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《映像ソフト》 

【爆笑ライブ】  

 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

 

1200378 

綾小路きみまろ 

爆笑！ｴｷｻｲﾄ 

ﾗｲﾌﾞビデオ １集 

爆発的ヒットを続ける中高年のアイドル綾小路 

きみまろの爆笑ライブ。喋りと動きの波状「口」撃

に、あなたはどこまで耐えられるか？ 

(分) 

 

31 綾小路きみまろ 2003 

 

 

 

 

1200379 

綾小路きみまろ 

爆笑！ｴｷｻｲﾄ 

ﾗｲﾌﾞビデオ 2集 

2004 年富士河口湖町ステラシアターで行われた

ライブ映像を編集。ファン待望の新ネタを加え、 

収録内容を約５０分に大増量。ますます毒舌の 

冴える大爆笑作品。 

50 綾小路きみまろ 2005 

 

 

 

 

1200745 

綾小路きみまろ 

爆笑！ｴｷｻｲﾄ 

ﾗｲﾌﾞビデオ 3集 

中高年のアイドル・綾小路きみまろ３５周年 

集大成のノンストップライブを完全収録 
85 綾小路きみまろ 2008 

 

 

 

 

1200746 

綾小路きみまろ 

爆笑！ｴｷｻｲﾄ 

ﾗｲﾌﾞビデオ 4集 

速い！鋭い！止められない！「きみまろ」毒舌 

大爆走！愉快！痛快！大爆笑！ 
83 綾小路きみまろ 2011 

 

 

 

 

1200954 

綾小路きみまろ 

爆笑！最新 

ﾗｲﾌﾞ名演集 

毒舌大爆走で大爆笑！綾小路きみまろの最新 

ライブ３会場での爆笑。 

あのネタ、このネタを収録！ 

62 綾小路きみまろ 2013 

 

【防災・防犯・安全】 

 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

 

1200949 
 

生き抜く 

 南三陸町 

 人々の一年 

毎日放送の取材チームは、「絆」や「希望」という言

葉だけでは表現できない被災地の日常を記録する

ことだけにこだわった。生と死が混在し続ける被災

地を見つめ続けたドキュメンタリー。 

(分) 

 

99 南三陸町の

人々 
2012 

 

 

 

 

1200950 
 

足尾７４夏・・・ 

そしてフクシマ 

原発事故の 2011 秋 

カメラが捉えた閉山一年後の足尾                                                   

国策・企業が引き起こした被害民３０万人超の 

大惨事と環境破壊を描くドキュメンタリー 

99 － 2012 

 

 

 

 

1200650 
東日本大震災 
 

宮城・石巻地方

沿岸部の記録 

「ふるさと石巻の被災状況を知りたい」という声に応

えて制作。Ｍ9.0 の巨大地震、そして大津波の襲

来、多くの尊い「命」と「日常」が奪われた。 

誰もが想像しなかった受け入れがたい現実…  

その時… 

30 － 2011 
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 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

 

1200704 
 
海上保安官が見
た巨大津波と東
日本大震災復興
支援 

・石巻港の貨物船からのヘリ吊り上げ救助 

・南相馬病院からの患者緊急搬送 

・福島第一原発１０ｋｍ圏内での行方不明者捜索 

(分) 

 

118 － 2011 

 

 

 

 

1200705 
 

３．１１ 

東日本大震災 

激震と大津波の記録 

未曾有の震災後、大きな悲しみに包まれるなか、互

いに助け合い、復興に向けて歩みだす人々。宮城

県の放送局が、後世に震災の実態を伝えるために

制作した。 

80 － 2011 

 

 

 

 

1200706 
 

東日本大震災 

の記録 

～３・１１ 宮城～ 

◆震災発生時・発生後の記録映像（気仙沼市、南

三陸町、石巻市、東松山市、仙台市、名取市ほか） 

◆地震・津波のメカニズム ◆地震発生直後の東北

放送ニュース映像 ◆宮城県内各地の津波の高さ

データ 

143 － 2011 

 

 

 

 

1200649 

まず逃げろ！ 

   高台へ！ 

巨大津波から         

命を守る 

東日本大震災の教訓をふまえ、津波から命を 

守るにはどうしたらいいかを、津波対策に取り組む

地域の事例を交えて具体的に紹介。津波の 

恐ろしさと、素早い避難行動の大切さを伝える。 

22 － 2011 

 

 

 

 

1201097 
 

気象災害から 

   命を守る 

局地的豪雨（ゲリラ豪雨）とそれに伴う災害を中心に

取り上げ、気象に関する正しい知識と命を守る術

を、お天気キャスターの森田正光さんがナビゲータ

ーとして登場し、解説する。 

49 － 2015 

 1200952 
 
むしむし村の 
   防災訓練 

幼児・小学生（低学年）向けのアニメーション教材。

子供たちに馴染みの深い虫たちがキャラクターにな

って登場するストーリーの中で、地震が起きた時の

行動や避難の仕方を分かりやすく解説していきま

す。 

12 アニメーション 2012 

 

1200019 
 
はっきり 
ことわろう 

誘拐 
されないぞ！ 

危険から子供たちを守る、誘拐防止アニメ。 

様々な誘拐のパターンを設定！ 
15 アニメーション 2005 

 1200058 
 
あっ！ 
危ない！ 
きみなら 

どうする 

文部科学省選定。子供達の生命を守るために、低

学年にも親しまれるお姉さんキャラクターとして、春

さくらが登下校・遊びの中・いろいろな危険な場所

で登場し、子供達と一緒に防犯・安全について学ん

でいきます。 

27 - 2006 

 1200201 
ひとりのときが
あぶない！ 
―ゆうかい・つ
れさりにあわな
いー 

幼児・小学生低学年向け 

こわい！こんな時どうする？ 
15 - 2005 
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 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 1200202 
自分で自分を
守る 
―ゆうかい・つ
れさりにあわな
い- 

小学校高学年向け 

こわい！こんな時どうする？ 

(分) 

 

15 
- 2005 

 1201073 
 
危険な目にあ
わないぞ！ 
ナオミパパの青
空防犯教室 

子供達が犯罪被害にあわず、自分自身の安全を守

るために、普段からどのようなことに気をつければい

いのか、学んでいく教材。 

18 - 2016 

 1200814 
 
イカのおすし 警視庁が考案した子供を誘拐から守る標語「イカの

おすし」をアニメや歌で分かりやすく学びます。 
16 アニメーション 2012 

 1200473 
できたかな？ 
あんぜんかくに
んケンタとニャ
ンタのこうつう
あんぜん 

視聴する子供達が愛らしいケンタ（4 歳男の子）と愛

猫のニャンタ達の一挙一動にハラハラしながら、自

然と交通ルールを学べる工夫がほどこされた内容。 

13 アニメーション 2008 

 1200474 
 
まめうしくんの
交通安全 
～宝さがしの旅
だっし～ 

宝さがしの道中で、安全な道路の歩き方や、横断歩

道の渡り方、信号についてなど交通ルールの基本

を学びます。 

12 アニメーション 2010 

 1200953 
 
はなかっぱの
交通安全 

テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと交通

ルールを学んでいくアニメーション。楽しい物語を

通じて交通ルールを解説し、なぜ交通ルールを守

らなければならないのかを理解できる構成になって

います。 

13 アニメーション 2013 

 1201072 
 
忍者玉丸 
ルールを守って
交通安全！の
巻 
 

５００年前の世界から、現代にタイムスリップした忍者

玉丸達が、敵の忍者から虎の巻を取り返そうとする

ストーリーの中で、道路の歩き方や、横断歩道の渡

り方を学んでいく。交通ルールを守ることの大切さ

を、子供達が楽しく学べる作品。 

12 アニメーション 2016 

 1200287 
 
ポンカンマンの
自転車免許教
室 

自転車のマナーについて、アニメーションでわかり

やすく学ぶ。 

・2 人乗りはしない ・手放し、片手運転はしない 

・横並びで走らない ・ふざけながら走らない 

18 - 2008 

 1200311 
 
自てん車安全
大作戦！歌お
う！ぼくらの交
通安全 

子供達にテレビでおなじみの、人気タレントが出演

して自転車を中心に、交通安全の大切さと、具体的

な交通安全ルールを楽しく分かりやすく教えます。

また、大人が見ても楽しめ、交通安全における大人

の役割にも気付くことが出来る要素を盛り込みまし

た。 

23 

栗田貫一 

ゴルゴ松本 

清水アキラ 

ダンディ坂野 

2008 
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 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 1200719 
 
あなたの運転
間違っていませ
んか 
―自転車はク
ルマの仲間― 

エコや健康のことを考え、自転車を利用する人が増

大。それに伴い、自転車乗車中の事故が増加して

います。本 DVD では、自転車は「軽車両」として道

路交通法を守らなければならないことを訴え、自転

車の正しい乗り方、事故事例をもとにどうすれば事

故は防げるのかを分かりやすく解説します。 

(分) 

 

21 
- 2012 

 1200744 
 
新しい自転車
のルール 
魔法国からの
使者 

平成 20 年施行の交通ルールを子供達に分かりや

すく解説し、安全な自転車の利用方法を促進する。 
15 - 2012 

 1201001 
 
ぐらぐらどーん！ 

もしものときに
できること 
自然災害編① 
地震・津波 

＜幼児・小学校低学年向き＞ 

もしも劇場：おうちでぐらぐら  

もしも劇場：おそとでぐらぐら 

・どうして地震がおきるの？  

・もしものときの歌「ぐらぐらどーん！」 

・地震がおさまったあとはどうする？  

・もしものときのために 

32 - 2014 

 1201002 
びゅうびゅうざざー！ 

もしものときに
できること 
自然災害編② 
風水害・接岸・
土砂災害・火山
噴火 

＜幼児・小学校低学年＞ 

もしも劇場：おおあめざーざー ・雷の時にやっては

いけないこと 

もしも劇場：たいふうびゅうびゅう 

・もしものときの歌「びゅうびゅうざざー！」 

・火山が噴火したら… ・雪が降ったら… 

29 - 2014 

 1201003 
 
めらめらもくもく！ 

もしものときに
できること 
生活安全編① 
火災 

＜幼児・小学校低学年向き＞ 

もしも劇場：そこにはもくもく ・火事のもとは近くにあ

る  

もしも劇場：めらめらたいへん ・火事になってしまっ

たら… 

・119 番のかけかた ・もしものときの歌「めらめらもく

もく！」 ・いろいろな火の消し方 

24 - 2014 

 1201004 
 
ぶーぶーききー！ 

もしものときに 
できること 
生活安全編② 
交通安全 

＜幼児・小学校低学年向き＞ 

もしも劇場：あぶない 1 ぶーぶー 

・交通ルールを知らなかったら… 

・ 交通ルールを知らなかったら…（自転車編） 

・もしものときの歌「ぶーぶーききー！」 

もしも劇場：ルールを守っていても… 

22 - 2014 

 1201005 
 
にこにこがおー！ 

もしものときに
できること 
生活安全編③ 
犯罪防止 

＜幼児・小学校低学年向き＞ 

もしも劇場：近くにがおー！ 

・みんなのまちにこわい人がいたら… 

・悪い人はこうして近づく ・自分を守る逃げ方 

・もしものときの歌「にこにこがおー！」 

もしも劇場：家にもがおー 

・留守電しているとき悪い人がやってきたら… 

32 - 2014 

 

 

 

 

1201006 
 
ボクはすぐに逃
げたんだ 
東日本大震災
から学んだこと 

小学校、中・高学年向けの地震・津波・防災教育

アニメ [文部科学省選定] 
14 - 2014 
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【人権・道徳・社会生活】 

№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200250 夕映えのみち 

インターネット社会で、「無責任なうわさ話」や

「根強い偏見」が元になり、人権侵害へつな

がる危険性を学ぶ。 

(分) 

 

