
 
 

平成１９年度 
南部広域行政組合視聴覚ライブラリー 

教材目録 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

八重瀬町字東風平９６５番地 
（南部総合福祉センター２階） 

TEL ９９８－８３９０ 
FAX ９９８－９４２０ 

 
▼教材検索▼ 

http://www.lll-okinawa.info/library/06nanbu.html 



 

 1 

もくじ 

 
視聴覚ライブラリーとは･･･････････････････････････････････････････････････････２ 
 
視聴覚ライブラリーの利用について･････････････････････････････････････････････２ 
 
視聴覚ライブラリー機材・教材等の借用手続･････････････････････････････････････３ 

 
平成１８年度購入教材の紹介 

  VHS（内容解説）･････････････････････････････････････････････････････４～１０ 
  DVD（内容解説）･･･････････････････････････････････････････････････１２～１５ 
   



 

 2 

視聴覚ライブラリーとは 

（１）視聴覚教育と視聴覚ライブラリー 
 視聴覚教育とは、学校教育や社会教育の教育現場で視聴覚手段を用いて幅広い学習の効果と向上を図

ることを目的としている。 
 しかし、個々の教育現場で視聴覚機材・教材を揃えることは、財政的に困難であるためこれらの視聴

覚機材・教材を集中的に管理し、運営する機関として視聴覚ライブラリーが設置されています。 
 
（２）視聴覚ライブラリーの役割 
 視聴覚ライブラリーは、視聴覚機材・教材を集中的に管理し、どなたにでもその機材・教材が使いこ

なせるようにするため技術講習や各種研修会等も実施しています。つまり視聴覚機材・教材を整備して

おき、教育現場の必要に応じて、いつでも貸し出せる体制を整え、その取扱いについても指導、助言を

し、幅広い学習の効果を高めます。 
 
南部広域行政組合視聴覚ライブラリーの利用について 

（１） 南部広域行政組合視聴覚ライブラリーには、次のような貸出機材・教材があります。 

教材 機材 
１６㎜フィルム １６㎜プロジェクター DVD/ＶＨＳプレーヤ 

VHS テープ マルチメディアプロジェクター スクリーン 

DVD スライドプロジェクター ワイヤレスアンプ 

 オーバーヘッドプロジェクター ロケーションライト 

 資料提示装置（ＯＨＣ） レーザーポインター 

（２）貸出対象 

 ライブラリーのおける資料は、南部広域行政組合視聴覚ライブラリー構成市町村内の学校教育・社会

教育団体及び教育文化団体、その他館長が適当だと認めたものに対して無料で貸出を行う。 
 

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー構成市町村 

豊 見 城 市 南 城 市 八 重 瀬 町 与 那 原 町 南 風 原 町  

渡 嘉 敷 村 座 間 味 村 粟 国 村 渡 名 喜 村 南 大 東 村 北 大 東 村 

 

（３）開館時間及び休館日 

 視聴覚ライブラリーにおける資料の貸出時間は、９時から１６時までとする。 
 休館日 （土・日・祝祭日） 
 
（４）貸出機関及び数量 
 視聴覚ライブラリーにおける資料の貸出数及び期間は、原則として次のとおりとする 
 ○視聴覚機器 １団体当り      １台又は一式 
○視聴覚資料（VHS・DVD・１６㎜） ３点以内 
○貸出期間 １～７日間 
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視聴覚ライブラリー機材・教材等の借用手続 

 
【借用】 
１ 借用の際は、０９８－９９８－８３９０まで借用資料の有無を確認してからおいでください 

（１ヶ月前から予約可能） 
２ 借用の際は、所定の借用書に借用機材・教材名を記入の上、借用して下さい。その際、使用用途、

使用団体名等も明確に記入して下さい。 
  （イベント等で使用される場合は、イベントの要項の提出を求める場合がありますので、よろしく

お願いします。） 
   ※営利目的、政治・宗教活動に視聴覚ライブラリーの機材・教材は利用できません。 

 
【返却】 
１ 返却の際は、期日を厳守して下さい。（返却できない場合は、その旨、連絡してください。） 
２ 返却の際は、必ず所定の報告書に記入して下さい 
  報告書への記入は、映写担当者が行い、異常（ランプがきれた・フィルム切れた等）の有無を記入してく

