちも、おかわりはできなかった。そこで、鉄火の
マキちゃんがアドバイスし、なつでもたべられる
ナベをかんがえることに。ドキンちゃんがすき
なおりづるをおりたいホラーマンは、おりがみ
まんにおそわっておれるようになる。だが、そ
のおりづるをばいきんまんがつぶしてしまう。
ひらがな・カタカナ使用（一部漢字にルビ）

24 Ｃ－１

VHS JB2003-172
それいけ！アンパンマン　あか
ちゃんまんとバイキンあかちゃん
まん　ちびぞうくんのお出迎え

あかちゃんまんにやられたばいきんまんは、く
やしくてしかたがない。ドキンちゃんにあかちゃ
んまんのまねをしてパワーのひみつをさぐるよ
うにいわれ、バイキンあかちゃんまんになって
いたずらをする。ちびぞうくんたちがばいきん
まんにいじめられていると、でかこかあさんが
とおりかかって、ばいきんまんをやっつけてくれ
た。でかこかあさんにしかえしをしたいばいき
んまんは…。ひらがな・カタカナ使用（一部漢
字にルビ）

24 Ｃ－１

VHS JB2003-173
それいけ！アンパンマン　アンパ
ンマンとでんがく三兄弟　アンパ
ンマンとチーズフォンデﾕさん

みんなのすむまちに、でんがく三兄弟がやって
きた。たのしいおどりをみせてもらい、かばお
やちびぞうはおおよろこび。でも、みそでんがく
がこんにゃくのりょうりとしると、ひとくちもたべ
ずにかえってしまう。せっかくつくったのに…。
チーズフォンデュさんのいえにあそびにいった
アンパンマンたち。おいしいチーズフォンデュを
たべようと、ばいきんまんたちもやってきて…。
ひらがな・カタカナ使用（一部漢字にルビ）

24 Ｃ－１

VHS JB2003-174
おジャ魔女どれみ　ドッカ～ン！
どれみびっくり！新しいおジャ魔
女

６年生に進級した新学期。どれみたちが学校
に行くと、見知らぬ女の子が教室にいた。実は
その子はハナちゃんだった。どれみたちと学校
に通いたくて、魔法で大きくなってしまったの
だ。しかもその時に魔法の使いすぎで大切な
水晶球をこわしてしまったという。どれみたちは
新しく魔女見習いになったハナちゃんの面どう
を見ることになった。　小学校教育漢字使用
４年生以上ルビ

25 Ｃ－１
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VHS JB2003-175
おジャ魔女どれみ　ドッカ～ン！
ハナちゃん６年生になる！

何とかハナちゃんの転校を成功させたどれみ
たち。でも、赤ちゃんからいきなり６年生になっ
たハナちゃんは、字を読むこともできず、このま
までは授業についていけそうにない。そこでど
れみたちは、代わりばんこにハナちゃんに勉強
を教えることにする。ハナちゃんもみんなといっ
しょにいたいので必死に勉強する。　小学校教
育漢字使用　４年生以上ルビ

25 Ｃ－１

VHS JB2003-176
おジャ魔女どれみ　ドッカ～ン！
ハナちゃんには負けられない

ハナちゃんがいきなり大きくなってしまったの
で、追いこされたぽっぷは、何となくさびしい。
その上ハナちゃんは、魔女見習い試験の９級
にも、簡単に合格してしまった。何としても２級
試験に合格したいぽっぷ。でも試験問題は難
しく、ぽっぷはいらだってしまう。そこへハナ
ちゃんが様子を見にやってくる。　小学校教育
漢字使用　４年生以上ルビ

25 Ｃ－１

VHS JB2003-177
とっとこハム太郎　とっとこお願
い！天の川

もうすぐ七夕。「七夕の夜、いっしょに天の川を
見ると、２人は両思いになれる」と聞いたロコ
ちゃんは、ささの葉に大好きな木村くんと天の
川を見れるようにと書いた。一方、ロコちゃん
が木村くんと天の川に行ってしまう夢を見たハ
ム太郎は、本当にそうなってしまうと思い込ん
でしまい、さあ大変！（小学４年生までの教育
漢字使用、全部ルビ）

23 Ｃ－１

VHS JB2003-178
とっとこハム太郎　とっとこ夢見
る！ちび丸ちゃん

キョウコちゃんに絵本を読んでもらったちび丸
ちゃん。お話に出てきたすてきなお城が見たく
てたまらない。早速ハムちゃんずは、すてきな
お城を探しに行くことにする。ところが、途中で
ちび丸ちゃんがいなくなってしまい、探しに行っ
たマフラーちゃんまでみんなとはぐれてしまっ
た。（小学４年生までの教育漢字使用、全部ル
ビ）

23 Ｃ－１

VHS JB2003-179
とっとこハム太郎　とっとこぼくら
の！ハムハムキャッスル

ちび丸ちゃんは、自分のせいでマフラーちゃん
がかぜをひいてしまったと落ち込んでしまう。
はむちゃんズたちの所にも遊びに来なくなって
しまった。ハム太郎たちは２人を励ますため
に、伝説のハムスターのお城・ハムハムキャッ
スルをつくることにした。（小学４年生までの教
育漢字使用、全部ルビ）

23 Ｃ－１

VHS JB2003-180
とっとこハム太郎　とっとこ恋な
の！くるりんちゃん

アイドルハムスターのくるりんちゃん。飼い主
のくるみちゃんの用事で、ロコちゃんのおうち
に預けられることになった。ハムちゃんずはくる
りんちゃんと遊べるので大喜び！そこへオアシ
スくんがやって来た。オアシスくんをお金持ち
の王子様と勘違いしたくるりんちゃんは、オア
シスくんと結婚してプリンセスになると言い出し
た！（小学４年生までの教育漢字使用、全部
ルビ）

23 Ｃ－１
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VHS JB2003-181
名探偵コナン　クイズ婆さん失踪
事件

コナンたちはクイズを出すおばあさんと仲がよ
くなった。おばあさんは公園で捨てネコの世話
をしていた。次の日、おばあさんはいつもの時
間になっても公園に来なかった。心配になった
コナンたちはおばあさんの行方を探す。

25 Ｃ－１

VHS JB2003-182
名探偵コナン　尾形船釣りショッ
ク

コナンは、小五郎・蘭とともに、工務店社長・河
井に招待されて屋形船に乗りこんだ。河井の
知り合いの金融業者・山崎を乗せ、船は出港し
た。対岸の夜景と花火を楽しみながら、料理を
ごちそうになるコナンたち。釣り好きの河井と
山崎は釣りを始める。夜空いっぱいに花火が
咲き乱れたその時、船内の電灯が消えた。そ
して、船長の娘・サオリの悲鳴が聞こえる。

25 Ｃ－１

VHS JB2003-183 名探偵コナン　戻ってきた被害者

コナン・歩美・元太・光彦の４人は、連続空き巣
事件の犯人を捕まえるため曙町に向かう。人
通りのない住宅街を歩いていると、近くのマン
ションから女性の悲鳴が聞こえてきた。　コナ
ンたちがその部屋にかけつけ、部屋の主・細
野が指差すソファを見ると・・・。シートの外れた
ソファの中に、老女の死体があった。

25 Ｃ－１

VHS JB2004-184
それいけ！アンパンマン　ナガネ
ギマンとおくらちゃんクリームパ
ンダとたのしい夏まつり

あるひ、ドキンちゃんが、「やさいがたべたい」
といいだした。ばいきんまんは、やさいづくりの
めいじん・おくらちゃんのところへ、やさいをもら
いにいく。夏まつりがやってきた。みんなでたい
このけいこをするが、クリームパンダは、じょう
ずにたいこがうてない。「もうおまつりなんて、
イヤだ」とクリームパンダはいいだすが…。　＜
ひらがな・カタカナのみ使用＞