38  

1201192 

みんなの情報モラルⅠ 

アニメーションで学ぶ！ 

ネット社会のルールとマナー 

①夢中になりすぎて ②ホントの友だち  

③かくれた情報 ④送った写真  

⑤乗っ取られたアカウント  

⑥甘い言葉のかげに 

43  

1201193 

みんなの情報モラルⅡ 

アニメーションで学ぶ！ 

ゲーム機、スマホ安全教室 

①ゲームのやくそく  

②あとすこし、もうちょっと 

③ホントはどんな人？ 

43  

1201194 

みんなの情報モラルⅢ 

アニメーションで学ぶ！ 

SNSに潜むリスク 

①やさしさの裏に 

②失ったもの 

③広まるうわさ 

21  

1201195 

みんなの情報モラル V 

アニメーションで学ぶ！ 

アプリと上手につきあうために 

①アプリのダウンロード 

②ムービーはだれの手に 

③仕返しのその先は・・・ 

20  

1201159 

こころを育てる映像教材集 

第 1巻 

おはよう！ゴミありませんか？ 

道徳教材ＤＶＤ（字幕・副音声入り） 

・学習指導案・ワークシート案収録 

・勤労・公共の精神 

・低学年向け 

14 
個人貸出 

不可 

1201160 

こころを育てる映像教材集 

第 2巻 

同級生は外国人 

道徳教材ＤＶＤ（字幕・副音声入り） 

・学習指導案・ワークシート案収録 

・相互理解・寛容 

・中学年向け 

12 
個人貸出 

不可 

1201161 

こころを育てる映像教材集 

第 3巻 

義足がくれたもの 

道徳教材ＤＶＤ（字幕・副音声入り） 

・学習指導案・ワークシート案収録 

・よりよく生きる喜び 

・高学年向け 

15 
個人貸出 

不可 

1201162 光射す空へ 

平成 27 年度北九州市人権啓発アニメーション 

大学生たちの悩みと学びを通して、「正しい

知識と理解」、「多様性の受容と尊重」の大切

さを描いている。 

(指導者用手引き収録、字幕・副音声入り） 

32 

解説編 

14 

個人貸出 

不可 

1200885 

障害者と補助犬の生活から学ぶ 

やさしい気持ち、いたわりの心 

【盲導犬編】 

・補助犬とは ・目に障害がある人たちの生

活 ・身体障害者補助犬法 ・盲導犬の一

生 ・知ってほしいこと ・盲導犬のいる社会 

20 
障害者 

盲導犬 

1200886 

障害者と補助犬の生活から学ぶ 

やさしい気持ち、いたわりの心 

【介助犬編】 

・補助犬とは ・手や足に障害がある人たちの

生活 ・身体障害者補助犬法 ・介助犬の一

生 ・知ってほしいこと ・介助犬のいる社会 

20 
障害者 

介助犬 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200887 

障害者と補助犬の生活から学ぶ 

やさしい気持ち、いたわりの心 

【聴導犬編】 

・補助犬とは ・耳に障害がある人たちの生

活 ・身体障害者補助犬法 ・聴導犬の一生  

・知ってほしいこと ・聴導犬のいる社会 

(分) 

20 障害者 

聴導犬 

1200888 

障害者と補助犬の生活から学ぶ 

やさしい気持ち、いたわりの心 

【総合編】 

・補助犬とは ・目に障害がある人たちの生

活 ・手や足に障害がある人たちの生活 ・耳

に障害がある人たちの生活 ・身体障害者補

助犬法 ・知ってほしいこと ・障害を持つ人か

らのメッセージ 

20 

障害者 

補助犬 

総合  

1200852 
ＮＩＴＡＢＯＨ 仁太坊 

津軽三味線始祖外聞 

日本の伝統音楽である津軽三味線のルー

ツを明らかにしながら、８歳で失明した源太

郎という少年が三味線と出会い、逆境や苦

悩を乗り越えていく姿を描いた物語。 

100 
障害 

盲目 

1200513 アイ・ラブ・ユー 

ろう者の朝子は、夫と小学３年の娘と平凡

な生活を送っていた。愛が朝子の手話を見

た同級生にいじめられる。朝子は自分が原

因でいじめられたことにショックを受け、自

分が前向きに生きる姿を見せて愛を勇気づ

けたいと思い劇団に入るが… 

111 
障害者 

ろう者 

1200514 アイ・ラブ・フレンズ 

ろう者のカメラマン・美樹は夫を亡くし、息

子と義妹との３人暮らし。ある日、心に深い

傷を負った造園家・柴田と出会う。そして、

柴田の過去を知った美樹は、彼を励ますた

めにある方法を思いつくのだが… 

113 
障害 

ろう者 

1200722 今日もよか天気たい 

視覚障がいのある主人公の「京子」を通して、

周りの人が自分の心の中にある偏見や差別

にきづき、京子自身も人の役に立つことで生

きがいを見つけていくストーリー。 

35 
障害 

差別 

1201071 聲の形 

現代の子供のリアルな表情を描きつつ、「い

じめ」や「障がい者との共生」などの難しいテ

ーマを読者が自然に考える事の出来る物

語。本作は原作の物語を基本に教材としての

テーマを付加したドラマ形式の学習教材。 

30 

いじめ 

障害 

共生 

1200884 

いじめと戦おう！ 

 私たちにできること 

      小学生編 

[いじめ防止教材ドラマ] ・いじめの発生・タ

ーゲットになってしまったさくら・真夜中の悪

夢・信頼できる人に相談すること・私たちにで

きること・勇気を持つということ 

21 
いじめ 

小学生 

1200850 
うしろのせきのオチアイくん 

（アニメ） 

弱虫のミホちゃんや、いじめっこだけど本当

は優しいオチアイくんなど、思わず自分の子

ども時代を思い出す、小学校のほのぼのとし

た日常を描いた作品。 

46 
いじめ 

小学生 

1200815 
いじめ脱却マニュアル 

-いますぐできる対応法- 

①いじめはどこから生まれているのか ②いじ

めの発見を妨げているもの ③教師はどう対

応すべきか ④親はどう対応すべきか ⑤カ

ウンセリングと心のケア 

32 
いじめ 

対応法 

1201076 
誇り 

‐差別といじめは越えられる‐ 

震災後、福島を襲った風評被害という名の差

別といじめ。だが、それは福島だけの問題で

はない。福島県の人々が経験した事実をもと

に、差別やいじめを考える作品。 

30 

いじめ 

差別 

震災 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200723 インターネットと人権 

インターネットに関して起こっている幾つかの

実際の人権侵害を取材し、事件の背景やイ

ンターネットの特性について考えていく。 

(分) 

22 
インターネット 

1200312 

もも子、かえるの歌が 

       きこえるよ。 

          （アニメ） 

力（りき）ともも子は双子の兄妹。妹のもも子は

知的な遅れと体の障害があり、いつも酸素ボ

ンベで呼吸している。力のクラスメートの竜二

はもも子を馬鹿にする言葉を投げつける。４

年生になって力と竜二は運動会のリレー選手

に選ばれる。 

80 
小学生 

障害 

1200031 
５等になりたい。 

          （アニメ） 

病気で４歳まで立つことすらできなかった律

子。クラスメイトにからかわれ傷心の律子はマ

ッサージの先生に《人として本当のやさしさ、

強さ》を教わり、かけっこの５等を夢見る。 

78 
障害 

小中学生 

1200186 

未来への虹 

－ぼくのおじさんは、 

       ハンセン病－ 

         （アニメ） 

正太（小学６年）と香奈（小学１年）は国立療

養所多磨全生園に住む平沢保治さんの家へ

おつかいを頼まれた。平沢さんは、「ハンセン

病」という病気にかかり、１４歳から入所し、外

見が違うために差別をうけたことを語る。 

30 
病気 

偏見 

1200358 ハードル  （アニメ） 

横浜に暮らす有沢麗音（レオン）は、小学６年

のある日クラスメートの万引きを目撃する。犯

人と誤解された麗音は事実を信じてくれない

大人たちの態度に傷つく。やがて中学生にな

った麗音は、東北の母の実家で暮らしはじめ

るが。 

84 
万引き 

小中学生 

1200510 声を聞かせて  （アニメ） 

主人公「優衣」という一人の女子高校生が念

願だった携帯電話を入手し学校裏サイトで傷

つき、そして真の友人・両親の愛を知っていく

課程を感動的に描く人権啓発アニメーション

作品。 

40 
高校生 

人権 

1200737 
ミミちゃんのてとてとて 

        （アニメ） 

ミミちゃんのやさしい心にもふと魔がさしま

す。そんなときお母さんのあたたかな心がささ

えます。 

18 

道徳 

幼児 

小学低学年 

1200619 めぐみ   （アニメ） 

昭和５２年、当時中学校１年生だった横田め

ぐみさんが、学校からの帰宅途中に北朝鮮当

局により拉致された事件を題材に、残された

家族の苦悩や、懸命な救出活動の模様を描

いた。 

25 
拉致 

家族 

1201075 
ココロ屋 

（アニメ） 

「ココロ」とは何か。この謎に向かい合うための

ヒントとなる優れた児童文学を原作にしたアニ

メーション。学校教育においても、道徳・特別

活動・総合的な学習の時間等、活用の機会

は多い。人権教育の基本的な考え方が盛り

込まれている。 

25 
小学生 

人権 

1200508 

いわたくんちのおばあちゃん 

～ぼく、戦争せんけえね～ 

（アニメ） 

平和人権教育アニメーション：寛太は、友達

のおばあちゃんの話を聞くうちに、原爆のこと

や戦争のことを自分の問題としてとらえ、平和

への決意をしていきます。 

20 

人権 

戦争 

平和 

小学生 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200057 
よっちゃんの不思議なクレヨン 

（アニメ） 

文部科学省選定。不思議なクレヨンがいろい

ろな心を教えてくれます。 

(分) 

22 小学生 

道徳 

1201143 
むしむし村の仲間たち 

（アニメ） 

多様性の大切さを、子供達に伝える作品。外

見や能力が異なるむしむし村の昆虫のキャラ

クター達が、個性がぶつかる中、お互いの

「個性」や「ちがい」を認め、尊重していく姿を

感動的に描く。親しみやすいキャラクターと美

しいアニメーションで、子供達が楽しく、相手

を思いやる気持の大切さ学んでいける作品。 

13 

幼児 

小学生 

道徳 

1200199 

勇気あるホタルと 

とべないホタル 

（アニメ） 

羽がちぢんで生まれた為に、とべないホタル

がいました。彼を励まし、助ける仲間のホタル

たち。足の不自由な妹の為にホタル取りにや

ってきた姉と弟。ホタルと子供達とのふれあい

を通して、やさしさと思いやりの大切さを描い

ている。 

17 
小学生 

道徳 

1200854 
月とあざらし 

（アニメ） 

北方の厳しい自然の中で生きる母と子の物

語。日本児童文学の父、小川未明原作の思

いやる心の大切さを描いた作品。 

19 
小学生 

道徳 

1200853 
負傷した線路と月 

（アニメ） 

万物の定めの中で、自然界も人も誰もが独自

の役割を持ちながら連動しあい生かされてい

るー。日本児童文学の父、小川未明原作の

思いやる心の大切さを描いた作品。 

15 
小学生 

道徳 

1200475 

宮沢賢治  

銀河鉄道の夜 

（アニメ） 

原作：宮沢賢治 “これからの私のお話は、みん

な林や野原や鉄道線路やらで、虹や月明かり

からもらってきたのです・・・そこに描かれた風景

が、デジタル映像で完成。（2007 年） 

48 文学 

1200476 
星の王子さま 

（アニメ） 

原作：サン・テグジュベリ  エンジンの故障によ

りサハラ砂漠に不時着したパイロットと星の王子

さまの出会いから、永遠の別れまでを描いた美

しくもはかない不朽のファンタジーストーリー。 

（2008 年） 

30 文学 

1200896 
アイヌのお話アニメ 

オルシペ スウオプ 

「オルシペ」は「おはなし」、「スウオプ」は「はこ」

という意味です。この箱をあけてアイヌに伝わる

いろいろなお話の世界をのぞいて見て下さい。 

24 
アイヌ 

文化振興 

1200203 郡上一揆 

江戸時代、藩主による過酷な年貢米の取り立て

に抗して、農民たちは一揆をおこした。なかでも

「郡上一揆」は、農民たちが死闘の末、藩主更

迭という勝利を得たという、他に例を見ない唯一

の農民一揆である。 

112 
権力圧 

一揆 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200574 
真昼の暗黒 

    （モノクロ） 

１９５１年に起こった冤罪事件、八海事件を元

に、今井正監督が映画化した社会派ドラマ。山

口県で起こった老夫婦惨殺事件の容疑者・小

島は、尋問によって４人の共犯者の名前を自白

するよう強要される。その４人は無実の罪で死

刑や長期刑を言い渡され…。 

(分) 

  

125 
冤罪 

1200631 
親子で学ぶ人間の基本 

第１章 立派な人間とは 

１.立派な人間とは何か ２.人間関係の在り方 

３.三つの大切なこと ４.人との付き合い方 

５.九つの大切なこと  ６.流されてはならない

こと ７.孔子とはどのような人か 

 