ださい。又、異常が見つかった場合は返却の際、口頭での報告をして下さい。 
３ 返却の際は、係に返却済の確認をさせて下さい。 
 
 
 
搬送・回収サービスについて 

 
毎週３日、休館日を除く月・水・金曜日借用時の 

搬送・返却時の回収を行っています。 
 ※前日までに、予約いただいた団体が対象と 
なりますのでご注意ください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

運行日は月・水・金（休館日を除く） 
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VHS 教材 
整理 

番号 
タイトル 時間 対象 項 

V1591 くまのおいしゃさん 23 分 幼児～小  

V1592 日本のおばけ話（のっぺらぼう） 15 分 幼児～小  

V1593 がんばれスイミー 26 分 幼児～小  

V1594 笠じぞう 15 分 幼児～小  

V1595 出合い系サイト狙われる女子中高生 16 分 中学～高校  

V1596 金子みすゞ やさしさの風景 17 分 中学～高校  

V1597 本の楽しさを伝えよう ブックトーク 24 分 小学校  

V1598 読書ゲームにチャレンジ アニマシオンゲーム 24 分 小学校  

V1599 声 に出 して読 んでみよう 朗 読 ・郡 読 ・詩 のボクシング 24 分 小学校  

V1600 昆虫のそだち方とからだのつくり 20 分 小学校３年  

V1601 生き物のくらしと季節 20 分 小学校４年  

V1602 星を見よう 19 分 小学校４年  

V1603 ものの温かさ・もののあたたまり方 18 分 小学校４年  

V1604 動物のたんじょう 19 分 小学校５年  

V1605 流れる水のはたらき 18 分 小学校５年  

V1606 てんびんとてこ・おもりのはたらき・もののとけ方 20 分 小学校５年  

V1607 ヒトや動物の体 19 分 小学校６年  

V1608 大地のようす・大地の変化 19 分 小学校６年  

V1609 もののもえ方・水溶液の性質・電磁石のはたらき 20 分 小学校６年  

V1610 じごくのそうべぇ 16 分 小～中学  

V1611 五井先生と太郎 16 分 小～中学  

V1612 お母さん、泣かないで 17 分 幼児～小  

V1613 きみならどうする ゆうかい・いたずらされないために 13 分 幼児～小  

V1614 いじわる狐 ランボーのなみだ 15 分 幼児～小  

V1615 生活習慣病としつけ 20 分 親  

V1616 ０歳からの社会性の発達を考える 20 分 幼児～  

V1617 MOTTAINAI で地球を考える ①地球規模で考える環境 15 分 小～中学  

V1618 MOTTAINAI で地球を考える ②新しい技術が環境を守る 15 分 小～中学  

V1619 MOTTAINAI で地球を考える ③くらしの工夫が地球を守る 15 分 小～中学  

V1620 他人の子を叱る 29 分 親  

V1621 いじめ 親として 30 分 親  
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整理 

番号 
タイトル 時間 対象 項 

V1622 大人の居場所づくり～地域に根ざすボランティア活動～ 20 分 親  

V1623 薬物に奪われた青春 22 分 中学～高校  

V1624 子どものしつけと父親の役割 21 分 親  

V1625 恐るべき覚せい剤 21 分 中学～高校  

V1626 地域に生きるボランティア 20 分 中学～高校  

 

教材の内容がインターネットでも検索できます。 
沖縄県生涯学習情報推進プラザ 

http://www.lll-okinawa.info/ 

↓ 

視聴覚関連 

↓ 

南部広域行政組合視聴覚ライブラリー 

http://www.lll-okinawa.info/library/06nanbu.html 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V1591 くまのおいしゃさん 23 分 
幼児～小 

