
ＮＯ 種類 年度 作品名 時間 対象 内　　　　　　　容

1 16mm S53 花の木村と盗人たち 26分
小学生
～一般

新美南吉原作。平和な花のき村にやってきた泥棒たちに
自分の牛を預けてしまった村人。そこから起こる心の変
化、人を信じ、人に信じられる事の素晴らしさを描く。

2 16mm S54 走れメロス 20分
幼児
小学生

友情を育て、互いに信頼し合って生活する事はいつの時
代でもきわめて大切なことです。この作品も友情と信頼を
テーマにして現代の子どもたちに欠けている面を感動的
に訴えます。

3 16mm S55 大造じいさんと雁 11分 小学生

猟師の大造爺さんと「残雪」と名付けられた雁は、ライバ
ルでした。ある冬、怪我をした「残雪」に爺さんは手厚い
看護をして、また正々堂々と渡り合おうと言って大空に放
してやるのでした。

4 16mm S56 魔法のじゅうたん 10分
幼児
小学生

インドの国の跡継ぎ問題を利用して国の乗っ取りを計っ
ていた大臣に王子アーメッドが魔法のじゅうたんをくれた
姫と一緒に大臣をこらしめます。

5 16mm S56
母を尋ねて三千里
（行かないでお母さん）

30分 小学生
ピクニックの日を最後にマルコのお母さんは、アルゼンチ
ンに行くことになっていたのです。出発の日マルコは涙を
流しながら別れます。

6 16mm S56 しろいぞう 13分
幼児
小学生

力の強い白い象は、象の王様です。少し離れたところに、
まくらのお母さんがいました。仲間に頼んで食べ物を届け
ていましたが、だんだん食べ物がなくなりました。そこでお
母さんと一緒に暮らすことにしましたが、悪い男に捕まえ
られてしまいます。でも白い象のやさしい心で・・・。

7 16mm S56 海賊島の大冒険 17分 幼児
冒険好きの老船長と一緒にタイムマシーンで17世紀の海
賊と対決することになった子犬と少年達は、海の仲間の
イルカや亀の応援をもらい見事、海賊達を絶滅させる。

8 16mm S57 ペンギン 14分
幼児
小学生

「しっかり者」と「のんびり者」の仲のよいペンギンのお話。
しっかり者がエサ取りに行った隙に、居眠りをして卵を海
に落としてしまったのんびり者。卵に似た石を拾ってきた
が・・・。

9 16mm S57 彦一とんち話 18分
幼児
小学生

隣の城からやってきた武士に、無理難題をふっかけられ
て困っている殿様のため、彦一がとんちで相手を負かし
てしまったという有名な彦一とんち話の人形劇。

10 16mm S57 花咲山 18分 小学生

東北の貧しい農家に生まれたあやは霧の中で道に迷い
不思議な花が一面に咲いているところで、一人の山んば
と出会いました。その花は麓の村の人が優しい事をすれ
ばひとつ花咲くと言われる花だったのです。

11 16mm S57 白鳥の王子 10分
幼児
小学生

お姫さまに姿をかえて王様と結婚することに成功した魔
法使いは11人の王子達が邪魔になり白鳥に変えてしま
う。しかし王女の働きで・・・。

アニメ　（１６mm）



ＮＯ 種類 年度 作品名 時間 対象 内　　　　　　　容

12 16mm S57 鶴の笛 11分
幼児
小学生

足を傷つけた鶴が仲間から置いてきぼりにされますが、
優しい心を持った鶴なので、みんなが慕ってまた戻ってき
ます。

13 16mm S58 みにくいアヒルの子 10分
幼児
小学生

兄弟の中で1匹だけ姿の違うアヒルの子はみんなにいじ
められ、自分の本当のお母さんを捜しまわり一年が過ぎ
ます。その年には普通の白鳥に変わっていてお母さんや
兄弟達と再会できるという有名なアンデルセンのお話。

14 16mm S58 ベンとエイモス 23分 小学生
今日もなおアメリカはもとより、広く世界中の人々に親し
まれている「フランクリン」の逸話の中のいくつかを集め、
アニメとして面白く制作した作品。

