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VHS JC82-002 どうぶつ宝島 ｱﾆﾒ

　宝島の地図を手に入れたジム少年がくり広
げる海洋冒険物語。名作「宝島」をもとに海賊
たちをすべて動物に変えて楽しさ倍増。息もつ
かせぬスリルと冒険、面白さ満点の痛快アニメ
である。

30 Ｃ－１

VHS JC84-003
おとぎのへやｼﾞｬｯｸと豆の木 ｱﾆ
ﾒ

　ジャックが大切な牛と取りかえた魔法の豆
は、ぐんぐん伸びて雲の上の巨人の城へ。
ジャックの冒険が始まる。

15 Ｃ－１

VHS JC84-004
世界名作童話 はだかの王様･北
風と太陽 ｱﾆﾒ

　楽しく教訓の多いイソップのお話の中からオ
シャレな王様が、バカには見えない魔法の服
を作るという嘘つきの服屋にだまされて裸のま
ま町を歩く。暴れん坊の北風と、賢い太陽が力
と知恵を競う。

20 Ｃ－１

VHS JC85-005 ﾋﾟﾉｷｵ宇宙を行く ｱﾆﾒ
　ピノキオの話をそのまま現代の宇宙時代に
おきかえ、ピノキオが宇宙の冒険旅行に出か
ける楽しい冒険科学まんがとなっている。

30 Ｃ－１

VHS JC2001-031
こどもにんぎょう劇場  幸福な王
子

ある町にとてもすばらしい王子様の像がありま
した。金色の体に宝石の目をした王子様です。
心やさしい王子様は貧しい人々を見ると、助け
てあげずにはいられませんでした。ともだちの
ツバメにたのんで、町の人々を助けてあげた
王子様でしたが・・・。オスカー・ワイルド原作。
(小学校教育漢字使用・全ルビ）

15 Ｃ－１

VHS JC2002-032
こどもにんぎょう劇場　西遊記
第一回

岩の中から生まれたふしぎなサル、名前は孫
悟空（そんごくう）。暴れるのが大好きな孫悟空
は、天の世界にのぼって、神様の兵隊相手に
大暴れ。乱暴者の孫悟空をこらしめるため、お
しゃか様がしたことは・・・。中国古典の名作物
語の始まり、始まり～。＜小学校６年生までの
漢字・ルビあり＞

15 Ｃ－１

VHS JC2002-033
こどもにんぎょう劇場　西遊記
第二回

乱暴の罰として岩の中に閉じ込められた孫悟
空。白い馬に乗ったえらいお坊様が助けてくれ
るというが、本当に来てくれるのか・・・。そんな
孫悟空の前に、白馬に乗った三蔵法師（さんぞ
うほうし）が現われた！これで岩から出られる
ぞ。沙悟浄（さごじょう）、猪八戒（ちょはっか
い）の子分を従えて、金角・銀角２人の化け物
相手に、孫悟空の大活躍が始まる。＜小学６
年生の漢字・ルビあり＞

15 Ｃ－１

VHS JC2002-034
手話かみしばい　しらゆき姫＜手
話ビデオ＞＜字幕入り＞

「かがみよ、かがみ。世界で一番美しいのはだ
あれ？」今年度の手話かみしばいは、グリム童
話の｢しらゆき姫」。かわいいしらゆき姫や優し
いこびとさん、怖い女王、すてきな王子様・・・
たくさんの登場人物を緒方リナさんが分かりや
すく演じ分けている。又、基本的な単語を使用
しての巧みなロールシフトは、手話学習中の入
門者から上級者の方々にも、お勧め。＜小学
校３年生までの教育漢字使用・全ルビ＞緒方
リナ／是枝行子

28 Ｃ－１
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VHS JC2004-035
こどもにんぎょう劇場　イソップと
きつね