118 親子 

人間の基本 

1200632 
親子で学ぶ人間の基本 

第２章 人間とは何か 

１.人間とは何か ２.生命とは何か ３,性とは

何か ４,天性とは何か ５,人間性を阻害する

もの ６,自分の内側にあるもの 

87 
親子 

人間の基本 

1200633 
親子で学ぶ人間の基本 

第３章 規範の重要性 （その１） 

１,生きる準備とは何か ２,規範とは何か ３,

四端とは何か ４,四端の育て方 
58 

親子 

人間の基本 

1200634 
親子で学ぶ人間の基本 

第４章 規範の重要性 （その２） 

１,仁とは何か① ２,仁とは何か② ３,義と礼と

は何か ４,もう一つ大切なもの ５,五教とは

何か ６,規範の発揮 

54 
親子 

人間の基本 

1200635 
親子で学ぶ人間の基本 

第５章 人間としての基本 

１,大切な三人の人 ２,人間関係の基本とは

何か ３,父母に対する基本 ４,親との関係 

５,怠け心に勝つ ６,成長するのに大切なこと 

７,相反する二つを取る ８,一生忘れず行うべ

きこと ９,家を良く守るとは何か 

116 
親子 

人間の基本 

1200636 
親子で学ぶ人間の基本 

第６章 幼年教育とは （その１） 

１,三つの大切なこと ２,幼年教育の要点 ３,

幼年教育の重要性 ４,幼年教育の方法 
96 

親子 

人間の基本 

1200637 
親子で学ぶ人間の基本 

第７章 幼年教育とは （その２） 

１,磨くべきこと、守るべきこと ２,親に

つかえるということ ３,孝は何故重要か 

４,孝行とは何か 

65 
親子 

人間の基本 

1200638 
親子で学ぶ人間の基本 

第８章 学ぶとは何か 

１,最も大切なこと ２,社会を良くする原点 ３,

心の中を美しくする ４,心を正しくするとは何

か ５,心の偏りとは何か ６,学ぶとは何か ７,

学ぶことの要点 ８,友人の重要性 ９,友人と

何か 

134 
親子 

人間の基本 

1200639 
親子で学ぶ人間の基本 

第９章 人として学ぶべきこと 

１,父母との関係 ２,父母から受け継ぐ ３,親

への思い ４,親孝行とは何か ５,親不幸とは

何か ６、親孝行の要点 

89 
親子 

人間の基本 

1200640 
親子で学ぶ人間の基本 

第１０章 家庭の教育 

１,胎教の重要性 ２,家庭とは何か ３,家庭と

社会の関係 ４,人間関係の訓練 ５,母親の

在り方 ６,良い性格にする ７,飲食の注意 

８,良いこととは何か ９,家庭教育の原点 １０,

家庭教育は礼儀から １１,人間たるもの 

121 
親子 

人間の基本 

1200641 
親子で学ぶ人間の基本 

第１１章 欲とは何か 

１,欲望に対する ２,真の成功とは何か ３,欲

望のさばき方 ４,貧しいこと富むこと 
91 

親子 

人間の基本 

1200642 
親子で学ぶ人間の基本 

第１２章 社会で生きる要点 

１,職業に就くとは何か ２,良い人生は良い友

人から ３,毎日の暮らしこそ要点 ４,すべて

自分から起きる ５,生き方が原点 ６,社会で

最重要なこととは何か 

95 
親子 

人間の基本 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200734 

ホスピスから届いた 

   いのちの授業 第 1巻 

いのちのつながり 

「命が限られる」という苦しみに直面する患者

さんが過ごすホスピス。患者さんと家族をサポ

ートする病院スタッフ、ボランティアを紹介し

ながら、人間の誕生から死を見つめます。身

近な人を失った時の悲しみや苦しみ、自分の

命が残り少ないと知った時の気持ちについて

考えます。 

(分) 

 

17 
社会生活 

1200735 

ホスピスから届いた 

   いのちの授業 第 2巻 

限りあるいのちからの学び 

～あなたがいてくれる 

だけでいい～ 

「死」という苦しみと向き合った時、今までは気

づかなかった幸せに気づいていきます。子供

達に向けたホスピス患者からのメッセージを

通して、誰もがただ生きているだけで意味が

ある人間であることを理解し、自分にとって本

当の幸せとは何かを考えます。 

16 社会生活 

1200736 

ホスピスから届いた 

いのちの授業 第 3巻 

いのちをかがやかせる力 

～苦しみの中でも 

幸せは見つかる～ 

子供も大人も、人はみな苦しみを抱えて生き

ています。ホスピスで行われている「生きてい

る意味を見出す援助」をもとに、人間の苦し

みに向き合い、くじけずに生きようとする力に

ついて考えます。 

25 社会生活 

1200738 
手にことばを 

手話で話そう① 

講座Ⅰ 身体を使って表現しよう 1.日常生

活でどんな身振りがつかわれているでしょう

か。2.イメージを身体で表現してみましょう。3.

挨拶の手話を覚えましょう。講座Ⅱ―1 自己

紹介しましょう① 1.名前を表してみましょう。

2.名前を表す手話と指文字を覚えましょう。 

37 社会生活 

1200739 
手にことばを 

 手話で話そう② 

講座Ⅱ―2 自己紹介をしましょう② 3.どん

な家族かな。4.どんな家族と暮らしているのか

な。5.どんな趣味をもってｒいるのかな。6.どん

な仕事をしているのかな。7.どこに住んでいる

のかな 8.自己紹介をしましょう。 

38 社会生活 

1200740 
手にことばを 

 手話で話そう③ 

講座Ⅲ 楽しもう 手話の会話 1.尋ねる言葉

を覚えましょう。2.時間にかかわる言葉を覚え

ましょう3.季節にかかわる言葉を覚えましょう。

4.食べ物を表す言葉を覚えましょう。5.いろい

ろな企画を考えると。 

37 社会生活 

1200741 
手にことばを 

 手話で歌おう① 

歌の模範歌唱と解説指導  

 収録曲「世界に一つだけの花」 

      「おなかのへるうた」 

企画・監修・歌  手話ランド きいろ組 

38 社会生活 

1200742 
手にことばを 

 手話で歌おう② 

歌の模範歌唱と解説指導 

 収録曲「手のひらを太陽に」 

      「ちいさい秋みつけた」 

  企画・監修・歌  手話ランド きいろ組 

36 社会生活 

1200743 
手にことばを 

 手話で歌おう③ 

歌の模範歌唱と解説指導 

 収録曲「幸せなら手をたたこう」 

      「きよしこの夜」 

  企画・監修・歌  手話ランド きいろ組 

32 社会生活 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200502 

道徳ドキュメント① 

キミならどうする 

 

人生は選択の連続である。選択や判断の難

しい事態に直面した人を主人公として、その

人が何を考えどう判断したかを描くことで、子

どもたち自身にも問題を考えてもらう・ 

①サルも愛した写真家 

②みんなの本をどう守る？ 

③ポイ捨てをどうなくす？ 

(分) 

 

45 
道徳 

小学校高学

年 

1200503 

道徳ドキュメント② 

  人生はチャレンジだ 

 

困難を乗り越えて大きな仕事を成し遂げた

人、自分の夢に向かって努力する人など、挑

戦を続ける人の生き方を描く。 

①巨樹にもらった希望。 

②思い出修復します 

③使いやすさを広めたい 

45 

道徳 

小学校高学

年 

1200504 
道徳ドキュメント③ 

  人とつながる 

人とのつながりの中で、大切なこととは何

か・・・。生活のなかで必要となる人との接し方

や、コミュニケーションの大切さを考える。 

①おばあちゃんの小さな秘密 

②あいさつの力 

③命の大切さを伝えて 

45 

道徳 

小学校高学

年 

1200580 

子どもが伸びる関わりことば 26 

～発達が気になる子ども・人へ

のことばかけ～第 1巻 

子どもの発達にとって大切な「関わりことば」 

26 個がよく使われる日常の場面を紹介。場面

ごとに、子どもへの対応の仕方・習得すること

による発達への効果を言語聴覚士が解説す

る。「そっと」「大事、大切」「だめ」「できた」「大

丈夫」「～やって、～して」「一緒に」「～した

ら、○○ね」 他    

30 
精神発達 

  障害指導 

1200581 

子どもが伸びる関わりことば 26 

～発達が気になる子ども・人へ

のことばかけ～第 2巻 

第 1 巻に引き続き、26 個の「関わりことば」に

ついて学習する。「楽しかったね」「残念、仕

方ない」「だって」「さみしい」「怖い顔をしな

い」「好き」「名前」「おはようございます」「順

番」「わざとじゃない」「上手」「さようなら」「あり

がとう」 

30 
精神発達 

  障害指導 

1201083 

映像で見る 子どもたちは未来 

‐乳幼児の可能性を拓く‐ 

第Ⅱ期 

第 3 巻 赤ちゃんの育て方～生きる力を育む～ 

第 4 巻 楽しく、しなやかにリズムあそび 

第 5 巻 永遠の仕事 ～文化を紡ぐ～ 

③ 54 

④ 56 

⑤ 44 

乳幼児 

1201103 

乳幼児を事故から 

守るための予防と対策 

一次救命処置と心肺蘇生法

（2010年度ガイドライン準拠） 

①子どもの事故と予防のチェックポイント：屋

内での事故 他  

②事故などの対処法：緊急時の対応・乳幼児

突然死症候群 他 

③心肺蘇生法（CPR）:心肺蘇生法の流れ・自

動体外式除細動器（AED）の使い方 他 

44 
乳幼児 

社会生活 

1200577 

発達につまずきがある 

     子どもの子育て 

   ～療育の実際～ 

着脱、食事，排泄、清潔、マナー、お手伝

い、社会生活機能などの身辺自立の考え方

や、コミュニケーションの手立ての探り方、生

活リズムの安定や感情のコントロールなどの

社会性を身につけさせる方法について学ぶ。 

43 
精神発達 

  障害指導 

1200578 

発達につまずきがある 

     子どもの子育て 

   ～支援の実際～ 

食事、着脱、排泄などの基本的な内容から社

会生活を送る上で必要な力まで、身辺自立

を広くとらえて紹介していきます。 

39 
精神発達 

  障害指導 
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№ タイトル 内    容 時間 備考 

1200579 

発達障害のある子と 

お母さん・先生のための 

思いっきり支援ツール 

障害のある子は目に見えないことを考えたり、

測したりすることが苦手です。ルールを守るこ

と、計画を立てること、相手の気持ちを察する

ことなどについて、支援ツールを使ってサポ

ートします。 

(分) 

 

50 
精神発達 

  障害指導 

1200582 

知的障害児・者の身辺自立 

第 1巻 

～身辺自立と指導の基本～ 

身辺自立について、それぞれ「未経験期」、

「拒絶・未学習期」、「技能・習得期」、マナー・

配慮もできる「柔軟期」での対応を学習する。 

32 
精神発達 

  障害指導 

1200583 

落ち着きのない子どもたち 

           第 1巻 

     ～理論編～ 

落ち着きのない多動症候群の子どもの発達

や診断基準、その周辺障害、多動な子への

対応方法について学ぶ。 

29 
精神発達 

  障害指導 

 

 

【科学・学習教材】 

登録番号 題名 内容 時間 

1200479 

ＮＨＫスペシャル 

   驚異の小宇宙人体  

 

１ 生命誕生 

・卵巣 ・排卵 ・精子の旅～受精 ・受精卵の成長 

・地球環境と脊椎の形成の関わり  

・器官形成のしくみ ・心臓、血液、手、脳の形成  

・かたちづくりの秘密 カドヘリン  

・始原生殖細胞 生命の情報  ・胎盤  ・出産 

(分) 

 

49 

1200480 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体 

 

２  しなやかなポンプ 

         ～心臓・血管～ 

・心臓の中 ・心臓の進化  

・体のすみずみまで広がる血管網  

・心臓の筋肉に酸素と栄養を送る冠動脈  

・血管網 ・心筋細胞の収縮 ・心臓の断面  

・心臓の収縮 ・脳と心臓のつながり  

・動脈硬化の現場、過程 

49 

1200481 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体 

 

３ 消化吸収の妙  ～胃・腸～ 

・消化器、５億年の進化  

・胃液によって食べ物の溶ける時間  

・胃の内部～胃小窩～胃液を吹き上げる胃の表面  

・粘液・胃小窩 ・ストレス性の潰瘍  

・アルコール、薬にやられる胃～胃の細胞の修復  

・消化吸収の妙 ・細菌 ・絨毛  

・ミクロの極限、栄養吸収の瞬間  

・ブルガリア人、ルベンさんらの腸内細菌 

50 

1200482 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体 

 

４ 壮大な化学工場  ～肝臓～ 

・肝臓の役割（ＣＧ） ・肝臓のアルコール分解  

・肝細胞、肝小葉、酵素  

・ＣＧによる肝臓のはたらき  

・脂肪をとりこむ肝細胞  

・肝細胞～廃棄物の処理方法  

・脂肪肝～肝硬変 ・解毒のスーパーマンＰ４５０  

・再生する肝臓、肝細胞 

54 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200483 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体 