24 Ｃ－１

VHS JB2004-185
それいけ！アンパンマン　ポッカ
リ島のしんじゅ姫

ポッカリ島にあるおおしんじゅは島のおまもり
だ。そのしんじゅをまもるのは、しんじゅひめの
アコヤちゃん。そのしんじゅを、ばいきんまんが
ぬすんでしまった。しんじゅをとりもどすため
に、アコヤちゃんとアンパンマンがばいきんま
んをおいかける。　＜ひらがな・カタカナのみ使
用＞

24 Ｃ－１

VHS JB2004-186
ルパン三世　お宝返却大作
戦！！

今回ルパンが狙うお宝はトリックダイヤ。ダイ
ヤを手に入れる条件は、ダイヤの持ち主・マー
クが今までに盗んだお宝を元の場所に返すこ
とだ。片っ端からお宝を返していくルパン。とこ
ろが謎のロシアマフィアもトリックダイヤを狙っ
ていた。不二子もルパンを利用してダイヤを手
に入れようとする。果たしてトリックダイヤには
どんな秘密が隠されているのか！？

92 Ｃ－１
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兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

VHS JB2004-187
とっとこハム太郎　とっとこ夏
色！ひまわりちゃん

ハム太郎たちハムちゃんずは、ひまわり畑で
ハムスターのひまわりちゃんと出会う。ひまわ
りちゃんは、ひまわり畑の中にあるひみつのお
うちで、かいぬしの絵美ちゃんと遊ぶのを楽し
みにしていたのだが、ある日…。（小学校４年
生までの漢字　全ルビ）

23 Ｃ－１

VHS JB2004-188
とっとこハム太郎　とっとこハロ
ウィン！大へんしん

ロコちゃんとカナちゃんがハロウィンパーティー
に行くらしい。ハロウィンパーティーとは「へん
そうしてあそぶ、楽しいパーティー」らしい。ハ
ムちゃんずはさっそく、じぶんたちもハロウィン
パーティーを開くことにした。（小学校４年生ま
での漢字　全ルビ）

23 Ｃ－１

VHS JB2004-189
とっとこハム太郎　とっとこちびく
り！雪まつり

大雪がふってハム太郎やハムちゃんずのみん
なは大喜び。森に住むナッスーやトマトたちの
家へ雪遊びにやってきた。ちび丸ちゃんたちが
雪でかまくらやすべり台を作って遊んでいた
ら、いたずら好きのギャルガラスがやって来
て、いたずらを始めた。（小学校４年生までの
漢字　全ルビ）

23 Ｃ－１

VHS JB2005-190
名探偵コナン　スペシャル　怪盗
キッドの驚異空中歩行

蘭の親友の園子は鈴木財閥のお嬢様。その
園子の親戚で鈴木財閥相談役の鈴木次郎吉
氏が、新聞を使って怪盗キッドに挑戦状を叩き
つけた。次郎吉の所有する宝石を盗みに来い
というのだ。どうやらキッドに何か恨みがあるら
しい。挑戦を受けて立つキッド。大勢の野次馬
の見守る中、キッドは盗むことができるのか。
＜小学校教育漢字５年生以上にルビ＞

49 Ｃ－１

VHS JB2005-192
ちびまる子ちゃん　「まる子の赤
いランドセル」の巻

公園で知り合った女の子の影響を受けて、ま
る子はランドセルが嫌いになり、かわいい手さ
げバッグで登校したいと言い出す。しかしお母
さんに反対されてしまう。怒ったまる子は家出
する。　＜小学校教育漢字４年生以上にルビ
＞

25 Ｃ－１

VHS JB2005-193
ちびまる子ちゃん　「呪われた
ブー太郎」の巻

たまちゃんのお父さんの撮った写真の中に、
心霊写真のように見える写真が見つかった。
霊と一緒に写っているのは、まる子とたまちゃ
んとブー太郎の３人。テレビで見た心霊写真の
特集では、霊と一緒に写っている人は不幸に
なるという。３人は驚いて対策を練るのだが
…。　＜小学校教育漢字４年生以上にルビ＞

25 Ｃ－１

VHS JB2005-194
ちびまる子ちゃん　「まる子、バイ
クに乗りたい」の巻　「まる子、つ
め放題に燃える」の巻

まる子はどうしてもバイクに乗りたいと思ってい
た。そんな時、花輪君くんに自慢のバイクに乗
せてあげると言われて大喜び。いよいよバイク
に乗れると思った時…。ほか、１話。　＜小学
校教育漢字４年生以上にルビ＞

25 Ｃ－１
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VHS JB2005-195
ちびまる子ちゃん　１５周年記念
スペシャル「温泉に行こう！！」
の巻

花輪くんがまる子たちクラスメートを温泉に招
待してくれることになった。大喜びのまる子た
ち。さくら家ではお父さんやおじいちゃんまで行
くことになり、２里とも大はしゃぎ。しかし温泉ま
での電車賃は、それぞれが出さないといけな
いため、貧乏な永沢くんはいけないと言って泣
いてしまうが…。　＜小学校教育漢字４年生以
上にルビ＞

49 Ｃ－１

VHS JB2005-196
それいけ！アンパンマンアンパ
ンマンとクリスマスの星

　今夜はクリスマス。みんな、準備に大忙しで
す。アンパンマンたちはサンタさんの手伝いを
しようと出かけていきます。そこでサンタさんか
ら、クリスマスの星の不思議な話を聞きます。
みんなもクリスマスの星に出会いたいと思うの
ですが…。

49 Ｃ－１

VHS JB2005-197
それいけ！アンパンマンロール
パンナとフラワー姫ばいきんまん
とチョコレートマン

　「ロールパンナとフラワー姫」あらしに巻き込
まれたロールパンナ。フラワーランドのフラ
ワー姫に助けられます。そこに現れたばいきん
まんとドキンちゃん。フラワー姫の魔法のス
ティックを……。「ばいきんまんとチョコレートマ
ン」バレンタインデーがやってきました。チョコ
レートマンがやってきて、女の子たちみんなで
プレゼントのチョコレートをつくることになったの
ですが……。

24 Ｃ－１

VHS JB2005-198
ブラック．ジャックプロローグ　Ｋａ
ｒｔｅ：００　オペの順番Ｋａｒｔｅ：０１
消えた針

「オペの順番」密猟者が船にのせたイリオモテ
ヤマネコが箱から飛び出し、操舵室の船長に
襲い掛かった。船長は舵を大きく切り、田中代
議士と赤ん坊がけがをする。船に乗り合わせ
たブラックジャックが、メスを振るう。「消えた
針」ブラックジャックは、ピノコの友人・写楽の
手術を行った。見事なメスさばきで手術は成
功。ところが搬送中に事故があり、点滴の針が
折れて写楽の血管の中を流れ出してしまっ
た。

49 Ｃ－１

VHS JB2005-199
ブラック．ジャックＫａｒｔｅ：０２　ア
リの足

　ブラックジャックは「ある障害者の記憶」という
本を読む少年・光男に出会う。光男は事故で
足が不自由だった。ある日、光男は広島から
大阪までの３５０ｋｍを１人で歩く旅に出る。そ
の光男の旅に、なぜかブラックジャックはつき
まとう。

25 Ｃ－１

VHS JB2005-200
ブラック．ジャックＫａｒｔｅ：０７　白
いライオン

　ブラックジャックとピノコは白いライオン「ルナ
ルナ」を見るため動物園へ行った。しかしルナ
ルナは原因不明の病気で観客の前に出られ
なかった。ブラックジャックは飼育係からルナ
ルナの診察を頼まれるが専門外だと言って断
る。

25 Ｃ－１
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VHS JB2005-201
ちびまる子ちゃん「まる子救急車
に乗る」の巻

通学途中で救急車に出くわしたまる子。救急
車に乗っていたのが隣のクラスの男子と知り
「救急車に乗るってどんな感じだろう」とにわか
に興味を持つ。翌日、その男子がスター扱いさ
れているのを知り、「なんとか救急車に乗って
みたい」と願うまる子だったが…。　【字幕制
作：長野県聴覚障害者ライブラリー】

