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

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

作品名

内容

時間 利用
（分） 区分

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
136
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・・・。

JB92-056

ｱﾆﾒｰｼｮﾝ 宇宙戦艦ﾔﾏﾄ

JB92-057

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
ﾊｰｲあっこです 1 ･女の子らしく ･
に隠れて実家で大食いし、それが原因で具合
大騒ぎ!病は気から
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

JB92-058

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
ﾊｰｲあっこです 2 ･こじれた親子 が仲をとりもとうと・・・。 セツコさんは風邪をひ
関係 ･ｾﾂｺさんのわがまま
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

JB92-059

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
ﾊｰｲあっこです 3･ああ～やせる
公園へいったが・・・。 家族で旅行することに
思い ･家族旅行は大騒ぎ
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

JB92-060

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
ﾊｰｲあっこです 4 ･頼もしいお母
熱をだした。 バザーに出品するはずのセツコ
ちゃん ･あですがたｾﾂｺさん
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

JB92-061

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
ﾊｰｲあっこです 5 ･おじいちゃん ンコートが届いた翌日から、いいお天気
の願い ･お友達は大切に
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
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JB92-062

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
ﾊｰｲあっこです 6 ･いってらっしゃ が、セツコさんの反応が怖い。 セツコさんの
い ･嫁にかぎって･･･
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

JB92-063

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。
ﾊｰｲあっこです 7 ･ﾊｰちゃんもｵ 自分も欲しいと言い張る。 ジュンちゃんが、マ
ﾁﾝﾁﾝ ･家族のために
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

JB92-064

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
ﾊｰｲあっこです 8 ･やっぱり!ｼﾞｭﾝ いがなくては、とあっこさんは言うが・・・。 今
ちゃん ･思い出は小ﾋﾞﾝの中
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

JB92-065

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
ﾊｰｲあっこです 9 ･お母さまをご さんは俳句クラブの会長に推薦されて悩んで
推薦 ･お野菜のお願い
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

JB92-066

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
ﾊｰｲあっこです 10 ･もう1人のお がケガをして帰ってきた。ところが、理由を聞い
母さま ･ﾀﾛｰがいじめっ子に?
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

JB95-100

「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

ｺﾎﾞちゃんｽﾍﾟｼｬﾙ祭りがいっぱ
い!
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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。

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

25

Ｃ－１

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。

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

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

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

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

VHS

VHS

JB96-110

JB98-122

JB99-137
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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

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

JB2000-146

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
こちら葛飾区亀有公園前派出所 両津の体を調べる。その結果，両津の体に
「秘薬リョーツＧＰＸ」
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

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

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

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

JB99-138

JB2001-149
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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

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

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

JB2001-153

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
それいけ！アンパンマン
とができない。でも、ホラーマンにあい、ホラー
あざみちゃんとホラーマン
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
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

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

JB2001-155

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
こちら葛飾区亀有公園前派出所 ラモ屋、酒屋、八百屋、だがし屋、ラーメン
ボーナス争奪戦５
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

JB2001-150

JB2001-151
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JB2001-156

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
こちら葛飾区亀有公園前派出所
入れかわりたい」と願う。そんなある日、ひょん
とんでもボディジャック
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

JB2001-157

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
こちら葛飾区亀有公園前派出所 寺井が、部長からあずかっていた功労賞の金
寺井，執念の追跡！
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

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

JB2002-162

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
名探偵コナンスペシャル 集めら
舞台だった。集められたのは七人の探偵たち。
れた名探偵！工藤新一ＶＳ怪盗
そしておこるなぞの連続殺人。姿の見えない招
キッド
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

JB2002-163

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

名探偵コナン 世にも奇妙な天
罰
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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

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

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

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

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

JB2003-179

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
とっとこハム太郎 とっとこぼくら
しまった。ハム太郎たちは２人を励ますため
の！ハムハムキャッスル
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

JB2002-167

JB2002-168

JB2002-169

JB2003-177
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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

JB2004-184

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
それいけ！アンパンマン ナガネ
いにいく。夏まつりがやってきた。みんなでたい
ギマンとおくらちゃんクリームパ
このけいこをするが、クリームパンダは、じょう
ンダとたのしい夏まつり
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