 

５ なめらかな連携プレー 

    ～骨・筋肉～ 

・骨格 ・骨の発達 ・重さに耐える骨の構造、細胞  

・骨の穴 ・ハイビジョンカメラで見る筋肉  

・筋肉（ＣＧ）筋線維～筋原線維  

・無重力状態の実験 ・筋肉と神経の関係  

・カルシウム、骨、筋肉の関係  

・骨に与える刺激の役割 

(分) 

 

49 

1200484 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体 

 

６ 生命を守る 

    ～ミクロの戦士たち～ 

・ミクロの戦士たち（実写）  

・再生不良性貧血と骨髄移植  

・防衛軍 対 細菌（ＣＧ）  ・拒絶反応  

・骨髄バンク～民族をこえたもう一人の自分 

・骨髄幹細胞 ・マクロファージ、Ｔ細胞のはたらき  

・キメラ ・胸腺 ・自分の組織を攻撃するＴ細胞  

・胸腺の老化 

50 

1200485 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅱ脳と心 

 

１ 心が生まれた惑星 

～進化～ 

・脳の進化の系統をたどる・神経細胞のつながり 

・ネアンデルタール人の研究 

・古い脳 脳幹、大脳基底核、大脳辺縁系 

・新しい脳 大脳新皮質・コラムと神経細胞 

・ホモハビリスの脳とネアンデルタールの脳 

・興奮と抑制 知性と感情のバランス 

・新しい脳の変化 

・クロマニヨンの脳とネアンデルタールの脳 

59 

1200486 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅱ脳と心 

 

２ 脳が世界をつくる 

～知覚～ 

・脳が再構成することでこの世界をとらえる  

・視覚を知覚する部位の移動と積み重ね  

・要素を分けて分析する脳  

・動きをとらえる部分に損傷を受けている脳  

・側頭葉の働き  ・他の感覚との共同作業  

・五感の情報はどのようにまとめられるのか  

・物を視るときの脳の働き ・前頭葉の働き 

59 

1200487 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅱ脳と心 

 

３ 人生をつむぐ臓器 

 ～記憶～ 

・突然記憶力が失われたら 

・新しいことを覚える記憶力 

・思い出や知識を記憶する脳の場所 

・海馬に情報が入ってくる箇所の脳の動脈瘤が破裂 

・年をとると次第に悪くなる記憶力 

・細胞にどうやって記憶されるのか 

・脳に代わって記録していく闘い 

・体をつかって覚えこむ記憶力 他 

59 

1200488 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅱ脳と心 

 

４ 人はなぜ愛するか 

 ～感情～ 

・感情と脳 ・人それぞれの愛の形  

・Ａ１０神経と視床下部  

・扁桃体 好き嫌いを決める中枢  

・幼児期の愛の体験が支配する脳 ・親子の絆  

・Ａ１０神経「オキシトシン」  

・不安や恐れを生む視床下部  

・Ａ１０神経の終着点に広がる前頭葉  

・人と人との結びつき  

・愛とは生きるよろこびを分かち合うこと 

59 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200489 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅱ脳と心 

 

５ 秘められた復元力 

   ～発達と再生～ 

・脳の機能の再生 ・脳の治療、回復法  

・神経細胞の復元、脳の機能の回復  

・リハビリによる軸索の回復  ・右脳の言葉  

・脳の再生と自発性 ・脳の再生の源、脳幹  

・脳の回復と強い意志に裏付けられた訓練  

・驚異的な復元力をもった脳 

59 

1200490 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅱ脳と心 

 

６ 果てしなき脳宇宙 

  ～無意識と創造性～ 

・断食行による幻覚作用  

・幻覚を与えるキノコが脳に与える影響  

・激しい幻覚に襲われたときの脳  

・脳の中に隠されている無意識  

・無意識の世界からのメッセージ  

・ユタ ・狂気の脳  ・創造性とドーパミン  

・脳内麻薬を放出する神経  

・右脳と無意識からメッセージ 

59 

1200491 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅲ 

         遺伝子とＤＮＡ 

 

１ 生命の暗号を解読せよ 

   ～ヒトの設計図～ 

・遺伝子研究の現在・遺伝子とは？ 

・ポルタトーリ“遺伝子を運ぶ人” 

・遺伝子はタンパク質をつくる 

・親から子へ 受け継がれる遺伝子の記録 

・ヒトの設計図を開く鍵 ・マスターキー遺伝子 

・司令官 ホメオティック遺伝子 

・ホメオティック遺伝子がヒトのからだをつくる 

・様々な生命を生んだホメオティック遺伝子 

49 

1200492 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅲ 

         遺伝子とＤＮＡ 

 

２ つきとめよガン発生の謎 

   ～病気の設計図～ 

・ガンとともに生きてきた女性、リンデルさん  

・ガンを引き起こすのは遺伝子の“変異”  

・細胞の増殖を促進するＲＡＳ遺伝子  

・細胞のガン化を防ぐ守護神 Ｐ５３遺伝子  

・Ｐ５３遺伝子の変異を背負って生きる  

・突然変異は後天的に起きる！  

・紫外線による突然変異 修復のメカニズム 他 

49 

1200493 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅲ 

         遺伝子とＤＮＡ 

 

３ 日本人のルーツを探れ 

   ～人類の設計図～ 

・日本人のルーツの鍵を握る先住民アイヌ 

・ミトコンドリアＤＮＡとは？ 

・５３００年前の祖先を見つけたミトコンドリアＤＮＡ 

・アイヌにルーツを求めた沖さん 

・アイヌのルーツは縄文人 

・アイヌの世界観 アイヌの心はトンコリとともに 

・アンデス調査団 南米のモンゴロイド 

・ミトコンドリアＤＮＡで人類のルーツを検証 他 

49 

1200494 

ＮＨＫスペシャル 

 驚異の小宇宙人体Ⅲ 

        遺伝子とＤＮＡ 

 

４ 命を刻む時計の秘密 

   ～老化と設計図～ 

・早期老化症～不老不死の研究  

・長寿の遺伝子の秘密  

・ウェルナー型早期老化症の研究  

・不老不死を阻む遺伝子の傷  

・沖縄の海人 善栄さん 遺伝子の傷を防ぐ酵素  

・遺伝子の傷、修復のメカニズム  

・細胞分Ｆ列の限界 命を刻む時計  

・テロメア 細胞に隠された時計の正体 他 

54 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200495 

ＮＨＫスペシャル 

驚異の小宇宙人体Ⅲ 

        遺伝子とＤＮＡ 

 

５ 秘められたパワーを発揮せよ 

  ～精神の設計図～ 

・違う環境で育った一卵性の三つ子  

・遺伝子が同じならば性格も同じ？  

・新奇探索傾向   

・脳の神経細胞 信号伝達のメカニズム  

・新奇探索傾向と遺伝子の関係 犬を用いた研究 

・不安を感じる傾向も遺伝子に左右されている？  

・不安と遺伝子 ヘイマー博士の研究 

(分) 

 

54 

1200496 

ＮＨＫスペシャル 

驚異の小宇宙人体Ⅲ 

      遺伝子とＤＮＡ 

 

６ パンドラの箱は開かれた 

 ～未来人の設計図～ 

・デザイナーチャイルド ・遺伝子操作とは？  

・遺伝子操作技術をどう考えるか  

・ハンチントン舞踏病の遺伝子診断  

・遺伝子治療の研究  

・もし個人の遺伝子情報が公開されたら…  

・アイスランド 国が個人の遺伝子情報を管理  

・カリフォルニア 羊水検査に州が補助金  他 

49 

1200477 
 

超 SF的社会科見学 

～ハイテク施設編～ 

①東京電力神奈川発電所②東京電力都内地下式発電所

③国土交通省日比谷共同溝④理化学研究所仁科加速器

研究センター⑤首都高速中央環状新宿線大橋ジャンクショ

ン⑥海上技術安全研究所⑦国土交通省首都圏外郭放水

路 

66 

1200478 

 

超 SF 的社会科見学 

～工場編～ 

 

①JFE スチール西日本製鉄所②ANA 空港・機体メンテナ

ンスセンター③日立建機土浦工場④キューピー五霞工場

⑤メモリーテックつくば工場⑥住友重機械マリンエンジニア

リング横須賀造船所⑦出光興産千葉製油所 

66 

1201121 
ウォーキング withダイナソー 

（バイリンガル版）第 1巻 

BBC オリジナルシリーズ 1 

Episode1:恐竜の出現―三畳紀 

Episode2:巨大になった恐竜たちージュラ紀 

Episode3:海の支配者－ジュラ紀 

86 

 

1201122 

 

ウォーキング withダイナソー 

（バイリンガル版）第 2巻 

BBC オリジナルシリーズ 2 

Episode4:大空の巨大生物―白亜紀前期 

Episode5:氷の森に生きる恐竜たちー白亜紀中期 

Episode6:運命の時―白亜紀後期 特典映像 51 分 

87 

1201123 
ウォーキング withダイナソー 

（バイリンガル版）第 3巻 

タイムスリップ恐竜時代 

（WALKING WITH DINASOURS スペシャル） 
58 

1201124 
ウォーキング withダイナソー 

   （バイリンガル版）第 4巻 

海の恐竜たち 

（WALKING WITH DINASOURS スペシャル） 
87 

1201125 
ウォーキング WITHダイナソー 

   （バイリンガル版）第 5巻 

伝説の恐竜ビック・アル 

（WALKING WITH DINASOURS スペシャル） 
58 

 

1200710 

 

小学校生活科 

①どうぶつとなかよくなろう 

      ～ふれあいとせわ～ 

動物の立場に立ったモルモットの抱き方、餌の与え方など

の世話の仕方を学び、愛情と責任を持って正しく飼育する

ことにより生き物への親しみを持たせます。 

16 

1200711 
小学校生活科 

②がっこうにくるみち 

      ～わたしのつうがくろ～ 

児童が通う通学路には身近な自然のほかに、安全のため

のきまりやマナーがあること、危険な場所があることを学び

ます。また、児童の安全を守っている施設や人々がいること

に関心を持たせ、安全な登下校をめざします。 

16 

1200712 
小学校生活科 

③生きものはっけん 

       ～やご・ザリガニ～ 

やごとザリガニを捕まえる場所や、捕まえ方の工夫などを話

し合い、生きもののすみかを考えて大事に育てることによっ

て生き物の不思議さの発見と感動を学び自然への関心を

持たせます。 

15 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200713 

小学校生活科 

④わたしのまちをたんけんしよう 

～みんなで使うとしょかん・            

じどうかん～ 

町発見に行くときの話し合いで、安全と危険防止のための

守りたい約束を学びます。また、みんなで使う公共施設を

利用するときのルールとそれらを支えている人々に気づ

き、．安全に正しく利用する体験活動へと誘います。 

(分) 

 

15 

1200497 
やってみよう 

     ～さかあがり～ 

①鉄棒になれよう  

②後ろ回りになれよう  

③さかあがりに挑戦 

15 

1200498 
やってみよう 

      ～とび箱～ 

①実力診断編：とべる人と、とべない人、フォームの違いは

どこだろう？ ②練習編：「ウサギのジャンプ」「馬とび」 「平

均台」「二台のとび箱」の練習で苦手克服 

③挑戦編：さあ、とんでみよう！ 

15 

1200499 
やってみよう 

     ～かべさか立ち～ 

①実力診断 まずは”川わたり”で実力診断！大事なのは

「腕を伸ばすこと」「おしりを高く上げること」 ②練習場 “よ

じのぼり” “手押し車””カエルの足うち”三点倒立”の練習

で苦手克服 ③挑戦編 さあ、かべさか立ちをしてみよう！ 

15 

1200500 
やってみよう 

  水泳 1～水となかよくなる～ 

①実力診断  

②水になれる  

③水の中で息をはく 

④水の中で力をぬく 

15 

1200501 
やってみよう 

  水泳 2～クロールに挑戦～ 

①実力診断 

②バタ足はひざを曲げすぎない 

③手で大きく水をかききる 

④泳ぎながら息をはききる 

15 

1200295 
みんなでおどろう! 

  レッツ ヒップ ホップ 

現代の代表的なリズムのダンスとして、子どもたちの人気を

集めている「ヒップホップダンス」を無理なく楽しめるカリキュ

ラムからなる DVD 教材。 

55 

1200388 
元気に遊ぼう! 

   リズムでゲーム 

本教材は、子ども達が実際に体を動かし汗をかき、楽しくコ

ミュニケーションをとりながら、体力の向上「トレーニング」と

反射神経を鍛える「リズム」また、協調性を育む「ゲーム」な

どの要素を組み合わせてあり、アスレチックゲームを分かり

やすく紹介しています。 

53 

1200533 
みんなでおどろう! 