24 Ｃ－１

VHS JB2006-002
ルパン三世　天使の策略　～夢
のカケラは殺しの香り～

米軍基地の＜エリア５１＞に保管されているＵ
ＦＯの破片だという「オリジナルメタル」。ルパン
たちはそれを盗み出すが、五エ門の斬鉄剣で
も切れないという代物だった。しかも女だけの
反米テロ組織のブラッティエンジェルスがそれ
をねらって、ルパンたちに次々に襲いかかって
くる。

93 Ｃ－１

VHS JB2006-003
ブラック．ジャックＫａｒｔｅ：０８　奇
跡の腕

能ずしで働くタクの夢は、目の不自由な故郷の
母親に、日本一おいしいすしを食べさせること
だった。しかしその夢がかなうという時、タクは
交通事故に遭い両腕を失ってしまう。タクは事
故を起こした明に夢を託そうと考え、二人三脚
の修行が始まる。

25 Ｃ－１

VHS JB2006-004
ブラック．ジャック　Ｋａｒｔｅ：１２
にいちゃんを返せ！

ピノコは、テレビ番組に登場する、改造人間
ゴーラスに夢中。そのゴーラスを演じるタカオ
が足を患って、ブラック・ジャックに診てもらうこ
とになった。　　しかし、タカオの弟ユキオは、
兄が改造人間にされると思い込み、１人で兄を
助けに向かった。

25 Ｃ－１

VHS JB2006-005
ブラック．ジャック　Ｋａｒｔｅ：４４
ピノコ誕生

ブラックジャックの元に、ある患者が運ばれて
きた。おなかに大きな腫瘍があり、その腫瘍を
切り取ってほしいと依頼されたのだ。ブラック
ジャックは早速手術を行うが…。ブラックジャッ
クとピノコの出会いの物語。

25 Ｃ－１

VHS JB2006-006
それいけ！アンパンマンばいき
んまんとバイキン城アンパンマン
とパン工場

ドキンちゃんとばいきんまんのすむバイキン城
はゴミだらけ。ドキンちゃんにおこられたばいき
んまんは、おそうじロボットをつくる。さいしょは
じょうずにおそうじしていたロボットが、ドキン
ちゃんをすいこんでしまって・・・。

25 Ｃ－１

VHS JB2006-007
それいけ！アンパンマンしょくぱ
んまんとカレーパンマンクリーム
パンダとねむねむおじさん

ジャムおじさんたちとピクニックにきたしょくぱ
んまんとカレーパンマン。でもふたりはケンカ
ばかり。おべんとうをぬすんだばいきんまんを
おいかけた２人ですが・・・。ねむれないこども
を、たのしいゆめのくににつれていってくれる、
ねむねむおじさん。どうしてもねむれないクリー
ムパンダは、おじさんのいえにいきます。そこ
にばいきんまんとドキンちゃんがあらわれて、
さあたいへん。

25 Ｃ－１
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VHS JB2006-008
それいけ！アンパンマン　アンパ
ンマンのジンジンジングルベル

１ねんにいちど、クリスマスイブに、クリスマス
のたににあらわれる「クリスマスのほのお」。
キャンドルちゃんがうけとって、みんなにくばり
ます。そのほのおをけして、くらやみのイブにし
ようとかんがえたばいきんまん。なだれおにを
なかまにして、アンパンマンにたたかいをいど
みますが・・・。

50 Ｃ－１

VHS JB2006-009
ちびまる子ちゃん　「まる子、お姉
ちゃん風を吹かす」の巻「ヒデキ
の誕生日」の巻

「まるこ、おねえちゃん風をふかす」４月。新一
年生が入ってきた。仲良くなったまさみちゃん
に、先輩として、いろいろなことを教えるまる子
だったのだが…。「ヒデキの誕生日」まる子の
姉のさきこは、西城ヒデキの大ファン。ヒデキ
の誕生日にお祝いの手紙を出し、返事を待つ
姿を見て、まる子はあることを思いつく。小学
校教育漢字使用４年生以上の漢字にルビ

25 Ｃ－１

VHS JB2006-010
ちびまる子ちゃん　「真夏の枕」
の巻　「備えあれば憂いなし」の
巻

「真夏の枕」暑い夜が続き、まる子は寝不足気
味。枕だけでもすずしい物にしようと、調査を開
始。そしてまる子はある物を枕に入れたら、一
石二鳥だとひらめく。「備えあれば憂いなし」防
災訓練に参加した友蔵とまる子。家では非常
時に備えて、それぞれが荷物をまとめるという
ことになったのだが。小学校教育漢字使用４年
生以上の漢字にルビ

25 Ｃ－１

VHS JB2006-011
ちびまる子ちゃん「まる子、カッパ
に想いを寄せる」の巻「虹をみよ
う」の巻

「カッパに想いを寄せる」川のほとりで見かけた
看板のモデルはカッパ。『本当にカッパはいる
のか？まる子たちは探しに出かける。「虹をみ
よう」花輪君が虹を見る道具・プリズムを貸して
くれることになった。みんなでジャンケンで順番
を決めて、１日交代で借りることになったのだ
が…。小学校教育漢字使用４年生以上の漢字
にルビ

25 Ｃ－１

VHS JB2006-012
ちびまる子ちゃん　「まる子、大
根に学ぶ」の巻　「幸福行きの
キップ」の巻

「まる子、大根に学ぶ」ヘタな役者を大根役者
というのは、なぜかお父さんから、自分で考え
るように言われたのだが、まる子はさっぱり分
からない。「幸福行きのキップ」北海道の愛国
駅から幸福駅行きのキップが大ブーム。その
キップが手に入らないまる子たちは、自分たち
のキップを作ることに。小学校教育漢字使用４
年生以上の漢字にルビ

25 Ｃ－１
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VHS JB2006-013
とっとこハム太郎とっとこ空か
ら！そらハムくん

ハムちゃんずが遊んでいると、空からハムス
ターが落ちてきた。名前は、そらハムくん。何と
かして空を飛びたいと、きずだらけになりなが
らがんばるそらハムくん。ハムちゃんずのみん
なは、空を飛ぶ方法を考え始める。小学校４年
生までの教育漢字使用　全ルビ

23 Ｃ－１

VHS JB2006-014
とっとこハム太郎　とっとこホクホ
ク！リボンちゃん

リボンちゃんはハム太郎と２人きりでデートす
ることになった。おしゃれをして出かけたが、途
中で長老ハムを助けたり、水たまりに落ちてし
まったりと、いろいろ事件が起きてなかなか約
束の場所に行くことができない。どうするリボン
ちゃん！？小学校４年生までの教育漢字使用
全ルビ

23 Ｃ－１

VHS JB2006-015
とっとこハム太郎とっとこ正義
の！ハムハーマン

ハム太郎はハムハムタウンで働くサラリーマ
ン。しかしその正体は、あいぼうのどんちゃん
とともに、町の平和を守る正義の味方・ハム
ハーマンだったのだ。いま町では、いたずらば
かりする三人組・ブラックおとめ・ずーがあばれ
ていた。三人の後ろには、さらにおそろしいま
法を使うブラック・プリンスがいた！小学校４年
生までの教育漢字使用　全ルビ

23 Ｃ－１

DVD
JB2006-
016,017,018

世界名作劇場　家なき子レミ１
悲しい誕生日

世界名作劇場　家なき子レミ２
さよならおかあさん

世界名作劇場　家なき子レミ３
ヴィタリス一座

主人公のレミは、貧しいけれど、お母さんと妹
と３人で仲よく暮らしていました。お父さんは
ずっと前からパリに出かせぎに行っています。
お父さんさえ帰ってくれば、家族はとても幸せ
なはずでした。ところがお父さんがパリで大ケ
ガをし、働けなくなって村に帰ってきました。そ
して、信じられないことを言ったのです。小学校
教育漢字使用　全ルビ

すべてを知ったレミは、少しでも家の助けにな
ればと働きに出ようと決心します。それを知っ
た父親のジェロームは、レミを売り飛ばそうと、
村に来ていたポリネールに相談を持ちかけま
した。　ポリネールは、人買いの仕事をする男
で、ジェロームに金をわたし、レミを納屋に閉じ
込めてしまいました。小学校教育漢字使用　全
ルビ

