
第 1巻 インップものがたり         ‐

れ|｀み0(,t,げ
=ねずみはねこが大嫌い |ねずみたちは、そうだんしてねこに鈴をつける

ことにしました。

=●
F i 11・・●足の早いうさぎと、のろまのかめがある日、かけっこを

しました、さてどちらが勝つのか ?

^ザ
こIじ

=●
■■夏の間、きりぎりす達が遊んでいるときに、ありは

せっせと働いていました。やがて冬がきて…:

金ら,=|゛ )1lⅢ ■,,C正 直な本こりが、ある日大切なおのを湖に落として
困うていると…。
11t′ ■れな|ら す●鳥の王様を決めるコンテストで真っ黒なからすは、
おしゃれをして一番になろうとします。          |
tlな ,ヽ ら11■わた1]Ⅲ l● Iみ 〔,いなかのねずみと町のねずみはなかよ
です。二匹はそれぞれ自分の家に友達をよびますが 。

童話・全6話入。33分 D」 S‐002‐ 1

第2巻 マッチ売りの少女       ‐ ‐
マッチ売りの少女が、寒い町角を、何もかぶらず裸足で歩いていました。マッチ
は一つも売れず、家へ帰ることもできない少女は、冷たくなった指をあたため

るために、すわり込んで一本のマッチをすりました

1ま くちょうの王子  ‐
むか しむか し、十一人の王子さまと、ひとりのお姫さまが伸良く くらしていま

した。ある日王さまは、新 しいおきさきをむかえましたが、そのおきさきは、い

じわるなおそろしい魔女だったのです。        |

ゆきの女王               |
ある所にカイという少年とゲルダという少女がいました。ある雪の日、カイが
ひとりでソリ遊びをしていたところ、どこからか雪の女王が現れました。そして
魅入るようにして彼をその場から連れ去って しまいます。

菫話・全3話入。31分 D」S-002‐2  1

第3巻 アルプスの少女ハイジ
アルプスの山のら、もとにハイジという少女がおじいさんと 一緒に楽 し
く暮 らしています。ヤギ飼いであるベニタニとも出会い、ベーターと一
緒に山に登る毎 日をおくります。

三びきの子J3iた

なかよしの三匹のこぶたの兄弟がいました。ある日、お母さんが「あなた
たちもそろそろ自分達で家を建てなさい」と言いました。さてどんな家
ができるので しょう?

はだかの王様
おしゃれが好きな王様にふたりの男が「ばかには見えない布地」で服を
作ります。しかし、その男たちは許欺師だったのです。王様はその服を着
てパレードに出かけますが、やはり誰一人「見えない」とは言えません。

童話・全3話入。21分 D」 S‐002‐3

第4巻 母をたずねて          ‐

マルコは遠く離れた国へ働きに行ったお母さんをたずねて一人で旅を
します。しかし、行く先々 に母親はおらず、旅は長いものになります。

小
/AN子

アメリカの町で母と二人ひっそりと暮らしていたセドリックはtある日突然、
おじいさんの後継ぎとしてイギリスに迎えられます。こころのやさしいセドリ
ックはすべての人から愛され、おじいさんの心も次第にとけていきます t

十五少年漂流記       |
15人 の少年が乗った船が嵐の夜に、海に流されて しまいます。15人 は陸
に漂着するが、大陸か島か分か りません。探検すると、かつてこの島に流
れ着いてここで亡くなったフランス人の住んでいた洞穴を発見 しました。

童話・全3話入。34分 D」 S‐002‐4

第5巻 ジャックとまめの本
なまけ者のジャックが、自分の牛 と交換 に豆を手に入れました。そ して
その豆は芽を出し、一晩の うちに空高く伸びて しまう。豆の木を登 うた
ジャックは、空の国にたどり着くと 。

三銃士
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タニャンは三銃士と力を合わせます。
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第6巻 家なき子             ‐
身寄りのない少年 レミは、旅芸人のおじいさんに預けられます。しかし、おじい

