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2015年に購入した視聴覚教材のリストです。 

※視聴覚教材・資材を貸出・利用するには団体登録が必要です。 

 新津図書館にお問い合わせください。 

№ 
貸出 

番号 
題 名 内  容 上映時間(分) ジャンル 

1 0733 車窓の歴史 

三条の五十嵐川下流の歴史。「７．１３水害」及び「７．２

９水害」による河岸改修工事で以前の景観が失われました。

半世紀後はどのような景色に代わっているのでしょう。歴史

解説は三条治水史が中心。 

31 郷土の歴史 

2 0734 世界遺産シリーズ小笠原諸島 絶海に浮かぶ進化の島々  小笠原諸島 33 環境 

3 0735 新しい長岡市の誕生 １０市町村が合併して誕生した長岡市。２００７年３月版 30 地域社会 

4 0736 １年１組シリーズ 

今日は父親参観日。みんなが緊張しているのにくろさわくん

は子どもが強くなる印籠を持っているから元気いっぱいで

す。ほか３話，１話１２～１３分 

51 短編アニメ 

5 0737 ねぎぼうずのあさたろう④ 
「鉄火肌火の玉おてつ」，「はらぺこ侍必殺件」，「大笑い一番

勝負」，「もろこし天狗党あらわる」の４話。 
102 短編アニメ 

6 0738 盲導犬クイールの一生 
盲導犬クイールの一生を通して描く，人々との触れ合い，

パートナーとの心の通じ合いの記録。 
25 短編アニメ 

7 0739 
すてきなコンサート      

（オリジナル版） 
愛と勇気と思いやりの心を育てる・・・クリスマス作品 23 短編アニメ 

8 0740 すてきなコンサート       愛と勇気と思いやりを育てる(字幕あり）・・クリスマス作品 23 短編アニメ 

9 0741 さだ六としろ 

大イノシシを追うことに夢中なさだ六，狩りの許可証を忘れ

牢屋に入れられてしまいます。猟犬のしろはさだ六を助ける

ために許可証を取りに家にひたすらはしります。 

15 短編アニメ 

10 0742 
日本のおばけシリーズ      

絵から飛び出したねこ 

昔あるお寺に落書き好きな小坊主さんがいまし

た。・・・・・ブルッとこわいおばけのお話です。 
15 短編アニメ 

11 0743 こころ屋 

道徳アニメーション。友達を泣かせてしまい「ココロをいれ

かえなさい」と先生にしかられた小学３年生の「ぼ

く」・・・・・小学生道徳・人権学習・特別活動 

25 短編アニメ 

12 0744 
げんきげんき ノンタン      

①コロコロことばいえるかな 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
32 短編アニメ 

13 0745 
げんきげんき ノンタン     

②だいすきABC 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
31 短編アニメ 

14 0746 
げんきげんき ノンタン     

③まいごはだあ～れ 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
31 短編アニメ 

15 0747 
げんきげんき ノンタン    

④はっぱカルタだれのこえ 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
32 短編アニメ 

16 0748 
げんきげんき ノンタン     

⑤はみがきしゅこしゅこ 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
32 短編アニメ 

17 0749 
げんきげんき ノンタン     

⑥うたおう!クリスマス  

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
30 短編アニメ 

18 0750 
げんきげんき ノンタン     

⑦がんばるもん 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
32 短編アニメ 

19 0751 
げんきげんき ノンタン     

⑧いたいのとんでけ～ 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
32 短編アニメ 

20 0752 
げんきげんき ノンタン     

⑨でかでかありがとう 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
32 短編アニメ 

21 0753 
げんきげんき ノンタン     

⑩スプーンたんたんたん 

遊ぶのだいすき！いたずらだいすき！たのしいこといっぱ

い！ げんきげんきノンタンのおはなし   ５話 
35 短編アニメ 

22 0754 むしむし村の交通安全 
幼児・小学生（低学年）向けの交通安全アニメ。幼児の多く

が飛び出し事故。飛び出し防止に重点を置いた内容。 
12 交通安全 

23 0755 
認知症の人と初めて向き合う

こと①事前学習編 

全３巻共通内容「大学１年生に聞いてみる介護ってなに！」

ほか 
19 社会連帯 

24 0756 
認知症の人と初めて向き合う

こと②実習編 

全３巻共通内容「大学１年生に聞いてみる介護ってなに！」

ほか 
30 社会連帯 



 