レミとヴィタリス一座との旅が始まります。一緒
に旅をするのですから、何もしないわけにはい
きません。「働かない者にはパンは与えない」、
それがヴィタリスさんのやり方でした。　レミ
は、一座の役者として、セリフをいっしょうけん
めい練習します。そして一座は、ユセルの町に
到着しました。小学校教育漢字使用　全ルビ

25
24
24

Ｂ－３

20/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2006-
019,020,021

世界名作劇場　名犬ラッシー１
ひとりじゃない

世界名作劇場　名犬ラッシー２
大さわぎの留守番

世界名作劇場　名犬ラッシー３
さよならラッシー

主人公のジョンは、１人っ子でちょっぴりあまえ
んぼうの男の子です。お母さんが看護婦をして
いるので、１人で過ごすことの多い子どもで
す。ある日、ジョンは友達のコリンを手つだって
村はずれに届け物をした際、子犬を拾います。
その犬はまだ赤ちゃんで、元気がなく、ジョン
は大あわてで世話をします。小学校教育漢字
使用　全ルビ

次の日、ジョンは拾ってきた子犬を家に置いて
学校に出かけました。ジョンが出かけてしばら
くすると、子犬は入れられた箱から出て家の中
を歩き回り、家の中はめちゃくちゃにされてしま
います。そこへ、てつ夜明けのお母さんが帰宅
し、子犬は見つかってしまいます。小学校教育
漢字使用　全ルビ

子犬がかわいくてしかたないジョンは、子犬を
お母さん犬に会わせるため、元の飼い主を探
し始めます。そして子犬を拾った場所近くの川
で、子犬の首輪の落ちているボートを発見。首
輪にはラッシーと書かれていました。ジョンが
「ラッシー」と呼ぶと子犬は返事をします。ジョ
ンは、ラッシーが川の上流から流れ着いたと考
え、川をさかのぼることにしました。小学校教
育漢字使用　全ルビ

25
25
24

Ｂ－３

DVD
JB2007-
001,002,003

世界名作劇場 家なき子レミ　４
素敵な贈り物

世界名作劇場 家なき子レミ　５
奇跡のマリア像

世界名作劇場家なき子レミ　６
幻のおかあさん

町の本屋で有名な作家に出会ったレミ。作家
の作品を読みたいと思いましたが、その本は
高価でとても買うことはできませんでした。とこ
ろが翌日からレミの元に、本の物語が手紙とし
て届けられるようになり、大喜びするレミでした
が…。

レミは孤児院の子どもたちと知り合いになりま
す。いたずらぼうずのピエールは、妹のため
に、毎晩他人の家に忍び込みマリア像にお祈
りをしていました。ピエールの妹は、お母さん
のの死をきっかけに声が出なくなってしまって
いたのです。そのためピエールは、妹の声が
出るようにお祈りしていたのでした。

雨の中、ぬかるみにはまってしまったヴィタリ
ス一座の馬車。それを助けてくれたのは、イボ
ンヌ夫人の一行でした。次の町でレミは、目の
不自由なサラという少女と知り合いになりま
す。サラもレミと同じように、小さいころに両親
と別れ、職人の親方に育てられていました。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

21/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
004,005,006

世界名作劇場 家なき子レミ　７
もうひとつの家族

世界名作劇場  家なき子レミ　８
さよなら私たちの家

世界名作劇場　 家なき子レミ　９
運命の出会い

港町ボルドーでレミはエミールという船乗りの
少年と知り合いになります。故郷を離れ船旅を
続けるエミールに、レミはナナやお母さんのい
る村の話をします。そんな中、カピがいなくなっ
てしまいます。レミとエミールは、犬をぬすんで
サーカスに売りつける悪人の話を聞いて…。

トゥールーズの町で興業を続けるヴィタリス一
座。そのころ町では、家に火をつけて、火事騒
ぎのすきに盗みをするどろぼうが続いていまし
た。夜の町であやしい男にぶつかったレミは仲
良くなったミミと、犯人を捜そうとするのですが
…

ヴィタリスさんと離れて、旅を続けることにした
レミたち。しかしもう一度警察を説得しようと訪
れたトゥールーズで、レミはケガをしてしまいま
す。気を失ったレミを助けてくれたのは、ミリガ
ン夫人という美しい女の人でした。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

DVD

ミリガン家でヴィタリスさんを待つことになった
レミは、この家の息子のアーサーが、気難し
く、人と接しようとしないのが気になります。優
しいミリガン夫人に対してさえ反抗的なので、
つい強く注意してしまいます。
ところが、そんなアーサーが誰にも言わずに川
に出かけてしまいました。レミもアーサーを捜し
に行きます。そして、アーサーが川に落ちそう
になっているのを見つけ、助けようとしますが
…。

レミと出会い、明るくなっていくアーサー。ミリガ
ン夫人もアーサーも、レミにずっと居てほしいと
思うようになります。けれども真犯人が捕まり、
ヴィタリスさんがレミを迎えに来てくれます。
アーサーは、「宝物をあげるから、ここに居て」
とレミに頼み、そんなアーサーにレミも、自分の
宝物を見せてあげます。
少し疲れたのか、体調の悪そうなヴィタリスさ
んに、ミリガン夫人は滞在を勧めますが、ヴィ
タリスさんは旅立ちます。

ミリガン家に残らず、ヴィタリスさんの後を追っ
たレミ。しかし、ヴィタリスさんの体調はあまり
よくありません。さらに興行中に、なんとジョリ
クールが大ケガをしてしまいます。獣医に診て
もらわないと助かりそうにありませんが、その
村には獣医はおらず、次の町に行くには、雪山
を越えなければなりません。しかも、雪が降り
出しています。
レミは、迷うヴィタリスさんを説得して雪山に向
かいます。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

世界名作劇場  家なき子レミ　１
０　ひとりぼっちのアーサー

世界名作劇場家なき子レミ　１１
ペンダントの秘密

世界名作劇場 家なき子レミ　１２
悲しみの雪山

JB2007-
007,008,009

22/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

B-3
24
24
24

大けがをしたジョリクールをレミは病院に連れ
て行きました。ジョリクールはしばらく入院する
ことになりました。ヴィタリスさんは、ジョリクー
ルが入院している間、パリへ行くことにしまし
た。パリなら冬の間も興行ができるしヴィタリス
さんの知り合いもいるからです。レミとヴィタリ
スさんはパリに向けて出発しました。しかしそ
の途中、ヴィタリスさんは、胸をおさえて苦しみ
出して、倒れてしまいました。

レミはパリのルールシーヌ通りに住むというガ
スパールさんをさがすことにしました。ガス
パールさんはヴィタリスさんの知り合いなので
す。でもパリは、ほんとうに大きな街で、レミは
なかなか見つけることができませんでした。
やっとルールシーヌ通りを見つけたレミでした
が、そこは何だか、とてもこわい感じのする所
でした。そしてガスパールさんの住む家に行っ
たレミでしたが、そこには大勢の子どもたちが
住んでいました。

ガスパールのもとで仕事をすることになったレ
ミでしたが、ついヴィタリスさんのことが思い出
されて悲しくなってしまいます。それでもレミは
がんばりました。町では、リーズたちも、それぞ
れ同じようにがんばって働いています。リーズ
たち女の子は花売り、小さな男の子たちクツみ
がきや新聞売りが仕事です。レミはカピとジョリ
クールと芸を見せてお金をかせぎました。で
も、せっかくかせいだお金をほかの子たちに取
られてしまいました。
小学校教育漢字使用　全ルビ