JB2004-185

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
それいけ！アンパンマン ポッカ
ぬすんでしまった。しんじゅをとりもどすため
リ島のしんじゅ姫
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

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

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

JB2004-189

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
とっとこハム太郎 とっとこちびく
雪でかまくらやすべり台を作って遊んでいた
り！雪まつり
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
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JB2005-190

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
名探偵コナン スペシャル 怪盗 つけた。次郎吉の所有する宝石を盗みに来い
キッドの驚異空中歩行
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

JB2005-192

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
ちびまる子ちゃん 「まる子の赤
バッグで登校したいと言い出す。しかしお母さ
いランドセル」の巻
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

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

JB2005-194

まる子はどうしてもバイクに乗りたいと思ってい
ちびまる子ちゃん 「まる子、バイ た。そんな時、花輪君くんに自慢のバイクに乗
クに乗りたい」の巻 「まる子、つ せてあげると言われて大喜び。いよいよバイク
め放題に燃える」の巻
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

JB2005-195

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
ちびまる子ちゃん １５周年記念
くことになり、２里とも大はしゃぎ。しかし温泉ま
スペシャル「温泉に行こう！！」
での電車賃は、それぞれが出さないといけな
の巻
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

JB2005-198

「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
ブラック．ジャックプロローグ Ｋａ 議士と赤ん坊がけがをする。船に乗り合わせ
ｒｔｅ：００ オペの順番Ｋａｒｔｅ：０１ たブラックジャックが、メスを振るう。「消えた
消えた針
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
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JB2005-199

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
ブラック．ジャックＫａｒｔｅ：０２ ア 足が不自由だった。ある日、光男は広島から
リの足
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

JB2005-200

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
ブラック．ジャックＫａｒｔｅ：０７ 白
ルナは原因不明の病気で観客の前に出られな
いライオン
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

JB2006-003

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
ブラック．ジャックＫａｒｔｅ：０８ 奇 だった。しかしその夢がかなうという時、タクは
跡の腕
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

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

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

JB2006-009

「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
ちびまる子ちゃん 「まる子、お
だったのだが…。「ヒデキの誕生日」まる子の
姉ちゃん風を吹かす」の巻「ヒデ
姉のさきこは、西城ヒデキの大ファン。ヒデキ
キの誕生日」の巻
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

JB2006-010

「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
ちびまる子ちゃん 「真夏の枕」
石二鳥だとひらめく。「備えあれば憂いなし」防
の巻 「備えあれば憂いなし」の
災訓練に参加した友蔵とまる子。家では非常
巻
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
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JB2006-011

「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
ちびまる子ちゃん「まる子、カッパ
よう」花輪君が虹を見る道具・プリズムを貸して
に想いを寄せる」の巻「虹をみよ
くれることになった。みんなでジャンケンで順番
う」の巻
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

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

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

JB2006-014

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
とっとこハム太郎 とっとこホクホ
まったりと、いろいろ事件が起きてなかなか約
ク！リボンちゃん
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

JB2006-015

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

とっとこハム太郎とっとこ正義
の！ハムハーマン
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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
世界名作劇場 家なき子レミ１
悲しい誕生日
DVD

JB2006016,017,018

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

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

25
24
24

Ｂ－３

24
24
24

B-3

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

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…。
世界名作劇場 家なき子レミ ４
素敵な贈り物
DVD

JB2007001,002,003

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

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

12/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 利用
（分） 区分

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…。
世界名作劇場 家なき子レミ ７
もうひとつの家族
DVD

JB2007004,005,006

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
世界名作劇場 家なき子レミ ８ ぎのすきに盗みをするどろぼうが続いていまし
さよなら私たちの家
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
世界名作劇場 家なき子レミ ９ …
運命の出会い
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

24
24
24

B-3

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
…。

DVD

JB2007007,008,009

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
世界名作劇場 家なき子レミ １
思うようになります。けれども真犯人が捕まり、
０ ひとりぼっちのアーサー
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」
世界名作劇場家なき子レミ １１
とレミに頼み、そんなアーサーにレミも、自分の
ペンダントの秘密
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
世界名作劇場 家なき子レミ １２
んに、ミリガン夫人は滞在を勧めますが、ヴィタ
悲しみの雪山
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