－2－ 

№ 
貸出 

番号 
題 名 内  容 上映時間(分) ジャンル 

25 0757 
認知症の人と初めて向き合う

こと③実習編～事後学習編 

全３巻共通内容「大学１年生に聞いてみる介護ってなに！」

ほか 
21 社会連帯 

26 0758 女性を守る防犯マニュアル 

個人情報の流出からおもいがけない犯罪被害に巻き込まれる

ケースが増えています。犯罪事例をあげ，被害にあわないた

めにはどうしたらよいか。 

20 
地域社会その

他 

27 0759 
あたらしい自転車の交通ルー

ル 

自転車の通行等に関する法規が改正されました。どこがどう

変わったのか。  自転車における基本的なルールとともに

新しく採用されたルールをわかりやすく解説。 

15 交通安全 

28 0760 
ガンは怖い・でも怖くない     

＊乳がん 

ガンに立ち向かう一人の女性の生きざまから生きることの素

晴らしさ，命の尊さを学びます。 
17 

地域社会その

他 

29 0761 
障がい者と補助犬の生活から  

①盲導犬編 

障がい者と補助犬を通じ「福祉」「社会参加」について子ど

もたちと一緒に感じ，考え話し合ってみませんか（小中学生

の情操教育に最適） 

20 
地域社会その

他 

30 0762 
障がい者と補助犬の生活から  

②介助犬編 

障がい者と補助犬を通じ「福祉」「社会参加」について子ど

もたちと一緒に感じ，考え話し合ってみませんか（小中学生

の情操教育に最適） 

20 
地域社会その

他 

31 0763 
障がい者と補助犬の生活から  

③聴導犬編 

障がい者と補助犬を通じ「福祉」「社会参加」について子ど

もたちと一緒に感じ，考え話し合ってみませんか（小中学生

の情操教育に最適） 

20 
地域社会その

他 

32 0764 
障がい者と補助犬の生活から  

④総合編 

障がい者と補助犬を通じ「福祉」「社会参加」について子ど

もたちと一緒に感じ，考え話し合ってみませんか（小中学生

の情操教育に最適） 

20 
地域社会その

他 

33 0765 
道徳・名作シリーズ       

二わのことり 

子どもの豊かな心をはぐくみ自ら学び，自ら考えるなどの

「生きる力」を育成。  指導書付。   小学低学年向き 
6 短編アニメ 

34 0766 
道徳・名作シリーズ       

まめたろうがんばれ 

子どもの豊かな心をはぐくみ自ら学び，自ら考えるなどの

「生きる力」を育成。  指導書付。   小学低学年向き 
7 短編アニメ 

35 0767 
道徳・名作シリーズ       

月の峰の狼 

子どもの豊かな心をはぐくみ自ら学び，自ら考えるなどの

「生きる力」を育成。  指導書付。   小学中学年向き 
11 短編アニメ 

36 0768 
道徳・名作シリーズ       

ふりだした雨 

子どもの豊かな心をはぐくみ自ら学び，自ら考えるなどの

「生きる力」を育成。 指導書付。   小学中学年向き 
9 短編アニメ 

37 0769 
道徳・名作シリーズ        

トロヤを自分の手で 

子どもの豊かな心をはぐくみ自ら学び，自ら考えるなどの

「生きる力」を育成。  指導書付。   小学高学年向き 
12 短編アニメ 

38 0770 
道徳・名作シリーズ       

野ばら 

子どもの豊かな心をはぐくみ自ら学び，自ら考えるなどの

「生きる力」を育成。  指導書付。   小学高学年向き 
11 短編アニメ 

39 0771 子ども動物劇場  ①         
２１世紀を生きる子供たちに贈る，野生からのメッセージ               

夜の狩人・・・フクロウ，あつまれ！かえる歌合戦 
30 児童物 

40 0772 子ども動物劇場  ②        
２１世紀を生きる子供たちに贈る，野生からのメッセージ               

トンボ・チョウ舞う里山，大雪山エゾシマリスの短い夏 
30 児童物 

41 0773 子ども動物劇場  ③                         
２１世紀を生きる子供たちに贈る，野生からのメッセージ              

グルメなニホンザル，オカガニ，ウミガメあかちゃん誕生     
30 児童物 

42 0774 子ども動物劇場  ④         
２１世紀を生きる子供たちに贈る，野生からのメッセージ               

カッコウの托卵，きつね親子は河原くらし 
28 児童物 

43 0775 子ども動物劇場  ⑤         
２１世紀を生きる子供たちに贈る，野生からのメッセージ              

海の楽園サンゴ礁，アオリイカ 
30 児童物 

44 0776 子ども動物劇場  ⑥        
２１世紀を生きる子供たちに贈る，野生からのメッセージ              

イノシシ・ニホンシカ 
28 児童物 

45 0777 小学校書写 3年 

毛筆，硬筆のお手本画像の収録。毛筆では筆先の動きまで鮮

明な映像で見せることができるので，効果的な書写の実技指

導に役立ちます。 

15 書道 

46 0778 小学校書写 4年 

毛筆，硬筆のお手本画像の収録。毛筆では筆先の動きまで鮮

明な映像で見せることができるので，効果的な書写の実技指

導に役立ちます。 

15 書道 

47 0779 小学校書写 5年 

毛筆，硬筆のお手本画像の収録。毛筆では筆先の動きまで鮮

明な映像で見せることができるので，効果的な書写の実技指

導に役立ちます。 

15 書道 

48 0780 小学校書写 6年 
毛筆，硬筆のお手本画像の収録。毛筆では筆先の動きまで鮮

明な映像で見せることができるので，効果的な書写の実技指
15 書道 
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№ 
貸出 