15 16mm S58 ベルとかいじゅう王子 11分
幼児
小学生

三人姉妹の末娘のベルは父親の身代りとなって怪獣と
暮らすことになる。怪獣の心の優しさを知って結婚を承諾
すると怪獣は魔法がとけて立派な王子となる。教育映画
祭優秀作品集。

16 16mm S58 花ともぐら 15分
幼児
小学生

ハナコちゃんが書いた草花の世話をするもぐらの絵が、
風にのって秘密の研究所に飛び込んだ。それを見た研究
所ではかんちがいして苦心の結果、ロボットもぐらを作り
上げる。

17 16mm S58 虎の子トラちゃん 16分
幼児
小学生

臆病者には不要だと縞をはがされたトラちゃんは、高熱
を出して寝込んでしまった母を思う一心、一人で暗い森、
嵐の湖を通って医者を連れてくる。そして黒い縞をつけて
もらう。

18 16mm S58 ドナルドと魔法使い 10分
幼児
小学生

ハロウィンの祭りの夜、3人の甥っ子たちがドナルド叔父
さんの家を訪ねて行った。お菓子を取られては大変と意
地悪をする叔父さんに魔女のへーゼルが魔法をかける。

19 16mm S58
どうぶつ村のリトルイン
ディアン

10分
幼児
小学生

早く大きな獲物をしとめる様になりたいと思っていたハイ
ワサは、ある日誰にも言わずに1人でカヌーにのり森の中
に狩りに出かけた。そこでいろいろなことが…。

20 16mm S58
子犬のシャーロック
ホームズ

10分
幼児
小学生

ヒヨコを助けて・・・というメンドリからの頼みを受けてジョ
ンは勇躍飛び出して行ったのだが、悪い狼の罠にかかっ
て苦労する。

21 16mm S58 火事と子馬 22分
幼児
小学生

心の優しい少年と少女が足の弱い子馬を可愛がり、病気
が治るように介抱する。少女の家が火事になり子馬が助
けるという話。

22 16mm S58 おこんじょうるり 25分
小学生
～
一般

まじないで厄介払いをするいたこの婆さまは、最近もうろ
くでへまばっかりやってふさぎ込んで寝込んでいた。そん
なある夜、腹をへらしたきつねのおこんがやってきた。

23 16mm S58 あんじゅとずしおう 31分 小学生
今も読みつがれる安寿と厨子王の悲しくも美しい伝説。
格調と気品溢れる絵作りをとおして、母と子、姉と弟の深
い愛情を表現したアニメです。

24 16mm S58 赤い靴 10分
幼児
小学生

おばあさんの看病をしているカーレンの所に舞踏会の招
待状が届く。誘惑にかられて彼女が赤い靴をはいたとた
ん、靴が独りでに踊りだしてカーレンを森の奥へ奥へと連
れていく。
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25 16mm S58 リンゴの精と王子様 15分
幼児
小学生

ある日、王子が狩りで立派な雄鹿をしとめようとすると、
鹿の角が金色に輝いて黄金のリンゴが現れ、美しい姫に
変わりました。王子は姫を馬に乗せて帰る途中、嫉妬深
い魔女に襲われ魔女と結婚させられるはめになります。
しかし・・・。

26 16mm S59 よわむし太郎 15分
幼児
小学生

狩りにやってきた殿様が子供達の大事な白鳥を射ろうと
した時、後難を恐れ、村人達は誰一人殿様をいさめるこ
とが出来なかった。その中で自分の命をかけて白鳥を助
けようとしたよわむし太郎の感動の物語。

27 16mm S59 父と子 22分
小学生
中学生

父親の内職を密かに手伝おうとした少年が、そのために
成績不振となり父親の誤解と怒りを受ける。親と子、兄弟
が、どんな環境にあっても互いに理解し、協力することの
大切さを教えます。