さんも次第に体が弱くなり、レミはとうとうひとりはつちになってしまいました。

ベリニヌ物語
インドからフランスヘの帰郷の旅をしていた母のマリと娘のペリーヌの二人
ですがt旅のとちゅうで母が亡くなり、ベリーヌー人で父の実家であるフラン
スのマロクニルを目指すのでした。

小公女     ‐          |
女学校の寄宿合に入ったセーラは幸福でした:と ころが父のクルウ大尉の突然

の死から悲しい出来事ばかり続いて起ります。でも彼女はどんなにつらく悲し
い目にあつても勇気を朱いません。

童話・全3話入・32分 D」 S1002-6

第7巻 かぐやひめ |     |       |
ある日、おじいさんが竹林にでかけると、一本の竹が光っていました。不思議に

思って近寄ってみると、中には可愛らしい女の子がいました、おじいさんとお

ばあさんは自分たちの子供として育てることにしました。

さるかにがうせん
かにがおにぎりを持って歩いていると、ずるいさるがそこらで拾ったかきの種

と交換 しようと話 しかけてきました。種を植えれば柿がたくさんなうて得する

よとさるが言ったのでかにはおにぎりとそのかきの種を交換することに。

ぶんぶくちゃがま             ‐

まずしい男がわなにかかつたタヌキを見つけ助けてあげました。タヌキは助け
てもらったお礼としてちゃがまに化けてお金を稼いであげます 。

里話。全3話入。24夕〉 D」S,002-7      .

第8巻 トムソーヤの冒険
トム・ソーヤーは、いたずらが大好きな男の子。ともだちのハツクや仲間たちと、
川で海賊ごっこをしたり、毎日ワクワクするような冒険を繰り広げています。

たから島
亡くなった船長の荷物箱から宝の地図を見つけたジム少年は、知り合いの船長
とその島へ行こうとするが 。

ロビンフッドの冒険
弓が得意なロビンフットは シャーウッドの森でウィルや仲間たちと出会い

森で暮らし始めました。そして ひとびとを苦しめる悪いたいかんと戦いを始
めました。      |

童話・全3話入。33分 D」 S・002‐8

第9巻 そんこくう
花果山の石から生まれた石猿、そんごくう。不思議な力を持っていたそんごく

うは、またたく間に猿の王様にまで登 り詰めるが、調子に乗 りすぎて天上界で

大暴れ .

きんたろう                  .
あしがら山の山奥に、きんたろうという名前の男の子がいました。きんたろう

のともだちは、山の動物たちです。きんたろうは毎 日毎日 動物たちとすもうを

して遊んでいました。「はつけよい、のこった、のこったJ .  |

ガ リバ ー 旅 行 記                ‐

仕事のため、航海の旅へと出たガリバーだつたが、大海原で嵐に見舞われ、気が

付くと小人が暮らす王国にたどり着ι`ていました。

童話・全3話入。31分 D」S-002-9  1

第 10巻 フランダースの大       |
ネルロとイェハンおじいさんは道端で死にかかって倒れている一匹の大を見

つけ、家につれて帰ってパ トラッシュという名を付けました。おじいさんの看

護のおかげでバ トラッシュは再び元気にな りました。

小人とくつや
まずしい靴屋は、驚との皮が1足 分しかなかったので、その皮を断っておいて寝
ました。すると、翌日、見事な靴ができあがっていたのです。その靴は高く売れ
たので、その日は、2足分の皮を買うことができました。

王子とこじき
王子エ ドワ=ド と乞食の少年 トムはうり2つ。ある日、王子が冗談で トムと服を

取り替えたことから、彼は城を追われてしまいます 。

童話・全3話入・33分 DJs―o02,10



第 11巻 ももたろう
おばあさんが川で洗濯していると川上からどんぶらこどんぶらこと、大きな
桃が流れてきました。桃を割ってみると中には男の子が !