アニメ 

美しい自然を背景に展開する家族愛や動物村の

皆が助け合って、平和に暮らしている様子、そうし

た中にかもしだされる親子、友人、村人たちの信

頼の絆の大切さ、やさしさや思いやりの大事なこ

と、安全にはいつも気をつけるなどに気づかせ、

幼い子の温かい心情を育むのに役立てる、 

V1592 
日本のおばけ話 

（のっぺらぼう） 
15 分 

幼児～小 

アニメ 

大工の正八は、町はずれのお寺の修理をしてい

ました。ついつい仕事に夢中になってしまい、もう

日が暮れそうです。正八は帰りを急ぎました。さび

しい道を抜け、やっと江戸の町の中にたどり着い

た時です。お堀のそばの柳の下に、白い女の人の

影がゆれていました。 

V1593 がんばれスイミー 26 分 
幼児～小 

アニメ 

スイミーの知恵で、小さな赤い魚たちが、広い海

の中を思いきり泳げるようになった喜びを味あわ

せ、事態に対応した工夫や、考えることの大切さ

に気づかせたい。 

V1594 笠じぞう 15 分 
幼児～小 

アニメ 

雪の降る日、町へ笠を売りにいったおじいさんが

雪の積もったお地蔵さまに、寒かろうと売れ残った

笠までかぶせてあげました。その夜、家の前には

お金やお米の贈り物がありました。 

V1595 
出合い系サイト 

狙われる女子中高生 
16 分 

中学～高校 

防犯 

携帯電話の普及とともに、増えてきた「出会い系

サイト」新たな出会いを提供するインターネットサ

ービスですが、そこには危険な罠があることをしっ

ていますか。 

V1596 
金子みすゞ  

やさしさの風景 
17 分 

中学～高校 

アニメ 

金子みずゞのやさしくあたたかい詩の世界を、朗

読とアニメーションにより映像化。みすゞの詩にこ

められた想いを、みすゞが育った仙崎や下関の情

景も描きながら、情感豊に伝えていきます。明るい

ほうへ/星とたんぽぽ/草の名/日の光/こだまでし

ょうか/大漁/ふしぎ/はちと神さま/わたしと小鳥と

すずと/他 

V1597 
本の楽しさを伝えよう 

ブックトーク 
24 分 

読書 

小学校 

読書はひとりで楽しむだけでなく、面白さや感動を

伝えることでコミュニケーション活動へも広がって

いきます。その代表的なものが「ブックトーク」で

す。クイズや人形劇を取り入れるなど、子どもたち

が様々な工夫を凝らしてブックトークに挑戦しま

す。 

V1598 
読書ゲームにチャレンジ 

アニマシオンゲーム 
24 分 

読書 

小学校 

「アニマシオンゲームとは、ゲームを楽しみながら

本を読む力を育てる活動です。物語の内容や登

場人物の持ち物・言葉を題材にしたゲームを通し

て、文章を注意して深く読み取る力をつけることが

できます。児童によるゲームの準備・発表の様子

を通して、アニマシオンゲームのルールや楽しみ

方を紹介します。 

V1599 
声に出して読んでみよう 

朗読・郡読・詩のボクシング 
24 分 

読書 

小学校 

児童による朗読・郡読の活動の様子を、練習のポ

イントの解説も交えて紹介し、言葉を声に出して楽

しむことの楽しさや、その不思議な魅力に迫りま

す。また、詩の朗読を競い合う「詩のボクシング」

では、言葉による表現活動の楽しさを伝えます。 

V1600 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

こん虫のそだち方とからだの

つくり 

20 分 
理科 

小学校３年 

モンシロチョウの飼育を通して昆虫の成長に伴う

完全変態のようすを学びます。また成虫の観察を

通じて、昆虫の体の特徴をみていきます。他の昆

虫もいくつか取り上げ、モンシロチョウと比較しな

がら、体のつくり、育ち方の共通点、相違点などを

学習します。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V1601 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