    よさポップ 

子ども達を対象に踊りを通して、表現力と創造性を身に付

け「情緒を育てることを目的に「よさこい」をモチーフにした

教材です。年齢や性別を意識することなく、みんなで楽し

め、子ども達が交流を活性化させることができます 

53 

1200534 
忍者になって 

  ホップ!ステップ!ジャンプ! 

テレビやゲーム等、屋内での遊びが多く、年々子ども達の

体力の低下が言われるなか、「忍者の動き」を参考に、楽し

みながら成長期に必要な体力づくりができることを願って制

作された内容となっています。 

37 

1200890 
元気に行進! 

  レッツゴーパレード 

この DVD は、幅広い年代の子ども達に楽しんでもらう「体

力作り体験型」のコンテンツです。地域活動でのイベントや

社会教育プログラムの一環として幅広くご活用ください。【メ

ニュー】１．ストレッチ 2.ポーズ＆コール 3.ウォーキング 4.ダ

ンス 5.フラッグ 6.チャレンジ 

45 

1200976 
ボディスラップ 

おもしろリズムをつくろう! 

全国の子ども達を対象に、手拍子や足踏みでリズムを作

り、そのリズムに合わせて身体表現をすることにより、子ども

同士の「思いやる心」、「協力する心」を大きく成長させるの

に役立つ教材。 

40 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200960 

テレビ学習室 

ブライアンとホーリーのファース

ト・ステップ・イングリッシュ 

             第 1・2回 

第 1 回「英語であいさつ」出てくる表現 MY NAME IS～/ I 

AM FROM～./ I LIKE～./ HAPPY BIRTHDAY！ 

第 2 回「数えてみよう」出てくる表現 ONE～TWENTY/ 

HOW MANY ？～APPLES,PLEASE.ほか 

(分) 

46 

 

1200961 

 

テレビ学習室 

ブライアンとホーリーのファース

ト・ステップ・イングリッシュ 

             第 3・4回 

第 3 回「好きなものを言ってみよう」出てくる表現 I LIKE 

～/WHAT ANIMAL DO YOU LIKE？ 

第 4 回「ほしいものを言ってみよう」出てくる表現 A,B,C…

Z（アルファベットの大文字）/I WANT～./WHAT DO 

YOU WANT？ 

43 

1200962 
テレビ学習室 

数学わかり MATH！第 1・2回 

第 1 回「正の数・負の数」  ・頂 ・累乗の計算 

第 2 回「文字を使った式の利用」  ・文字を使った式を表

すときは…まず、具体的な数で考えよう ・文字を使った式

で表すよさ 

44 

1200967 
テレビ学習室 

数学わかり MATH！第 3・4回 

第 3 回「倍と割合」 ・問題の中から「□倍」の関係を読み取

ろう/□倍、割合、％は、同じ意味である。 

第 4 回「分数の方程式」 ・分数の文字式の計算ポイントは

通分する。 ・分数の方程式の計算ポイントは「分母を払う」 

43 

1201062 
テレビ学習室 

ブライアンとカビーのファースト・

ステップ・イングリッシュ 

第 1 回「今日の時間割（1）」第 2 回「今日の時間割（2）」 

第 3 回「ご注文は何ですか」第 4 回「アルファベットに慣れ

よう」第 5 回「誕生日はいつですか（1）」第 6 回「誕生日は

いつですか（2）」第 7 回「出来る事を言ってみよう（1）第 8

回「出来る事を言ってみよう（2）」 

116 

1201060 

1201061 

テレビ学習室 

数学わかり MATH！シーズン 2 

一次方程式「比と方程式」 「速さの問題」、比例と反比例

「比例」 「反比例」、平面図形「作図の基本」 「作図の活

用」、空間図形「おうぎ形の面積」、空間図形「円すい、角す

いの体積」 

108 

 

 

【紀行・教養】 

 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

 

1200042 

伝統空間 選集１ 

上三原田の 

歌舞伎舞台 

群馬県赤城村 

「上三原田の歌舞伎舞台」は特殊な廻転機構を持

ち、赤城村の人々によって代々大切に守られてき

た。しばらく途絶えていたが、歌舞伎として 

完全復活をはたした。 

(分) 

 

23 

上三原田 

歌舞伎舞台  操

作伝承委員会 

2002 

 88356 

伝統空間選集２ 

五所川原の 

   立佞武多 

青森県五所川原市の夏を眩いばかりに彩る祭り 

として継承されている立佞武多の様子。 
26 

五所川原市 

五所川原観光協

会、五所川原市

商工会議所 

2003 

 

 

 

88357 

伝統空間選集３ 

越後二十村郷 

 牛の角突き 

江戸時代の読本「南総里見八犬伝」にも記された越

後の山村に伝わる闘牛（うしあわせ）の神事。今も息

づく昔ながらの行事に人々の笑顔が華やぐ。 

30 

新潟県山古志村 

小千谷市 

牛持ちの 

みなさん 

2003 
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 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

 

1200043 

伝統空間 選集４ 

信濃大町の 

 子供流鏑馬 

長野県大町市 

毎年、十町から選ばれた６～９歳の男児が「射手ボ

ボ」と呼ばれる神の子となって、馬上から矢を放ち若

一王子神社への流鏑馬奉納を行う。 

26 

若一王子神社 

大町流鏑馬 

保存会 

2004 

 

 

 

 

1200044 

伝統空間 選集５ 

信濃姨捨の 

棚田 

長野県千曲市 

棚田に映る美しい月「田毎の月」として名を馳せ、棚

田として国の文化財に指定された。耕作放棄地が増

加したが、「棚田貸します制度」などにより復活。 

28 

姥捨 

棚田名月会 

千曲市役所 

経済部農林課 

2004 

 

 

 

 

1200068 

伝統空間選集６ 

 

烏山の山あげ 

栃木県「烏山の山あげ」は、町の鎮守神である 

八雲神社の神様を神輿に移して、野外で歌舞伎舞

踊を奉納する神事です。路上に広がる奥行 100m も

の舞台・・・若衆が舞台装置を操り、背景の山がさま

ざまに変化する豪壮な野外歌舞伎。 

30 
烏山山あげ 

保存会 
2005 

 

 

 

 

1200225 

伝統空間選集７ 

金山の 

有屋番楽 

江戸中期、山伏修者が伝えたという民俗芸能 

「番楽」の素朴な音と旋律、古式にのっとった舞をい

まに受け継ぐ。オープニング：金山町と番楽：番楽と

を育む：山掛けと金山祭り：有屋番楽の形態と演目：

エンディング 

31 

稲沢番楽 

保存会 

柳原番楽 

保存会 

2007 

 

 

 

 

1200299 

伝統空間選集８ 

 

下中座の 

相模人形芝居 

神奈川県小田原市小竹。この地に人形芝居が 

伝わったのは江戸時代といわれています。 

「鉄砲ざし」という操法や人形のカシラの構造、 

上方文楽の「静」に対して「動」とも評される。 

昭和 55 年、国の重要無形民俗文化財に指定。 

31 
相模人形芝居 

     下中座 
2008 

 

 

 

 

1200390 

伝統空間選集９ 

 

鹿沼今宮神社

祭の屋台行事 

鹿沼今宮神社祭の屋台行事は、行列をなして 

町を曳き廻し、神社に奉納される屋台の中には江戸

時代、日光の社寺造営に携わった宮大工の手によ

る彫刻もあるとされ、見るものを魅了します。平成 15

年国の重要無形民俗文化財指定。 

31 
鹿沼いまみや付

け祭り保存会 
2009 

 

 

 

1200537 

伝統空間選集１０ 

 

野沢温泉村の 

  燈籠まつり 

「野沢組惣代」と呼ばれる代表のもと、25 歳厄年の

男、「三夜講」と呼ばれる 40～42 歳の男たちが中心

となって執り行うこの祭りは、「燈籠連れ」ともいわれ

「湯澤神社の例祭」として始まったされています。 

30 
地縁団体 

野沢組 
2010 
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登録番号 題名 内容 時間 

88261 ハワイの歌と演奏 カウアイ島 

ハワイの歌と演奏を映像で堪能できる作品。 

特典映像でフラダンス付き。 

収録曲：カウアイ・ビューティー、チャントほか 

(分) 

32 

88262 ハワイの歌と演奏 ハワイ島 
ハワイの歌と演奏を映像で堪能できる作品。 

特典映像でフラダンス付き。 

収録曲：カ・オルア・アロハ アロハ・オリオリほか 

34 

88263 ハワイの歌と演奏 マウイ島 
ハワイの歌と演奏を映像で堪能できる作品。 

特典映像でフラダンス付き。 

収録曲：ポハイ・ケ・アロハ、ハナ・チャントほか 

30 

88264 ハワイの歌と演奏 オアフ島 
ハワイの歌と演奏を映像で堪能できる作品。 

特典映像でフラダンス付き。 

収録曲：ナ・プア・カ・イリマ、ヘネ・ヘネ・コウ・アカほか 

35 

88273 
アイマックスドキュメンタリー 

グランドキャニオン 

1、４０００年前  2、ヨーロッパの発見者たち 

3、ジョン・ウェスリー・パウエル大佐の探検 

4、パウエル氏の自己  5、探検は続く 

6、キャニオンのチャレンジ 

7、空からのグランド・キャニオン 

35 

88274 
アイマックスドキュメンタリー 

ナイアガラ／奇跡と神話 
1、ナイアガラ  2、神話  3、神秘  4、奇跡 40 

88275 
アイマックスドキュメンタリー 

野生の宝庫／アラスカ 

1、氷河期  2、アラスカ  3、シベリアの狩猟者たち 
4、オーロラ  5、氷河  6、生命の繁栄  7、潮流 
8、集会所  9、鯨  10、鮭の移動 
11、厳冬を生き延びる  12、イヌビアット 

40 

88276 
アイマックスドキュメンタリー 

ハワイの神秘 

1、溶岩から生命へ  2、ギンケンソウ 
3、多雨林  4、海中楽園  5、海中島 
6、救命のために生命を危険にさらす 
7、空中からみたハワイ   

35 

88277 
アイマックスドキュメンタリー 

熱帯雨林 

1、熱帯雨林 2、古代森林 3、進化する熱帯雨林 
4、森の生き物  5、雨  6、暗闇にさしこむ光 
7、生き物の多様性  8、時間を越えて 
9、世界の森林  …… 21、未来に向かう旅 

38 

88278 
アイマックスドキュメンタリー 

グレート・バリア・リーフ 

1、原住民の立場  2、珊瑚礁の構造 
3、珊瑚礁の生態系 4、サメ 5、地域の島々 
6、カラフルな生き物たち  7、日が暮れたあと 
8、難破船 

39 

88279 
アイマックスドキュメンタリー 

アフリカ／野生のセレンゲティ 

1、何百万匹の様々な生き物  2、食物連鎖 
3、大移動  4、捕食動物  5、北にすむ動物たち 
6、燃える草原  7、ンゴロンゴロの噴火口 
8、ライオン  9、誇り高いサマイ ほか 

39 

88280 
アイマックスドキュメンタリー 

クジラ／知られざる生態 

1、クジラ  2、シロナガスクジラ  3、アルゼンチン 
4、キムとクジラ  5、ハワイ  6、ザトウクジラ 
7、回遊  8、シャチ  9、アラスカ 
10、バブルネッキング 

43 

88281 
アイマックスドキュメンタリー 

狼／ウルフ 

1、西部に戻ってきたオオカミの群 
2、ジャコウウシ  3、パイソン  4、ネズバース族 
5、オオカミの群は家族単位 
6、アイダホのオオカミを追う  ほか 

39 

88282 
アイマックスドキュメンタリー 

 世界七大秘境 

  世界七つの未開地を探る 

1、オープニング  2、秘境案内  3、マダガスカル 
4、チベット  5、アマゾン  6、イグアスの滝 
7、ナミブ砂漠  8、グリーンランド 
9、オカヴァンゴ川のデルタ地帯  10、最大の秘境 

39 



- 39 - 

 

登録番号 題名 内容 時間 

88283 

アイマックスドキュメンタリー 

 地球創世 

  太陽系惑星と地球の起源 

1、宇宙創世の幕開け  2、カオスの胎動 
3、神秘の解明  4、拡大する海底  
5、地球の沈静化  6、衝突する大陸 
7、移動する大陸  ８、新しい発見 

(分) 

32 

88284 
アイマックスドキュメンタリー 

 ザイオン峡谷 

  神秘にあふれる谷 

1、序章  2、聖霊の洞窟  3、シオンを追われた人々 
4、スペインの侵略者たち  5、原住民の反乱 
6、道の土地  7、探検家  8、平和の土地 
9、渓谷の素晴らしき景観  ほか 