13/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 利用
（分） 区分

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。

DVD

JB2007010,011,012

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
世界名作劇場 家なき子レミ １３
す。でもパリは、ほんとうに大きな街で、レミは
雪の日の別れ
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
世界名作劇場 家なき子レミ １
が、そこは何だか、とてもこわい感じのする所
４ 新しい旅の始まり
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
世界名作劇場 家なき子レミ １５
住んでいました。
新しい仲間
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

14/JB 創作アニメ

24
24
24

B-3

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 利用
（分） 区分

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。

DVD

JB2007013,014,015

ある日、リーズがお店から人形をぬすんでしま
世界名作劇場 家なき子レミ １
いました。それを知ったレミは、お店に人形を
６ 雨の日の子猫
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。
世界名作劇場 家なき子レミ １７
リーズは、自分のせいでレミがたたかれるのを
地下迷路での誓い
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
世界名作劇場 家なき子レミ １
が、建物の床が壊れて、地下に落ちてしまいま
８ すれちがう母と子
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

15/JB 創作アニメ

24
24
24

B-3

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

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
DVD

JB2007031,032,033

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

JB2007034,035,036

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。

26
26
26

B-3

26
26
26

B-3

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。

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。

世界名作劇場
赤毛のアン 第４章
アン・生立ちを語る
DVD

時間 利用
（分） 区分

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。

16/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

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
DVD

JB2007037,038,039

世界名作劇場
赤毛のアン 第８章
アン日曜学校へ行く

JB2007040,041,042

B-3

26
26
26

B-3

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…。

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

26
26
26

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。

世界名作劇場
赤毛のアン 第１０章
アン・心の友と遊ぶ

DVD

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。

世界名作劇場
赤毛のアン 第９章
おごそかな誓い

時間 利用
（分） 区分

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。

17/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 利用
（分） 区分

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。
世界名作劇場
赤毛のアン 第１３章
アン・学校へ行く
DVD

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。

26
26
26

B-3

ＪＢ2008-036

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
ちびまる子ちゃん「夏の友情」の と友だちになったまる子たちは、西遊記ごっこ
巻
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

ＪＢ2008-037

まる子はお母さんのお手伝いをするためにお
ちびまる子ちゃん「まる子のおつ つかいに出かけた。無事におつかいを終えた
かい」の巻 「まる子、田植えをす まる子だが、おつりの100円をなくしてしまっ
る」の巻
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

25

B-3

JB2007043,044,045

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

VHS

VHS

VHS

JB2008-038

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。

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。

18/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

内容

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。

時間 利用
（分） 区分

25

B-3

VHS/
ＪＢ2008-040
DVD

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
名探偵コナンスペシャル 鳥取ク る旧家、武田家に向かう。武田家では続けて
モ屋敷の怪
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

JB2010-001

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
それいけ！アンパンマン ぼく、
アンパンマンが赤ちゃんのとき使っていた物だ
アンパンマンです！
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

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

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

49

B-3

VHS

DVD

DVD

DVD

DVD

JB2008-039

作品名

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。

19/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

DVD

DVD

分類番号

作品名

内容

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

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。

時間 利用
（分） 区分

25

B-3

25

B-3

50

B-3

（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。
おじゃる丸 おあずけプリン
（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
JB2011おじゃる丸 おじゃる石を気にす 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
001,002,003,00 る
原へと向かう。
4,005
おじゃる丸 茶とおじゃるの雨傘
（茶とおじゃるの雨傘）愛ちゃんにかわいい雨
おじゃる丸 月光町 虫そうどう 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。
おじゃる丸 ジーパン

DVD
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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、
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
町中の人がジーパン姿に。
おじゃる丸 おあずけプリン
種別
DVD