28 16mm S59 くずの葉ぎつね 26分 小学生
歌舞伎や浄瑠璃で有名な、日本の古い伝承「くずの葉ぎ
つね」をアニメ化した作品。

29 16mm S61 少年駅伝夫 11分 小学生

少年と旅人は一路ウメアに向かって出発したがひどい吹
雪になり、森の中で迷ってしまい夜明しすることになっ
た。しかし父からの教えで凍えることなくウメアに到着しま
す。

30 16mm S61 決闘 11分
幼児
小学生

作文の時間に愛犬のことを馬鹿にされた次郎は、正志と
犬同士の決闘させるまでになった。互いに犬をけしかけ
るが、犬達はじゃれあいに走りだした。

31 16mm S61 犬と友だち 11分
幼児
小学生

戦争が終わって疎開先から帰ってきた子ども達が、もう
一人の仲のいい友達を彼の犬と一緒にさがします。

32 16mm H01 ふしぎな錦 21分
幼児
小学生

この映画は、一生懸命働く中に幸福があることをファンタ
スティックな世界を通して描いたもの。美しい一枚の錦絵
を軸に繰り広げられる神秘で波乱に満ちた物語から、人
間

33 16mm H01 たんぽぽ山の大火神 23分
幼児
小学生

この映画は人間のちょっとした油断で、大惨事が起きると
いうことを主題に、防火意識の高揚を願って作られた作
品。火事の中、花を助けてくれて行方不明になった仔馬
のシロを助と花が捜しに出かけることから物語ははじまり
ます。

34 16mm H02 とべないホタル 17分
幼児
小学生

羽がちぢんで生まれた為に、とべないホタルがいました。
彼を励まし、助ける仲間のホタルたち。足の不自由な妹
の為に、ホタルを取りにやってきた姉と弟。ホタルと子ど
もたちのふれあいを通して、やさしさと思いやりの大切さ
を描きます。

35 16mm H03 稲村の火 16分
小学生
～
一般

稲の刈り取りも終わり、豊作を祝う祭りの準備で賑わって
いる海辺の村。そこへ小さな地震が。そのゆれかたに不
気味なものを感じた庄屋・五兵衛は・・・。

36 16mm H03
山に輝くガイド犬平治
号

28分
幼児
小学生

九州の屋根、くじゅう連山で、長年登山者の命を守り、多
くの人々に親しまれたガイド犬「平治」の物語です。大自
然の中で、たくましく生きる「平治」の一生を通して、子ど
もたちに生きることの喜び、命の尊さを伝えます。
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37 16mm H04 ジャングル大帝（自然） 24分
幼児～
一般

パンジャの森の外のサバンナに大勢の人間たちが現れ、
レオたちが監視している目の前でワゴン車から出された
ヒョウの少年ケリーを妙な機械で追いかけた。映画撮影
隊である。レオはワゴン車の中にいた双子のビリーを見
つけ森の中に誘い出した。

38 16mm H04 金色の足あと 28分
小学生
～
一般

山で捕らえられ正太郎くんの家で飼われることになった
子狐は、なつくどころか餌すら口にしません。子を思う一
心で危険を冒し床下に巣まで作って父を飲ませる親狐の
深い愛情に強く心を打たれる・・・。

39 16mm H04 かぐや姫 12分
幼児
小学生

竹やぶの不思議な光をはなつ竹から生まれた女の子。
美しい姫になった八月一五夜の満月の夜、月からの使者
が迎えにきて嘆き悲しむおじいさん、おばあさんをあとに
月世界へと帰っていきます。

40 16mm H05 六人のけらい 10分
幼児
小学生

ある国の王子が超能力をもった6人のけらいを連れて、
美しい姫のいる国へ求婚にでかけた。姫の父・王は、
次々と難題も出して王子を困らせたが6人のけらいのお
かげですべて解決するお話。

41 16mm H05
むく鳥の夢
ある島のきつね

24分
幼児
小学生

・母親の死んだことを知らないむく鳥の子が、母鳥が帰っ
て来る夢を見た。それは、母の姿に似た一枚の枯葉だっ
た。その枯葉を見て激しい風や雲の重みから枯葉を守
る。
・島に住んでいる狐は、お腹がすくとお寺に忍び込み、お
供え物のまんじゅうを盗み食いしていた、ある時目も耳も
不自由な老婆が命日のお経をあげてもらいに来た。

