ＪＡ．子ども物・アニメ（日本の童話）（ＤＶＤ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

JA2007-001

A－3

手話かみしばい
かさじぞう・おむすびころりん

●

JA2009-001

A－3

手話かみしばい
はなさかじいさん・さるかにがっせん

JA2016-001

B-3

おはなしのくに
手ぶくろをかいに

JA2016-002

B-3

おはなしのくに
長ぐつをはいたねこ

JA2017-001

B－3

おはなしのくに
アラジンとまほうのランプ

JA2017-002

B－3

おはなしのくに
かえるのえんそく

JA2017-003

B－3

おはなしのくに
スーホーの白い馬

JA2019-001

B-3

おはなしのくに
きんたろう

JA2019-002

B-3

おはなしのくに
ぶんぶくちゃがま

番組名

●

●

●

実時間
内容
『かさじぞう』あるところにたいそう貧乏なおじいさんとおばあさんがいま
した。もうすぐお正月、「おばあさんに腹いっぱいおもちを食べさせたい」
おじいさんと、「おじいさんに少しでもお酒を飲ませてあげたい」おばあさ
んは、夜なべしてすげでかさを編みました。おじいさんは出来上がった
すげがさを町に売りに行きますが…。
『おむすびころりん』お弁当のおむすびをうっかり落としてしまったおじい
さん。おむすびはコロコロ転がって穴の中に落ちてしまいます。残念に
32
思っていると、穴の中からは可愛らしい歌声が聞こえてきました。もっと
聞きたいなあと思ったおじいさんは残りのおむすびも穴に転がし、自分
も身を乗り出しました。すると…。
お話は二つとも、日本各地に民話として語り継がれた昔話です。『かさじ
ぞう』は野崎誠さんがしっとりと、『おむすびころりん』は佐沢静枝さんが
軽快に語ります。「ことばから学ぼう」もお楽しみに。（野崎誠・佐沢静
枝）
「はなさかじいさん」 昔々、ある所に子どものいないおじいさんとおばあ
さんがいました。二人は白い小さな犬を“ポチ”と名付けて本当の子ども
のようにかわいがっていました。ある日、おじいさんが畑を耕していると
ポチが「ここ掘れ、ワンワン」と鳴きます。おじいさんがポチがほえる場
所を掘ってみると…。
「さるかにがっせん」 大きなおにぎりを持っていたカニと、道で拾った柿
24
の種を持っていたサルは、おにぎりと柿の種を取り換えっこします。カニ
は柿の種に毎日水をあげ、一生懸命育てました。柿の木はぐんぐん大
きくなり、秋には大きな甘い実をたくさんつけました。ところが、木に登れ
ないカニは甘い実を取ることができません。そこへサルがやってきて
…。（野崎誠・佐沢静枝）（字幕つき）
きつねの親子が住む森に、寒い冬がやってきました。子ぎつねは雪の
中をとびまわり、手がぼたん色になってしまいました。その夜、きつねの
親子は手ぶくろを買いに出かけますが、母さんぎつねは人間が怖くて、
10
町へ行くことができません。母さんぎつねが子ぎつねの手を握ると、そ
の手がかわいい人間の手になりました。（作者：新美南吉）（木村多江）
（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：五十嵐由美子
ある日、粉屋の主人が死にました。三人息子への財産は、粉ひき小屋
と、ロバと、ねこだけ。残りもののねこを手にした末の息子は、粉ひき小
屋やロバを手にした兄たちをうらやみます。すると、ねこがしゃべりだし
ました。「ご主人さま、ここはわたしにおまかせを。心配ご無用、すべてう 10
まくいきますよ。」末っ子は、ねこのいうとおりにしてみることにしました。
（近藤公園）（ペロー童話集）（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：
江副悟史
魔法使いに指示されてアラジンは古ぼけたランプを手に入れた。こす
ると魔人が現れて望みを何でもかなえてくれる魔法のランプだ。おかげ
15
でアラジンは大金持ちになり、お姫様と結婚した。ある日、魔法使いが
来てそのランプを奪い、城ごとお姫様をさらってしまった。（肝付兼太）
（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史
大阪のかえるは京都見物を、京都のかえるは大阪見物をしたいと思
い、天王山のてっぺんでバッタリ出会う。それぞれのお国自慢が始ま
り、とうとうどっちが日本一かこの山の上から見てみようということに。手 10
をつないで２匹は向き合い「せ～の」と山の下を眺めるが…。（林家たい
平）（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：武井誠
モンゴルの草原に暮らす少年スーホーは、生まれたばかりの白い子
馬を見つけ、大事に育てる。子馬はスーホーと兄弟のように仲良く暮ら
10
し、美しい白馬に育った。そんなある日、モンゴルの王様が競馬を開催
し、白馬とスーホーはみごと一等になった。ところが…（木南晴夏）（字
幕・手話付き 選択可能）手話表現者：五十嵐由美子
足柄山に住む金太郎は優しくて元気で力持ちな男の子。毎日、動物た
ちと山の中で仲よく遊んでいました。ある時、山の中で金太郎は立派な
おさむらいさんと出会います。そして金太郎は、おさむらいさんと家来に 10
なることになりました。
手話表現者：江副悟史／渡辺直美
おしょう様が大事にしていた茶がま。ある夜、おしょう様が寝ていると、
茶がまに顔や手足やしっぽが生えてきました。おしょう様はびっくりしま
10
した。なんと茶がまはタヌキが化けていたのです。 手話表現者；佐沢
静枝／塚地武雅

ＪＢ．子ども物・アニメ（創作アニメ）（ＤＶＤ）
松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

JB2006-016

B-3

世界名作劇場 家なき子レミ １
悲しい誕生日

JB2006-017

B-3

世界名作劇場 家なき子レミ ２
さようならお母さん

JB2006-018

B-3

世界名作劇場 家なき子レミ ３
ヴィタリス一座

JB2008-040

B-3

名探偵コナンスペシャル
鳥取クモ屋敷の怪

番組名

実時間
内容
主人公のレミは、貧しいけれど、お母さんと妹と３人で仲よく暮らしてい
ました。お父さんはずっと前からパリに出かせぎに行っています。お父さ
25
んさえ帰ってくれば、家族はとても幸せなはずでした。
ところがお父さんがパリで大ケガをし、働けなくなって村に帰ってきまし
た。そして、信じられないことを言ったのです。
すべてを知ったレミは、少しでも家の助けになればと働きに出ようと決心
します。それを知った父親のジェロームは、レミを売り飛ばそうと、村に
24
来ていたポリネールに相談を持ちかけました。
ポリネールは、人買いの仕事をする男で、ジェロームに金をわたし、レ
ミを納屋に閉じ込めてしまいました。
レミとヴィタリス一座との旅が始まります。一緒に旅をするのですから、
何もしないわけにはいきません。「働かない者にはパンは与えない」、そ
24
れがヴィタリスさんのやり方でした。
レミは、一座の役者として、セリフをいっしょうけんめい練習します。そ
して一座は、ユセルの町に到着しました。
毛利小五郎は事件の依頼を受け、コナン、蘭と共に鳥取県にある絡
繰峠のクモ屋敷と呼ばれる旧家、武田家に向かう。武田家では続けて
49
人が亡くなったため、村の人々はクモ御前のたたりだと恐れていた。そ
してコナンたちが到着した夜、今度は武田家の当主が殺された。