番号 
題 名 内  容 上映時間(分) ジャンル 

49 0781 
小学校社会           

すみよいくらしをつくる 

水源の森や浄水場の仕組み，ごみの処理とリサイクルなどを

紹介。 
20 はたらく人 

50 0782 
小学校社会           

わたしたちの生活と食料生産 

コメ作り（新潟県），水産業（静岡県），果樹栽培（福島県）

を紹介。 
46 農業 

51 0783 
小学校社会           

長く続いた戦争と人々のくらし   

新しい日本，平和な日本へ 

日中戦争から太平洋戦争，東京大空襲，沖縄戦，広島，長崎

への原爆投下，戦後の復興などを紹介。 
52 歴史 

52 0784 
小学校理科           

昆虫と植物 

自然の中での昆虫の姿をとらえ，それぞれの食べ物やすみ

か，体のつくりなどをわかりやすく示しています。またホウ

センカなどを例に，植物が芽生えてから実を付けるまでの成

長の様子もみられます。 

16 生物 

53 0785 
小学校理科           

人の体のつくりと運動 

目に見えない骨や筋肉の動きをアニメーションで示し，それ

らのつくりやはたらきをしっかりとらえられるようにしてい

ます。また，キリンやウサギなどの動物の動く様子もみられ

13 人体 

54 0786 
小学校理科           

植物の発芽と成長・魚や人の

たんじょう 

植物の発芽に必要な条件を調べる実験の様子がわかります。

メダカの卵が孵化する様子やプランクトンの様子，など観察

が困難な映像を見られます。 

34 生物一般 

55 0787 
小学校理科           

太陽と月 

太陽・月の形や表面の様子などをまとめた映像や，太陽と月

の位置と月の形の関係を調べる映像。ボールに光を当てて月

の光が変化する理由を調べる映像なども収録されています。 

17 天文 

56 0788 
小学校道徳           

こびとといもむし 

お祭りの夜，こびとに親切にしてもらっていたいもむしが，

やがて成長し，美しい蝶となってこびとにおんがえしをしま

す。 指導書手引き 

11 短編アニメ 

57 0789 
小学校道徳           

七つのほし 

病気の母のためにやっと手に入れたひしゃく一杯の水をかわ

いそうな子犬や老人に分けてあげる少女の美しい心。ひしゃ

くはやがて北斗七星になるというトルストイの名作。 

13 人形劇 

58 0790 
小学校道徳           

おじいちゃんのたからもの 

ひろしくんはおじいちゃんが大好き。そんなひろしくんがお

じいちゃんが大事にしていた虫メガネを友達にとられてしま
12 短編アニメ 

59 0791 
小学校道徳           

金の小鳥 

北風は南風のように，人間や動物には喜ばれません。でも北

風も立派な風なんだから。北風の子が母親の言葉の本当の意

味が分かったのは旅に出てからでした。 

11 短編アニメ 

60 0792 
小学校道徳           

きりの中のぶらんこ 

おとうとに大切にしていたゴム飛行機を壊された次郎。許せ

ないと公園にいる弟のところに自転車を走らせる次郎。 
11 短編アニメ 

61 0793 
小学校道徳            

金色の魚 

捕った魚をにがしてあげたおじいさん。金色の魚はお礼にな

んでも叶えると。おじいさんはお礼をうけとりません。その

話を聞いた欲張りなおばあさん・・ 

12 短編アニメ 

62 0794 
小学校道徳            

くもの糸 

お釈迦様は極楽の蓮池の淵を，一人でぶらぶらと。やがてお

釈迦様は池のふちにたたずみ水の面をおおっている蓮の葉の

間から，ふと下の様子・・・ 

11 短編アニメ 

63 0795 
小学校道徳           

たんぽぽの金メダル 