DVD

世界名作劇場 家なき子レミ　１３
雪の日の別れ

世界名作劇場   家なき子レミ　１
４　新しい旅の始まり

世界名作劇場 家なき子レミ　１５
新しい仲間

JB2007-
010,011,012

23/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
016,017,018

世界名作劇場  名犬ラッシー　４
父さんの給料日

世界名作劇場 名犬ラッシー　５
ごちそう求めて６マイル

世界名作劇場   名犬ラッシー　６
嵐の中をかけぬけろ

きょうは父さんの給料日。そしてあすはお母さ
んの誕生日。ジョンはお母さんの誕生日プレゼ
ントにブローチがいいと思い、父さんと一緒に
プレゼントしようと考えたのですが、父さんがお
金を落としてしまったと言うのです。怒ったジョ
ンはラッシーと父さんのお金を探しにいきまし
た。

きょうはお母さんの誕生日。ジョンとラッシーは
誕生日のごちそうを取りに、沼まで出かけるこ
とにしました。沼までは遠い道のりですが、途
中でバーンセンじいさんの汽車に乗せてもらう
つもりだったジョン。でも汽車を運転していたの
はバーンセンじいさんではありませんでした。
ジョンは沼まで歩いていくことに…。

ジョンの住む村に大あらしがやってきました。
ホッパー先生とお母さんはモートンさんの治療
に出かけたのですが、注射器を忘れていって
しまいました。ジョンはあらしの中、ラッシーとと
もに注射器を届けに行くことに…。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

世界名作劇場  家なき子レミ　１
６　雨の日の子猫

世界名作劇場 家なき子レミ　１７
地下迷路での誓い

世界名作劇場　家なき子レミ　１
８　すれちがう母と子

ある日、マルセルが、子ネコと出会いました。
マルセルは子ネコと友だちになりたいと思い、
子ネコを家に連れて帰りました。みんなネコを
飼うことを賛成してくれましたが、マチアは反対
しました。ガスパールが許すはずがないからで
す。マルセルはとても悲しくなりました。そんな
マルセルを見て、レミは、みんなでネコを飼え
る場所を見つけました。公園の中にある木の
穴です。マルセルは大喜びしました。でも次の
日の朝、公園に行ってみると、木の穴の中にネ
コはいなくなっていました。

ある日、リーズがお店から人形をぬすんでしま
いました。それを知ったレミは、お店に人形を
返し、リーズの代わりに一生けん命謝りまし
た。でもお店の人はレミをたたいて怒りました。
リーズは、自分のせいでレミがたたかれるのを
見て、思わずその場からにげ出してしまいまし
た。そして古い建物の中に入ったリーズでした
が、建物の床が壊れて、地下に落ちてしまいま
した。

ある日、レミはマリアとリーズといっしょに、家
に帰ろうとしていました。ところが、そんなレミた
ちの前に、ほかの町の男の子たちが現れ、か
せいだお金を取り上げようとしました。でもカピ
やジョリクールのおかげでお金は取られずに
済みましたが、レミが大切にしていたカメオが
取り上げられてしまいました。レミは必死にカメ
オを取りもどそうとしますが、男の子たちは返し
てくれません。そこにマチアが現れて、男の子
たちとケンカを始めてしまいました。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3DVD
JB2007-
013,014,015

24/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
019,020,021

世界名作劇場名犬ラッシー　７
マフラー泥棒を捕まえろ

世界名作劇場名犬ラッシー　８
ラッシーなんか大嫌い

世界名作劇場 名犬ラッシー　９
空から来たおてんばお嬢様

ジョンたちの町に初雪が降りました。かぜで学
校を休んだコリンの家に遊びに行ったラッシー
は、帰りにコリンからマフラーをしてもらいま
す。ところが、その後ジョンの学校で、マフラー
どろぼうが出て、ラッシーは犯人に間違えられ
てしまったのです。

心ないひと言で、シンディを怒らせてしまった
ジョン。気まずくなったジョンは、ついラッシーに
八つ当たりしてしまいます。人けのない廃坑
で、ラッシーをまこうとしたジョンでしたが…。

ジョンの父さんのサムが働く鉱山に、鉱山主が
視察にやってくることになりました。鉱山の事
務所はその準備におおいそがしでした。
鉱山主が飛行機で来ると聞いたジョンは、ラッ
シーと初めて会った日のことを思い出しまし
た。そして当日、ジョンは牧場で空を見上げ
て、飛行機の到着をワクワクしながら待ってい
ました。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

DVD
JB2007-
022,023,024

世界名作劇場  名犬ラッシー　１
０　はじめてのケーキ作り

世界名作劇場 名犬ラッシー　１１
プリシラ・最後のわがまま

世界名作劇場 名犬ラッシー　１２
火事をおこしたのは誰だ

もう一度ジョンに会いたいと思ったプリシラが
コック長の車に忍び込んで、村にやってきまし
た。村でコリンと出会ったプリシラは、コリンの
案内でジョンの家にたどりつきました。いきなり
家にやってきたプリシラに驚くジョンでしたが、
ジョンとサンディとプリシラの３人で、ケーキを
作ることになりました。

プリシラはもう一度ジョンたちに会いたいと思
い、お屋敷を抜け出しました。そしてプリシラに
ケーキ届けようとやってきたジョンたちと出会
い、プリシラはムーアの岩の城に冒けんに行き
たいと言いました。これからムーアまで行くと帰
りは日が暮れてしまうためジョンたちはあした
行こうと言いました。でもプリシラはどうしても
行きたいと言います。実はプリシラは、今夜ス
コットランドに帰らなければならなかったので
す。

ジョンたちの村にローリーという男が犬のトゥー
ツとともにやってきました。ローリーはなべを売
りながらお客さんに芸を見せていました。ロー
リーは人が喜ぶ顔を見るのが大好きだったの
です。村の広場で野宿したローリーは、明け
方、火事に気づき、消し止めました。しかし、パ
ン屋のライスが火事をおこしたのはローリーだ
と決めつけローリーを村から追い出してしまい
ました。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

25/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
025,026,027

世界名作劇場　 名犬ラッシー　１
３　サンディは牛どろぼう？

世界名作劇場　  名犬ラッシー
１４　怪しい大男を追跡しろ！

世界名作劇場　  名犬ラッシー
１５　アイアンの無実をはらせ！

サンディのかわいがっている牛のムーが、お乳
を出さなくなりました。サンディのお父さんは、
お乳を出さなくなった牛は売るほかないと言い
ます。ところが、お父さんが売りに行く日の朝、
ムーは姿を消していました。一体誰が、ムーを
盗んだのでしょうか？

父さんが仕事の帰り道、知らない大男をつれ
て帰ってきました。大男はとても無口で多くを
語ろうとはしませんが、父さんのお陰で、炭鉱
で働き始めます。そんな時、刑事が村にやって
きて、大男のことを調べ始めました。

森の中で小鳥や動物たちがアイアンの周りに
集まる様子を目にしたジョン。その姿にアイア
ンが金かい強盗のはずはないと信じます。で
も、ドーハン所長がなくした金時計が、アイアン
の小屋で発見されてしまいました。
警察署に連れて行かれそうになったアイアンで
したが、ラッシーがアイアンが乗せられた車に
飛びついて…。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

DVD
JB2007-
028,029,030

世界名作劇場 名犬ラッシー　１６
急げ！ホッパー先生を助けろ

世界名作劇場 名犬ラッシー　１７
カリー先生の結婚

世界名作劇場　名犬ラッシー　１
８　大騒動！サーカスの象が逃
げた

ホッパー先生の診りょう所を手伝うことになっ
たラッシー。ラッシーがそばにいると、子どもた
ちが泣かないのです。午前中の診りょうを終え
たホッパー先生は、午後の診りょうが始まる前
につりに行くことにしました。ラッシーもホッ
パー先生についていきました。楽しいつりにな
るはずでしたが、ホッパー先生が丸木橋をわ
たっている最中に、橋が突然こわれて、ホッ
パー先生が落ちてしまいました。

あしたはカリー先生とメアリーの結こん式。でも
メアリーはうれしそうではありませんでした。メ
アリーはカリー先生が結こんの前に大切なこと
を忘れていると言うのです。カリー先生は何の
ことか全然わかりませんでした。ジョンたちはメ
アリーに協力し、カリー先生にその大切なこと
を思い出させようとしますが…。