P.1

JB2009-001

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １
少年ネロ

JB2009-002

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２
アロアと森へ

JB2009-003

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３
アントワープの町で

JB2009-004

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４
新しい友達

JB2009-005

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ５
パトラッシュ

JB2009-006

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ６
がんばれパトラッシュ

JB2009-007

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ７
スープをおのみ

JB2009-008

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ８
ほえたよおじいさん

JB2009-009

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ９
おもいでの鈴

JB2009-010

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １０
アロアのブローチ

JB2009-011

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １１
エリーナの花畑

JB2009-012

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １２
おじいさんの小さな壺

JB2009-013

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １３
ナポレオン時代の風車

JB2009-014

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １４
夜空に描いた絵

JB2009-015

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １５
古い帳簿

●

JB2009-034

B－3

ゲゲゲの鬼太郎
地獄超決戦！西洋妖怪総登場！

●

JB2009-035

B－3

ゲゲゲの鬼太郎
見上げ入道の妖怪学校

●

JB2009-036

B－3

ゲゲゲの鬼太郎
命カラカラ！赤舌温泉

●

JB2010-001

B－3

それいけ！アンパンマン
ぼく、アンパンマンです！

●

JB2010-002

B－3

それいけ！アンパンマン
ばいきんまんとマシュマロさん
ちびぞうくんとシチューおばさん

JB2010-004

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １６
１０サンチームの写生帳

JB2010-005

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １７
丘の上の木の下で

JB2010-006

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １８
いたずらっ子のクロ

●

●

●

●

●

●

ネロは絵をかくことが大好きな心優しい少年。牛乳運びの仕事をする
おじいさんと2人で暮らしていました。幼なじみの女の子アロアと毎日遊
び，貧しいながらも楽しい毎日でした。そんなある日，ネロはアントワー
プの町で１頭の犬に出会います。パトラッシュという名のその犬は，金物
屋の主人にこき使われていたのです。
ネロはアロアといっしょに森へイチゴ摘みに出かけます。初めて森へ
行くアロアは大喜び。時間を忘れてイチゴを摘むうちに，急に天気が崩
れ雨が降りだしてしまいます。ネロは森の木こり・ミッシェルおじさんの
小屋で雨宿りすることに。でも帰りが遅くなってしまいアロアのお父さん
は不機嫌になってしまいます。
おじいさんといっしょにアントワープの町へ牛乳を届けに行ったネロ。
途中で教会の絵をかいている絵かきに出会います。ネロは時がたつの
も忘れて，絵かきの様子に見入ります。
そしてアントワープの町でネロは，とてもすばらしいものを見ることにな
るのでした。
ネロが釣りをしていると，以前町で出会ったジョルジュとポールの兄弟
がやって来ます。そこにアロアとアンドレも加わって，みんなでかくれん
ぼをすることになりました。小さいポールは橋の下に隠れるのですが，
そこから落ちてしまったからたいへん！
すっかり仲よしになったネロとジョルジュたち。３人で秘密の場所に遊
びに行ったネロは，そこで金物屋にむち打たれるあの労働犬を見つけ
ます。かわいそうな犬に水をやろうとするネロたちでしたが，そこに金物
屋が現れて３人は追い払われてしまいます。
アントワープの町で開かれる月に一度の朝市の日。ネロはパトラッ
シュに会えるかもしれないと，町を探し回ります。ところがどこにもパト
ラッシュの姿はありません。やっとのことで見つけた金物屋は，「パトラッ
シュは捨てた」とネロに言うのです。
ネロは金物屋に捨てられたパトラッシュを連れ帰りました。一生懸命看
病をしますが，パトラッシュは元気になりません。おじいさんは庭で取れ
た薬草をパトラッシュに飲ませるように言って出かけてしまいました。ネ
ロは何とか薬を飲ませようとするのですが…。
パトラッシュはネロの看病のおかげで元気を取り戻します。アロアが
持ってきた干し肉も食べられるようになります。ネロはアロアといっしょに
パトラッシュのためのすてきなベッドを作ることにしました。
ジョルジュとポールの兄弟とも友達になったパトラッシュ。ネロはみん
なといっしょにアントワープの町へ出かけます。ところがそこであの金物
屋に会ってしまい，ネロたちは急いで逃げ出すのでした。アロアはパト
ラッシュに首輪を付ければ，もうネロの犬になると言うのですが…。
森にたきぎ拾いに出かけたネロとアロア。すっかり元気になったパト
ラッシュもいっしょに楽しく森で遊んでいると，アロアがお父さんにもらっ
たブローチをなくしてしまいました。
アロアのお母さんのエリーナは，お花を育てるのが大好き。そのエ
リーナの美しい花畑をだれかが荒らしてしまいました。しかもそこには犬
の足跡が残っていたのです。それをおせっかいなハンスが見つけて大
変な騒ぎになってしまいます。
アントワープの町に行ったネロとパトラッシュ。そこであの金物屋に見
つかってしまいます。パトラッシュを返せという金物屋に，おじいさんは
パトラッシュをネロに譲って欲しいと頼みます。すると金物屋はお金をよ
こせと言い出しました。
村にあらしが来た次の日。アロアの家の風車が止まってしまいました。
修理のために呼ばれたノエルじいさんはとても風変わりなおじいさん。
ネロはノエルじいさんの仕事ぶりにひかれます。風車が直って回り始め
たとき，アンドレが羽根につり上げられてしまい…。
アントワープの町へ向かいながらネロとおじいさんは，ネロの将来に
ついて話します。おじいさんはネロに一人前の農夫か木こりになって欲
しいと願うのですが，ネロの心の中には，それとは別の願いが芽生えて
いました。
ネロは家が貧しいため，いつも板きれに絵をかいていました。それを
見たアロアはネロのために，家から古い帳簿を持ってきます。帳簿の紙
の裏に絵をかけばいいと考えたのです。
ところがそれはコゼツだんなの大事な帳簿だったのです。
日本じゅうで、死者の魂がよみがえるという怪現象が多発し始めた。
原因を調べるために地獄の入り口に向かった鬼太郎。
そこには、大勢の西洋妖怪が待ち受けていた。
小学生の小林は、いつも悪さばかりして先生や周りの生徒を困らせて
ばかりいた。そんな小林の元に、いくつか質問の書かれたダイレクトメー
ルが届く。それに解答を記入した小林。数日後、小林の前に見上げ入
道が現れて…。
青森県で温泉の開発が行われていた。ところが突然、青森中の水が
枯れてしまう。青森に温泉旅行に行く予定だった鬼太郎たちは、原因を
探るべく青森に向かった。
クリームパンダとメロンパンナの２人が、パン工場で見つけたベビー
ベッドやおしゃぶり。ジャムおじさんやバタコさんに聞くと、それらはアン
パンマンが赤ちゃんのとき使っていた物だという。
アンパンマンが赤ちゃんだった！？どんな赤ちゃんだったかは、お話
を見てのお楽しみ。
子どもたちがサッカーをしている所に、マシュマロさんが通りかかっ
た。サッカーボールと間違えられたマシュマロさんは、みんなと友達にな
る。そこへアンパンマンがクッキーを届けてくれるのだが、マシュマロさ
んが１人で食べてしまい、みんながっかり。でも、代わりにマシュマロさ
んが、レインボーマシュマロをごちそうしてくれる。ほかに１話。
アロアからもらった帳簿を使い終えてしまったネロは、町で画用紙と鉛
筆が売られているのを見て欲しくてたまらなくなります。そんな時、たま
たま町で出会ったミッシェルさんの仕事が忙しいことを知ったネロは、
ミッシェルさんの仕事を手伝うことを思いつきます。
画用紙を手に入れたネロは、うまくかこうと緊張してしまい、なかなか
絵をかくことができません。
そんなネロに、アロアは「絵をかきたくなるまで待てばいい」とアドバイス
します。ネロが画用紙に最初にかいたのは、パトラッシュでした。
ヌレットおばさんの所に、一人娘のミレーヌが里帰りしてきます。おば
さんと大事な話があるというのです。けれど、クロが話の邪魔ばかりす
るので、おばさんがきつくしかってしまいます。つまらなくなったクロは、
ネロたちについて森に入り込み、夜になっても帰らず…。

P.2
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JB2010-007

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 １９
金物屋が村に

JB2010-008

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２０
どこまでも

JB2010-009

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２１
船で来たお客さま

JB2010-010

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２２
イギリスからの贈物

JB2010-011

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２３
アロアの誕生日

JB2010-012

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２４
アロアの絵

JB2010-013

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２５
アロアがいない

JB2010-014

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２６
さようならアロア

JB2010-015

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２７
アロアのいないクリスマス

JB2010-016

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２８
親切な貴婦人

JB2010-017

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ２９
ルーベンスの２枚の絵

JB2010-018

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３０
雪の中の約束

JB2010-019

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３１
ネロの決意

JB2010-020

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３２
大きなカシの木

JB2010-021

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３３
こころの手紙

JB2010-022

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３４
ヌレットおばさん

JB2010-023

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３５
お帰りアロア

JB2010-024

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３６
アロアのくすり

JB2010-025

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３７
うれしい知らせ

JB2010-026

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３８
ネロの大きな夢

JB2010-027

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ３９
心をつなぐ二つの旗

おじいさんはパトラッシュを譲ってもらう代わりに、金物屋にお金を払う
約束をしていました。ところが約束の日に、おじいさんと金物屋がうまく
会えなかったことから、金物屋がネロの家に押しかけてきます。そこに
は、パトラッシュだけが留守番をしていて…。
金物屋に連れ去られたパトラッシュを捜すネロ。でも、アントワープの
町では見つけられません。その上、おじいさんは疲れから体調を崩して
しまいます。それでもパトラッシュを捜さずにいられないネロは、とうとう
夕方から、1人で出発します。
イギリスに住んでいるアロアの叔母さんのソフィアと、いとこのアニー
が遊びにやってきます。しつけの行き届いているアニーの様子を見て、
コゼツさんは、アロアをイギリスのソフィアの家に預け、イギリスの学校
に通わせようと考えます。
アロアは、イギリスに行ってしまうのでしょうか？
アロアがイギリスに行くのは勉強のためだと聞いたネロは、寂しくても
我慢しようと思い、イギリス行きを望んでいないアロアを怒らせてしまい
ます。アロアは、家族もネロも、みんなが自分をじゃまにしていると思っ
てしまったのです。
アロアとネロは、仲直りできるでしょうか？
コゼツ家では村の子どもたちを招待してアロアの誕生日パーティーを開
いていました。ネロもプレゼントの花を持ってやってきました。おいしい
料理を食べて大満足のこどもたち。みんなでかくれんぼをすることにな
りました。でもその時、大変なことが起きてしまったのです。
村じゅうの人が参加して牧草刈りをすることになりました。その日、ネロ
はアロアの絵を描く約束をしていましたが、おじいさんの代わりに牧草
刈りをすることにしました。
アロアはネロの仕事が早く終わるようにネロの手伝いをしますが…。
ネロと会うことを禁止されたアロアは、寂しい日々を送っていました。
そんなある日、コゼツからイギリスの叔母さんの所に行くように言われ
たアロアは、黙って家を飛び出してしまいました。
アロアがイギリスに旅立つ日が近づきました。その日、ネロはアロアを
見送るため港に向かいますが、途中でハンスに呼び止められアロアの
忘れ物を取りに村へ行くように頼まれました。船の出航の時間は、もう
迫っています。
アロアがイギリスに旅立ってから１ヶ月。もうすぐクリスマスだというの
に、アロアから手紙がないのでネロは元気がありません。そんなネロの
様子を見て心配したヌレットおばさんは、ネロのためにクリスマスパー
ティーを開くことにしました。
牛乳を運んでいた荷車が壊れてしまいました。道の真ん中で立往生し
ていると、親切な貴婦人が、馬車で牛乳を運んでくれたのです。牛乳を
運び終わった後、ネロは教会で貴婦人と再会しました。
貴婦人から教えてもらったルーベンスの絵を見に教会に向かったネ
ロ。でも、絵には厚い幕がかけられていました。しかも絵を見るには銀
貨が必要だったのです。お金がないネロには絵を見ることができません
でした。
貴婦人と再会したネロは、いっしょにルーベンスの絵を見る約束をしま
した。ところが約束の日の朝、おじいさんが胸を押さえて倒れてしまった
のです。ネロは貴婦人と会えるのでしょうか。そして絵を見ることができ
るのでしょうか。
森の中でケガをしたミッシェルおじさんを見つけたネロ。ミッシェルおじ
さんは、ノエルじいさんから風車の修理に使うカシの木を切ることを頼ま
れていました。ミッシェルおじさんのお見舞いに訪れたノエルじいさんか
らネロは将来どんな仕事に就きたいのか聞かれました。
自分1人の力でカシの木を切り倒そうと決心したネロ。ミッシェルおじさ
んを看病しながら、ないしょで木を切り始めました。小さなネロにとって
大きな木を切り倒すことは大変なことです。でもネロは必死に木を切り
続けました。
ヌレットおばさんの元へ娘のミレーヌから手紙が届きました。手紙には
「村を出て、いっしょに暮らしてほしい」と書かれていました。ネロが心配
なヌレットおばさんは、ミレーヌに断りの手紙を送ろうとしましたが…。
ヌレットおばさんの引っ越しの日がやってきました。引っ越しを手伝うた
め、おじいさんは家に残り、ネロは1人で牛乳運びの仕事に向かいま
す。仕事を終えたネロが帰り道を急いでいると、クロがネロとパトラッ
シュを待っていました。
アンドレからアロアが帰ってくることを知らされたネロは、急いで港へ
向かいました。しかし、船から降りる乗客の中にアロアの姿はありませ
んでした。アロアはいったいどうしたのでしょう。
病気のためイギリスから帰ってきたアロア。アロアはアントワープの病
院で、高熱にうなされ、村の風車やネロと遊ぶ夢を見ました。その様子
を見た医者のバートランド先生は、アロアを村に帰したほうがいいとコゼ
ツに言いました。
部屋の窓から外を見ていたアロアは、ネロの姿を見つけると思わず外
に飛び出しました。アロアがネロと会っているところを見たコゼツは、ネ
ロがアロアを呼び出したのだと思いネロをしかったのです。
アントワープで開かれる絵のコンクールに出品することを決意したネ
ロ。ネロは夜遅くまで絵をかき続けたせいで寝坊してしまいました。おじ
いさんを追って町へと走るネロ。そんなネロを見つけたアロアは、馬車
でネロを送るようにハンスに頼みました。でも、そのせいでアロアは学校
に遅れてしまったのです。
馬車が壊れてしまい、ネロと登校することになったアロア。でも張り切
りすぎて途中で歩けなくなってしまいました。おじいさんにおぶわれて何
とか町に着いたアロアでしたが、毎日町まで歩いているネロの大変さが
わかったのです。
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JB2010-028