38 

88285 
アイマックスドキュメンタリー 

 シャーク 

  巨大ザメの恐怖 

1、サメのテリトリー  2、サメの行動パターン 
3、鋼鉄のカゴで至近距離へ 
4、サメのメッカ、西オーストラリア 
5、マダラジンベイザメ  6、巨大ホオジロザメ ほか 

45 

88286 
アイマックスドキュメンタリー 

 火山の脅威 

  環太平洋火山帯 

1、環太平洋火山帯  2、1989 年ｻﾝﾌﾗﾝｼｽｺ大地震 
3、セントヘレンズ火山の大爆発  4、地中の大熱泉 
5、火山との共存  6、仏に見守られて 
7、火山帯の中心 

37 

88287 
アイマックスドキュメンタリー 

 セントへレンズ火山 

  1980年の大爆発の脅威 

1、カスケード山脈  2、セントヘレンズ火山の爆発 
3、捜索と救助活動  4、爆発地域の惨状 
5、噴火口  6、更なる爆発  7、１０年後 

27 

88288 
アイマックスドキュメンタリー 

 南極大陸 

  もうひとつの大自然 

1、南極  2、ペンギン 
3、氷冠  4、気象変化 
5、科学のために  6、更なる研究 

37 

88290 

アイマックスドキュメンタリー 

 グレート・ノース 

  北極圏に生きる 

1、グレート・ノース  2、極北のナヌーク 
3、カリブーのこども  4、百万力  5、サーム 
6、駆り集め  7、カリブーを追って 
8、サームの小屋  9、最後の駆り集め ほか 

41 

1200020 
未来に残したい 

  日本の自然１００選 １ 

《北海道》知床半島の自然林／釧路湿原 
／富良野の樹海／函館山 

《青森》屏風山湿原／蔦温泉の自然林 
《岩手》櫃取湿原／五葉山 
《秋田》白神山地のブナ林／風の松原 
《山形》今神山／寒河江川・朝日川上流のブナ林 
《宮城》伊豆沼・内沼／広瀬川 
《福島》信夫山／新舞子浜のクロマツ林 

113 

1200021 
未来に残したい 

  日本の自然１００選 ２ 

《茨城》奥久慈渓谷／涸沼 
《群馬》丸沼・菅沼／赤城山・荒山高原  
《栃木》鷲子山／西ノ湖 
《千葉》小櫃川河口の干潟／清登山 
《埼玉》平林寺の雑木林／狭山丘陵／名栗川渓谷 《東
京》多摩川／高尾山／秋川渓谷 
《神奈川》高麗山／箱根旧街道の杉並木 

112 

1200022 
未来に残したい 

  日本の自然１００選 ３ 

《新潟》福島潟／天水越のブナ林 
《富山》呉羽丘陵／縄ヶ池 
《石川》鉢伏山／内灘砂丘  
《福井》冠山／気比の松原  
《静岡》柿田川湧水群／寸又峡  
《山梨》西沢渓谷／青木ヶ原樹海 
《長野》奥裾花渓谷／木曾・赤沢の自然林 
《愛知》葦毛湿原／汐川干潟 

112 



- 40 - 

 

登録番号 題名 内容 時間 

1200023 
未来に残したい 

  日本の自然１００選 ４ 

《岐阜》宇津江四十八滝／金華山  
《三重》御在所岳・江野高原／七里御浜  
《滋賀》余呉湖／御池岳のオオイタヤメイゲツ群落 
《京都》芦生の自然林／京都・北山杉  
《和歌山》串本・大島の海金剛／天神崎  
《奈良》大和三山／玉置山  
《大阪》千里丘陵の竹林／淀川ワンド群  
《兵庫》再度山／氷ノ山 

(分) 

 

 

111 

1200024 
未来に残したい 

  日本の自然１００選 ５ 

《岡山》臥牛山／百間川  
《広島》帝釈峡／八幡湿原  
《山口》十種ヶ峰／長門峡  
《島根》宍道湖／日御碕  
《鳥取》久松山／諸鹿川渓谷  
《高知》四万十川／魚梁瀬千本山  
《愛媛》岩屋寺の自然林／面河渓  
《香川》津田の松原／寒霞渓  
《徳島》眉山／吉野川河口の干潟 

113 

1200062 花おりおり １  春の花 

ソメイヨシノ／シダレヤナギ／モモ／シュンラン／ 

ナノハナ／カタクリ／エドヒガン／カラタチ／ 

イチリンソウ／ヤマザクラ／チューリップ／ミツバツツジ 

アンズ／スミレ／カントウタンポポ／コブシ／サクラソウ 

ヤエザクラ／クマガイソウ／ヒナゲシ 

108 

1200063 花おりおり ２  初夏の花 

フジ／ウワミズザクラ／レンゲツツジ／ライラック／ 

メキシコマンネングサ／キリ／エゴノキ／カキツバタ／ 

ホオノキ／ミズバショウ／アジサイ／ユキノシタ／ 

ハナショウブ／ササユリ／ノアザミ／ベニバナ／ 

アマチャ／ナンテンハギ／クロユリ／ラベンダー 

108 

1200064 花おりおり ３  夏の花 

ナナツツバキ／アサガオ／クチナシ／ツユクサ／ 

ヒョウタン／ニッコウキスゲ／サギソウ／ハマナス／ 

オオハマボウ／ハス／ヒマワリ／ヤナギラン／ 

ゲッカビジン／ミソハギ／キョウチクトウ／ハマゴボウ 

アイ／サルスベリ／キキョウ／ハイビスカス 

108 

1200065 花おりおり ４  秋・冬の花 

コスモス／チョウセンアサガオ／マツムシソウ／ダリア 

ハギ／ヒガンバナ／ハマギク／リンドウ／サザンカ／ 

ヒイラギ／カンボタン／アロエ／ポインセチア／ 

スイセン／セツブンソウ／ウメ／フクジュソウ／ツバキ 

ミツマタ／フキノトウ 

114 

1200292 
世界遺産シリーズ 

知床・海・川・森の物語 

2005 年、日本で３番目の世界自然遺産に登録された 

知床。森の生き物がダイナミックに関わり合う、知床の複

合生態系を守るための試みを紹介します。 

31 

1200437 
長良川鵜飼 

  習俗記録映像 普及版 

本作品は、平成２０年度、長良川鵜飼習俗の現時点で

の姿を映像記録にとどめ後世に残すため、岐阜市 

教育委員会が実施した「長良川鵜飼習俗映像作成 

事業」の成果品である。 

12 

1200451 
水の旅路 

  ～坂東太郎 第二章～ 

・『県境に感じる旧河道の風』渡良瀬川 

・『自然への思いやりを再び』霞ヶ浦 

・『坂東太郎を源とする川』江戸川 他 

169 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200827 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅰ 

 

 北アメリカ 

１．イエローストーン  
２．グランド・キャニオン国立公園 
３．ヨセミテ国立公園  
４．カールズバッド洞窟群国立公園 
５．クルアーニー／ランゲル－セント・イライアス／ 
グレーシャー・ベイ／タッチェンシニー－アルセク 
 （１～４：アメリカ合衆国、５：アメリカ合衆国・カナダ） 

(分) 

 

 

60 

1200828 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅱ 

 

 中央アメリカ 

１．ベリーズのバリア・リーフ保護区（ベリーズ）  
２．アレハンドロ・デ・フンボルト国立公園（キューバ共和国） 
３．エル・ビスカイノのクジラ保護区（メキシコ合衆国）  
４．モーン・トロワ・ピトンズ国立公園（ドミニカ国） 
５．ダリエン国立公園（パナマ共和国） 

60 

1200829 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅲ 

 

 南アメリカ 

１．カナイマ国立公園（ベネズエラ・ボリバル共和国）  
２．ガラパゴス諸島（エクアドル共和国）  
３．パンタナル保全地域（ブラジル連邦共和国）  
４．イグアス国立公園 

（アルゼンチン共和国・ブラジル連邦共和国）  
５．ロス・グラシアレス（アルゼンチン共和国） 

60 

1200830 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅳ 

 

 アジア １ 

１．武陵源の自然景観と歴史地域（中華人民共和国）  
２．雲南三江併流の保護地域群（中華人民共和国） 
３．シュンドルボン（バングラデシュ人民共和国） 
４．アラビアオリックスの保護区（オマーン国） 
５．白神山地（日本国） 

60 

1200831 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅴ 

 

 アジア ２ 

１．キナバル自然公園（マレーシア）  
２．フォンニャ‐ケバン国立公園（ベトナム社会主義共和国）  
３．トゥバタハ岩礁海中公園（フィリピン共和国）  
４．ウジュン・クロン国立公園（インドネシア共和国）  
５．コモド国立公園（インドネシア共和国） 

60 

1200832 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅵ 

 

 オセアニア 

１．グレート・バリア・リーフ  
２．クインズランドの湿潤熱帯地域  
３．パーヌルル国立公園  
４．西オーストラリアのシャーク湾（１～４：オーストラリア連邦）  
５．テ・ワフポウナム－南西ニュージーランド 

60 

1200833 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅶ 

 

 ヨーロッパ １ 

１．ユングフラウ－アレッチェ－ビーチホルン（スイス連邦）  
２．コルシカのジロラッタ岬、ポルト岬、スカンドラ自然 

保護区及びピアナ・カランケ（フランス共和国）  
３．ドニャーナ国立公園（スペイン）  
４．エオリア諸島（イタリア共和国）  
５．プリトヴィッチェ湖群国立公園（クロアチア共和国） 

60 

1200834 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅷ 

 

 ヨーロッパ ２ 

１．カムチャツカ火山群（ロシア連邦） 
２．バイカル湖（ロシア連邦） 
３．ベラヴェシュカヤ・プーシャ／ビャウォヴィエジャの森 

（ベラルーシ共和国・ポーランド共和国） 
４．スレバルナ自然保護区（ブルガリア共和国） 
５．アグテレック・カルストとスロバキア・カルストの洞窟群 

（ハンガリー共和国・スロバキア共和国） 

60 

1200835 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅸ 

 

 アフリカ １ 

１．モシ・オ・トゥニャ／ヴィクトリアの滝 
（ザンビア共和国・ジンバブエ共和国） 

２．キリマンジャロ国立公園（タンザニア連合共和国） 
３．マラウイ湖国立公園（マラウイ共和国）  
４．セルー・ゲーム・リザーブ（タンザニア連合共和国）  
５．ジュッジ国立鳥類保護区（セネガル共和国） 

60 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200836 

ユネスコ世界自然遺産 Ⅹ 

  

アフリカ ２ 

１．バンダルギン国立公園（モーリタニア・イスラム共和国） 

２．メ渓谷自然保護区（セーシェル共和国）  

３．グレーター・セント・ルシア湿地公園（南アフリカ共和国）  

４．ニオコロ－コバ国立公園（セネガル共和国）  

５．チンギ・デ・ベマラ厳正自然保護区 

（マダガスカル共和国） 

(分) 

 

60 

1200837 
ユネスコ世界自然遺産 S 

   知 床 

アイヌ語で「地の果て」という意味を持つ知床の独自の生

態系、手付かずの自然に迫る。 
21 

1200889 広がれアサザの夢 

開発により水は汚れ自然も大きく失われた霞ヶ浦・ 

北浦。絶滅危惧種の水草・アサザの花畑をシンボルにし

た“アサザプロジェクト”が１９９５年発足。百年後にトキの

舞う湖を目指す“アサザ・プロジェクト”の活動を追う。 

65 

1201023 
尾瀬に魅せられて １ 

 秋の尾瀬 花と自然の宝庫・尾瀬は、四季を通じ、訪れる人を 

楽しませてくれる。この作品は尾瀬の撮影をライフ 

ワークとし、尾瀬の郷親善大使でもある写真家、新井幸

人氏がナビゲートし、平成２３年秋から２４年夏までに制

作されたシリーズの番組を再編集したもの。 

48 

1201029 
尾瀬に魅せられて ２ 

 春の尾瀬 
48 

1201030 
尾瀬に魅せられて ３ 

 夏の尾瀬 
48 

1201032 
絶海に浮かぶ進化の島々 

  小笠原諸島 

2011 年日本で 4 番目の世界自然遺産に登録された小

笠原諸島の自然と動植物の生態を科学的な視点で解説

する。 

33 

1200032 

ＮＨＫスペシャル 四大文明 

 エジプト 

～そしてピラミットがつくられた～ 

最新の発掘調査の成果を織り込みながら、自然と 

共栄しながら繁栄した古代エジプト文明の全貌を 

明らかにする。 

59 

1200033 

ＮＨＫスペシャル 四大文明 

 メソポタミア 

～それは、一粒の麦から始まった～ 

イラク各地にメソポタミア文明の遺産を訪ね、不毛の砂漠

地帯に栄えた古代文明の実像に迫る。 
59 

1200034 
ＮＨＫスペシャル 四大文明 

 インダス 

 ～謎の民は海を渡った～ 

インダス文字が未解読のため、深い謎につつまれてきた

インダス文明。海洋交易で栄えたその文明の謎に迫る。 
59 

1200036 

ＮＨＫスペシャル 四大文明 

 地球文明からのメッセージ 

  謎のマヤ・アンデス 

   ＜エピローグ＞ 

大河のほとりに栄えた四大文明とは全く異なる自然環境

で生まれた古代文明の姿を明らかにし、文明とはいかな

るものか、人類は自然とどう向き合うべきかを探っていく。 

49 

1200367 

ＤＶＤ美術館 

世界の名画ＢＥＳＴ100 DISC1 

 名画にみる神話・聖書物語 

・化粧するヴィーナス フォンテーヌ 

・ブロー派  

・受胎告知 レオナルド・ダ・ヴィンチ  

・最後の審判 ミケランジェロ 他 

 