ジョンたちの村にサーカス団がやってきまし
た。サーカス団には象のロザリンドがいました
が、芸を上手にできなかったため、食べ物をも
らえませんでした。おなかの減ったロザリンド
はサーカス団のおりから、にげ出してしまいま
した。森の中でロザリンドに出会ったジョンと
ラッシーは、ロザリンドのためにリンゴを取りに
家に帰りました。でもジョンたちを追ってロザリ
ンドも村に向かい…。
小学校教育漢字使用　全ルビ

24
24
24

B-3

26/JB　創作アニメ



兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
031,032,033

世界名作劇場
赤毛のアン　第１章
マシュウ・カスバート驚く

世界名作劇場
赤毛のアン 第２章
マリラ・カスバート驚く

世界名作劇場
赤毛のアン　第３章
グリーン・ゲイブルズの朝

マシュウとマリラという年を取った兄妹が、グ
リーン・ゲイブルズという所に住んでいた。彼ら
は、農作業の手伝いができる男の子を、孤児
院からもらい受けることにした。だが、駅に迎え
に行くと、そこで待っていたのは、赤毛の女の
子・アンだった。

孤児院から引き取られ、新しい生活を夢見て
いたアンは、マリラに「男の子じゃないから、要
らない」と言われ、落ち込んでしまう。マリラは、
アンを孤児院に送り返すと言う。はたして、アン
はマシュウ兄妹のもとで暮らすことができるの
だろうか。

グリーン・ゲイブルズに着いた翌朝、目覚めた
アンは、窓から見えるすばらしい自然に感激す
る。しかし、ここで暮らすことはないと思い、外
に出るのをためらうのだった。やがてマリラは、
アンを孤児院へ送り返す相談のため、スペン
サー夫人のもとへと向かった。

26
26
26

B-3

DVD
JB2007-
034,035,036

世界名作劇場
赤毛のアン　第４章
アン・生立ちを語る

世界名作劇場
赤毛のアン　第５章
マリラ決心する

世界名作劇場
赤毛のアン　第６章
グリーン･ゲイブルズのアン

スペンサー夫人のもとへ向かう途中、マリラに
促され、アンは自分のつらかった身の上を話し
始めた。父や母のこと、生まれた家のこと、そ
して、なぜアンが孤児院へ行くことになったの
か。やがて、２人の前にホワイト・サンドの町が
近づいてきた。

スペンサー夫人のもとに到着したマリラとア
ン。マリラはスペンサー夫人に、自分たちの欲
しかったのは男の子で、アンを施設に返したい
と告げる。ところがスペンサー夫人は、ブル
エットの奥さんが女の子を欲しがっているか
ら、アンを施設に返す必要はないと言う。そこ
にブルエットの奥さんが通りかかり、アンをも
らってもいいと言う。ところが…。

マリラの決心によってグリーン・ゲイブルズで
暮らすことになったアン。そのことをマリラから
告げられたアンは、大喜びで庭に飛び出して
いく。マシュウもマリラも、アンの大変な喜びよ
うにアンへの好意を深めていく。

26
26
26

B-3
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（分）

利用
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      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
037,038,039

世界名作劇場
赤毛のアン　第７章
レイチェル夫人恐れをなす

世界名作劇場
赤毛のアン　第８章
アン日曜学校へ行く

世界名作劇場
赤毛のアン　第９章
おごそかな誓い

レイチェル夫人に「やせっぽちで器量が悪く、
そばかすだらけで、にんじんのような赤い髪」と
言われたアンは、かんしゃくを起こし、レイチェ
ル夫人に、ひどいことをまくし立ててしまう。そ
んなアンにマリラは「レイチェル夫人に謝らない
なら、部屋から出てはいけない」と言う。アンは
部屋で一生を過ごす決意をするのだが…。

初めての日曜学校の日、マリラが持病の頭痛
を起こし、教会に行けなくなってしまう。１人で
教会に行くことになったアン。途中ですてきな
アイデアを思いつくのだが、それがまたとんで
もないことにつながってしまう。

隣の家のダイアナは、アンの心の友になってく
れるだろうか。アンは緊張してマリラとダイアナ
の家を訪れた。やがて、ダイアナに庭を案内し
てもらい永遠に変わらぬ友情の誓いを立てた
２人は、すっかり仲良しになるのだった。

26
26
26

B-3

DVD
JB2007-
040,041,042

世界名作劇場
赤毛のアン　第１０章
アン・心の友と遊ぶ

世界名作劇場
赤毛のアン　第１１章
マリラ・ブローチをなくす

世界名作劇場
赤毛のアン　第１２章
アン・告白する

ダイアナと午後から森で遊ぶ約束をしたアン
は、朝からわくわくして仕事も手につかない。と
ころが約束の時間になっても、なかなかダイア
ナが来ないため、アンは心配になって、ダイア
ナの家まで様子を見に行く。すると…。

マリラが大切にしている紫水晶のブローチが
見当たらない。いくら探しても見つからず、マリ
ラはアンが取って失くしたと思い込む。そしてア
ンに、「本当のことを言うまでピクニックには行
かせない」と言い、部屋に閉じ込めてしまう。

アンが心待ちにしていたピクニックの朝、アン
はマリラに「ブローチを取って失くした」と打ち
明ける。しかしマリラは、「罰としてピクニックに
行かせない」と言う。初めてのピクニックを楽し
みにしていたアンは、果たしてピクニックに行
けるのだろうか。

26
26
26

B-3
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利用
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      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2007-
043,044,045

世界名作劇場
赤毛のアン　第１３章
アン・学校へ行く

世界名作劇場
 赤毛のアン　第１４章
教室騒動

世界名作劇場
赤毛のアン　第１５章
秋の訪れ

いよいよ新学期が始まり、初めて学校に登校
したアン。先生に意地悪をされるものの、ダイ
アナの助けもあってみんなと友達になれる。そ
して、みんなによくしてもらったお礼に、詩の朗
読を披露し、みんなの人気者になる。

アンが学校に通い出してから数週間がすぎ
た。アンは友だちもたくさんでき、一生懸命に
勉強していた。そんなある日、親せきの牧場を
手伝っていたギルバートという少年が学校に
戻ってきた。女の子たちをからかうのが好きな
ギルバートは、アンの髪を「ニンジン」とから
かった。

ギルバートとケンカをしてから、学校へ行かなく
なってしまったアンは、家でマリラの手伝いをし
ながら過ごすことに。やがて季節は秋になり、
ある日グリーン・ゲイブルズをお客さんが訪ね
てくる。マリラのいいつけを守らなかったアンの
せいで、せっかくの食事が大変なことになって
しまう。

26
26
26

B-3

VHS ＪＢ2008-036
ちびまる子ちゃん「夏の友情」の
巻

　夏休みのある日、まる子たちが公園で遊んで
いると知らない男の子がやってきた。長野から
おじいちゃんの家に来たシンゴ君だ。シンゴ君
と友だちになったまる子たちは、西遊記ごっこ
をして遊ぶが、妖怪役のシンゴ君の迫真の演
技に驚くまる子たち。もしかしたらシンゴ君は
本当の妖怪かもしれないと思うまる子たちだっ
た。

25 Ｂ-3

VHS ＪＢ2008-037
ちびまる子ちゃん「まる子のおつ
かい」の巻　「まる子、田植えをす
る」の巻

まる子はお母さんのお手伝いをするためにお
つかいに出かけた。無事におつかいを終えた
まる子だが、おつりの100円をなくしてしまっ
た。必死に探すが見つからず…。　ほかに「ま
る子、田植えをする」

25 Ｂ-3

VHS JB2008-038
名探偵コナン
工藤新一少年の冒険（前編）

　コナンが図書室で読書をしていると、小林先
生が本の裏に隠された古い皮の財布を発見す
る。中には一枚の紙が入っていた。コナンは、
紙に記されたメッセージを言い当て皆に驚か
れる。そして、コナンはこの財布にまつわる10
年前の話を話し始める。