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４０
おじいさんの口笛

JB2010-029

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４１
なつかしい長い道

JB2010-030

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４２
となりに来た人

JB2010-031

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４３
アロアのおてつだい

JB2010-032

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４４
おじいさんへのおみやげ

JB2010-033

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４５
ひとりぼっちのネロ

JB2010-034

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４６
おじいさんの顔

JB2010-035

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４７
風車小屋の火事

JB2010-036

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４８
なくなった仕事

JB2010-037

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ４９
描けたよおじいさん

JB2010-038

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ５０
発表の日

JB2010-039

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ５１
二千フランの金貨

JB2010-040

B-3

世界名作劇場 フランダースの犬 ５２
天使たちの絵

JB2010-042

B-3

ちびまる子ちゃん
「まる子とハチ」の巻

JB2010-043

B－3

名探偵コナン
怪盗キッドＶＳ最強金庫 前編

JB2010-044

B－3

名探偵コナン
怪盗キッドＶＳ最強金庫 後編

JB2011-001

B－3

おじゃる丸
おあずけプリン

JB2011-002

B－3

おじゃる丸
ジーパン

JB2011-003

B－3

おじゃる丸
おじゃる石を気にする

JB2011-004

B－3

おじゃる丸
茶とおじゃるの雨傘

JB2011-005

B－3

おじゃる丸
月光町 虫そうどう

●

●

●

●

●

●

コゼツのだんなから、おじいさんが町で働いていることを知らされたネロ
は町に向かいます。町の市場につくと、小さな八百屋を手伝うおじいさ
んの姿がありました。おじいさんが、自分にないしょで働いていたことに
ショックを受けるネロでしたが…。
ジェハンおじいさんが病気で寝込んでしまいました。ネロは教会で「おじ
いさんが早く元気になりますように」と祈るのでした。
そして、おじいさんにゆっくり休んでもらおうと、牛乳運びもパトラッシュ
とともに一生懸命に頑張るのでした。
ヌレットおばさんが以前住んでいた隣の空き家に、男の人が引っ越して
きました。
ネロは「どんな人だろう。ヌレットおばさんのように優しい人かな」とわく
わくしながらあいさつに行きました。
でも、お隣さんに会って、ネロはがっかりしたのでした。
牛乳運びの仕事が減ったために、ネロは波止場で荷物運びをすること
になりました。
しかし、ネロはおじいさんに心配をかけまいと、おじいさんにないしょで
働きます。
そのことを知ったアロアは、ネロとおじいさんのために何かお手伝いを
しようと思うのでした。
つらかった波止場の仕事も、ジョルジュとポールに手伝ってもらい、よう
やく終わりました。
ネロは１週間分の手間賃をもらいました。おじいさんのために特別に
おいしいスープを作ろうと、そのお金で、いちばん上等のお肉を買って
帰るのでした。
優しかったおじいさんは、もう二度と帰ってこないのだと、おじいさんを思
い出しては、悲しむネロでした。
そんなとき、ジョルジュも遠くの町に働きに行くことになり、ネロの家
で、ジョルジュの送別会を開くことになりました。
コンクールに風車の絵を出すと決めていたネロでしたが、なかなかうまく
かけません。
そんなとき、アロアがかいた おじいさんの絵を見て、ネロははっと気づ
くのでした。「今、おじいさんの絵ならきっとかける」と。
そして、夜の更けるのも忘れて、かき続けるのでした。
ある日、ネロは沼の中から びしょぬれになったお人形を見つけました。
これはアロアのお人形に違いないと思ったネロは、その夜、乾かした
お人形を持って、アロアに届けに行くのでした。
ところが その晩、風車小屋が火事になったのです。
アロアにお人形を届けに行っただけなのに、風車小屋に火をつけたと疑
われたネロ。
とうとうジェスタスさんからも、牛乳運びの仕事を断られてしまいまし
た。
薬草を売りに行っても、思ったほどお金にならず、パン１個を買うのが
やっとだったのです。
コンクールに出すネロの絵がとうとう完成しました。絵の中のおじいさん
もパトラッシュも、まるで生きているようでした。
ポールとアロアの応援を受けて、ネロが公会堂に絵を出しに行くと、受
け付けの前には たくさんの人が並んでいました。
ミッシェルおじさんが森の家にいっしょに行こうと、ネロを迎えに来まし
た。
しかし、ネロはクリスマスまで待ってほしいと言うのです。その日、絵の
コンクールの発表があるのです。
そして、いよいよ発表です。ネロは１等をとれるでしょうか。
コンクールの結果を目にし、会場を後にしたネロとパトラッシュは、もは
や食べる物を買うお金もなく、疲れきっていました。
大雪の中、パトラッシュが何かを見つけました。それは、金貨が入った
袋でした。その袋には「コゼツ」の文字が入っていたのです。
パトラッシュのそばから姿を消したネロ。パトラッシュはネロを捜すため
に、アロアの家を飛び出しました。
ネロの足はいつしかアントワープの教会に向かっていました。そこに
は、ネロが夢にまで見たルーベンスの絵が飾られているのです。
夏のある日、まる子はナナという犬を連れたおばあちゃんと出会う。ナ
ナはもうすぐ赤ちゃんを産むと聞いたまる子は、毎日のようにナナとお
ばあちゃんに会いに行く。赤ちゃんは無事に生まれたが、ナナは病気に
なってしまった。
怪盗キッドから鈴木次郎吉に鈴木邸にある最強金庫を開けると予告状
が届いた。しかしいつもの横書きの予告状ではなく縦書き、しかも文章
も古めかしい。次郎吉は偽物と思い、警察に捜査協力はしなかった。
最強金庫にはタバコ１本の重さにも反応するセンサーがついている。し
かも金庫の開け方を知るのは次郎吉ただ１人のため、キッドに開けるこ
とは不可能だと次郎吉は言う。しかしコナンは、いつもとは違う次郎吉の
態度に違和感を持つ。
おやつにプリンを食べようとしたおじゃる丸は、スプーンを忘れたこと
に気づく。おじゃる丸は、シャクにスプーンを持ってきてくれるように頼
む。だが、おじゃる丸は大好物のプリンを目の前にして待ちきれなくなり
…。
何年かぶりにジーパンをはいたトミーおじいちゃん。おじいちゃんの
ジーパン姿を見たカズマや月光町のお年よりたちもマネをしてジーパン
をはき始める。そして気がつくと、町中の人がジーパン姿に。
月夜ヶ池に小石拾いに出かけたおじゃる丸とカズマ。その夜、おじゃる
丸は河原にあった、ある小石のことが忘れられず、なかなか寝つくこと
ができなかった。翌日、もう一度その石を捜しに、おじゃる丸は河原へと
向かう。
愛ちゃんにかわいい雨傘を買ってもらったおじゃる丸は、傘を見せびら
かそうと町に出るが雨に降られてしまう。雨宿りに喫茶店に入ったおじゃ
る丸は、茶が持つボロボロの雨傘を見つける。茶は、雨傘との不思議な
出会いを語り出す。
トミーの家で子鬼たちは、「しあわせのきいろい虫」という本を見つけ
る。「幸せの黄色い虫を捕まえると幸せになれる」と勘違いした子鬼たち
は、必死に虫を探す。そのうわさは町じゅうに広がり、大そうどうとなっ
た。
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JB2011-006