いつすんぼうし
おじいさんとおばあさんはその子が一寸ばかりしか背がなかったことから、一
寸法師と名付け、かわいがりましたが、一寸法師はさっぱり大きくな りません。

いなばの自うさぎ
出雲の国におおくにぬしのみことという神様がいらっしゃいました。その神様
はおおぜいの兄弟があり、その中でもいちばん心のやさしい神様でした。

第霧ら警 あかずさん
病気のおばあさんのお見舞いにいくあかすきんは、途中でオオカミに出会いま

した。オオカミはあかずきんをだまして先回りをし、おばあさんを食べたうえ、

おばあさんに化けて、やって来たあかずきんをも飲み込んでしまいます。

しらゆきひ場
しらゆきひめの母上が亡くなつて、新 しい女王がお城に来ました。ところが、こ

の女王は魔女だったのです。女王は 毎朝鏡に向かって「世界中で一番美 しいの

は誰だいJと 聞くのが習慣で した。

ヘンゼ′ンとグレーテル
ヘンゼルとグレーテルの兄妹は、貧 しい木こりの家の子どもです。両親は食ベ

るのに困って、とうとう二人を森にすててしまいます。二人は、道に迷い森をさ

まよい歩くうちに、お菓子でできた家を見つけました。

重話・全3話入。32分 D」 S‐003-6

驚穏7彎 ひみつの花園
おそろしい病気で、お父さんとお母さんをなくしたメリーは、おじさんの屋敷

でくらすことになりました。おじさんの屋敷は、古いけれどりっばな建物で、美

しい庭もあります。でも、なんだかここには、秘密がいっばいです.

ビーターノ《ン
ある国に、ターリング夫妻と3人の子供たち、そして犬のナナが住んでいました。

お姉さんのウエンディは、弟たちに毎晩 ピーター パンのお話 しを聞かせてい

ました。

オズのま1承 うつかしヽ
少女 ドロシーは、竜巻に巻き込まれ、オズの国にとばされてしまいます。家に帰

りたい ドロシーは、かか し、木こり、ライオンとともに、願いを叶えてくれる魔

法使いが住むというエメラル ドの都まで旅をします。

■牢 |

:■:童話・全3話入・32分 D」S-003‐ 1

第12巷 ―休さん
あるお寺に、一体という頭のよいお坊さんがいました。寺の和尚は甘いものが

大好きでいつも一人でこつそり水あめを話めており、これは子どもが証めると

毒だとうそを言っていました。

うらしまたろう
ある村に、心のやさしい うらしまたろうという若者がいました。うらしまさん

が海辺を通 りかかると、子どもたちが小さなカメをつかまえていました。そば

によって見てみると、子どもたちがみんなでカメをいじめています。

花さかじいさん
むかし あるところに、おじいさんとおばあさんが住んでいました。二人は子ど

もがいなかつたので、シロというイヌをとてもかわいがっていました。ある日、

シロが畑ではえました。「ここほれワンワン、ここはれワンワン」

童話・全3話入。34分  D」 S-003-2

第 13巻 おおかみと七ひきの子やぎ
ある日の事、お母さんヤギが言いました。お母さんは用事で出かけてく
るから、ちゃんと留守番をしているのですよ。それから最近は悪いオオ
カミが出るというから、用心するのですよ。

ブレーメンのおんがくたい
年をとって しまい、仕事ができなくなったロバ、イヌ、ネコ、ニワ トリは
人間の家を追い出されたので、ブレーメンに行って音楽隊を入ろうと思い、
旅に出ました。

かえると王女
ある国の王女が、大切な金のまりを泉に落として しまい泣いていると、
水の中か らカエルが「自分を王女様のお友達にしてくれるのな ら、金の
まりを捨ってきてあげよう」と申し出ました。

菫話・全3話入。32分  D」 S‐003‐3

第 14巷 アラジンとまほうのランプ
魔法の洞窟で不思議なランプを手に入れたアラジン。そのランプをこす
るとランプの精が現れました。ランプの精はアラジンの願い事を叶えて
くれると言いました。