25 B-3

VHS JB2008-039
名探偵コナン
工藤新一少年の冒険（後編）

　10年前、謎の男の挑戦を受けた新一。阿笠
博士に協力してもらいながら暗号を次々解読
し、最後の暗号も解くことができた。しかし、昔
を回想していたコナンは、暗号の真相は別に
あると気づく。

25 B-3
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種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）
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      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

VHS/
DVD

ＪＢ2008-040
名探偵コナンスペシャル　鳥取ク
モ屋敷の怪

毛利小五郎は事件の依頼を受け、コナン、蘭
と共に鳥取県にある絡繰峠のクモ屋敷と呼ば
れる旧家、武田家に向かう。武田家では続け
て人が亡くなったため、村の人々はクモ御前の
たたりだと恐れていた。そしてコナンたちが到
着した夜、今度は武田家の当主が殺された。

49 Ｂ-3

DVD JB2010-001
それいけ！アンパンマン　ぼく、
アンパンマンです！

クリームパンダとメロンパンナの２人が、パン
工場で見つけたベビーベッドやおしゃぶり。
ジャムおじさんやバタコさんに聞くと、それらは
アンパンマンが赤ちゃんのとき使っていた物だ
という。
　アンパンマンが赤ちゃんだった！？どんな赤
ちゃんだったかは、お話を見てのお楽しみ。

25 B-3

DVD
JB2010
-002

それいけ！アンパンマン
ばいきんまんとマシュマロさん
ちびぞうくんとシチューおばさん
日本テレビ
平成21年2月6日

子どもたちがサッカーをしている所に、マシュマ
ロさんが通りかかった。サッカーボールと間違
えられたマシュマロさんは、みんなと友達にな
る。そこへアンパンマンがクッキーを届けてくれ
るのだが、マシュマロさんが１人で食べてしま
い、みんながっかり。でも、代わりにマシュマロ
さんが、レインボーマシュマロをごちそうしてく
れる。ほかに１話。

25 B-3

DVD
JB2010
-003

それいけ！アンパンマン
がんばれ　クリームパンダ！クリ
スマスの冒険
日本テレビ
平成21年12月25日

こどもたちは、クリスマスのプレゼントを入れて
もらう靴下を編むために、みんなで編み物の国
へでかける。ばいきんまんとドキンちゃんも、変
装して参加している。ところが、ばいきんまん
は、またまた悪いことを思いついてしまう。　み
んなは、無事に靴下を編み上げて、サンタさん
にプレゼントをもらえるのかな？

51 B-3

DVD
JB2010
-041

ちびまる子ちゃん
春だ桜だお花見だ！！
20周年前祝スペシャル
「みんなのお花見」
「お姉ちゃんの誕生日」の巻

「みんなのお花見」
　まる子のクラスでお花見が行われた。まる子
はおばあちゃんから、桜の木には神様が宿る
と聞いていたが、お花見の最中に次々と不思
議なことが起こる。

「お姉ちゃんの誕生日」
　お姉ちゃんの誕生日の前の日に、お姉ちゃ
んとお母さんがケンカをしてしまう。まる子やお
じいちゃんは心配するが、お姉ちゃんもお母さ
んも仲直りしない。そんな２人を見てまる子は
悲しくなってしまった。

49 B-3

DVD
JB2010
-042

ちびまる子ちゃん
「まる子とハチ」の巻

夏のある日、まる子はナナという犬を連れたお
ばあちゃんと出会う。ナナはもうすぐ赤ちゃんを
産むと聞いたまる子は、毎日のようにナナとお
ばあちゃんに会いに行く。赤ちゃんは無事に生
まれたが、ナナは病気になってしまった

25 B-3
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      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2010
-043,044

名探偵コナン
怪盗キッドVS最強金庫
前編・後編

怪盗キッドから鈴木次郎吉に鈴木邸にある最
強金庫を開けると予告状が届いた。しかしいつ
もの横書きの予告状ではなく縦書き、しかも文
章も古めかしい。次郎吉は偽物と思い、警察に
捜査協力はしなかった。

25 B-3

B-350

DVD
JB2011-
006,007,008,0
09,010

忍たま乱太郎　見破られた変装
の段
忍たま乱太郎　自然から学べの
段
忍たま乱太郎　気持ちよく泣か
せての段
忍たま乱太郎　青春の思い出の
段
忍たま乱太郎　大間賀時曲時の
悩みの段

（見破られた変装の段）五年生の変装の名人・
はちや三郎は、いつも友人の不破雷蔵に変装
している。あまりにそっくりで区別がつかず困り
果てた乱太郎たち。しかし、木下先生だけは２
人を区別することができた。２人を区別する方
法とは…。

（自然から学べの段）いつもテストの成績の悪
い一年は組。それとは対照に成績優秀な、い
組の教師・安藤は、い組の教師・土井をバカに
する。そんなある日、裏庭の小屋が火事にな
る。

（気持ちよく泣かせての段）きり丸は、子守のア
ルバイトをしていたが、約束の時間になっても
赤ちゃんの両親が現れない。次のアルバイト
があるきり丸は、偶然通りかかった斜堂先生に
子守をまかせるが…。

（青春の思い出の段）ある日、忍術学園に学園
長の旧友・竜王丸が訪ねてくる。乱太郎は、学
園長の命令で竜王丸を部屋に案内する。立ち
去ろうとする乱太郎だったが、学園長に呼び止
められ若い日の自慢話に付き合わされる

（大間賀時曲時の悩みの段）オーマガトキ城の
城主・大間賀時曲時は、いつも戦に負けてば
かりいた。落ち込む曲時は、偶然通りかかった
兵士たちの会話を耳にする。「情報を制する者
が勝つ」。そのことばを聞いた曲時は、情報収
集のため堺の港へ向かう。

50

DVD
JB2011-
001,002,003,0
04,005

おじゃる丸　おあずけプリン

おじゃる丸　ジーパン

おじゃる丸　おじゃる石を気にす
る

おじゃる丸　茶とおじゃるの雨傘

おじゃる丸　月光町　虫そうどう

（おあずけプリン）おやつにプリンを食べようと
したおじゃる丸は、スプーンを忘れたことに気
づく。おじゃる丸は、シャクにスプーンを持って
きてくれるように頼む。だが、おじゃる丸は大好
物のプリンを目の前にして待ちきれなくなり…。

（ジーパン）何年かぶりにジーパンをはいたト
ミーおじいちゃん。おじいちゃんのジーパン姿
を見たカズマや月光町のお年よりたちもマネを
してジーパンをはき始める。そして気がつくと、
町中の人がジーパン姿に。

（おじゃる石を気にする）月夜ヶ池に小石拾い
に出かけたおじゃる丸とカズマ。その夜、お
じゃる丸は河原にあった、ある小石のことが忘
れられず、なかなか寝つくことができなかった。
翌日、もう一度その石を捜しに、おじゃる丸は
河原へと向かう。

（茶とおじゃるの雨傘）愛ちゃんにかわいい雨
傘を買ってもらったおじゃる丸は、傘を見せび
らかそうと町に出るが雨に降られてしまう。雨
宿りに喫茶店に入ったおじゃる丸は、茶が持つ
ボロボロの雨傘を見つける。茶は、雨傘との不
思議な出会いを語り出す
。
（月光町　虫そうどう）トミーの家で子鬼たち
は、「しあわせのきいろい虫」という本を見つけ
る。「幸せの黄色い虫を捕まえると幸せになれ
る」と勘違いした子鬼たちは、必死に虫を探
す。そのうわさは町じゅうに広がり、大そうどう
となった。

B-3
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      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2011-
011,012

名探偵コナン
黒きドレスのアリバイ（前編）・(後
編）

（前編）蘭と園子の買い物につき合うことになっ
たコナンと小五郎。新宿の喫茶店でひと休みし
ていると、ゴスロリ姿の女性が現れた。女性は
席につくなり店外のトイレに行き、その１０分後
にゴスロリ姿の女性と待ち合わせをしていると
いう庄堂唯佳が来店する。