B－3

忍たま乱太郎
見破られた変装の段

JB2011-007

B－3

忍たま乱太郎
自然から学べの段

JB2011-008

B－3

忍たま乱太郎
気持ちよく泣かせての段

JB2011-009

B－3

忍たま乱太郎
青春の思い出の段

JB2011-010

B－3

忍たま乱太郎
大間賀時曲時の悩みの段

JB2011-011

B－3

名探偵コナン
黒きドレスのアリバイ（前編）

JB2011-012

B－3

名探偵コナン
黒きドレスのアリバイ（後編）

JB2011-034

B－3

ちびまる子ちゃん
「藤木、いい人を目指す」の巻
「ヒロシ、期待される」の巻

JB2011-035

B－3

ちびまる子ちゃん
「まる子は大女優？」の巻
「まる子、お金を拾う」の巻

JB2012-030

B－3

ちびまる子ちゃん
「まる子の新しいワンピース」の巻
「生け花をしよう！」の巻

●

●

●

JB2012-031

B－3

ちびまる子ちゃん
「まる子、スケッチに行く」の巻
「まる子、１０円玉に悩む」の巻

JB2012-032

B－3

名探偵コナン
時の番人の刃（前編）

JB2012-033

B－3

名探偵コナン
時の番人の刃（後編）

●

JB2013-022

B-3

それいけ！アンパンマン
カツドンマンとにんにくこぞう
メロンパンナとクリスタル姫

●

JB2013-023

B-3

それいけ！アンパンマン
クルームパンダとちゅらおばあ
おむすびまんとおしんこちゃん

JB2013-024

B-3

名探偵コナン
くらやみ塔の秘宝（前編）

JB2013-025

B-3

名探偵コナン
くらやみ塔の秘宝（後編）

●

●

五年生の変装の名人・はちや三郎は、いつも友人の不破雷蔵に変装
している。あまりにそっくりで区別がつかず困り果てた乱太郎たち。しか
し、木下先生だけは２人を区別することができた。２人を区別する方法と
は…。
いつもテストの成績の悪い一年は組。それとは対照に成績優秀な、い
組の教師・安藤は、い組の教師・土井をバカにする。そんなある日、裏
庭の小屋が火事になる。
きり丸は、子守のアルバイトをしていたが、約束の時間になっても赤
ちゃんの両親が現れない。次のアルバイトがあるきり丸は、偶然通りか
かった斜堂先生に子守をまかせるが…。
ある日、忍術学園に学園長の旧友・竜王丸が訪ねてくる。乱太郎は、
学園長の命令で竜王丸を部屋に案内する。立ち去ろうとする乱太郎
だったが、学園長に呼び止められ若い日の自慢話に付き合わされる。
オーマガトキ城の城主・大間賀時曲時は、いつも戦に負けてばかりい
た。落ち込む曲時は、偶然通りかかった兵士たちの会話を耳にする。
「情報を制する者が勝つ」。そのことばを聞いた曲時は、情報収集のた
め堺の港へ向かう。
蘭と園子の買い物につき合うことになったコナンと小五郎。新宿の喫
茶店でひと休みしていると、ゴスロリ姿の女性が現れた。女性は席につ
くなり店外のトイレに行き、その１０分後にゴスロリ姿の女性と待ち合わ
せをしているという庄堂唯佳が来店する。
原宿の公園のトイレでゴスロリ姿の女性の絞殺遺体を発見したコナン
たち。コナンは、庄堂唯佳が犯人だと確信するが、死亡推定時刻には
唯佳は喫茶店にいたという完ぺきなアリバイがある。唯佳の仕組んだト
リックとは？
「藤木、いい人を目指す」 定期券を拾って落とし主に手渡してあげた藤
木君。人のために役に立つのはいいものだとあらためていい人になろう
と決意するが…。
「ヒロシ、期待される」 まる子の父、ヒロシが町内の野球試合で４番打
者をまかされたという。みなの期待にヒロシはこたえられるのか。【とち
ぎ視聴覚障害者情報センター】
「まる子は大女優？」 まる子のクラスは学芸会で「うらしま太郎」をする
ことに決まった。まる子とたまちゃんは、海中で揺れるワカメの役になっ
た。練習するまる子を見て祖父友蔵は「将来は天才女優だ」と期待する
が…。
「まる子、お金を拾う」 道端で１０円拾ったまる子。見たいテレビがあっ
たので、交番に届けそびれてしまった。翌日交番へ行く途中、欲しかっ
たチョコレートの匂いの消しゴムが１０円で特売になっていた…。【とちぎ
視聴覚障害者情報センター】
「まる子の新しいワンピース」の巻
まる子は、たまちゃんのお母さんに百恵ちゃんとそっくりなワンピース
を作ってもらった。たまちゃんもおそろいのワンピースを作ってもらい、次
の日曜に２人で遊園地に行くことになった。だが、ワンピースを気に入っ
たまる子は、お母さんに止められたにもかかわらず学校に着ていき、
誤って破ってしまう。
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「生け花をしよう！」の巻
家族そろってテレビを見ていたまる子は、番組に登場した生け花の飾
られた豪華な家にあこがれる。翌朝、まる子が教室に行くと教室に生け
花が飾られていた。花輪君が生けた花だという。生け花に見とれるまる
子たちに、花輪くんが放課後、自宅で生け花を教えてくれることになっ
た。
「まる子、スケッチに行く」
まる子たちのクラスは紅葉のスケッチに行くことになった。絵をかくのが
大好きなまる子にお母さんは新しい絵の具を買ってくれた。大喜びのま
る子だが、絵の具がもとでクラスの男子とケンカになる。
「まる子、１０円玉に悩む」
家の中で１０円玉を見つけたまる子。10円玉を使ってしまうか落とした人
を捜すか悩むまる子。結局使ってしまおうと決意するまる子だが・・・。
時計の館の女あるじ・保科の元に２年前から送られてきている差出人
不明の脅迫状。そこには、保科の誕生会で彼女を殺害すると書かれて
いた。毛利は、保科の執事からボディーガードの依頼を受け、コナンや
蘭と保科の誕生会に出席する。
だが保科は、暗闇で誕生日ケーキのローソクを吹き消した瞬間、何者
かに殺害されてしまう。
保科を殺した犯人は、パーティーの招待客の中にいると考えたコナ
ン。目暮警部がパーティーの出席者一人一人に事情聴取を行うが、犯
人も凶器も見つからなかった。だが、パーティー会場のバルコニーに出
たコナンは、部屋の真上にある大時計を見た瞬間、何かを思いついた。
「カツドンマンとにんにくこぞう」ジャムおじさんのにんにくスープを飲ん
だドンブリマントリオはその味に大感激。もっとスープを作ってもらうため
に、にんにく寺へ向かう。
「メロンパンナとクリスタル姫」ガラスの国にやってきたメロンパンナた
ち。クリスタル姫とハープの不思議な力で、自分たちの望む物を出して
もらう。メロンパンナとクリームパンダはガラスのロールパンナを作って
もらうが、ばいきんまんが現れて…。（字幕ひらがな・カタカナ、一部漢
字にルビ）
「クリームパンダとちゅらおばあ」ちゅらおばあのお手伝いをするため、
さとうきびじまにやってきたクリームパンダたち。そこへ変な２人組が現
れて手伝うというが…。
「おむすびまんとおしんこちゃん」おむすびまんは、うめぼしばあやのう
めぼしを届けるためパン工場に向かう。その途中ばいきんまんが現れ
てうめぼしを奪おうとする。（字幕ひらがな・カタカナ、一部漢字にルビ）
蘭の柔道部の先輩・鏡堂ナナミの屋敷に建つ「くらやみの塔」。塔には
宝が隠されているという町のうわさがあった。ナナミは、コナンたち少年
探偵団に宝探しを依頼する。ナナミがコナンたちに屋敷を案内している
と突然、女性の悲鳴が…。
灰原たちを救出するため、塔の入り口に入ったコナンと歩美。しかし、
通路には鏡などによる仕掛けが施されなかなか進めない。何とか元太
や光彦と合流できたコナンだったが、不思議な子供部屋の仕掛けにほ
んろうされ、気がつくと１人きりになってしまった。
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JB2013-026

B－3

名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く（前編）

JB2013-027

B－3

名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く（後編）

JB2014-001

B－3

忍たま乱太郎
気にする次屋三之助の段

JB2014-002

B－3

忍たま乱太郎
北石照代は人気者の段

JB2014-003

B－3

忍たま乱太郎
風魔の恥の段

JB2014-004

B－3

忍たま乱太郎
しんべヱを帰せの段

JB2014-005

B－3

忍たま乱太郎
六年生のキノコとりの段

JB2014-006

B－3

それいけ！アンパンマン
こむすびまんとかぜこぞう
あかちゃんまんとアルミはくしゃく

JB2014-007

B－3

それいけ！アンパンマン
しょくぱんまんとシチューおばさん
ポッポちゃんとでんでん一座

JB2014-008

B-3

名探偵コナン
みんなが見ていた（前編）

JB2014-009

B-3

名探偵コナン
みんなが見ていた（後編）

JB2014-010

B-3

名探偵コナン
能面屋敷に鬼が踊る（前編）

JB2014-011

B-3

名探偵コナン
能面屋敷に鬼が踊る（後編）

JB2014-032

B-3

はなかっぱ
「僕、はなかっぱ」
「おじいちゃんはすごい！」

JB2015-001

B－3

それいけ！アンパンマン
ハロウィンマンとプリンちゃん
カレーパンマンとクリ・キン・トン

JB2015-002

B－3

それいけ！アンパンマン
あかちゃんまんとショウガナイさん
ジャムおじさんとけむりいぬ

●

●

●

●

●

●

●

コナン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人が暴走車にひかれそうな
場面に遭遇。ひかれそうになったのは、須坂衛子という紅葉御殿と呼ば
れる屋敷の運転手と、両親を事故で亡くし、御殿に引き取られた中北楓
（なかきた かえで）だった。衛子はコナンたちを紅葉御殿の主、片寄王
三郎に紹介する。車椅子の王三郎は、ミステリーファンで３人を歓迎す
る。【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】
庭でコナンと楓が遊んでいるころ、紅葉御殿で密室殺人が起きた。そこ
には不可解な暗号文「さあ かさをすぼめよう 東に沈む夕日をながめ
よう…」が残されていた。王三郎の子どもである荻人と野笛は、暗号文
は隠し財産のありかを示しているのではと考え、行方をくらます。【字幕
制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】
無自覚な方向音痴・次屋三之助は、裏山で迷子になりケガをする。忍
術学園に戻った三之助は、保健委員の三反田数馬に手当てをしてもら
うが、治療中、数馬に「影がうすい」と言ってしまう。悪いことを言ったと
気にする三之助だったが…。
忍者のパートをクビになってしまった北石照代。落ち込んでいるところ
に現れた、乱太郎、きり丸、しんべヱに就職できないことをからかわれ、
つい見えをはってしまうが…。
風魔流忍術学校の卒業生で暗殺などを請け負う評判の悪い２人組、
安中茂作（あんちゅうもさく）と安野壌（あんのじょう）。２人は、忍術学園
学園長を暗殺しようと学園長のいおりに忍び込む。そこに喜三太がやっ
てきて…。
最近、しんべヱが実家に帰りたがらない。その理由は、「高級料理を
食べあきた」からだという。しんべヱの妹・カメ子から手紙をもらったシゲ
は、しんべヱを実家に帰そうとするが…。
きり丸のアルバイトの手伝いで、キノコとりに行くことになった六年生の
潮江文次郎、中在家長次、七松小平太。４人でキノコが生えている山へ
と向かうが、そこには山賊を始めたばかりの３人組がいて…。
『こむすびまんとかぜこぞう』
パン工場へ向かうこむすびまん。ばいきんまんにお昼ごはんのおむす
びを取られてしまうが、突然、強風が吹いて…。
『あかちゃんまんとアルミはくしゃく』
アルミはくしゃくの城に招待されたあかちゃんまん。しかし、アルミのお
城は強風にあおられ飛ばされてしまう。
『しょくぱんまんとシチューおばさん』
学校で子どもたちにシチュー作りを教えることになったシチューおばさ
ん。そこに変装したばいきんまんが現れて…。
『ポッポちゃんとでんでん一座』
ポッポちゃんは、しろかぶくんに助けられたお礼に、でんでん一座を手
伝うことになるが…。
コナンたちがマンションの３階で下りのエレベーターを待っていると窓
付きのエレベーターが昇ってきた。コナンたちがいる３階を通過する瞬
間、中に乗っていた男が拳銃で自らのこめかみを撃ち抜いた。
駆けつけた警察は自殺と判断するが、コナンは他殺だと考えた。
コナンと平次は、動いているエレベーター内で男が自らのこめかみを
撃ち抜く現場をエレベーターの窓越しに目撃する。
警察は自殺と判断するがコナンと平次は他殺と断定する。調査の結
果、３人の容疑者が浮かび、コナンと平次が真犯人のトリックを解明し
ていく。
能面美術館のスタッフ３人が館長を殺すことを計画し、実行しようとし
た当日、小五郎がコナンと蘭とともに美術館を訪れた。小五郎のもとに
館長の命が狙われているという匿名の手紙が届いたからだ。
秘密がもれたのかと困惑する３人だが、計画どおり館長を殺すための
行動に出た。
能面美術館が火災を起こし、美術館の別館の部屋に閉じ込められた
コナンたち。火はどんどん迫ってくる。
コナンたちは屋根の所にある高窓から脱出し本館へ移動した。そして
コナンたちは美術館の中庭で絶命している館長を発見する。
誰がどうやって館長を殺したのかコナンの推理が始まる。
「僕、はなかっぱ」
やまびこ村に住むはなかっぱは、おさらのかわりに頭に花が咲いてい
る。大人になったら、花が決まるらしいけれど、まだ子どものはなかっぱ
は『とりあえずの花』が咲いている。今日も学校に遅れそうで走っている
はなかっぱ。そこに、何かたくらんでいるがくぞーが現れて・・・。
「おじいちゃんはすごい！」
おじいちゃんの昔ばなしを聞いているはなかっぱ。
やまびこ村のてんぐ池に謎の「ヌシ」がいると聞いて、はなかっぱはおじ
いちゃんや友達と一緒にやってきた。
そこに若がえりの花『わか蘭』をはなかっぱから奪おうと、がりぞーも
やってきて・・・。
『ハロウィンマンとプリンちゃん』
プリンちゃんとエクレアさんは、町のハロウィンパーティーに参加する。
そこへハロウィンマンに化けたばいきんまんが現れる。
『カレーパンマンとクリ・キン・トン』
イガグリ山に住むクリ・キン・トン。クリ料理を作るためクリを拾ってい
た。そこへばいきんまんが現れて…。
『あかちゃんまんとショウガナイさん』
いつも陽気なショウガナイさん。あかちゃんまんは、ショウガナイさんの
ショウガ配りを手伝うため一緒に町へと向かうが…。
『ジャムおじさんとけむりいぬ』
けむりいぬは、ばいきんまんに襲われていたところをジャムおじさんに
助けられる。お礼に、パンの配達を手伝うことになったが…。
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JB2015-003