57 

1200368 
ＤＶＤ美術館 

世界の名画ＢＥＳＴ100 DISC2 

 名画にみる風景・風俗 

・ウエイクの風車 ヤコブ・ファン・ロイスダール 

・鳥の飛ぶ麦畑 フィンセント・ヴァン・ゴッホ 

・夜警 レンブラント・ファン・レイン 他 

55 

1200369 
ＤＶＤ美術館 

世界の名画ＢＥＳＴ100 DISC3 

 名画にみる人物 

・モナ・リザ レオナルド・ダ・ヴィンチ  

・自画像 ポール・セザンヌ  

・晩鐘 ジャン＝フランソワ＝ミレー 他 

56 

1200370 
ＤＶＤ美術館 

世界の名画ＢＥＳＴ100 DISC4 

 名画にみる歴史 

・サン・ロマーノの戦い  

パオロ・ウッチェルロ ・ブレダの開場（長槍） 

ディエゴ・ベラスケス  

・民衆を導く自由の女神 ウジェーヌ・ドラクロワ 他 

57 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200371 

ＤＶＤ美術館 

世界の名画ＢＥＳＴ100 DISC5 

 名画にみる静物・花・置物 

・楽園 ヤン・ブリューゲル  

・リンゴとオレンジ ポール・セザンヌ  

・ひまわり フィンセント・ファン・ゴッホ 他 

(分) 

58 

1200206 
森に生きる 

―森の名手・名人― 

日本人と森との深い関わりの歴史と、その中で培われて
きた独自の林業技術を見つめ、また、現代にその技術を
受け継ぐ、森の名手・名人の姿を通じて、日本の木の文
化の重要性を訴える。 

32 

1200381 
日本の森シリーズ 

「生命の宝庫 亜熱帯の森 

～沖縄・奄美の島々～」 

西表島、沖縄本島北部のやんばる、そして、奄美大島を
中心に豊かな亜熱帯林の具体的な特徴を解説。これら
の地域でしか見られない多種多様な動植物たちを紹介
し、大自然の不思議と魅力に迫る。更に、亜熱帯の森と
人々との関わりを見つめ、貴重な森を守っていくための
様々な試みを紹介する。 

33 

1200532 
日本の森シリーズ 

「亜熱帯の森 

 ～生命をつなぐ知恵～」 

日本各地の森の自然環境、豊かな生態系を形成する多
様な動植物の世界を描き、人間と自然との関わりを見つ
める。暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に解説。 

34 

1200603 
日本の森シリーズ 

「四季が育む生命の山々 

～東北・冷温帯の森～」 

日本の亜熱帯、暖温帯、亜寒帯の森を取り上げていく日
本の森シリーズの第三話。東北の山々を中心に、四季そ
れぞれに豊かな表情を見せる冷温帯の森の具体的な特
徴を解説、多様な動植物たちを紹介し、自然の不思議と
魅力に迫ります。 

31 

1200904 

日本の森シリーズ 

「北の大地に息づく命 

～亜熱帯・北海道の森～」 

四季ごとに豊かな表情を見せる北海道の森で、密接に
関わり合いながら生きる多様な動植物たちの姿を紹介
し、自然の不思議とその魅力に迫ります。また、森と人々
の関わりを見つめ、貴重な森を守っていくための様々な
試みを紹介します。 

35 
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題名 「新漢詩紀行」 

登録番号 内容 時間 

1200817 第１巻 

【送別】送元二使安西・送友人・胡笳歌 送顔真卿使赴河隴・芙蓉楼送辛漸・送桂州厳大
夫  
【春爛漫】春暁・田園楽・江南春・長安春・春夜・登科後・哭孟寂  
【楼上の眺め】登岳陽楼・登鸛鵲楼・滕王閣・登金陵鳳凰台 

(分) 

 

75 

1200818 第２巻 

【交友】八月十五日夜 禁中独直対月憶元九・聞白楽天左降江州司馬・送友入京・歳暮帰
南山・送孟六帰襄陽・哭孟浩然・夢李白  
【情愛１】桃夭・責子・遊子吟・遊子・悼亡 二六首 其一・悼亡 二六首 其二・燕詩示劉
叟  
【情愛２】月夜・子夜呉歌 其三・子夜呉歌 其四・夜雨寄北・沈園二首・秋怨 

75 

1200819 第３巻 
【酒を友に１】山中与幽人対酌・勧酒・飲中八仙歌・少年行・卯時酒  
【酒を友に２】飲酒 二十首其七・魯郡東石門送杜二甫・飲湖上初晴後雨・清明・止酒  
【夏に詠む】夏日題悟空上人院・夏意・苦熱・山亭夏日・画題・四時歌 

75 

1200820 第４巻 
【戦乱１】春望・磧中作・新豊折臂翁・己亥歳・石壕吏  
【戦乱２】飲馬長城窟行・長城・出塞・涼州詞・従軍行 

50 

1200821 第５巻 
【懐古１】蘇台覧古・越中覧古・易水送別・題烏江亭・虞美人草  
【懐古２】蜀相・赤壁・烏衣巷・石頭城・長恨歌・王昭君 

50 

1200822 第６巻 
【世を嘆く】貧交行・題長安主人壁・再下第・憫農 二首・書憤・不致仕  
【気概】述懐・亀雖寿・行路難・左遷至藍関示姪孫湘・漁父  
【秋に憶う】秋風辞・汾上驚秋・秋風引・秋興・山行・九弁 

50 

1200823 第７巻 

【旅情】楓橋夜泊・旅夜書懐・除夜作・早発白帝城・猿  
【望郷】絶句 其一・絶句 其二・静夜思・聞雁・秋夜望単飛雁・九月九日憶山東兄弟・哭
晁卿衡 【閑適１】飲酒 二十首其五・竹里館・鹿柴・香炉峰下新卜山居草堂初成偶題東
壁・鐘山即事・初夏即事・尋隠者不遇 

75 

1200824 第８巻 
【閑適２】客至・渓居・題禅院／遣懐・尋胡隠君・雑詩  
【人生無情】古詩 十九首其十四・登幽州台歌・邙山・和孔密州五絶・代悲白頭翁 

50 

1200825 第９巻 
【老境】秋浦歌・照鏡見白髪・登高・回郷偶書 其一・回郷偶書 其二・澄萬駅通潮閣・挽
歌詩  
【冬に詠む】江雪・度桑乾・売炭翁・山園小梅・食猪肉 

50 

1200826 第 10巻 
【李白の人生】峨眉山月歌・清平調詞 三首其二・清平調詞 三首其三・望廬山瀑布・将
進酒・臨路歌  
【杜甫の人生】望岳・曲江・春夜喜雨・聞官軍収河南河北・江南逢李亀年 

50 
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【戦争・平和】 

 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

 

1201126 
 

爆心地 

～ﾋﾛｼﾏの記録～ 

原爆投下直前の町並み、家屋、普段通りの市

民生活。これまで語られることのなかった爆心

地における原爆被害の実態を、被爆生存者

の証言集をもとに、ハイテク映像３ＤＣＧと復

元実写で再現されている。 

(分) 

 

64 
－ 2007 

 1201127 
 

ﾋﾛｼﾏからの 

伝言 

原爆で失ったもの 

平和記念公園。そこは中島と呼ばれ、広島有

数の繁華街であった。。そこへ何の前触れも

なく人類史上初めての原子爆弾が投下され

た。失った往時の街並みと人々の暮らしを

CG で再現している。 

61 － 2010 

 

 

 

 

1201128 
 

知られざる 

ﾋﾛｼﾏの真実と原

爆の実態 

自らも被爆者である作者が、数多くの被爆者

たちの証言をもとに、爆心地周辺の原爆投下

前後の姿を再現した記録映画。 

62 － 2015 

 

 

 

 

1201069 
 
ＥＦＦＥＣＴＳ ＯＦ ＴＨＥ 

ＡＴＯＭＩＣ ＢＯＭＢ 
広島・長崎におけ
る原子爆弾の影響 

1946 年に完成しながらもアメリカによって接収

され、内容が機密に触れるという理由からアメ

リカ国内での公開もされることなく空軍基地に

保管されていた「まぼろしの原爆映画」。 

164 － 2009 

 

 

 

 

1200724 
 

ヒロシマナガサキ 

～白い光、黒い雨、  

あの夏の記憶 

スティーヴン・オカザキ監督が、１４人の被爆

者と４人の原爆投下に関与したアメリカ人の証

言を軸に、２５年の歳月をかけて完成させた渾

身のドキュメンタリー映画。 

112 － 2007 

 

 

 

 

1200718 

あの日 

－この校舎で 

５０年前に被爆した  

ナガサキの記憶 

被爆直後の長崎で救護所に当てられていた 

小学校で、直接に被爆者たちを看護した医療 

従事者たちが、目撃した人体被爆の生々しい 

状況を具体的に証言する。 

30 － 1996 

 

 

 

 

1200720 
 

ヒロシマの記憶 

幻の原爆フィルムで

歩く広島 

1945 年、原爆が投下されて 2 ヵ月。焦土の風

景と苦しむ被爆者は日本人の手によって撮影

された。当時の撮影したフィルムには治療を

受ける人々や医師と看護師、焼き尽くされた

建物、 

ガレキに埋まる人々が映し出されている。 

35 － 2005 

 

 

 

 

1200721 
 

長崎の記憶 

幻の原爆フィルムで

歩く長崎 

37 － 2009 

 

 

 

 

1200509 
絵日記による 

学童疎開６００日の

記録 

～お茶の水学童集団

疎開の記録～ 

集団疎開の出発から解散するまでの期間を

子どもたちが毎日書いていた絵日記をもとに

作成されたものである。一見穏やかな日々を

過ごしているよう描かれた日記の裏に、子ども

たちの本音が隠されている。 

28 － 2008 
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 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 1201173 
 
Paper Cranes 
Story    
 
～ケンタとマイコ
～ 
 

一羽一羽思いをこめて折られる千羽鶴。そ

の折り紙に、もし命があるとしたら…。ケ

ンタとマイコの冒険が今始まる。広島国際

アニメーションフェスティバル 2014「平和

のためのアニメーション」部門公式上映作

品。 

(分) 

 

 

27 アニメーション 2013 

 

 

 

 

 

1200200 
 
火垂るの墓 
 

昭和 20 年 6 月からの日本の敗戦をはさんだ

約 3 か月に 14 歳の清太と 4 歳の節子という

ふたりの兄妹はどう生きたかを描いた。 

 

88 

 

アニメーション 1998 

 

 

 

 

 

1200251 
 
あした元気に  

な～れ！ 
 

主人公かよこ（12 歳）が昭和 20 年 3 月 10

日の東京大空襲で家族 6 人を失い、生き残

ったたった独りの兄と共に戦後の混乱の中

を力強く生き抜いていく兄妹愛の実話。. 