（おじゃる石を気にする）月夜ヶ池に小石拾い
時間 利用
に出かけたおじゃる丸とカズマ。その夜、おじゃ
内容
る丸は河原にあった、ある小石のことが忘れら （分） 区分
JB2011おじゃる丸 おじゃる石を気にす 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
001,002,003,00 る
50
B-3
原へと向かう。
4,005
おじゃる丸 茶とおじゃるの雨傘
（茶とおじゃるの雨傘）愛ちゃんにかわいい雨
おじゃる丸 月光町 虫そうどう 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。

分類番号

おじゃる丸 ジーパン
作品名

（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…。

DVD

忍たま乱太郎
の段
忍たま乱太郎
段
忍たま乱太郎
JB2011せての段
006,007,008,00 忍たま乱太郎
9,010
段
忍たま乱太郎
悩みの段

（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
見破られた変装 する。そんなある日、裏庭の小屋が火事にな
る。
自然から学べの
（気持ちよく泣かせての段）きり丸は、子守のア
気持ちよく泣か 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
青春の思い出の 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…。
大間賀時曲時の
（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

21/JB 創作アニメ
（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

50

B-3

DVD
種別

段
（気持ちよく泣かせての段）きり丸は、子守のア
忍たま乱太郎
気持ちよく泣か
ルバイトをしていたが、約束の時間になっても
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
JB2011せての段
赤ちゃんの両親が現れない。次のアルバイト
006,007,008,00 忍たま乱太郎 青春の思い出の があるきり丸は、偶然通りかかった斜堂先生に 50
B-3
9,010
段
子守をまかせるが…。
時間 利用
内容
分類番号 忍たま乱太郎作品名
大間賀時曲時の
（分） 区分
悩みの段
（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。

DVD

JB2011011,012

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。

50
（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？

22/JB 創作アニメ
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種別

分類番号

作品名

内容

時間 利用
（分） 区分

「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…。

DVD

JB2011034,035

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

「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…。

50

B-3

25

B-3

25

B-3

「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】

DVD

DVD

JB2012-030

JB2012-031

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

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。

「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・・・。

23/JB 創作アニメ
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種別

分類番号

作品名

内容

時間 利用
（分） 区分

(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。
DVD

DVD

JB2012032,033

JB2013026,027

名探偵コナン 時の番人の刃（前 (後編) だが保科は、暗闇で誕生日ケーキの
編）(後編）
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。

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】
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50

B-3

50

B-3
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種別

分類番号

作品名

内容

時間 利用
（分） 区分

「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・・・。

DVD

DVD

DVD

JB2014-032

はなかっぱ
「僕、はなかっぱ」「おじいちゃん
「おじいちゃんはすごい！」
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

JB2017033.034

小五郎がアイドル歌手・リサのボディーガード
をすることになった。だがリサのライブ会場に
怪しい男が現れて、リサを連れ去ってしまう。し
かし連れ去られたのは、リサと間違われた蘭
名探偵コナン 小五郎、怒りの大 だった。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情
追跡（前編）
報センター】
名探偵コナン 小五郎、怒りの
小五郎がアイドル歌手・リサのボディーガード
大追跡（前編）
をすることになった。だがリサのライブ会場に
怪しい男が現れて、リサを連れ去ってしまう。し
かし連れ去られたのは、リサと間違われた蘭
だった。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情
報センター】

25
25

B-3

JB2017035.036

「さくら家の洗濯大騒動」の巻 雨が続いて洗
濯ができないさくら家。やっと晴れの日が来
て、まる子とお父さんたちで洗濯をすることに
なるが、途中で雨が降りだして…。
「まる子、パーッとしたい」の巻 大人には老人
会や飲み会など「パーッとする会がある」と聞
いてうらやましがるまる子。子どももパーッとし
ちびまる子ちゃん 「さくら家の洗
たいと考えるが、「パーッとする」とは何なのか
濯大騒動」の巻 「まる子、
分からず調べ始める。【字幕制作：北九州市立
パーッとしたい」の巻
聴覚障害者情報センター】
ちびまる子ちゃん 「さくら家の洗
「さくら家の洗濯大騒動」の巻 雨が続いて洗
濯大騒動」の巻 「まる子、
濯ができないさくら家。やっと晴れの日が来
パーッとしたい」の巻
て、まる子とお父さんたちで洗濯をすることに
なるが、途中で雨が降りだして…。
「まる子、パーッとしたい」の巻 大人には老人
会や飲み会など「パーッとする会がある」と聞
いてうらやましがるまる子。子どももパーッとし
たいと考えるが、「パーッとする」とは何なのか
分からず調べ始める。【字幕制作：北九州市立
聴覚障害者情報センター】