B－3

JB2015-004

B－3

JB2015-005

B－3

JB2015-006

B－3

JB2015-007

B－3

JB2015-008

B－3

JB2015-009

B－3

JB2015-010

B－3

JB2015-011

B－3

JB2015-012

B－3

JB2016-001

B-3

JB2016-002

B-3

JB2016-003

B-3

JB2016-004

B-3
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●

●

●

●

●

●

「まる子のおはし」の巻
まる子の家を訪れたよっちゃん夫婦。よっちゃんの奥さんは、めおとば
ちびまる子ちゃん
しの片方をなくしてしまい落ち込んでいた。
「まる子のおはし」の巻
「まる子、揺り椅子に憧れる」の巻
「まる子、揺り椅子に憧れる」の巻
テレビで揺りいすに座る優雅なお嬢様を見たまる子は、揺りいすにあ
こがれる。お母さんに買ってほしいと頼むが…。
「お姉ちゃんと料理対決」の巻
お姉ちゃんと料理対決でハンバーグを作ることになったまる子。審査
ちびまる子ちゃん
員としてクラスメイトの杉山や近所の中野さんを誘うが…。
「お姉ちゃんと料理対決」の巻
「藤木、いい人になる」の巻
「藤木、いい人になる」の巻
まる子が学校に持って来た花を、藤木が持ってきたと同級生に勘違い
される。ほめられた藤木は調子に乗るが…。
ケータが森で見つけた怪しいガシャガシャマシン。そのマシンから聞こ
えてくる怪しい歌にのせられて１００円を入れてみると「ウィスパー」と名
乗る奇妙な妖怪が現れた！ウィスパーはケータの執事になると言いだ
妖怪ウォッチ
して…。
妖怪がいる！ 恐怖の交差点
最近おかしな事故が起きている交差点をケータが「妖怪ウォッチ」で照
らしてみると、そこには地縛霊の「ジバニャン」がいた！
あこがれのフミちゃんにトイレの大に入っているところを見られてしまっ
妖怪ウォッチ
たケータ。しかもフミちゃんはそれをみんなに言いふらしてしまう。いつも
超有名なアイツ なんでそれ言っちゃう
は、そんなことをしないフミちゃんが一体なぜ？なんと、フミちゃんには
の！？ フミちゃんの憂鬱
秘密を暴露させる妖怪「バクロ婆」が取りついていたのだ！
熱血教師・ニャンパチ先生が、３年Ｙ組にやってきた。熱い心でビシッ
と生徒たちを指導しようと意気込むニャンパチ先生だが、クラスは問題
妖怪ウォッチ
だらけ！副担任のコマさん先生が抑えるが…。
３年Ｙ組ニャンパチ先生 やってきた熱血
妖怪モノマネキン
教師！ 妖怪モノマネキン 妖怪ハナホ
フミちゃんが、最近極めたという先生のモノマネを披露した。ところが、
人
とんでもなく似てない上に、超下品な仕草をしている！フミちゃんには、
妖怪「モノマネキン」が取りついていた！
「風邪とともにトゲニャン」
特訓を終えて帰ってきたジバニャンを見ると、なんと体の色が変わりト
ゲトゲの姿になっていた！どうやら、カゼをひいたジバニャンが「トゲ
ニャン」になってしまったのだ
妖怪ウォッチ
３年Ｙ組ニャンパチ先生 大きな心 風邪 「妖怪砂夫」
今日はカンチの誕生日パーティー。でも、カンチのパパとママは仕事
とともにトゲニャン 妖怪砂夫
で忙しくて、去年も今年もケータとクマ、カンチの３人でのパーティーに
なってしまった。そんな中、カンチは何を聞いても「だよねー！」と言って
素直に聞き入れる。カンチには妖怪「砂夫」が取りついていたのだ！
コナン、蘭、園子は、ホテル暮らしをしている世良の部屋を訪れた。そ
名探偵コナン
のホテルで、有名恋愛小説家・火浦の助手が殺害される。コナンと世良
意外な結果の恋愛小説（前編）
は、関係者の供述から犯人は火浦だとにらむが…。
被害者の荷物から、消印が２０年前のはがきが見つかる。差出人は
名探偵コナン
火浦で、あて名は太田順と書かれていた。太田順は、火浦の小説のヒ
意外な結果の恋愛小説（後編）
ロインの名だった。コナンと世良は、高木刑事の何気ないひと言から事
件のアリバイトリックを見破る。
落ちていた財布を交番に届けに来たコナン。そこへお笑い芸人のドド
ンパ六助が、所属事務所の社長・天藤秀樹を殺したと自首して来た。だ
が、捜査を進めていくと、供述内容の矛盾が発覚し、ドドンパによる殺害
名探偵コナン
は不可能だとわかった。
自首したお笑い芸人（前編）
ドドンパは、なぜ犯人になろうとしたのか。真犯人は誰なのか。コナン
の推理が始まる。
ドドンパの都合が良すぎるアリバイに違和感を持ったコナンは、ドドン
名探偵コナン
パへの疑いを強める。そんな中、警視庁に犯人を名乗る女性から電話
自首したお笑い芸人（後編）
がくる。コナンは、事件当時のドドンパの足取りをたどりながら、巧妙な
アリバイトリックを見破る。
「はにわくんとフラワー姫」
フラワー姫にしょうたいされて、フラワーランドへ向かうはにわくんとは
にわん。ところが、ばいきんまんのじゃまが入って、さあたいへん。
それいけ！アンパンマン
「ドリアン王女とパジャマン」
はにわくんとフラワー姫
たびのとちゅうでパジャマンを見かけたドリアン王女。パジャマンのパ
ドリアン王女とパジャマン
ジャマがほしくて、ひっしにパジャマンをおいかけるが…。（字幕ひらが
な・カタカナ、一部漢字にルビ）
「みみせんせいとねがい星かなえ星」
七夕の日、学校でたんざくにねがいごとを書く生とたち。そこにばいき
んまんがあらわれ、そうじきメカでたんざくをすいとってしまう。みみ先生
は、たんざくをとりかえそうとするが…。
それいけ！アンパンマン
「しょくぱんまんとソフトクリームマン」
みみせんせいとねがい星かなえ星
ソフトクリームマンに、「しょくぱんは、あじのしないただの四角いパン
しょくぱんまんとソフトクリームマン
だ。」と言われ、おこるしょくぱんまん。しょくぱんとソフトクリーム、どちら
が人気か２人ではり合うことになる。（字幕ひらがな・カタカナ、一部漢字
にルビ）
「まる子、きのこ探しに行く」の巻
小杉に後ろ姿がきのこに似ていると言われ怒るまる子。しかし野口さ
んに誘われて、なぜかきのこ探しに行くことに。
ちびまる子ちゃん
「まる子と絹とお蚕さん」の巻
「まる子、きのこ探しに行く」の巻
近所のおばさんの家でまゆ玉を見たまる子は絹製品に興味を持つ。
「まる子と絹とお蚕さん」の巻
花輪君の案内で、絹を生み出す蚕（かいこ）を育てる農家を見学するこ
とになる。
「ステキな額縁のぞいてみれば」
宿題で絵を描くことになったまる子。花輪君に「絵は額縁に飾ると、良
く見える」と教わり、額縁を１つ借りることに。額縁からのぞいた風景は
ステキな絵画のようで、うれしくなったまる子は、いろんなものをのぞくが
ちびまる子ちゃん
…。
「ステキな額縁のぞいて見れば」の巻
「まる子の小部屋」
「まる子の小部屋」の巻
自分の部屋が欲しいまる子は、おじいちゃんに手伝ってもらって自分
だけの小部屋を作る。そこに入れば、マンガを読んでもお菓子を食べて
も、だれにも見つからない。「ず～っと小部屋で暮らしたい」と思うまる子
だが…。
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漁師である浦島太郎は、子供にいじめられている亀を助けた。亀は
「ＫＡＭＥ－３」に変形して浦島太郎を竜宮城に招待した。そこで浦島太
妖怪ウォッチ
郎は、増えすぎた人類を海底へ移住させる「竜宮計画」のプロジェクト
妖怪むかしばなし うらしまたろう
リーダーを務める「早乙女渚」と出会う。ほかに人々をボーっとさせる妖
妖怪ボー坊 妖怪大後悔船長
怪「妖怪ボー坊」、何をしても後悔させてしまう「妖怪大後悔船長」の２
話。
ケータ、ウィスパー、ジバニャンが公園でだらだらと過ごしていると、突
然地面から謎の音が聞こえてくる。謎の音はセミまるがセットしていた目
妖怪ウォッチ
覚まし時計の音だった。セミまるによると、今日は年に１度行われる
セミまるライブに行く！ 武者かぶととク
ニャーＫＢのサマーライブの日のため、なんとしても起きなければならな
ワノ武士 妖怪あつガルル
かったからであった。ほかに「武者かぶととクワノ武士」、「妖怪あつガル
ル」の２話。
小五郎は金庫破りの名人に変装し、強盗団を潜入捜査することになっ
た。しかし強盗団のボスは小五郎の正体に気づいていた。ボスは小五
名探偵コナン
郎に計画どおり部下と行動を共にすることを命じ、息子を殺した犯人を
あやつられた名探偵（前編）
明後日までに特定しろと要求する。犯人は部下の中にいるとボスは言
う。
強盗団につかまったコナンは小五郎とボスの息子を殺した犯人を推理
名探偵コナン
する。しかし犯人を特定するまで時間がない。もし犯人が特定できなけ
あやつられた名探偵（後編）
れば、蘭はボスが手配した殺し屋に殺されてしまう。
「コキンちゃんとリトルジョーカー」
リトルジョーカーのふたりは、ばいきんまんに魔法のつえを取られてし
まう。取り返してくれたコキンちゃんに、お礼に魔法を見せてあげるが、
それいけ！アンパンマン
今度はコキンちゃんが、つえを持ち出して…。
コキンちゃんとリトルジョーカー
「かつぶしまんとちびおおかみ」
かつぶしまんとちびおおかみ
かつぶしまんは、ばいきんまんにいじめられていたちびおおかみを助
ける。かつぶしまんと仲よくなったちびおおかみだったが、またまたばい
きんまんが現れてじゃまをする。（字幕ひらがな・カタカナ）
「アンパンマンととんかつぼうや」
とんかつぼうやの作るトンカツを食べるために、ばいきんまんは、とん
かつぼうやをさらってしまった。
それいけ！アンパンマン
「しょくぱんまんとタンポポちゃん」
アンパンマンととんかつぼうや
強い風で飛ばされたタンポポちゃんをしょくぱんまんが助けた。しょくぱ
しょくぱんまんとタンポポちゃん
んまんが大好きドキンちゃんは、やきもちを焼く。（字幕ひらがな・カタカ
ナ）
「おむすびまんとあめふりアメちゃん」
あめふりアメちゃんは、あめふりマシーンの故障で、ばいきんまんをぬ
らしてしまう。怒ったばいきんまんに襲われたアメちゃんは、おむすびま
それいけ！アンパンマン
んに助けられる。
おむすびまんとあめふりアメちゃん
「フランケンロボくんとけむりいぬ」
フランケンロボくんとけむりいぬ
パパと遊びたいフランケンロボくん。けむりいぬとふたりでフランケンロ
ボくんのパパを捜すことに。
「ビクビクちゃんとねこの国」
ビクビクちゃんは、ねこの国のパーティーに出かけたが、お城の中で
それいけ！アンパンマン
みんなとはぐれてしまう。
ビクビクちゃんとねこの国
「ちゃわんむしまろとプリンちゃん」
ちゃわんむしまろとプリンちゃん
ちゃわんむしまろさんの作る、ちゃわんむしを気に入ったプリンちゃん
は、お礼においしいプリンを作る。ところが、ばいきんまんが現れて…。
まる子とたまちゃんには、お気に入りの文房具がいっぱいある。お金さ
ちびまる子ちゃん
えあれば、文房具屋さんの文房具をすべて買い占められるのに…。ま
「まる子、金運が欲しい」の巻
る子は億万長者になるために、あの手この手を試みる。
「父と娘の日曜日」の巻
ほかに、「父と娘の日曜日」の巻を収録。
食欲の秋の代表といえば焼き芋。まる子たちは、芋掘りに行くことにし
ちびまる子ちゃん
た。みんながせっせと芋を掘るなか、大物の芋ばかりを次々に見つけた
「芋ほりの天才！？」の巻
のは、実に意外な人で…いったい誰かは、お楽しみに！ほかに、「なん