モスクワオリンピックのカヌー競技出場を目指し頑張り続け

たパン屋さん。努力で出場できる記録にこぎつけるが日本の

不参加が決まった。 

14 短編アニメ 

64 0796 
小学校道徳           

どろんこサブウ 

どろんこサブウは実話です。サブウは本当に残したかったの

は思い出や写真でなく「いろいろな生き物が住む干潟」だ

と・・・・・ 

16 短編アニメ 
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種別 名 称 仕 様 使 用 例 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
タ
ー 

プロジェクター１～４ 

プソン ＥＨ－ＤＭ３０ 重さ４．３㎏ 

画素数１，０２４，０００個（横１，２８

０×縦８００ドット）×３ ＵＨＥランプ 

定格２００Ｗ明るさ ２，５００ルーメン 

ＤＶＤを見たいときに利用でき，パソコンも

接続して利用できます。 

プロジェクター５～１１ 

ロジェクター（エプソン ＥＨ－ＤＭ３０ 

重さ４.３㎏）ビデオデッキ（ビデオ一体

型ＤＶＤプレーヤー 日立 ＤＶＬ－ＰＦ

８ 重さ２.７㎏）明るさ ２，５００

ルーメン 

ＤＶＤ以外にビデオを見たいときに利用で

き，パソコンも接続して利用できます。 

プロジェクター１２～１３ 
エイキ ＥＩＰ－２５００ ２５００ルー

メン重さ１０kg.（ケース込み）２８×３

１×１３cm. 

コンピュータと接続して利用します。 

ス
ク
リ
ー
ン 

スクリーン１～５ 
イズミ AP-80 映写面・幅1620mm 重さ

５．６kg（ケース込み）１０６×１７９５

×９４mm  

モバイルスクリーン。配達不可。 

スクリーン９ 布製 ４M×３M   

スクリーン１０ 布製 ３M×２．２M   

スクリーン１２ 三脚式 １．５M   

スクリーン１５～１９ 三脚式 １．８M   

１
６
ミ
リ
映
写
機 

１６ミリ映写機２ 北辰SC-210 ﾊﾛｹﾞﾝ24V250W ﾚﾝｽﾞ50mm   

１６ミリ映写機４ 北辰 X-250  ｸｾﾉﾝ250W ﾚﾝｽﾞ50mm やや明るい 

１６ミリ映写機５～６ 
エルモCL-250 ﾊﾛｹﾞﾝ24V250W ハード

ケース入 
  

O  

H  

P 

OHP１ 
学研GPJ-585/400 ﾊﾛｹﾞﾝ36V400W ｽﾃｰ

ｼﾞ285*285mm 
配達不可 

OHP３ GPT-555   

ス
ラ
イ
ド
映
写
機 

スライド映写機１ 
エイキSLD-260M ﾒﾀﾊﾗ250W ﾚﾝｽﾞ100-

200mm 
大会場用 

スライド映写機３ 
エルモOMNIGRAPHIC-252 ﾊﾛｹﾞﾝ

24V250W ﾚﾝｽﾞ85mm 
小会場用 

スライド映写機５ 
ヨコガワ－VIP3000 クセノン250W 

レンズ100-200mm ハードケース入 
大会場用 

暗幕 暗幕１～６ 幅１．９M×長さ２．２M ５枚組   

そ
の
他 

ワイヤレスアンプ 

SONY SRP-A800 重さ ８．５ｋｇワ

イヤレスマイク１本付大きさ

（50*33*70cm） 

外部入力端子有り。通常のワイヤレスアン

プの他外部スピーカーとしても利用できる。

配達不可 

プロジェクター用延長

ケーブル１ 
１５ピン－２９ピン５ｍ 

附属ケーブル（１ｍ）で短いときに使用。プロ

ジェクター１から１３用 

プロジェクター用延長

ケーブル２～３ 
１５ピン－１５ピン５ｍ 

附属ケーブル（１ｍ）で短いときに使用。プロ

ジェクター１から１４用 

プロジェクター用延長

ケーブル４ 
１５ピン－１５ピン１０ｍ 

附属ケーブル（１ｍ）で短いときに使用。プロ

ジェクター１から１５用 

書画カメラ ELMO L-1ex 
プロジェクターやテレビに接続して文書や写

真を拡大します。 


