DVD
新発売

子どもたちにとって、児童期にすぐれた文学作品に
出会うことは大変重要なことです 。この児童文学ライ
ブラリーは、教科書教材理解の一助となり、生き生き
とした楽しく立体的な授業、明るく活発な教室作りに
役立ちます 。そして、活字の苦手な児童も含めて、多
くの子どもたちに作品の感動を伝えます 。素晴らしい
作品との出会いにより美しい言葉に対する興味と感
覚を育みます。

児童文学作品の中から、子どもたちに是非読んでほしい作品、教科書に取り上げられている
（及び取り上げられた）
作品を映像化しました。
●教科書の原文朗読を基本に、原作の味わいを十分に生かしました。
●アニメーションを中心に映像化しました。（「大きなかぶ」は人形劇、「やまなし」は影絵）

花いっぱいになあれ

作・松谷みよ子

かさこ地ぞう

作・岩崎京子

子供たちが風船にお花の種をつけて飛ば
しました。風船は町を越え、村を越えて
子ぎつねのコンのいる山の中の小さな野
原に下りました。そして大きな金色の花
を咲かせました。ひまわりの花でした。
松谷みよ子の名作を原作に忠実に、生き
生きとアニメ化。美しい情景や優しいコ
ンの気持ちを的確な映像で表現しました。

雪に埋もれた地ぞうさまに、じいさまは、
かさこをかぶせてやりました。ところが、
地ぞうさまは6人、かさこは5つ、1つ足
りません。・・・民話の中でも特に有名
な「かさこ地ぞう」をアニメ化。やさし
く美しい映像で、じいさまとばあさまの
やさしい心を明るく描いています。

DVD 17V0058S
VHS 19H0024A

DVD 17V0061S
VHS 19H0031A

朗読・玉川砂紀子 約12分

手ぶくろを買いに

作・新美南吉

寒い寒い冬が、きつねの親子の住んでい
る森へもやってきました。子ぎつねのぼ
うやは、一人で町まで手ぶくろを買いに
行くことになりました。お母さんぎつね
は、ぼうやのことが心配でなりません。
新美南吉の著名な童話をアニメ化。子ぎ
つねとお母さんぎつねの人間に対する心
の変化を、美しくほのぼのと描きました。
朗読・麻上洋子 約15分

やまなし

DVD 17V0059S
VHS 19H0025A

作・宮沢賢治

「二匹のカニの子供らが、青白い水の底で話
していました。『クラムボンは笑っていたよ。』
『クラムボンはかぷかぷ笑ったよ。』・・・」
小さな谷川の底の情景を幻想的に描いた宮沢
賢治の童話を、原作に忠実に影絵を用いて映
像化。賢治独特の言葉の響き、幻想的な光と
影がファンタジックな世界を描き出します。
朗読・小沢重雄
影絵 約15分

DVD 17V0060S
VHS 19H0026A

朗読・横尾まり 約13分

白いぼうし

作・あまんきみこ

車のアクセルをふもうとした松井さんは、
はっとしました。車道のすぐそばに白い
ぼうしが落ちています。車から降りて、
その白いぼうしをつまみあげたとたん、
もんしろちょうが飛び出しました・・・
あまんきみこの名作を美しいアニメで映
像化。ファンタジーな世界を色彩感豊か
に描きます。
朗読・滝沢久美子 約13分

わらぐつの中の神様

DVD 17V0062S
VHS 19H0032A

作・杉 みき子

わらぐつ、雪げた、がんぎ、朝市。わら
ぐつを通して通い合うおみつさんと大工
さんの愛情。そして、作品全体を流れる
人間としての生き方や真心。・・・今の
子どもたちにとって読み取ることの難し
いものを、原作に沿って美しく映像化。
子どもたちを素朴で健康な愛の世界に導
いてくれます。
朗読・山田栄子

約24分

DVD 17V0063S
VHS 19H0033A

たぬきの糸車

大きなかぶ

作・岸 なみ

昔、山奥にきこりの夫婦が住んでいまし
た。山奥の一軒家なので毎晩のようにた
ぬきがやって来ました。ある晩のこと、
おかみさんが糸車を回していると、たぬ
きが破れ障子からこちらを覗いていま
す。・・・岸なみの名作を原作に忠実に
アニメ化。おかみさんとたぬきの、ほの
ぼのとした心の交流を描いています。
朗読・川島千代子 約11分

ちいちゃんのかげおくり

おじいさんがまいた種は大きな大きなか
ぶになりました。おじいさん、おばあさ
ん、まご、いぬ、ねこ、ねずみ、みんな
で力を合わせて「うんとこしょ、どっこ
いしょ」。ご存知のロシア民話を人形劇
を用いて映像化。導入期の文学作品とし
て、ゆったりしたテンポで、力を合わせ
ることの大切さをユーモラスに描きます。