「なんでもない日の友蔵」の巻
でもない日の友蔵」の巻を収録。
まる子は洋服も靴も、いつもお姉ちゃんのお下がりばかり。「お姉ちゃ
ちびまる子ちゃん
んは新しいのを買ってもらって、ずるい。まる子も自分で選びたい」と
「お姉ちゃんの靴ずれ」の巻
思っていた。しかしある日、お姉ちゃんの思いを知って、まる子は…。
「週刊はまじ」の巻
ほかに、｢週刊 はまじ」の巻を収録。
流星群を見ようと準備するまる子。願い事を早口で何度もとなえて練
ちびまる子ちゃん
習し、暖かい服装も整えた。しかし、心待ちにしていた夜、雨が降り始め
「山田、はさまる」の巻
る。はたして、まる子は流れ星を見ることができるのか。
「冬の流れ星」の巻
ほかに「山田、はさまる」の巻を収録。
伝説のモンスター「羊男ゴートマン」。頭は羊で体は人間といわれてい
妖怪ウォッチ
激写！不思議マガジン「ヌー」ゴートマン る。そのゴートマンを探しに来た矢良瀬とイナホだが、なかなか発見でき
ない。そこでイナホはヤラセで羊男ゴートマンを作り上げようとするが
編
…。ほか２話を収録。
絶滅寸前！？妖怪ブカッコウを救え！
妖怪ひっぱりダコ
学校からの帰り道、カンチとクマの様子がおかしい。やたらと道草ばか
妖怪ウォッチ
りして家に帰ろうとしない。妖怪ウォッチでのぞいて見ると、子どもたちに
妖怪ミチクサメ 激写！不思議マガジン
道草を食わせるサメ妖怪「ミチクサメ」がとりついていた！ほか２話を収
「ヌー」モスマン編 妖怪わかランナー
録。
「不思議マガジン ヌー」に載っていた最新の未確認生物「ウサピョ
妖怪ウォッチ
ナーダ」。その特徴は、どれもＵＳＡピョンにあてはまるものばかり。ウサ
激写！不思議マガジン「ヌー」ウサピョ
ピョナーダは見つかりしだい解剖されると聞いたＵＳＡピョンは、必死に
ナーダ編 妖怪のらりくらり 妖怪枕返し
自分は違うとアピールするが…。ほか２話を収録。
昔ながらの遊び「だるまさんがころんだ」でオニになったケータ。
妖怪ウォッチ
妖怪ニャーミネーター だるまさんがころ 大好きなフミちゃんと手をつなげるチャンスに喜ぶが、フミちゃんは一
んだ攻略法！？ トムニャンのジャポン 瞬たりとも動かない。そこでケータは…。ほか２話を収録。
探訪ミャウ！ 妖怪ジンギスギスカン
ウィスパーの家出
コナン、蘭、小五郞は、西の高校生探偵・平次に長野の山奥の旅館に
名探偵コナン
誘われる。そこでコナンは平次から、露天風呂の上を走る大きなかまを
かまいたちの宿（前編）
持った謎の影が写る写真を見せられる。
離れで殺害された大だんなの胸には、大がまが刺さっていた。その部
名探偵コナン
屋の障子には、血痕のついたかまの切り跡が。一見、妖怪かまいたち
かまいたちの宿（後編）
の仕業に見えた事件だが…。コナンと平次が力を合わせ事件の真相を
暴く。
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小五郞とコナンは、悪徳金融業者の宝田が、秘書の深海に刺される
現場を目撃する。慌てて宝田に駆け寄った小五郞だが、宝田はすでに
数時間前に絞殺されていたことを知る。はたして宝田を殺した犯人は誰
なのか。コナンの推理が始まる。
宝田殺害の真犯人として妻の美香が逮捕された。しかしコナンは、あ
名探偵コナン
まりにおそまつな犯行に、犯人は別にいるのではないかと疑念を抱く。
二度死んだ男（後編）
そんなある日、毛利の事務所に深海の幼なじみだという男が現れる。
小五郎がアイドル歌手・リサのボディーガードをすることになった。だ
名探偵コナン
がリサのライブ会場に怪しい男が現れて、リサを連れ去ってしまう。しか
小五郎、怒りの大追跡（前編）
し連れ去られたのは、リサと間違われた蘭だった。【字幕制作：北九州
市立聴覚障害者情報センター】
蘭に顔を見られた犯人たちは、冷蔵庫に蘭を閉じ込め、粗大ゴミを不
名探偵コナン
法投棄する穴に埋めてしまう。早く助けないと、空気がなくなって蘭の命
小五郎、怒りの大追跡（後編）
が危ない。蘭を助けるために、小五郎は犯人たちにワナをしかける。
【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
「さくら家の洗濯大騒動」の巻 雨が続いて洗濯ができないさくら家。
やっと晴れの日が来て、まる子とお父さんたちで洗濯をすることになる
が、途中で雨が降りだして…。
ちびまる子ちゃん
「まる子、パーッとしたい」の巻 大人には老人会や飲み会など「パーッ
「さくら家の洗濯大騒動」の巻
とする会がある」と聞いてうらやましがるまる子。子どももパーッとしたい
「まる子、パーッとしたい」の巻
と考えるが、「パーッとする」とは何なのか分からず調べ始める。【字幕
制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
「まる子、後ろ姿を磨きたい」の巻 後ろ姿美人になれるというサララン
シャンプーのコマーシャルにあこがれるまる子。どうすれば後ろ姿美人
になれるのか。
ちびまる子ちゃん
「成績が上がる魔法の机」の巻 まる子はテストで３０点をとってしまう。
「まる子、後ろ姿を磨きたい」の巻
杉浦君は同じテストで９０点。いい点の秘密はかっこいい学習机だとい
「成績が上がる魔法の机」の巻
う。なんとその机には、自動鉛筆削り機に温度計、万年カレンダーまで
付いていた。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
パパとママと一緒に山に遊びに来たミキ。「ポコニャーン」という鳴き声
ポコニャン！
に誘われて林の中を進むと、ネコのようなタヌキのような不思議な生き
シッポがあるおとうとニャン
物が現れた。【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】
幼稚園に行くユウたちを見て、自分も行きたくなったポコニャン。ミキに
ポコニャン！
「人間じゃないと行けない」と言われたポコニャンは、人間の男の子に化
ようちえんに行くニャン
けて幼稚園に体験入園することになる。【字幕制作：群馬県聴覚障害者
コミュニケーションプラザ】
ちびおおかみは、満月を見るとオオカミおばけに変身してしまう。その
ため、心優しいちびおおかみは、満月を見ないように努力している。け
れども、つららちゃんと一緒に演奏を楽しんでいた時、ばいきんまんに
それいけ！アンパンマン
満月を見せられ、オオカミおばけに変身してしまう。
どんぶるまんトリオとはにわくん
どんぶりまんトリオが、はにわくんと出会って仲よしになる。３人は、は
ちびおおかみとつららちゃん
にわくんに
自分たちのどんぶりを食べてもらおうと一生懸命。それを見ていたばい
きんまんは、どんぶりを食べたくて悪いことを考えつく。
子どもたちが湖で歌の練習をしていると、湖が突然どろだらけになり、
それいけ！アンパンマン
子どもたちを襲ってきた。アンパンマンが様子を見に行くと、ばいきんま
アンパンマンとどろんこ魔王
んが現れて、さらに湖の中から、どろんこ魔王が現れた！
妖怪新シリーズ会議でジバニャンが提案したのは「ミッションニャン
妖怪ウォッチ
ポッシブル」。そのほか、文句を我慢しストレスで死んで妖怪になった
妖怪新シリーズ会議～ミッションニャン
「妖怪アーダコンダ」と、世界の妖怪が新記録に挑む「独占中継！世界
ポッシブル～
妖怪アーダコンダ 独占中継！世界妖怪 妖怪陸上！」の３話を収録。
陸上！
雪山登山に挑むオニスターズだったが、途中で山田が遭難してしまう
妖怪ウォッチ
帰ってきたオニスターズ全員集合～雪山 「帰ってきたオニスターズ全員集合～雪山編～」。そのほか、黄ばんで
捨てられてしまい妖怪になった「妖怪黄ばんドール」と、ケータの学校の
編～
三者面談に妖怪口すべらしが現れる「おそるべき三者面談」の３話を収
妖怪黄ばんドール おそるべき三者面
録。
談！
コナンと蘭は、小五郞に誘われ別府温泉へ旅行に出かける。だが、小
名探偵コナン
五郎の本当の目的は、失そうした仲代電気の社長令嬢・麻奈美の行方
恋の地獄めぐりツアー（別府編）
を捜すことだった。同じころ、高木刑事と佐藤刑事が大分の湯布院で
デートしていた。
誘拐犯の指示で身代金の運び役になった麻奈美の婚約者・江原。犯
名探偵コナン
人が身代金の受け渡し場所に指定した動物園にコナンたちも向かっ
恋の地獄めぐりツアー（大分編）
た。そこで拳銃強盗事件の犯人を追う高木と出くわすが…。
「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻
たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見て、自分もほしくなったまる子。
おじいちゃんと一緒に駅弁を買いに行き、止まっていた電車で駅弁ごっ
ちびまる子ちゃん
こをしていた。その時、電車が発車して…。
「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻
「３年４組に宇宙人が？」の巻
「３年４組に宇宙人が？」の巻
クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は地球人に変装しているかも…
と知ったまる子。お姉ちゃんと全然似ていない自分は、もしかしたら宇宙
人かもと考える。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
「何度も楽しい新聞紙」の巻
お父さんから新聞紙で作るおもちゃを教えてもらったまる子は、作るこ
とが楽しくてその日の新聞紙を全部使っていまい、家族に怒られる。次
ちびまる子ちゃん
の日、寒かったまる子は温まるために新聞紙を体に巻くが…。
「何度も楽しい新聞紙」の巻
「まる子、ブルマのゴムに振りまわされる」の巻
「まる子、ブルマのゴムに振りまわされ
まる子はブルマのゴムがゆるくなってしまい、お母さんに新しいブルマ
る」の巻
を買ってもらう。次の日、まる子は体操服を洗濯するのを忘れ、予備の
ブルマをはいて登校した。しかし、それはお姉ちゃんのブルマで、ゴムも
ゆるゆるだった。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
突然降りだした雨を避けるため、コナンたちは駅舎に駆け込んだ。そこ
には５人の先客と駅長と駅員のあわせて７人がいた。台風の影響で電
話も通じず、駅で一晩過ごすことになるコナンたち。客たちは駅にある
名探偵コナン
温泉に入ることにする。小五郎が温泉から出てくると、上着のポケットか
待合室の７人
ら「今夜ここで人が殺されます」と書かれた紙切れが出てくる。【字幕制
作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
米花金融から現金を奪った犯人が交通事故で死亡する。しかし奪わ
れた現金は見つからなかった。そのころ小五郎は曇柄寺（どんがらじ）
の住職・足立了全から、「寺の建て替え工事を中止しろ」と脅迫電話が
名探偵コナン
あったと相談を受ける。調べを進める中で、小五郎は犯人は曇柄寺に
曇柄寺が隠す秘密
現金を隠したのではないかと推理するが…。【字幕制作：北九州市立聴
覚障害者情報センター】
名探偵コナン
二度死んだ男（前編）
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JB2019-001