25
25

B-3
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種別

DVD

DVD

DVD

DVD

分類番号

JB2017037.038

作品名

内容

パパとママと一緒に山に遊びに来たミキ。「ポ
コニャーン」という鳴き声に誘われて林の中を
進むと、ネコのようなタヌキのような不思議な
ポコニャン！ シッポがあるおと
生き物が現れた。
うとニャン
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】

時間 利用
（分） 区分

10
10

B-3

JB2018-014

「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻
たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見
て、自分もほしくなったまる子。おじいちゃ
んと一緒に駅弁を買いに行き、止まってい
た電車で駅弁ごっこをしていた。その時、
ちびまる子ちゃん 「まる子、
電車が発車して…。
東海道線駅弁の旅」の巻 「３
「３年４組に宇宙人が？」の巻
年４組に宇宙人が？」の巻
クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は
地球人に変装しているかも…と知ったまる
子。お姉ちゃんと全然似ていない自分は、
もしかしたら宇宙人かもと考える。【字幕制
作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

25

B－3

JB2018-015

「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻
たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見
て、自分もほしくなったまる子。おじいちゃ
んと一緒に駅弁を買いに行き、止まってい
ちびまる子ちゃん 「何度も楽 た電車で駅弁ごっこをしていた。その時、
しい新聞紙」の巻 「まる子、 電車が発車して…。
ブルマのゴムに振りまわされ 「３年４組に宇宙人が？」の巻
る」の巻
クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は
地球人に変装しているかも…と知ったまる
子。お姉ちゃんと全然似ていない自分は、
もしかしたら宇宙人かもと考える。【字幕制
作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

25

B－3

JB2018-016

突然降りだした雨を避けるため、コナン
たちは駅舎に駆け込んだ。そこには５人の
先客と駅長と駅員のあわせて７人がい
た。台風の影響で電話も通じず、駅で一
晩過ごすことになるコナンたち。客たちは
名探偵コナン 待合室の７人
駅にある温泉に入ることにする。小五郎が
温泉から出てくると、上着のポケットから
「今夜ここで人が殺されます」と書かれた
紙切れが出てくる。【字幕制作：北九州市
立聴覚障害者情報センター】

25

B－3
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種別

DVD

分類番号

JB2018-017

作品名

内容

米花金融から現金を奪った犯人が交通
事故で死亡する。しかし奪われた現金は
見つからなかった。そのころ小五郎は曇
柄寺（どんがらじ）の住職・足立了全から、
名探偵コナン 曇柄寺が隠す 「寺の建て替え工事を中止しろ」と脅迫電
秘密
話があったと相談を受ける。調べを進める
中で、小五郎は犯人は曇柄寺に現金を隠
したのではないかと推理するが…。【字幕
制作：北九州市立聴覚障害者情報セン
ター】

時間 利用
（分） 区分

25

B－3

10
10
10
10
10

B-3

ミキちゃんの家に赤いスポーツカーに乗った男
がやってきた。男は術をかけてポコニャンをね
むらせ、自分が元の飼い主だと言って連れて
行ってしまう。しかし実はこの男、飼い主ではな
く、動物を売り買いする商人だった。ポコニャン
はどうなるのか？
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
ゆうれい屋しきと言われている家に、ミキや
ポコニャン、秀作たちは探検しにきた。うす暗
い屋しきに入り、おそるおそる階段を上る。時
計が１２時の時報を打つと、とつ然何かがおそ
いかかってきた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ポコニャン！ さよならミキちゃん
ションプラザ】
ニャン