　（後編）　原宿の公園のトイレでゴスロリ姿の
女性の絞殺遺体を発見したコナンたち。コナン
は、庄堂唯佳が犯人だと確信するが、死亡推
定時刻には唯佳は喫茶店にいたという完ぺき
なアリバイがある。唯佳の仕組んだトリックと
は？

50 B-3

DVD
JB2011-
006,007,008,0
09,010

忍たま乱太郎　見破られた変装
の段
忍たま乱太郎　自然から学べの
段
忍たま乱太郎　気持ちよく泣か
せての段
忍たま乱太郎　青春の思い出の
段
忍たま乱太郎　大間賀時曲時の
悩みの段

（見破られた変装の段）五年生の変装の名人・
はちや三郎は、いつも友人の不破雷蔵に変装
している。あまりにそっくりで区別がつかず困り
果てた乱太郎たち。しかし、木下先生だけは２
人を区別することができた。２人を区別する方
法とは…。

（自然から学べの段）いつもテストの成績の悪
い一年は組。それとは対照に成績優秀な、い
組の教師・安藤は、い組の教師・土井をバカに
する。そんなある日、裏庭の小屋が火事にな
る。

（気持ちよく泣かせての段）きり丸は、子守のア
ルバイトをしていたが、約束の時間になっても
赤ちゃんの両親が現れない。次のアルバイト
があるきり丸は、偶然通りかかった斜堂先生に
子守をまかせるが…。

（青春の思い出の段）ある日、忍術学園に学園
長の旧友・竜王丸が訪ねてくる。乱太郎は、学
園長の命令で竜王丸を部屋に案内する。立ち
去ろうとする乱太郎だったが、学園長に呼び止
められ若い日の自慢話に付き合わされる

（大間賀時曲時の悩みの段）オーマガトキ城の
城主・大間賀時曲時は、いつも戦に負けてば
かりいた。落ち込む曲時は、偶然通りかかった
兵士たちの会話を耳にする。「情報を制する者
が勝つ」。そのことばを聞いた曲時は、情報収
集のため堺の港へ向かう。

50 B-3
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      ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号       ＸＪ   2005   -019 子供もの・アニメ（手話） 制作年度 通し番号 

DVD
JB2011-
034,035

ちびまる子ちゃん
「藤木、いい人を目指す」の巻
「ヒロシ、期待される」の巻

 ちびまる子ちゃん
「まる子は大女優？」の巻
「まる子、お金を拾う」の巻

「藤木、いい人を目指す」　定期券を拾って落と
し主に手渡してあげた藤木君。人のために役
に立つのはいいものだとあらためていい人に
なろうと決意するが…。

「ヒロシ、期待される」　まる子の父、ヒロシが町
内の野球試合で４番打者をまかされたという。
みなの期待にヒロシはこたえられるのか。【と
ちぎ視聴覚障害者情報センター】

「まる子は大女優？」　まる子のクラスは学芸
会で「うらしま太郎」をすることに決まった。まる
子とたまちゃんは、海中で揺れるワカメの役に
なった。練習するまる子を見て祖父友蔵は「将
来は天才女優だ」と期待するが…。

「まる子、お金を拾う」　道端で１０円拾ったまる
子。見たいテレビがあったので、交番に届けそ
びれてしまった。翌日交番へ行く途中、欲し
かったチョコレートの匂いの消しゴムが１０円で
特売になっていた…。【とちぎ視聴覚障害者情
報センター】

50 B-3

DVD JB2012-030

ちびまるこちゃん
「まる子の新しいワンピース」の
巻
「生け花をしよう！」の巻

「まる子の新しいワンピース」の巻
　まる子は、たまちゃんのお母さんに百恵ちゃ
んとそっくりなワンピースを作ってもらった。た
まちゃんもおそろいのワンピースを作ってもら
い、次の日曜に２人で遊園地に行くことになっ
た。だが、ワンピースを気に入ったまる子は、
お母さんに止められたにもかかわらず学校に
着ていき、誤って破ってしまう。

「生け花をしよう！」の巻
　家族そろってテレビを見ていたまる子は、番
組に登場した生け花の飾られた豪華な家にあ
こがれる。翌朝、まる子が教室に行くと教室に
生け花が飾られていた。花輪君が生けた花だ
という。生け花に見とれるまる子たちに、花輪く
んが放課後、自宅で生け花を教えてくれること
になった。

25 B-3

DVD JB2012-031

ちびまるこちゃん
「まる子、スケッチに行く」の巻

「まる子、１０円玉に悩む」の巻

「まる子、スケッチに行く」
まる子たちのクラスは紅葉のスケッチに行くこ
とになった。絵をかくのが大好きなまる子にお
母さんは新しい絵の具を買ってくれた。大喜び
のまる子だが、絵の具がもとでクラスの男子と
ケンカになる。

「まる子、１０円玉に悩む」
家の中で１０円玉を見つけたまる子。10円玉を
使ってしまうか落とした人を捜すか悩むまる
子。結局使ってしまおうと決意するまる子だ
が・・・。

25 B-3
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DVD
JB2012-
032,033

名探偵コナン　時の番人の刃（前
編）(後編）

(前編)時計の館の女あるじ・保科の元に２年前
から送られてきている差出人不明の脅迫状。
そこには、保科の誕生会で彼女を殺害すると
書かれていた。毛利は、保科の執事からボ
ディーガードの依頼を受け、コナンや蘭と保科
の誕生会に出席する。

(後編)　だが保科は、暗闇で誕生日ケーキの
ローソクを吹き消した瞬間、何者かに殺害され
てしまう。   保科を殺した犯人は、パーティー
の招待客の中にいると考えたコナン。目暮警
部がパーティーの出席者一人一人に事情聴取
を行うが、犯人も凶器も見つからなかった。だ
が、パーティー会場のバルコニーに出たコナン
は、部屋の真上にある大時計を見た瞬間、何
かを思いついた。

50 B-3

DVD
JB2013-
026,027

名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く（前編）
紅葉御殿で謎を解く（後編）

名探偵コナン　紅葉御殿で謎を解く（前編）コナ
ン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人が暴
走車にひかれそうな場面に遭遇。ひかれそう
になったのは、須坂衛子という紅葉御殿と呼ば
れる屋敷の運転手と、両親を事故で亡くし、御
殿に引き取られた中北楓（なかきた かえで）
だった。衛子はコナンたちを紅葉御殿の主、片
寄王三郎に紹介する。車椅子の王三郎は、ミ
ステリーファンで３人を歓迎する。【字幕制作：
とちぎ視聴覚障害者情報センター】

　名探偵コナン　紅葉御殿で謎を解く（後編）庭
でコナンと楓が遊んでいるころ、紅葉御殿で密
室殺人が起きた。そこには不可解な暗号文「さ
あ　かさをすぼめよう　東に沈む夕日をながめ
よう…」が残されていた。王三郎の子どもであ
る荻人と野笛は、暗号文は隠し財産のありか
を示しているのではと考え、行方をくらます。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報セン
ター】

50 B-3

DVD JB2014-032
はなかっぱ
「僕、はなかっぱ」「おじいちゃん
はすごい ！」

「僕、はなかっぱ」
やまびこ村に住むはなかっぱは、おさらのかわ
りに頭に花が咲いている。大人になったら、花
が決まるらしいけれど、まだ子どものはなかっ
ぱは『とりあえずの花』が咲いている。今日も学
校に遅れそうで走っているはなかっぱ。そこ
に、何かたくらんでいるがくぞーが現れて・・・。

「おじいちゃんはすごい！」
おじいちゃんの昔ばなしを聞いているはなかっ
ぱ。
やまびこ村のてんぐ池に謎の「ヌシ」がいると
聞いて、はなかっぱはおじいちゃんや友達と一
緒にやってきた。
そこに若がえりの花『わか蘭』をはなかっぱか
ら奪おうと、がりぞーもやってきて・・・。

10 B-3
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