42 16mm H05
母を尋ねて三千里
（おかあさんのいる街）

27分 小学生

マルコは長い船旅のあと、とうとうヴェノスアイレスに着
く。母を訪ねるがとっくに何処かの街にたったあとでした。
人に尋ね、やっと母のいるところが分かり、汽車に乗るた
め駅へ走りますが・・・

43 16mm H05 ジャングル大帝（親友） 24分
幼児～
一般

ルルというキリンの子は腕白坊やでこわいもの知らず。
ある日ハゲタカのミューと塩の湖の死海へ泳ぎに行った。
遊んでいる沖の方へ行ってしまい帰れなくなった。ハイエ
ナたちが迫る中、レオたちの助けで・・・。

44 16mm H05
おかあさんのやさしい
手

23分 小学生

おかあさんの「やさしい手」に気づいたのはおじいちゃん
を家族で病院に見舞いに行った時のことでした。突然お
じいちゃんが苦しく吐きそうになりました。「お父さん！だ
いじょうぶ？」口元にお母さんの手が・・・。

45 16mm H06
無人島の冒険（ロビン
ソンクルーソー）

40分
幼児～
中学生

無人島でのサバイバルの様子や、他国人であるフライ
デーとの出会いと交流を中心に、現代の子供達にも理解
のしやすい形に再構成し、大自然の中で、知恵と勇気を
奮って努力し次第に、逞しく成長していくロビンソンの姿を
浮かび上がらせた。

46 16mm H06
へーい！ぶんぶー（こ
とりを救えの巻）

11分
幼児
小学生

森の中で、幸せそうな鳥の親子に出会いました。でも、そ
の森も人間たちの開発のために破壊されようとしていまし
た。
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47 16mm H06
地球ＳＯＳそれいけコ
ロリン

34分
幼児
小学生

※対決！ヨドミ川のコロリ
コロリンの超能力で小さくなって水の旅に出かけた、ろじ
太らが流れ着いたのは、見慣れたヨドミ川。水の汚れに
驚くろじ太らの前に怪獣スイギューダーが出現！
※怒りのアカシオ！のコロリ
助けたカメに竜宮ホテルに招待された、ろじ太とコロリン。
一方、海上ではシンドロームがゴミ捨てツアーを開催して
いた。海の守神アカシオが怒りで目覚めて・・・。

48 16mm H06 金色のクジラ 25分
幼児～
一般

「まってろよ！ゆういち！今助けてやるからな」白血病の
弟の命を救うために兄は自分の骨髄液を提供するため
に手術室に入っていく。白血病の小さな弟をはげます兄
のつとむ、家族愛と友情の讃歌。

49 16mm H06
アルプスの少女ハイジ
お陽さまをつかまえた
い

27分
幼児
小学生

お医者さまからクララの病気を治すためにはお陽さまの
光が一番ときき、森できれいな花やちょうちょをいっぱい
集め、持ち帰ります。大喜びのクララはやがて元気になり
ました。

50 16mm H06 雪渡り 23分
幼児
小学生

宮沢賢治原作の童話をアニメ化。子狐の紺三郎がヒゲを
ぴんとひねって四郎とかん子に「今度幻橙会に来てくださ
い、私共のお団子を差し上げましょう」といいました。そし
て四郎とかん子が楽しみにしていた幻橙会の日がやって
来ました。そして・・・。

51 16mm H07 一つの花 23分
幼児
小学生

小4の国語科教科書に載っている今西祐行原作のアニメ
化。昭和19年夏、日本は太平洋戦争で食べ物も不足して
いた。おなかをすかしておにぎりをねだる幼い我が子に、
父はコスモスの花を一つ手渡して出征していく、平和の
尊さを訴えます。

52 16mm H07
忍たま乱太郎（パート
２）

25分
幼児
小学生

・風林火山の段
忍たま（忍者のたまご）としての自信を失い、落ち込んで
しまった三人組。それを見兼ねた先生たちは自信を取り
戻させようといろいろ策を練るのだが、うまくいかず・・・。
・ジュンコとジュンイチの段
上級生がペットとして飼っていた毒ヘビとサソリが逃げ出
し、学園は大パニック！ところが、サソリのことをよく知ら
ないしんベエと同級生の喜三太がとんでもないこと
を・・・。