90 アニメーション 2005 

 

 

 

 

 

1200585 
 
さとうきび畑 

こころにざわわ 聴こえますか。今、あら

ためて、平和への祈りを。。。忘れないで下

さい。多くの人々の祈りを平和への実りに

するために。（作詞・作曲：寺島尚彦 唄：

森山良子） 

11 アニメーション 2011 

 

【郷土・記録映像】 

登録番号 題名 内容 時間 

1200410 

1200411 

日立のふるさと再発見シリーズ№１ 

 土に埋もれた文化財 

 ～縄文人の生活をたずねて～ 

市内の遺跡から発掘された出土品をもとに、日立の 

古代の歴史や文化財に対する関心を深める。 

(分) 

61 

1200412 

1200413 

日立のふるさと再発見シリーズ№２ 

 かやぶき屋根の四季 

    ～のら仕事を追って～ 

あるかやぶきの家をモデルに農家の年中行事と 

米作りの一年をふるさとのイメージとしてとらえる。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

21 

1200414 

1200415 

日立のふるさと再発見シリーズ№３ 

 信仰の山 かびれ 

入四間町かびれの峰は古来から神の住む山として 

伝えられてきた。山岳信仰の姿を史跡や行事で紹介。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

15 

1200416 

1200417 

日立のふるさと再発見シリーズ№４ 

 水木のいまむかし 

水木地区の昔から伝えられてきた「当屋祭」の記録を中

心に水木地区の歴史、産業、観光等を紹介。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

20 

1200418 

1200419 

日立のふるさと再発見シリーズ№５ 

 川尻のいまむかし 

川尻地区の歴史、産業、観光、自然等を海に関する行

事や酒造の工程を中心に紹介する。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

21 

1200420 

1200421 

日立のふるさと再発見シリーズ№６ 

 ふるさと諏訪 

諏訪には古い歴史があり、自然環境も豊かで、 

文化財も豊富にある。それらを可能なかぎり映像化。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

24 

1200422 

1200423 

日立のふるさと再発見シリーズ№７  

 日立地方の講中 

玉簾寺（平山地区）を中心に、南高野、小木津浜、 

銀座通り商店街で行われている講中を紹介。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

20 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200424 

1200425 

日立のふるさと再発見シリーズ№８ 

 成沢のいまむかし 

地域を縦断して流れる鮎川に沿って、成沢地区の 

今と昔を対比しながら、歴史や文化を紹介する。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

(分) 

15 

1200426 

1200427 

日立のふるさと再発見シリーズ№９ 

 大久保のいまむかし 

大久保鹿島神社を中心に、大久保地区の今と昔を 

対比しながら、歴史や文化を紹介する。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

22 

1200428 

1200429 

日立のふるさと再発見シリーズ№10  

 久慈浜今昔 

久慈浜地区を題材に、伝説にまつわる「おどう」の 

神事の記録や日立港一帯の今昔の対比を描いた 

作品。日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

21 

1200431 

1201197 

日立のふるさと再発見シリーズ№11 

 共楽館界隈 

共楽館の歴史と現在、そして日立市とのかかわりを 

表現した作品。 

日立市視聴覚教育推進委員会社会教育班制作。 

20 

1200398 

1200399 

日立のふるさと再発見シリーズ№12 

  日立駅前物語 

日立駅前の新旧の対比にとどまらず様々なエピソード

をたくさん盛り込んだ作品。 

日立市視聴覚教育推進委員会教材制作社会教育部制作。 

19 

1200432 

1200433 

日立のふるさと再発見シリーズ№13 

視聴覚センターが撮った 

日立市の２０年 

昭和５６年から平成１２年までに視聴覚センターが 

記録してきた映像で日立市の移り変わりを振り返る。 
43 

1200400 

1200401 

日立のふるさと再発見シリーズ№14 

 河原子のいまむかし 

河原子地区を題材にその歴史や文化を紹介し、今と昔

を対比する。 

日立市視聴覚教育推進委員会教材制作部制作。 

18 

1200122 

1200123 

日立のふるさと再発見シリーズ№15 

  日立風流物の昔と今 

国指定重要有形・無形民俗文化財「日立風流物」にス

ポットをあて、その昔と今を紹介する。 

日立市視聴覚教育推進委員会教材制作部制作。 

23 

1200220 

1200221 

日立のふるさと再発見シリーズ№16 

  ふるさと十王 

日立市と十王町の合併に伴い、広く十王地区を紹介す

る作品。十王地区の自然・歴史・民俗等を網羅し、四季

を通じて美しい風景が盛り込まれている。 

日立市視聴覚教育推進委員会教材制作部作品。 

21 

1200242 

1200243 

日立のふるさと再発見シリーズ№17  

日立二十四景 

地域資源の再発見や郷土愛の醸成を目的に、日立市

が特にすぐれた景観（自然景観・名所旧跡・産業資産・

都市景観）として選定した「日立二十四景」 

30 

1200404 

1200405 

日立のふるさと再発見シリーズ№18 

  会瀬のいまむかし 

歴史、民俗、産業、自然景観などをテーマに、豊かな

自然に囲まれた貴重な文化遺産が残る会瀬地区を紹

介する。 

21 

1200539 

1200540 

1200541 

日立のふるさと再発見シリーズ№19 

 日立の文化財めぐり 

   第一部 北部 

日立市北部の歴史、民俗、美術、自然等の貴重な文化

財を紹介する作品で、ふるさとの歴史や文化を知る手

がかりとなっている。 

21 

1200751 

1200752 

日立のふるさと再発見シリーズ  

 日立の文化財めぐり 

１．第 1 部 北部編 十王台遺跡出土十王台式土器愛
宕原火葬墓出土骨蔵器ほか  

２．第 2 部 中部編 日立風流物、日立のささら、桜塚、
旧久原本部、旧共楽館ほか 

３．第 3 部 南部編 木造釈迦如来像（宝塔寺）、諏訪
梅林、諏訪のヤマザクラ、南高野貝塚ほか 

58 

1200196 

1200197 
さよなら日立電鉄線 

日立市と常陸太田市を結ぶ日立電鉄線（鮎川－常北

太田駅 18.1 ㎞）が 2005 年 3 月末で 77 年の歴史に幕

を下ろした。「地域住民の足として惜しまれつつ廃止と

なった、最後の日立電鉄線」を日立電鉄の協力を得て

記録した。 

43 

1200124 ウミウのふるさと日立市 

鵜飼文化を支えるウミウ捕獲 １３００年の歴史を誇る

「鵜飼」を支える日立市にある「ワザ」。このウミウ捕獲か

ら生まれた各地との交流やイベントを大切にしたい。 

14 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200132 

ズームアップひたち 

 ～空からみた 

   平成１５年の日立市～ 

平成４年度の空撮を交えながら、ヘリコプターの映像を

中心に比較しながら日立市を見る 

(分) 

19 

1200406 

1200407 

わがまち日立シリーズ№１９ 

  日立の自然 

「植物及び自然」にスポットを当て、特徴的な土地の様

子や植生、気候を題材とした作品 
19 

1200542 よみがえる昭和初期の久慈浜 

昭和初期の日立市久慈町の街の様子、人々の暮らし

がうかがえる映像。市民から寄贈された３５ミリフィルムを

視聴覚センターでデジタル化。 

9 

1200435 

1200436 
十王物語 

このＤＶＤは、十王町閉町記念として、十王町誕生から

今日までの暮らしの様子を映像と音声にまとめた作品。

なお、映像の背景に流れる音楽は、十王町立十王中学

校の生徒による演奏と合唱である。 

23 

1200048 
大煙突への旅 

新日鉱グループ創業１００周年記念事業 

新日鉱グループは 1905（明治 38）年 12 月に、久原房

之助が多賀郡日立村の赤沢銅山を買収し、日立鉱山

として開業して以来、創業 100 周年を迎えます。 

19 

1200130 大煙突讃歌－記録映像－ 
日立鉱山のシンボルでもある大煙突にスポットをあて、

1985 年から 1993 年までの姿を描いた作品。 
54 

1200958 
日立のまち案内人が行く 

   ＰＡＲＴ１ 

1．赤羽横穴墓 2．南高野貝塚 3．西の妻古墳  

4．甕の原古墳 5．滑川浜古墳 6．上の代遺跡 

7．十王前横穴 8．日立のさくら 9．田楽原児童公園 

10．古房地公園 11．河原子海岸 12．鮎川浜 

73 

1200968 
日立のまち案内人が行く  

   ＰＡＲＴ２ 

13．鵜の島 14．小木津山自然公園 15．小貝浜  

16．泉が森 17．諏訪梅林 18．十王パノラマ公園 

19．日立おさかなセンター 20．日立武道館 

21．ウミウ捕獲場 

79 

1200970 
日立のまち案内人が行く 

   ＰＡＲＴ３ 

22．イブキ樹叢 23．竪破山 24．大窪城・暇修館 

25．山尾城 26．相賀の館 27．岩城相馬海道北部 

28．岩城相馬海道南部 29．岩城相馬海道南部 

30・神峰神社大祭礼 

95 

1200972 
日立のまち案内人が行く 

   ＰＡＲＴ４ 

31．助川海防城跡 32．七つの海防施設  

33．流鏑馬・駒つなぎのイチョウ 34．諏訪神社 

35．八幡太郎義家伝説 36．串形古舘・カタビラ小屋 

37．大橋城跡 38．日立のささら 

108 

1200046 

1200047 

日立の産業生誕１００年 

 ひたち 工業都市の発展とともに 

平成１７年は、工都日立市発展のスタートとなった日立

鉱山の創業１００周年にあたります。 

本作品は、この歴史的な節目に、本市の歩みを振り返

り、先人の築いてきた貴重な歴史をまとめたもの。 

20 

1200226 

1200227 

日立市立高原小学校 

最後の１年 １３３年間ありがとう 

高原小学校・閉校 

１ 沿革及び学校生活ほか 

２ 運動会・鳥追祭ほか 

３ 卒業式・閉校式 

90 

1200207 

1200402 
日立市立高原小学校閉校記念 

第１章：高原小の沿革「１３３年のあゆみ」 

第２章：学校生活の様子 

第３章：奉仕作業 

第４章：宿泊学習 

第５章：高原夏祭り 

第６章：秋季大運動会 

100 

1200645 

1200646 
八角神輿 輝き再生 

八角神輿が出来てから１３０年が経過し、大改修するこ

ととなった。その１年間の記録である。 
29 
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登録番号 題名 内容 時間 

1200680 日立市川尻町の災害 

平成２３年３月１１日の東日本大震災時の日立市川尻

町の災害の様子を津波の第２波とその後の様子を 

記録した映像  撮影・編集 清水啓志（川尻町） 

(分) 

17 

1200982 

～ 

1200986 

東日本大震災映像記録 

     「３．１１からの出発」 

・東日本大震災直後の日立市（川尻、会瀬、河原子、水木町） 

・東日本大震災 茨城の記録 

・あれから２年 東日本大震災 2013 鵜の島温泉旅館の

２年 

60 

 

【ＶＨＳテープ】 

 

 №/タイトル 内    容 時間 出演等 製作年 

 

 

 

60332 
 

スペインからの 

      手紙 

子供たちの理想郷スペインのベンポスタと日本に遠

く離れて暮らす兄弟の心のふれあいを描く。 

(分) 

 

110 

緒方直人 

原田知世 

源啓介 

1993 

 

 

 

60328 
 

学校 

様々な境遇、年齢の生徒が学ぶ、東京下町の夜間

中学校を舞台に、彼らの心の交流を描く。 
129 

西田敏行 

竹下景子 

萩原聖人 

1993 

 60329 
 

学校Ⅱ 
北海道の小さな街にある高等養護学校の舞台に、

あるクラスの入学から卒業までの出来事をつづる。 
122 

西田敏行 

吉岡秀隆 

永瀬正敏 

1996 

 

 

60330 
 

遠き落日 
野口英世を、母親シカとの関係を通して、より生身

の人間としてとらえ、母と子の愛の姿を描く。 
118 

三田佳子 

三上博史 

仲代達也 

1992 

 

 

 

60331 
 

息子 
父と子の絆、ハンディを乗り越えた若者同士の恋、

本当の幸福とは何かを問いかけた作品。 
121 

三國連太郎 

永瀬正敏 

和久井映見 

1991 

 

 

 

1100407 
 

次郎物語 

時は昭和の初め。次郎の実家・本田家は、古くから

続いた由緒正しい家柄で、士族の格式を守り、しつ

けも厳しく息もつまりそうな思いの毎日が始まる。 

119 

加藤剛 

高橋惠子 

伊勢将人 

1987 

 

 

1100401 
 

父と暮せば 

広島原爆を背景に描く、心温まる父と娘の物語。愛

する人々を原爆で失い、自分が生き残ったことへの

負い目を感じている美津江に、父の竹造（幽霊）が

現れる。 

99 
宮沢りえ 

原田芳雄 
2004 

 

 

1100467 
 

紙屋悦子の 

青春 

主人公悦子の縁談相手は密かに想っていた明石

の親友・永与だった。明石を想う悦子、出撃を控え

永与に悦子を託す明石、２人の想いを受け止める

永与、戦火に芽生えた恋物語。 

113 
原田知世 

永瀬正敏 
2006 

 

 

 

62583 
米百俵 
小林虎三郎の 

天命 

明治３年、教育こそ人間形成の要諦という理想を掲

げ、「国漢学校」を設立した小林虎三郎の物語。 
98 

中村嘉葎雄 

真行寺君枝 

沖田浩之 

1993 