生き物のくらしと季節 
20 分 

理科 

小学校４年 

ひょうたんの栽培を通じて、季節の変化を感じま

す。長期にわたる取材成果を短い視聴時間でまと

めてみられるので、まとめに最適です。 

V1602 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

星を見よう 
19 分 

理科 

小学校４年 

星の探し方を紹介します。教師が授業で実施指導

できないところなので、児童が自分の手でできるよ

うな方法を提案します。夏の星は、夏の大三角と

それに関わる星座、冬の星は冬の大三角と、それ

に関わる星座を紹介します。 

V1603 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

ものの温かさ・もののあたた

まり方 

18 分 
理科 

小学校４年 

気体、液体、固体(金属)それぞれの熱膨張、熱伝

導を取り上げます。児童の実験では典型的な結果

がでにくいものもありますので、映像によってわか

りやすく示します。 

V1604 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

動物のたんじょう 
19 分 

理科 

小学校５年 

メダカの卵の観察方法、微速度撮影による卵の連

続変化を見せます。ヒトについては、胎児の成長

段階を超音波映像で細かく紹介します。 

V1605 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

流れる水のはたらき 
18 分 

理科 

小学校５年 

雨が降った後の地面のようすから、水のはたらき

を考え、実験をしてみます。その上で川の上流、

中流、下流のようすを見ていきながら、それらの作

用を考えます。また、洪水のようすから、川の作用

が生活に及ぼす影響を考えその対策なども紹介

します。 

V1606 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

てんびんとてこ、おもりのはた

らき、もののとけ方 

20 分 
理科 

小学校５年 

重いものを楽に持つことできるてんびんから、てこ

の仕組みを学びます。振り子と衝突は、児童では

測定精度がでにくい実験です。水溶液の定義もわ

かりにくいところです。映像によって理解を深めら

れるよう、実験方法、見せ方などを工夫しました。 

V1607 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

ヒトや動物の体 
19 分 

理科 

小学校６年 

消化と吸収、呼吸、血液のはたらきを実験を交え

て解説していきます。消化酵素による消化の実

験、呼気と吸気の違い、身体の中の器官による血

管網の違いなども見せます。 

V1608 
小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

大地のようす、大地の変化 
19 分 

理科 

小学校６年 

地層のできかた、自信による地形の変化、火山に

よる地形の変化を紹介します。教科書に掲載の事

例地を多く取り上げ、授業で使いやすい構成にな

っています。 

V1609 

小学校理科シリーズ(Ⅱ) 

ものの燃え方、水溶液の性

質、電磁石のはたらき 

20 分 
理科 

小学校６年 

燃焼には酸素が必要であることを丁寧に見せま

す。水溶液の性質では、塩酸に溶ける金属を追跡

し、化学変化の基礎を学びます。電磁石のはたら

きはモーターを取り上げ、教科書にでてくる 2 極モ

ーター、ブザーの原理を簡単に解説します。 

V1610 じごくのそうべえ 16 分 アニメ 

綱渡りの最中に、うっかり落ちて死んでしまった軽

業師のそうべえ。あの世への道の道中、山伏のふ

っかい、歯抜き師のしかい、医者のちくあんと出会

い、みんなで一緒に三途の川を渡ることに。いよ

いよ閻魔大王の裁きを受ける 4 人だが、あいにく

今日は死んだ人間の数が多い。面倒にになった

大王は、4 人をまとめて地獄へおくり、残りはみん

あ極楽へ通す。糞尿地獄に釜ゆで地獄、人を呑み

込む人呑鬼などなど、地獄の責め苦が次々と 4 人

を襲う。ところが曲者揃いのそうべえたち、あの手

この手でピンチを切り抜け、苦しむどころか地獄の

鬼を笑い飛ばしていく始末。はたしてそうべえたち

の運命はいかに? 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V1611 五井先生と太郎 16 分 
アニメ 