53 16mm H07 太郎ヶ池の夏まつり 30分
幼児
小学生

夏祭りのタライ競争で太郎は花子を救おうとしてかえらぬ
人になってしまった。翌年、村人たちは行事を中止にしよ
うとしたが、太郎の祖父と花子は太郎が、池の守神と共
に現れて今年も夏祭りを開いてくれと言っているのを聞
く。

54 16mm H07 こぎつねのおくりもの 30分
幼児
小学生

お地蔵様に化けたら「おだんご」が貰えることを覚えた三
匹の子狐は、お供えしてくれるおばあさんの大切な写真
を破ってしまいました。人間と小狐の心のふれあいを描
いた感動の映画。

55 16mm H07 木龍うるし 20分 小学生

小学校5年国語教科書に載っている木下順二の有名な
脚本をアニメで描いた心温まる作品。渕の底に上質の漆
が一杯溜まっているのを見つけた二人の木こりさん。権
八は木の龍を作って水底に沈め、藤六を脅かして漆を一
人占めしようとしたのだが・・・。



ＮＯ 種類 年度 作品名 時間 対象 内　　　　　　　容

56 16mm H07
母を訪ねて三千里（か
あさんのブエノス・アイ
レス）

27分
幼児
小学生

マルコはジェノバの町を流している人形劇芝居のオエッ
ピーノの一座と知り合いになります。そしてペッピーノの
娘フィオリーナと仲良しになります、雨の日、一座はすっ
かり濡れてしまって熱を出します。マルコは父の知り合い
のロンベルト先生をつれてきて助けます。ロンベルトはマ
ルコの母さんのいる南の国に輝く南十字星の美しさを話
します。

57 16mm H08
忍たま乱太郎（パート
4）

25分
幼児
小学生

・手裏コンクールの段
学園町の思いつきで始まった手裏剣投げコンクール。ご
ほうびに目のくらんだきり丸に誘われ乱太郎、しんベェも
参加することに。なんとかゴマカシながらポイントを稼ぐが
先生の見張りも厳しい・・・どうする？
・燃えるメニューの段
手裏剣投げコンクールの第２ポイントに来る密書を狙う剣
豪が倒れていた。背中には薬剣が刺さっていた。敵のね
らう密書とは忍術学園の食堂から盗んだメニューなの
だ・・・なんのために？

58 16mm H08
おーい！竜馬　負ける
な泣き虫竜馬

38分
幼児
～一般

弱虫で泣き虫の竜馬だが、いつも他人を思いやる心を
持っていた！そんな竜馬にどんな家族や友だちがいてど
ういうふうに育って歴史に名前を残すような大人物にな
ｌっつあのか・・・。

59 16mm Ｈ09 猫の事務所 22分
幼児～
一般

猫の事務所があります。ここでは、黒猫の事務長のほ
か、白猫、虎猫、三毛猫、そしてかま猫が働いています。
三匹の先輩たちは少しできのいいかま猫が気に入りませ
ん。態度は厳しく冷たいものです、悲しみにくれるかま
猫、ところがある日、大きな獅子になってガオーッとほえ
ると壁をこわして山のかなたに消えた。

60 16mm Ｈ09
忍たま乱太郎（パート
3）

25分
幼児
小学生

・ただのドケチじゃないの段
三人組が出会ったお国と言う少女は多くの借金を抱えて
困っていた。ドケチで名高いきり丸だが、三人で力を合わ
せてお国の借金を肩代わりしようとアルバイトに燃える！
・学園長のワラ人形の段
ヤキイモ作りを学園長に邪魔された三人組は、腹いせに
学園長のワラ人形を作った。取り上げはしたものの呪い
のかかった人形をどうすることもできずに、学園長は弱
り・・・。