B－3

JB2019-002

B－3

JB2019-003

B－3

JB2019-004

B－3

JB2019-009

B-3

JB2019-010

B-3

JB2019-011

B－3

JB2019-012

B－3

JB2019-014

B-3

JB2019-015

B-3

JB2019-016

B－3

JB2019-017

B－3

JB2019-018

B－3

JB2019-019

B－3

JB2019-020

B－3

JB2019-021

B－3

JB2019-022

B－3

JB2019-023

B－3

JB2019-024

B－3

●

●

●

●

●

●

●

●

「コキンちゃんとかしわもちまん」 かしわもちまんが、みんなにかしわも
ちを作ってくれた。でもコキンちゃんがやってきて、ぜんぶ食べてしまっ
たから大へん！
それいけ！アンパンマン
「カレーパンマンとマゴマジョ」 ホウキで空をとべずに自しんをなくして
「こきんちゃんとかしわもちまん」
いたマゴマジョ。通りかかったカレーパンマンは、ばいきんまんにマント
「カレーパンマンとマゴマジョ」
をやぶかれてとべなくなっていた。マゴマジョはゆう気を出してホウキに
のせてあげることに・・・。
「あかちゃんまんとにじおばけ」 ばいきんまんはにじおばけを作って、
パン工場をよごして、アンパンマンの顔を作れなくさせようと考えた。とこ
それいけ！アンパンマン
ろが、にじおばけは、あかちゃんまんとなかよしになって・・・。
「あかちゃんまんとにじおばけ」
「SLマンとゴロンゴロ」 SLマンが山のむこうの村へおいしいフルーツを
「SLマンとゴロンゴロ」
とどけに行くとちゅう、フルーツをよこどりしようとするばいきんまんがあ
らわれた。
「モンブランさんとつみきの城」 つみきの城にパンをとどけたジャムおじ
さん。ところが大じんにばけたばいきんまんたちが、パンをぜんぶ食べ
てしまう。
それいけ！アンパンマン
「ドキンちゃんとクレープマン」 ばいきんまんにおそわれたクレープマン
「モンブランさんとつみき城」
を、しょくぱんまんがたすけた。おれいのクレープを食べていると、ドキ
「ドキンちゃんとクレープマン」
子にへんそうしたドキンちゃんがあらわれた。ドキンちゃんは、しょくぱん
まんがお気に入りなのだ。
ジャムおじさんがうれしそうにパンを作るのは、みんながパンを食べ
それいけ！アンパンマン
て、えがおになってくれることがうれしいから。アンパンマンも、まいにち
「アンパンマンとみんなのえがお」
パトロールに行って、こまっているなかまをたすけて、みんなをえがおに
している。
いじめの現場に現れ、いじめっ子を成敗する妖怪・亡霊番長。妖怪探
妖怪ウォッチ シャドウサイド
偵団のアキノリ・ナツメ・トウマは、亡霊番長の調査に乗り出す。そこに
亡霊番長
幽霊や妖怪を信じないナツメの弟・ケースケも加わり、妖怪ウォッチを使
い邪悪な妖怪に立ち向かう。
小学生が１人で道を歩いていると突然、後ろから死者の乗る自転車が
妖怪ウォッチ シャドウサイド
近づき襲われるという事件が多発する。事件の調査を始めた妖怪探偵
死者の乗る自転車
団の３人は、仲間に加わるようにケースケを誘うがケースケは拒絶し
帰ってしまう。その帰り道、ケースケは死者の乗る自転車に襲われる。
ジバニャンには過去の記憶がない。なぜ唐突にチョコを食べたくなる
妖怪ウォッチ
のか、なぜトラックを見ると無性に腹が立つのか。すべては、過去の自
シャドウサイド オレさまはネコ妖怪であ
分と関係があるのかもしれないと思っていた。そんな時、ある女子高生
る
がトラックにひかれそうになり、それを見たジバニャンは…。
ちまたで話題のパーフェクト占い師・千堂レイ。妖怪探偵団は、彼女の
妖怪ウォッチ
占いショーを見に行くことに。会場は人であふれかえり、占いも長蛇の
シャドウサイド 捕らわれのトウマ
列ができていた。あきらめて帰ろうとした彼らだったが、トウマがレイに
呼び止められる。
鈴木財閥の相談役・鈴木次郎吉は、未亡人の友寄公華から幕末の絡
繰師・三水吉右衛門が作った絡繰箱『木神』を開けてほしいと頼まれ
名探偵コナン
る。絡繰箱には、夫の遺品である世界最大の月長石ルナメモリアが
怪盗キッドの絡繰箱（前編）
入っているという。次郎吉は、箱を開けるため怪盗キッドをおびき出す
が…。
絡繰箱の開け方が書かれた紙のありかを探すコナンたち。友寄公華
は、紙のありかを見つける参考になればと学生時代に夫と交換日記を
名探偵コナン
していた思い出話をする。コナンは、公華のこれまでの話をヒントに紙の
怪盗キッドの絡繰箱（後編）
ありかを察するが、同時に館内が停電になり辺りは暗闇に包まれる。怪
盗キッドが動き出したのだ。
コナンたちは川床料理店で、帝都大学写真部の樹璃、麻里亜、夕子と
知り合う。３人はフォトコンテストの写真を撮影していた。しかし、川に沈
名探偵コナン
んだ夕子の遺体が発見される。水車小屋の近くでスマホがセットされた
川床に流れた友情
自撮り棒が見つかり、目暮警部は夕子が撮影の時に誤って転落した事
故死と推理するが、コナンは不審な点に気づく。
駐車違反の取り締まりをしていたミニパトの脇を乱暴な運転のワゴン
名探偵コナン
車が通り過ぎる。車内には連れ去られた元太の姿が。元太のＤＢバッジ
ミニパトポリス大追跡
からの音声で、犯人たちは宝石強盗だと推測するコナンだが、車を見
失ってしまう。コナンたちはどのように元太を救出するのだろうか。
ミキちゃんの家に赤いスポーツカーに乗った男がやってきた。男は術
をかけてポコニャンをねむらせ、自分が元の飼い主だと言って連れて
ポコニャン！ さよならミキちゃんニャン 行ってしまう。しかし実はこの男、飼い主ではなく、動物を売り買いする
商人だった。ポコニャンはどうなるのか？【字幕制作：群馬県聴覚障害
者コミュニケーションプラザ】
ゆうれい屋しきと言われている家に、ミキやポコニャン、秀作たちは探
検しにきた。うす暗い屋しきに入り、おそるおそる階段を上る。時計が１
ポコニャン！ お化けやしきだニャン
２時の時報を打つと、とつ然何かがおそいかかってきた。【字幕制作：群
馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】
放課後のそうじ当番になったミキたち。早く終わらせて遊びに行きた
い。秀作はラジコンカーを利用した自作の「自動そうじ機」を取り出した。
ポコニャン！ おそうじぴっかぴかニャン
ほうきを取り付けてみたが、重くて動かない。そうじは無事に終わるか。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】
将来どんな人になりたいか、「ぼくの夢」「わたしの夢」という作文の宿
題が出た。何を書こうかなやむミキに、ポコニャンはま法を使って、夢の
ポコニャン！ いい夢を見るニャン
世界にさそいこむ。夢の中では、アイドルとして活やくしステージに立つ
ミキがいた。【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】
パパの仕事でアメリカに引っこすことになったミキ。しかし、何にでも反
対するおじいちゃんがいっしょに行ってくれるか、心配していた。ママが
ポコニャン！ さよならはスタートニャン 話すと意外にもすんなり賛成してくれたおじいちゃん。ところが、本心は
ちがったようで…。【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプ
ラザ】
小五郎とコナンが迷子のネコを依頼人に届けに行くと、警察を呼ぶ声
が聞こえた。コナンたちが駆けつけると、そこではデイトレーダーの前原
と妻の早紀が死んでいた。マンションの防犯カメラには犯人と思われる
名探偵コナン セレブ夫婦の秘密
人物の姿が映っていた。さまざまな証拠から、目暮警部はある人物を犯
人だと確信するが…。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報セン
ター】
コナンたちが公園でサッカーをしていると、近くの小久保家から小久保
衛が悲鳴を上げて飛び出してきた。家の中では、衛の伯母・直子が亡く
なっていた。そのころ、小五郎と蘭は九官鳥を捕まえて交番へ届けてい
名探偵コナン 口の悪い九官鳥
た。それは直子が飼っていた九官鳥のナインだった。警察の調べで、直
子の関係者にはアリバイがあることが分かる。【字幕制作：北九州市立
聴覚障害者情報センター】
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JB2019-025