人権教育 

この作品の主人公・太郎の両親は、言語と聴覚に

障害をもっています。しかし、2 人は障害を「神が

与えた運命」と受け止め、気高く生きています。そ

の姿から、児童生徒に差別や偏見をなくすことの

大切さを考えさせます。また、太郎の両親の障害

を知り、両親に代わって太郎の名前を呼ぶ五井先

生からは、人の心の暖かさ・優しさを深く感じ取る

ことができます。 

V1612 お母さん、泣かないで 17 分 
交通安全 

アニメ 

毎年開いている夏美の家での誕生日会に、いつも

遅刻などしない一番の仲良しの正子が、約束の時

間になってもやって来ません。そこへ 1 本の電話

が入ります。正子が夏美の家に向かう途中、交通

事故にあい、亡くなったというのです。正子は手術

室に向かう途中「お母さん、なかないで」と自分の

ことより母親を気づかったそうです。そして夏美

は、正子が誕生日プレゼントに用意していた紙袋

を受け取りました・・・。 

V1613 

きみならどうする 

ゆうかい・いたずらされないた

めに 

13 分 
幼～小 

防犯 

アニメ 

子どもたちが被害に遭う凶悪犯罪が社会問題に

なっています。家庭、地域、学校でも様々な防犯

活動に取り組んでいますが、依然として痛ましい

犯罪は後をたちません。そこで、自分自身で危険

から身を守るための方法を、小さな子どもにも理

解できるよう、わかりやすいアニメーションで描き

ました。子どもたちと観て、一緒に話し合い考えて

みてください。 

V1614 
子狐ランボーシリーズいじわる狐 

ランボーのなみだ 
15 分 アニメ 

やっかい者扱いにされているランボーを森の仲間

たちが七夕祭に招待します。しかし彼は「皆で俺を

だます気だな」と警戒するのですが・・・意地っ張り

のランボーが生まれて初めて見せた涙の秘密を

感動的に描くランボーシリーズ第 2 弾。 

V1615 
生きる力を育む保育ビデオシリーズ 

生活習慣病としつけ 
20 分 家庭教育 

しつけにはどんなことがあるだろうか。個人差はあ

るが、いつ頃からどのようにしたら良いのだろう

か。 

V1616 

ともだちいっぱい 

0 歳からの社会性の発達を考

える 

20 分 保育 

子どもたちが、様々な生活環境、社会環境の中

で、どのように人とかかわり、自ら社会性を身につ

けていくのか、幼児期の子どもを中心に考えてい

きます。 

V1617 
MOTTAINAI で地球を考える

①地球規模で考える環境 
15 分 環境問題 

植林活動でノーベル平和賞を受賞したワンガリ・

マータイさん、そしてアルピニストの野口健さん。

環境問題に取り組む二人の言葉を通して、環境問

題を語るキーワード「もったいない」の大切さを訴

えかけます。 

V1618 
MOTTAINAI で地球を守ろう

②新しい技術が環境を守る 
15 分 環境問題 

燃料電池自動車、コージェネレーションシステム、

バイオマスエネルギーの利用など、環境問題の解

決をめざして、現在様々な技術開発が行われてい

ます。多くのインタビューを交え、その様子を紹介

していきます。 

V1619 
MOTTAINAI で地球を考える

③くらしの工夫が地球を守る 
15 分 環境問題 

環境問題の原因の多くは、私たち自身のライフス

タイルにあります。「もったいない」を合言葉に、リ

デュース・リユース・リサイクルの「3R」を家庭の中

ですぐに実践するための方法を具体的に示しま

す。 
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャンル 
内 容 

V1620 他人の子を叱る 29 分 
PTA 

地域教育 

防犯、防災、子どものしつけ、健全育成と地域社

会の影響力は計り知れないが、今、他人の子ども

を叱るには大変な勇気がいる。良かれと思って叱

っても、その後のわずらわしさを考えると二の足を

踏んでしまう。だがしかし・・・と本作品は問題提起

を起こします。 

V1621 いじめ 親として 30 分 
いじめ 

家庭教育 

上履きのまま帰宅した娘(中 2)の様子の変化から

父と母は我が子のいじめに気づく。しかし本人は

そ の 事 を 認 め よ う と し な か っ た 。 そ こ で 両 親

は・・・。我が子がいじめにあった時、親はどうした

ら良いか、その基本姿勢を示唆します。 

V1622 

大人の居場所づくり 

～地域に根ざすボランティア

活動～ 

20 分 福祉 

このビデオは、地域に根ざした活動をいきいきと

続けている人たちの姿をとらえ、ボランティア活動

の魅力と意味を考えます。 

V1623 薬物に奪われた青春 22 分 防犯 

温かい人間関係を待てず、唯一の救いは薬物だ

け・・・。そして身も心もボロボロになり、「死」と隣り

合わせにあった依存症の日々。そこから立ち直ろ

うと努力を重ねる人々やその周囲の葛藤をドキュ

メント。 

V1624 子どものしつけと父親の役割 21 分 
家庭教育 

（父親） 

子を持つ親たちに、特に父親の家庭教育への参

加を唱え、子どもの成長にとって父親との触れ合

いが如何に大切かを訴えます。 

V1625 恐るべき覚せい剤 21 分 防犯 

青少年の覚せい剤汚染の実態、心身にあたえる

障害、また社会におよぼす影響などを描き、青少

年に薬物乱用防止を強く訴えます。 

V1626 地域に生きるボランティア 20 分 福祉 

ボランティアを始めたいと思っている人の戸惑い

に応えて、生きがいを見出し、喜びを分かち合い

ながらボランティアに携わる人々の姿を紹介。一

の一歩の踏み出し方をアドバイスします。 
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DVD 教材 
整理 