61 16mm Ｈ09 どんぐり山猫 20分
幼児～
一般

「一郎さま、あした、めんどうなさいばんしますから、おい
でんなさい・・・」一郎は山奥へ進んだ。めんどうなあらそ
いとはどんぐりの中で一番偉いのはだれかと言うことでし
た。一郎は「この中で一番ばかでめちゃくちゃで、まるで
なっていなのが、一番偉い」と言った。

62 16mm Ｈ09 ジャングル大帝（誕生） 24分
幼児～
一般

白いライオンのレオは、ロンドンへ向かう船の中で生まれ
た。レオの母は父バンジャのあとを継ぎ、ジャングルの平
和を守れと、幼いレオを嵐の海に逃がすのだった。

63 16mm Ｈ09
おーい！竜馬　母の優
しさを胸に

33分
幼児～
中学生

若殿は「行列を乱した罰、ゆるせん、きりすてい」と小さな
子どもを斬ってしまった、竜馬は驚いてこれは間違ってい
る、無法をゆるせるものかと若殿に白刃を向け、監禁さ
れた母は、間違っていない「頑張るのよ」と励ました。その
母が牢屋に入れられて死んだ。竜馬はいっぱい泣いた
「優しさと、強さを教えてくれた大好きな！大好きな！お
かあさん・・・竜馬12歳の少年だった。



ＮＯ 種類 年度 作品名 時間 対象 内　　　　　　　容

64 16mm Ｈ10
ゆうかんな十人のきょ
うだい

20分
幼児
小学生

十人の兄弟たち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お話。

65 16mm Ｈ10
むくはとじゅうの名犬物
語

20分
幼児
小学生

母親を亡くした三吉少年と山犬の太郎。彼らの純朴な絆
は、迫りくる厳しい現実の前にも、鋭く美しい輝きを放って
いた。深い情愛の念と自然の美しさに、胸が熱くなりま
す。椋鳩十原作「アルプスの猛犬」より。

66 16mm Ｈ11 ランボーのうそ 15分
小学生
～一般

ランボーシリーズ第5弾。こんなに苦しむならはじめから
本当のことを言えばよかった・・・。

67 16mm Ｈ11 十六地蔵物語 26分
小学生
～一般

学童疎開で戦争の犠牲になった子どもたちのために徳島
県の子どもたちと教職員とがお金を出し合って、真光寺
にお地蔵さんを建立しました。「十六地蔵尊」と呼ばれ、
その後、命日には関係者が集まり法要が営まれていま
す。

68 16mm Ｈ11
海からぶたがやってき
た

45分
小学生
～一般

ぶたは、沖縄の人々にとって昔からとても大切な動物で
す。しかし、戦争でそのほとんどが死んでしまいました。
アメリカのぶたを送ろう！ハワイに住む沖縄人たちが立
ち上がりました。終戦後、沖縄の復興に貢献したハワイ
在住のウチナンチュウ（沖縄人）のボランティア活動をア
ニメ化した作品。

69 16mm Ｈ12
ランボーのあぶないい
たずら

16分 小学生

ラックたちが手作りの大凧を上げようと苦労しているがな
かなかうまくいかない。そこへ現れたランボーから強引に
凧糸をとりあげるなり勢いよく駆け出してゆく。凧はゆっく
りと上がり始めた。得意になって糸を操るランボー。その
とき突然、とても強い風が吹き、あおられた凧に引きずら
れてランボーまでが空中に舞い上がった。

70 16mm Ｈ12 七つのほし 12分 小学生

干ばつが続いて井戸からも水が涸れた時、病気の母に
水を飲ませたいと女の子は柄杓を持って水を探しに出か
ける。探しつかれて眠ってしまった女の子が目覚めたとき
柄杓に水が満たされていた。女の子はその水を飲もうと
したが、母のことを考えて我慢し、走って帰る。

71 16mm Ｈ12 きつねとぶどう 11分 小学生

空腹でブドウをほしがる子狐のために、母狐は人里のブ
ドウを取りに行く。人間に見つかって追われる母狐は、猟
犬に追われながら、それでも一房のブドウをくわえて離さ
ず、巣穴で待つ子狐を思って逃げる。