B－3

ちびまる子ちゃん 「さくら家の車を探
せ！」の巻 「むかしむかーしの怖い話」
の巻

JB2019-026

B－3

ちびまる子ちゃん 「まる子、漢字の達人
を目指す」の巻 「まる子、ファンレターを
もらう」の巻

JB2020-001

B－3

それいけ！アンパンマン
ブックせんせいとしおりちゃん
ホラーマンとにんにくこぞう

JB2020-002

B－3

それいけ！アンパンマン
アンパンマンとはじめてのクリスマスナイ
ト

JB2020-003

B－3

それいけ！アンパンマン
しいらたまさんとゆず姫
マダム・ナンとランプの巨人

JB2020-004

B－3

それいけ！アンパンマン
ポッポちゃんとハロウィンマン
妖精バックとショウガナイさん

JB2020-013

B－3

名探偵コナン 危ない化石採集

JB2020-014

B－3

名探偵コナン 昆虫人間のヒミツ

JB2020-015

B－3

名探偵コナン プードルと散弾銃（前編）

JB2020-016

B－3

名探偵コナン プードルと散弾銃（後編）

JB2021-003

B－3

JB2021-006

B－3

●

●

●

●

●

●

「さくら家の車を探せ！」お父さん、おじいちゃん、お姉ちゃんと海水浴に
出かけたまる子。泳いだり、アイスを食べたり楽しく過ごしたのはよかっ
たけれど、広い駐車場のどこに車をとめたのか、わからなくなってしまっ
た。
「むかしむかーしの怖い話」夏の暑い日、少しでも涼しくなれればと、ま
る子たちは集まって怖い話をすることになった。お寺の庭の木陰に円に
なって座り、むかしから伝わる怖い話を話しはじめた。【字幕制作：北九
州市立聴覚障害者情報センター】
「まる子、漢字の達人を目指す」漢字テストでいい点がとれないまる子。
満点だった丸尾が、漢字をすぐに覚えられる技を教えてくれるという。漢
字の達人になるために、丸尾とまる子の特訓がはじまる。
「まる子、ファンレターをもらう」お母さんがバザーに出品するコースター
の袋入れを手伝ったまる子。自分も小鳥の絵を描いたしおりを作り、出
品することにした。次の日、しおりを買ってくれたおばあさんが手紙をく
れた。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】
『ブックせんせいとしおりちゃん』 ブック先生が本を読む楽しさをおし
えてくれて、みんなは本を読みはじめます。そこへしおりちゃんがやって
きてしおりの作り方をおしえてくれました。ところが風でとばされたしおり
ちゃんのせいで、ばいきんまん号がおちてしまい…。
『ホラーマンとにんにくこぞう』 のどがかわいて死にそうなホラーマン
を通りかかったにんにくこぞうがたすてくれました。にんにくこぞうは毎日
にんにくを食べてるので元気いっぱい。ホラーマンもにんにくをたべて元
気になりたいと、にんにく寺に行きおしょうさんにしゅぎょうをおねがいす
ることに。
『アンパンマンとはじめてのクリスマスナイト』 クリスマスの日、町の子
どもたちはクリスマスナイトのコンサートにむけて歌のれんしゅう中。そ
の歌声を聞いてけむりいぬがやってきます。ツリーを見てよろこぶけぬ
りいぬですが、けむりいぬは夕方になるとけむりにもどるので、クリスマ
スナイトを知りません。町の子どもたちはそんなけむりいぬのためにコ
ンサートをプレゼントします。でもドクターヒヤリの力で「ばいきんけむり
いぬ」になったばいきんまんがやってきて…。
『しらたまさんとゆず姫』 トップスターのしらたまさんは、新しいしばい
のヒロインをさがしていました。ゆずじょうからあそびに来たかわいいゆ
ず姫を見てヒロインをおねがいします。
『マダム・ナンとランプの巨人』 カレーパンマンの作ったカレーは子ど
もたちにだいにんき。マダムナンもやって来ました。ランプからあらわれ
たランプのきょじんにマダムナンは「会いたい人は、やさしくてしんせつ
なばいきんまんさん」と言います。でもばいきんまんはマダムナンが大
のにがて。
『ポッポちゃんとハロウィンマン』 きかん車の赤ちゃんポッポちゃんは
ハロウィンの日にアンパンマンやハロウィンマンたちと町にむかいます。
みんなとはぐれて大きなかぼちゃの中でねてしまったポッポちゃん。ね
ている間につれて行かれたところは…。
『妖精バックとショウガナイさん』 しょうがゆでみんなをあたためるショ
ウガナイさんは、妖精バックと出会います。ショウガナイさんのお手つだ
いをがんばるバック。そこへばいきんまんがやって来て…。
コナンたちは化石発掘を体験するため、群馬県鬼ノ歯村にやってき
た。鬼ノ歯村では最近、珍しい化石が発掘され、村長はその化石を村お
こしのＰＲに利用しようとしていた。しかし、その年代の地層からその化
石が発掘された前例はなく、偽装を疑ったジャーナリストが村を取材に
やってきた。
黒野須村に着いたコナンたち少年探偵団。ところが村にいるのは昆虫
の着ぐるみを着た子どもたちだけ。村の少年兜航一の話によると、元村
長が昆虫人間牧場を造ると言って、森に眠る蛾蛾姫の宝を独り占めに
しようとしていた事を知り、大人達は発掘作業をしているのだと言う。話
に不自然さを感じたコナンは、情報収集を始める。
小五郎、蘭、コナンは、ペットフード会社社長アンナの船上誕生会に向
かっていた。船上でアンナは、副社長の稲村と専務の江波からプレゼン
トを渡され大喜びするが、突然背後から現れた何者かに散弾銃で撃た
れてしまう。

25

25

25

25

25

25

25

25

25

●

●

豹藤が遺体で発見される。コナンは、遺体のそばでアンナを撃った犯
人が来ていた服を発見する。また服と一緒にあったタオルには、ローマ
字で「ＩＮＡＭＵＲＡ」と刺しゅうが入っていた。アンナと豹藤殺害の犯人は
誰なのか。コナンの推理が始まる。
アンパンマンのかおをやくためには、ゆうきのはなのエキスがかかせ
それいけ！アンパンマン
ない。でも、そのエキスがきれてしまった。そこでジャムおじさんが、ひと
はしれ！ジャムおじさん
りでゆうきのはなを、つみにでかける。ところが、ばいきんまんにみつ
かって、ジャムおじさんはつかまってしまい…。
「まる子の防災対策」の巻 大雨の日に雨漏りで散々な目に遭ったま
る子。たまちゃんと“もしもの時の対策”について話していると花輪クンに
出くわす。花輪家の防災備蓄品を見せてもらうことになったのだが…。
ちびまる子ちゃん 「まる子の防災対策」
「まる子の３匹の子ブタ」の巻 子ブタ園を卒業した子ブタたちが家を
の巻 「まる子の３匹の子ブタ」の巻
建てる。まる子ブタはわら、笑太ブタは木、とみ子ブタはレンガで家を建
てる。だが、ブー太郎ブタが突然姿を消してしまう。

25

25

25

●

JB2021-007

B－3

「お姉ちゃん、まる子がうるさい」の巻 おしゃべりなまる子にうんざりな
姉は、まる子に「おしゃべりすると地球が滅びる」とうそを伝えるが…。
「酉の市へ行こう」の巻 花屋のとくちゃんは、お母さんに商売繁盛の
ちびまる子ちゃん 「お姉ちゃん、まる子
がうるさい」の巻 「酉の市へ行こう」の巻 御利益がある「くまで」をプレゼントするためまる子たちと一緒に酉の市
へ行く。

JB2021-012

B－3

名探偵コナン
加賀令嬢 ミステリーツアー（前編）

JB2021-013

B－3

名探偵コナン
加賀令嬢 ミステリーツアー（後編）

蘭が福引で当てた旅行券で金沢にやってきたコナンたち。誘拐事件の
身代金を運ぶ林マリと出くわした。人質の犀川学は無事に救出された
が、この事件は学による自作自演と判明する。逃走した学を警察が追っ
ており、事件が解決するのも時間の問題だと思われていたのだが…。

25

25

●
林マリの父である荘一が襲われるという事件が発生する。動機や目撃
証言から犀川学が有力な容疑者となる。そんな中、マリに学から電話が
かかってくる。弟子である萩野凛太郎を誘拐したというものだった。

P.11

25

●

JB2021-014

B－3

名探偵コナン 追跡！探偵タクシー

JB2021-015

B－3

名探偵コナン 歩美の絵日記事件簿

●

小五郎とコナンはマダムのペット、アルマジロ君を捜索中に、タクシー
の運転手と出会う。小五郎の大ファンだという運転手は、記念に先日乗
せた謎の兄弟の足取りを案内してくれた。たどり着いたのは「お化け煙
突祭り」が行われる会場近くの駐車場。遠回りをして駐車場へやって来
た謎の兄弟の目的は？そしてアルマジロ君はどこにいるのか？
絵日記がうまく書けなくて悩んでいる歩美にコナンは「歩美ちゃんなり
の観察眼で周りを見渡せば、書く事は見つかるよ」とアドバイスする。あ
る日、登校途中にある商店街の金子宝石店に、高価な宝飾時計が飾ら
れる。コナンたち少年探偵団は宝石強盗を心配し、事件が起きないよう
に目を光らせていた。

25
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ＪＣ．子ども物・アニメ（外国の童話）（ＤＶＤ）
松江 浜田

分類番号

区分

JC2019-001

B－3

おはなしのくに ジャックと豆との木

JC2019-002

B－3

おはなしのくに 大きなかぶ

番組名

●

実時間
内容
ジャックは大切な牛を豆と交換しました。おこったお母さんは豆を庭に
放り投げてしまいました。次の日の朝、庭には空まで伸びる大きな豆の
木が生えていました。
10
ジャックは豆の木を上へ上へと登っていきました。やがて空の上に着
いたジャックが目にしたのは、大きな屋敷でした。（字幕・手話付き 選
択可能）手話表現者：佐沢 静枝・小堺 翔太
おじいさんがまいたかぶの種。やがて大きな大きなかぶになりました。
おじいさんはかぶを引き抜こうとしますが、かぶは抜けません。困った
おじいさんは、おばあさんを呼んできて２人で引き抜こうとします。でも
10
かぶは抜けません。
今度は孫娘を呼んできますが・・・。（字幕・手話付き 選択可能）手話
表現者：江副 悟史・草刈 正雄
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