イソップはお話を考えるのが大好き。すぐに仕
事の手を止めて、お話を考えてしまう。そのた
め、親方からこん棒でなぐられそうになる。一
方、きつねは、いつもライオンに追いかけられ
て食べられそうになっている。そんな２人が力
をあわせて、親方とライオンからにげようとす
る。　＜小学校教育漢字使用　全ルビ＞

15 Ｃ－１

VHS JC2004-036
おはなしのくに　金の鳥　コーカ
サスの昔話

昔、ある村におじいさんと３人の男の子がくらし
ていました。庭にあるリンゴの木には、毎年１
つだけ金のリンゴがなりました。ところがある
年、金のリンゴが金の鳥に盗まれてしまいま
す。そこで末っ子のハサンが金の鳥を探すた
びに出ることに…。（小学校教育漢字　全ルビ）
つみきみほ

15 Ｃ－１

VHS JC2004-037 おはなしのくに　ひみつの花園

メリーは１０歳。インドで暮らしていましたが親
を亡くして、イギリスのおじさんに引き取られま
す。古くて大きなおじさんの屋敷には、１０年も
かぎがかけられたままの庭がありました。メ
リーはその庭を『秘密の花園』と名づけること
にしました。（小学校教育漢字　全ルビ）岸田
今日子

15 Ｃ－１

VHS JC2004-038

手話かみしばい　イソップものが
たり　～キツネとツル・たびびとと
クマ・ねずみのおんがえし・ほん
とうのたからもの～＜手話ビデ
オ・字幕入り＞

楽しくてためになるイソップものがたりを、砂田
アトムさんが語ります。りょう理を出す時、ツル
にいじわるするキツネの話「キツネとツル」や、
２人の旅人がクマに出会う「たびびととクマ」な
ど、４話をお話します。　物語で何を考えてほし
いか、佐沢さんが解説します。　＜小学校３年
生までの教育漢字使用・全ルビ＞　砂田アトム
／佐沢静枝

30 Ｃ－１

VHS JC2006-001  
手話かみしばい「ジャックと豆の
木・はだかの王様」〈手話ビデオ・
字幕付〉

だれもが知っているイギリス民話「ジャックと豆
の木」とアンデルセンが書いた「はだかの王
様」。「ジャックと豆の木」は、ジャックが大切な
牛と取りかえた魔法の豆が、ぐんぐん伸びて雲
の上の大男の城へ。「はだかの王様」はバカな
人には見えない洋服を着て王様が町を歩く。そ
の様子を野崎誠さんと内田園子さんが表現豊
かに手話で語る。出演者：野崎誠／内田園子

28 Ａ－３

VHS JC2008-001

手話かみしばい
みにくいアヒルの子
・赤ずきんちゃん
〈手話ビデオ　字幕つき〉

「みにくいアヒルの子」
アヒルのお母さんが温めていた卵から生まれ
たのは、体が大きく、色も汚いみにくいアヒル
の子でした。アヒルの子は、みんなからいじめ
られていました。
「赤ずきんちゃん」
赤いずきんが似合う女の子が、おばあさんの
お見舞いに行くと、ベッドに寝ていたのはおば
あさんではなくオオカミでした。
有名な昔話を、野崎誠さんと佐沢静枝さんが
手話で語ります。（字幕つき）

24 Ａ-3
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VHS ＪＣ2010-001

手話かみしばい
「星の銀貨・
王様の耳はロバの耳」
＜手話ビデオ　字幕つき＞

「星の銀貨」
昔、ある所に小さな女の子がいました。女の子
はひとりぼっちでした。持っているものは今着
ている服とパン１つだけです。女の子が歩いて
いると、女の子のパンや服をほしがる人が
次々に現れます。女の子は…。
「王様の耳はロバの耳」
昔、ある所に、いつも大きな帽子をかぶってい
る王様がいました。ある日、王様の髪の毛を切
りに来た床屋が、王様の帽子をとると大きな耳
が現れました。床屋は王様から、決して人には
言うなと言われますが…。
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