DVD 17V0064S
VHS 19H0034A

ごんぎつね

三年とうげ

作・あまんきみこ

DVD 17V0065S
VHS 19H0035A

一つの花

大造じいさんとガン

DVD 17V0067S
VHS 19H0037A

DVD 17V0074S
VHS 19H0089A

朗読・沢木郁也 約20分

VHS限定

モチモチの木

王さまの部屋の、窓の上に、今年もつば
めがやって来ました。王さまはつばめが
いたというアフリカに行ってみたくなり
ました。そして、つばめと一緒にアフリ
カに出かけることになったのですが・・・
寺村輝夫のユーモラスな王さまの物語を
アニメ化。美しく、楽しく描きました。

作・斎藤隆介

豆太は、夜中に一人でおしっこにも行け
ない弱虫です。ある夜、じさまが腹痛を
起こしました。豆太は、大好きなじさま
のために・・・真の勇気とは何かを問い
かける、斎藤隆介の名作を映像化。教科
書の原文朗読と、滝平二郎の影絵を用い
て、豆太とじさまの心情を豊かに表現し
ています。

朗読・杉山佳寿子 12分
DVD 17V0068S
VHS 19H0038A

つりばしわたれ

作・椋 鳩十

動物文学で知られる椋鳩十の原作を教科
書表現に沿って、アニメーションで興味
深く、感動的に表現しました。残雪と呼
ばれるガンと大造じいさんのフェアな戦
いや、リーダーとしての残雪の行動、人
間とガンの知恵くらべなど、美しい映像
の中に心を育てる内容が豊かにおりこま
れた作品です。

朗読・増岡 弘 約11分

作・寺村輝夫

DVD 17V0073S
VHS 19H0088A

朗読・玉井 碧 約11分

1年2組の子どもたちが、体操をしている
と、空に大きな雲があらわれました。真っ
白い雲のくじらです。雲のくじらは、み
んなを乗せて、大空を元気いっぱい泳ぎ
ました。中川李枝子の物語をアニメで映
像化。ファンタジックな原作の持ち味を
生かしてほのぼのと描いています。

王さまでかけましょう

作・今西祐行

「一つだけちょうだい」という言葉から
始まるこの作品の主人公ゆみ子を通して、
戦争を体験した人の様々な思いや願いが
伝わります。戦争児童文学の傑作といわ
れる今西祐行の名作をアニメ化。戦争中
と戦争後の場面の変化を比べながら、そ
れぞれのくらしの違いをていねいに描き
ました。

DVD 17V0066S
VHS 19H0036A

作・中川李枝子

DVD 17V0071S
VHS 19H0086A

朗読・高山みなみ 約13分

兵十はびっくりして、ごんに目を落とし
ました。「ごん、お前だったのか。いつ
も、栗をくれたのは。」ごんはぐったり
目をつむったまま、うなずきまし
た。・・・新美南吉の代表作のアニメ化。
ごんの真心は死によってしか兵十の心に
伝えられませんでした。兵十とごんの心
の動きを大切に描きました。

くじらぐも

作・李 錦玉

ころぶと三年しか生きられない三年とう
げ。ある秋の夕暮れ、いそいでいたおじ
いさんが、ころんでしまいました。さぁ、
たいへん！李錦玉の心あたたまる原作を、
朴民宜の絵で教科書に忠実にアニメ化。
世界のお話の一つとして、自分と考えの
ちがう人の意見を聞く大切さを描き、物
語の楽しさを味わいます。

作・新美南吉

朗読・藤田淑子 約20分

DVD 17V0070S
VHS 19H0085A

人形劇 約14分

かげおくり という遊びをちいちゃん
に教えてくれたお父さんも出征していっ
てしまいました。初夏の夜の空襲でちい
ちゃんはお母さんとはぐれて、一人ぼっ
ちになってしまいました。・・・あまん
きみこの感動的なお話を忠実にアニメ化。
戦争が奪った小さな女の子の命、その悲
しさを描きました。
朗読・中西妙子 約14分

ロシア民話

朗読・三川雄三 約15分

VHS

作・長崎源之助

「くやしかったら、つり橋渡ってかけて
こい・・・」山の子たちがはやしたてま
した。都会っ子のトッコは、揺れるつり
橋を怖くて渡れません。だからトッコは、
いつも一人で遊んでいました。・・・長
崎源之助の名作をアニメ化。詩情溢れる
物語を情緒豊かに描きました。
朗読・坪井章子 13分
DVD 17V0069S
VHS 19H0039A
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カラー 各巻 17,850円（税抜17,000円）
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