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J 子ども物・アニメ Junior 

JB創作アニメ 

分類番号 作品名 内    容 分数 

JB2021-016 

ポコニャン！  

やってきた魔女っ子

ニャン 

 魔女っ子が乗ったＵＦＯがやってきた。ポコニャンと一

緒にミキたちも魔女っ子のＵＦＯで連れ去られる。魔女っ

子とおばあちゃんはポコニャンのパワーが欲しいのだ。そ

こへ魔人があらわれてみんなのオモチャや宝物などを持っ

ていってしまう。ミキたちは魔人をやっつけるために山へ

向かう。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 6 年 2 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-017 

ポコニャン！  

魔人は 

オモチャどろぼう 

ニャン 

 オモチャ泥棒の魔人をやっつけるために魔人ランドへや

ってきたミキたち。魔人のしわざで迷路に追い込まれてし

まう。やっと出口を見つけたが、そこは大きなピンボール

の中だった。ミキたちはここから抜け出せるのか！？ 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 6 年 3 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-018 

ポコニャン！  

魔人の国の対決 

ニャン 

 魔人に追い込まれてやってきた先には砂糖の砂漠やジュ

ースの池、お菓子の山。逃げるミキたちはポコニャンの魔

法で助かったが、ユウが人質に取られてしまう。ポコニャ

ンはユウを助けだせるのか！？ 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 6 年 3 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-019 

ポコニャン！  

原始時代はコリゴリ

ニャン 

 ママに叱られることにうんざりしたミキは、宿題もなく

毎日遊んでいられる原始時代にあこがれる。ポコニャンの

魔法で原始時代にやってきた二人はワナにかかったマンモ

スを助ける。原始人に捕まり、マンモス泥棒だと疑われる

ミキとポコニャンの運命は…。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 7 年 2 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



JB創作アニメ 

分類番号 作品名 内    容 分数 

JB2021-020 

ポコニャン！  

おじいちゃんの交通

安全だニャン 

 ミキのおじいちゃんが、交通安全運動をすることになっ

た。大きな声を出すおじいちゃんを恥ずかしがるミキだが、

ポコニャンまでおじいちゃんと一緒になって笛を吹いて喜

ぶ。二人が立つ横断歩道を渡りたくないミキたちは遠回り

をしようとするが…。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 7 年 3 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-021 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、 

ジンクスに 

期待する」 

の巻  

「まる子の 

玉手箱騒動」 

の巻 

 「まる子、ジンクスに期待する」 いいことや悪いこと

が起きる前触れといわれるジンクス。広くいわれているジ

ンクスもあるが、自分だけの習慣からジンクスを決めてい

る人も多い。まる子は、自分にはジンクスが何もないこと

から、何かジンクスを見つけ出そうと考える。 

 「まる子の玉手箱騒動」 算数のテストでひどい点を取

ったまる子。お母さんに見つからないよう隠し場所を探す。

そして、おばあちゃんの使っている箱に隠すことにしたの

だが…。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

フジテレビ  

平成 30 年 2 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-022 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、 

言葉の力を試す」 

の巻  

「まる子の 

かぐや姫」 

の巻 

 「まる子、言葉の力を試す」 ある日、朝から１日中つい

ていなかったまる子は、その晩家族に「ついていなかった」

とぐちってしまう。するとおばあちゃんから、「繰り返し口

にすると言葉に力が宿り、悪いことがまた起きてしまう」

と注意される。そこでまる子は、言葉の力を使おうと、夢

を繰り返し言ってみることにする。 

 「まる子のかぐや姫」 昔、友蔵というおじいさんが、竹

の中からかわいい女の赤ちゃんを見つけた。その時、大判

小判も見つけたため、友蔵は、この赤ちゃんをかぐや姫と

名付け、何不自由なく甘やかして育てた。月日は流れ、姫

は、怠け者で何もできない娘に育ってしまう。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

フジテレビ  

令和元年 7 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



JB創作アニメ 

分類番号 作品名 内    容 分数 

JB2021-023 

名探偵コナン  

北九州 

ミステリーツアー

（小倉編） 

 小五郎が日本探偵連盟の「ベスト探偵アワード」に選ば

れた。その授賞式が開かれる福岡県の小倉にやってきた小

五郎・蘭・コナン。観光する蘭と別れ、小五郎とコナンは小

五郎の警視庁時代の先輩「桜田門の虎」こと「深町虎三」に

会いに行く。ところが、深町虎三は転倒して頭を打ち、意

識不明で入院していた。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

読売テレビ  

平成 31 年 2 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-024 

名探偵コナン  

北九州 

ミステリーツアー

（門司編） 

 意識不明の深町虎三が社長を務める会社の後継者に桐山

専務が就任するという。しかし、その桐山を脅迫する落書

きが見つかり、調査に乗り出した小五郎。犯人に浮上した

のは深町の息子の虎彦だった。そして、驚くことに、蘭が

警察に追われている虎彦と一緒にいたのだ。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

読売テレビ  

平成 31 年 2 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-025 

名探偵コナン  

消えた少年探偵団 

 仮面ヤイバーの撮影を見学しようと、探偵団のメンバー

は埠頭にやってきた。みんながアクションに夢中になる中、

コナンは不審な動きをする男に目をとめる。その後、埠頭

を離れたメンバーは、近くの公園でニセ１万円札を発見す

る。犯人がジュースを買い、自販機の下にニセ札とスマホ

を落としたことを突き止める。みんなで犯人が戻るかもし

れないと自販機を見張っていると…。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

25 

読売テレビ  

平成 30 年 11 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-026 

名探偵コナン  

未亡人 

（ミズロンリー）と

探偵団 

 探偵団のメンバーが公園でサッカーをしていると、一人

でワインを飲んでいる小森朋子と知り合う。朋子は涙を流

しながら最愛の夫が亡くなったと話す。朋子と仲よくなっ

たコナンたちは、植物園に連れていってもらう。そこで歩

美が迷子になり、今度は梶木浩平と知り合う。歩美を見つ

けてもらったお礼にと、朋子が浩平を食事に誘い、二人は

急接近していく。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

25 

読売テレビ  

令和元年 11 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



 