アリババと四十人のとうぞく
まきを売って生活しているアリバノヽ ま、ある日とうぞくが「ひらけごま」ととな
え岩壁を開け閉めするのを本の上から目撃しました。とうぞく力W言なくなった
後にためしてみたら扉は開き、アリバノヽ ま金貨を袋に詰めて持ち帰る。

シンドバットの冒険
船乗 りのシン ドバ ッドは、船に乗って商売をしながら島から島へと渡 り
歩いていました。そして、ある美 しい島へたどり着きました。誰も住んで
いない静かな所なので、仲間と一緒にけしきをながめながら歩き回って
みました。

童話・全3話入・31分 D」 S‐003‐4

第 15巷 にんぎょひめ
海の底に人魚たちがすむ宮殿があ りました。そこには6人の姫がいて、心
やさしい末娘が海に浮かび出たとき、船に乗っていた人間の王子を一 目
見て好きになってしまいました。

赤いくつ
貧しい少女カーレンは、病気の母親と二人暮らしです。ある日、靴を持た
ない彼女をかわいそうに思った靴屋のおかみさんが、赤い靴を作ってく
れました。

すずのへいたしヽさん
あるところに25人のすずの兵隊さんがいました。この兵隊さんはある男
の子の誕生日プレゼントとして贈られたものでした。

童話・全3話入。32分 D」 S‐003‐5

翼 1菫話。全3話入。34分 D」 S‐003‐7

濶

第踊8巻 足長おじさん
ジョングリア孤児院に暮 らすジュディ アボットは、明るく意志の強い女の子。

しか し彼女は月に 1度 やってくる水曜日が大嫌いでした。それは、孤児院に多

額の寄付をしている 評議員達を接待 しなければならないからで した。

若草物語
南北戦争の最中 従軍牧師として出征中の父の留守中に、母を助けて暮 らす四

人姉妹、貧しいながらも美 しく、正 しく暮 らしていました。

ふしざの国のアリス
静かな川辺の野原でうとうとと眠ってしまったアリスが、チ ョッキを着た自ウ

サギを追いかける夢を見ます.そ のうち穴に落ちてしまい、地下の国で多くの

ら、しぎな体験をします。

童話・全3話入。34分 D」 S‐003‐8

露電9書 おやゆびひめ
子どものいない奥さんが魔法使いにたのむと、花の中からおやゆびくらいの女
の子が生まれました。かわいがられたおやゆびひめは、ある晩カエルにさらわ

れて .

ぎノキオ
時計職人のゼベッ トじいさんは、ある日、子どものかわ りに木のあやつ り人形

をつくりました。人形の名前は ビノキオです。目がクリクリと大きくて、鼻は

ツンとのび、なかなかにかわいい男の子です。

みにくいアヒルの子
5羽の雛たちのなかで、1羽 だけ体が大きく、毛の色も自く、みにくく生まれたア

ヒルの子.黄色い毛のほかの兄弟たちからいじめられ、草むらの小鳥たちにも

相手にされません .

重話・全3話入・32分 D」 S-003‐9

第2⑬巻 ねむ0ひめ
あるところに子どもを欲 しがっている国王夫妻がいました。ようやく女の子を

授か り、王女は順調に育ちますが、ある日一人で城の中を歩いていて、城の塔の

一番上で老婆が紡いでいた錘で手を刺 し 眠りに落ちてしまいます。

シンデシラ
シンデレラの継親と2人の姉はシンデレラを奴隷のように扱います。ある日、お城で舞踏

会が催されることになりました。舞踏会に行きたいシンデレラカ粒 いているところに魔

女力嗽 魔法で美しいドレス ガラスの靴 カボチャの馬彗まどを出してくれました。

ながぐつをはいたねこ
遺産に猫を一匹もらった男の子。ある日突然猫が立ってしゃべり出しました I「気

を落としちゃいけませんよ、坊や |」 そして猫は、ながぐつをはいて上着を着て、

ごちそうを持って王様のところへ毎 日出かけていきます。

皇話・全3話入。33分  D」S‐003‐ 10
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