DVD

放課後のそうじ当番になったミキたち。早く終
ポコニャン！ お化けやしきだ
わらせて遊びに行きたい。秀作はラジコンカー
ニャン
を利用した自作の「自動そうじ機」を取り出し
た。ほうきを取り付けてみたが、重くて動かな
JB2019ポコニャン！ おそうじぴっかぴ
い。そうじは無事に終わるのか。
かニャン
018.019.020.02
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
1.022.023.024
ションプラザ】
ポコニャン！ いい夢を見るニャ
ン
将来どんな人になりたいか、「ぼくの夢」「わた
しの夢」という作文の宿題が出た。何を書こう
ポコニャン！ さよならはスタート
かなやむミキに、ポコニャンはま法を使って、
ニャン
夢の世界にさそいこむ。夢の中では、アイドル
として活やくしステージに立つミキがいた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
パパの仕事でアメリカに引っこすことになっ
たミキ。しかし、何にでも反対するおじいちゃん
がいっしょに行ってくれるか、心配していた。マ
マが話すと意外にもすんなり賛成してくれたお
じいちゃん。ところが、本心はちがったようで
…。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】
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018.019.020.02
1.022.023.024

10
B-3
10
ポコニャン！ いい夢を見るニャ
10
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
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】

ン

種別

分類番号

将来どんな人になりたいか、「ぼくの夢」「わた
しの夢」という作文の宿題が出た。何を書こう
ポコニャン！ さよならはスタート
かなやむミキに、ポコニャンはま法を使って、
作品名
内容
ニャン
夢の世界にさそいこむ。夢の中では、アイドル
として活やくしステージに立つミキがいた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】

時間 利用
（分） 区分

パパの仕事でアメリカに引っこすことになっ
たミキ。しかし、何にでも反対するおじいちゃん
がいっしょに行ってくれるか、心配していた。マ
マが話すと意外にもすんなり賛成してくれたお
じいちゃん。ところが、本心はちがったようで
…。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケー
ションプラザ】

DVD

DVD

JB2019025.026

JB2019023.025

小五郎とコナンが迷子のネコを依頼人に届け
に行くと、警察を呼ぶ声が聞こえた。コナンたち
が駆けつけると、そこではデイトレーダーの前
原と妻の早紀が死んでいた。マンションの防犯
カメラには犯人と思われる人物の姿が映って
いた。さまざまな証拠から、目暮警部はある人
物を犯人だと確信するが…。【字幕制作：北九
名探偵コナン セレブ夫婦の秘 州市立聴覚障害者情報センター】
密
コナンたちが公園でサッカーをしていると、近く
名探偵コナン 口の悪い九官鳥 の小久保家から小久保衛が悲鳴を上げて飛び
出してきた。家の中では、衛の伯母・直子が亡
くなっていた。そのころ、小五郎と蘭は九官鳥
を捕まえて交番へ届けていた。それは直子が
飼っていた九官鳥のナインだった。警察の調
べで、直子の関係者にはアリバイがあることが
分かる。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者
情報センター】
「さくら家の車を探せ！」お父さん、おじいちゃ
ん、お姉ちゃんと海水浴に出かけたまる子。泳
いだり、アイスを食べたり楽しく過ごしたのはよ
かったけれど、広い駐車場のどこに車をとめた
のか、わからなくなってしまった。
「むかしむかーしの怖い話」夏の暑い日、少し
でも涼しくなれればと、まる子たちは集まって
怖い話をすることになった。お寺の庭の木陰に
ちびまる子ちゃん 「さくら家の車
円になって座り、むかしから伝わる怖い話を話
を探せ！」の巻 「むかしむかー
しはじめた。【字幕制作：北九州市立聴覚障害
しの怖い話」の巻
者情報センター】
ちびまる子ちゃん 「まる子、漢
「まる子、漢字の達人を目指す」漢字テストで
字の達人を目指す」の巻
いい点がとれないまる子。満点だった丸尾が、
「まる子、ファンレターをもらう」の
漢字をすぐに覚えられる技を教えてくれるとい
巻
う。漢字の達人になるために、丸尾とまる子の
特訓がはじまる。
「まる子、ファンレターをもらう」お母さんがバ
ザーに出品するコースターの袋入れを手伝っ
たまる子。自分も小鳥の絵を描いたしおりを作
り、出品することにした。次の日、しおりを買っ
てくれたおばあさんが手紙をくれた。【字幕制
作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
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