番号 
タイトル 時間 対象 項 

D0109 くまのおいしゃさん 23 分 幼児～小  

D0110 日本のおばけ話(のっぺらぼう) 15 分 幼児～小  

D0111 がんばれスイミー 26 分 幼児～小  

D0112 笠じぞう 15 分 幼児～小  

D0113 みんないちばん 13 分 幼児～小  

D0114 どんぐりと山猫 40 分 幼児～小  

D0115 泣いた赤おに 31 分 幼児～小  

D0116 サヨナラ、みどりが池～飛べ!凧グライダー～ 34 分 幼児～小  

D0117 MOTTAINAI もったいない 22 分 幼児～小  
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整理 
番号 

タイトル 時間 
対象 

ジャン
ル 

内容 

D0109 くまのおいしゃさん 23 分 アニメ 

美しい自然を背景に展開する家族愛や動物村の皆が

助け合って、平和に暮らしている様子、そうした中にか

もしだされる親子、友人、村人たちの信頼の絆の大切

さ、やさしさや思いやりの大事なこと、安全にはいつも

気をつけるなどに気づかせ、幼い子の温かい心情を育

むのに役立てる、 

D0110 
日本のおばけ話 

(のっぺらぼう) 
15 分 アニメ 

大工の正八は、町はずれのお寺の修理をしていまし

た。ついつい仕事に夢中になってしまい、もう日が暮れ

そうです。正八は帰りを急ぎました。さびしい道を抜け、

やっと江戸の町の中にたどり着いた時です。お堀のそ

ばの柳の下に、白い女の人の影がゆれていました。 

D0111 がんばれスイミー 26 分 アニメ 

スイミーの知恵で、小さな赤い魚たちが、広い海の中を

思いきり泳げるようになった喜びを味あわせ、事態に対

応した工夫や、考えることの大切さに気づかせたい。 

D0112 笠じぞう 15 分 アニメ 

雪の降る日、町へ笠を売りにいったおじいさんが雪の

積もったお地蔵さまに、寒かろうと売れ残った笠までか

ぶせてあげました。その夜、家の前にはお金やお米の

贈り物がありました。 

D0113 みんないちばん 13 分 アニメ 

子ども達は、さまざまな経験を通し成長していきます。

その過程で、つまづき自信を失うこともあります。友達

をうらやむこともあります。しかし一人一人は違っていて

も、みんなすばらしいところを持っています。この作品

は、ともだちのいいところを認め、自分のいいところを見

つけることのすばらしさを伝えます。それが、自分も大

切、相手も大切という人権感覚を身につけることにつな

がると考えています。 

D0114 どんぐりと山猫 40 分 アニメ 

一郎のところに、山ねこから、めんどうな裁判があるの

で来てほしいというはがきが届きます。一郎が山ねこに

会いに山へいくと、どんぐりたちが、誰がいちばんえら

いかを決めてほしいと、裁判長の山ねこにせまっていま

した…。  

D0115 泣いた赤おに 31 分 アニメ 

相手を思いやる心が希薄なってきているといわれます。

この作品は、浜田広介童話の代表作を新たにアニメー

ション化し、アニメならではの楽しさの中に、真の友情を

考えさせます。赤おにの望みをかなえてやろうと、すす

んで悪者になる青おにの心情を、ごく自然な友達への

思いやりとして描いています。 

D0116 
サヨナラ、みどりが池～飛

べ!凧グライダー～ 
34 分 アニメ 

マンション建設のためにこの池埋め立てられることにな

り、自分たちで楽しく住む場所を探さなくてはならなくな

りました。困り果てている彼らに池一番の長寿であるガ

マ爺さんが教えてくれました。やさしい和尚さんがいる

浄蓮寺なら昔のままの池があると・・・。ただし池から浄

蓮時まで向かうには、車がびゅんびゅん行き交う危険

な道路を渡らなければなりません。小さな仲間たちは知

恵を出し合い、木の葉のグライダーを作りました。さあ、

これから新しい住みかを目指した冒険飛行のはじまり

です! 

D0117 MOTTAINAI もったいない 22 分 
アニメ 

環境問題 

一人一人の「もったいない」の心が世界中に大きな輪を

広げます。不思議な生き物と動物達との物語。 

 


