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利 用 の ご 案 内 
 
    視聴覚ライブラリ―の資料や機材を利用することができるのは、秦野市内の

保育園、幼稚園、小中学校、会社、自治会、子ども会、社会教育関係団体、官

公署等の団体です。原則として、個人での利用はできません。 
 

１   利用するには………団体登録が必要です。 
    図書館に用意してある「視聴覚利用団体登録申請書」に、必要事項を記入の

うえ提出してください。登録が済みますと視聴覚利用団体登録証を発行します。 
なお、この申請書は秦野市役所公式ホームページからダウンロードすること

もできます、詳細は、図書館までお問合せください。 
 

２    借りるときは………事前に予約をしてください。 
    予約は、翌々月のご利用分までお受けいたします。直接来館されるか、電話

で予約してください。 
    借りることができる本数は５本まで、借用期間は原則として３日間です。 
    借りる際には、「視聴覚利用団体登録証」を必ずお持ちください。なお、１

６ミリ映画フィルム・映写機をご利用になる場合には、｢１６ミリ映写機操作

技術認定証｣も合わせてお持ちください。 
※ ｢１６ミリ映写機操作技術認定証｣をお持ちでない方は、１６ミリ映画フ

ィルム・映写機はご利用できません。 
 

３    返却のときは………報告書をお忘れなく！ 
    貸出しの際に｢使用報告書｣をお渡しいたしますので、返却時に必要事項をご

記入のうえ提出してください。 
 

４    使用にはご注意ください。 
   視聴覚ライブラリーの資料は皆さまのものです、大切にご利用ください。 
 ※紛失や破損等の場合、弁償していただくこともあります、著作権補償料が

加算されるため、通常のＤＶＤより高価になりますので、使用には充分ご注意

ください。 
 
☆次のような目的での利用はできません。 
ⅰ    特定の政党・宗教を支持し、またはこれらに反対するための政治・宗教

教育のための利用 
ⅱ    有料の映画会等を開催するなど、営利を目的とする利用 

 

☆休館日にご注意ください。 
ⅰ    休館日 

     月曜日（祝日にあたる日は開館し、翌平日が休館日）、資料整理休館  
（おおむね毎月最後の金曜日）、年末年始、資料特別整理期間（年１回実施、  
おおむね８日以内）ほか 

ⅱ    開館時間 
    水～日  ………午前９時～午後７時 
    火・祝日 ………午前９時～午後５時 



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1001 大船渡こどもテレビ局
２０１１．８．４～１２

ディスク１
38分

ディスク2
56分

2011

２０１１年８月、岩手県大船渡市泊地区
のこども達が東海大学の協力のもと、テ
レビ番組作りに挑戦した。自分達の家族
のこと、大好きな大船渡のこと、そして
震災のこと・・・。想いがたくさん詰
まったこども達の様子を収録(東海大学
文学部制作)

ディスク２
枚

1002
東海大学ミネスタウェー
ブ
０９．０５

15 2009

２００９年５月から裁判員制度が始ま
る。この制度によって私たちの判断次第
で、少年少女も大人と同じように刑罰を
処されるかもしれません。私たちは今ま
で、「裁く」ということについて真剣に
考えたことがあるでしょうか？(東海大
学文学部制作)

1003
東海大学ミネスタウェー
ブ
０９．９

15 2009

夏は海水浴やマリンスポーツなど楽しい
ことがある反面、海にはさまざまな危険
も存在する。人命を守るためにはどのよ
うな取り組みをしているのでしょうか。
また、どのような問題を感じているので
しょうか？(東海大学文学部制作)

1004
東海大学ミネスタウェー
ブ
０９．１１

15 2009

日本の伝統工芸である「はんこ」。平塚
の「東曜印房」というはんこ店が創業１
００年を迎えた。１００年の歴史を持つ
職人芸を受け継ぐ苦労と現代のはんこ職
人の抱える問題を追う。(東海大学文学
部制作)

1005
・

1006

東海大学ミネスタウェー
ブ
１０．０１

15 2010

近年、食の安全性に対する消費者の不安
が問題視されている。東海大学の近くに
ある「てるてる農園」を持つ臼井氏は農
業を始めてまだ間もないが、野菜づくり
に対する熱い想いは期間の短さを感じさ
せない。臼井氏が考える「食」とはいっ
たいどのようなものなのでしょうか？
(東海大学文学部制作)

1007
・

1008

東海大学ミネスタウェー
ブ
１０．０５

15 2010

今の若者にとって戦争は教科書の中の話
や、昔の話になりつつある。戦争の記憶
は当時を経験した人たちの中に今も残っ
ており、そこで、「記憶の中の戦争～次
の世代に伝えるために～」では戦争体験
者の想いや戦争を知らない世界の考えな
どを通じてさまざまな視点から戦争体験
者の願いや、次の世代に伝えていくべき
ことを考える。(東海大学文学部制作)

ＤＶＤ
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1009
・

1010

東海大学ミネスタウェー
ブ
１０．０７

15 2010

神奈川県中井町は、豊かな自然が残る町
です。そこに住む人々は自然とどのよう
に関わっているのでしょうか。中井町の
自然を守る活動をしている人々の姿や、
中井町の教育現場での取り組みを通じ
て、私たちが自然と共生していく方法を
考える。(東海大学文学部制作)

1011
東海大学ミネスタウェー
ブ
１０．０９

15 2010

東海大学医学部付属病院は現在、神奈川
県から委託されドクターヘリを運用して
いる。今回は、そのドクターヘリに従事
する人々の姿を通して、地域における救
命救急の最前線で何が起きているか、
人々が１つの命を救うために人々がどの
ように関わり、命とどのように向き合っ
ているのかを考える。(東海大学文学部
制作)

1012
・

1013

東海大学ミネスタウェー
ブ
１０．１１

15 2010

ペットブームという社会現象で動物を飼
う家庭が増えた一方で、多くの動物が人
間の都合により命を失っている。
ペットブームのこうした現実をうけ、
ペットについてもう一度見直すととも
に、「命の重さに優劣はあるのか？」改
めて「命」という言葉の重みを見つめ直
す。(東海大学文学部制作)

1014
東海大学ミネスタウェー
ブ
１１．０１

15 2011

東海大学製作のドキュメンタリー番組
「ミネスタウェーブ」の１月放送作品
「安全というおいしさ」が、東海大学国
際教育センター・別課日本語研修過程の
留学生対象授業の教材として活用される
ことになった。なぜ教材として使われる
ようになったのかを考えるとともに、ミ
ネスタウェーブのあり方や、学生がメ
ディアを使いテレビ番組を制作する意味
を改めて考える。(東海大学文学部制作)

1015
東海大学ミネスタウェー
ブ
１１．０３

15 2011

毎年２月から３月にかけて、約４０日
間、東海大学生が、大学の所有する海洋
研修航船「望星丸」に乗り、東南アジア
を旅する海外研修が行われている。１９
６８年から４２年間続く海外研修航海の
歴史を振り返りながら、第４２回海外研
修航海の出港までを追う。(東海大学文
学部制作)

1016
・

1017

東海大学ミネスタウェー
ブ
１１．０５

15 2011

就活氷河期が叫ばれている今夢を追いか
けた”将来設計”をする学生達が少なく
なってきている昨今、ＯＢの方々の中に
はやりがいや誇りを持ち仕事をしている
人々もいる。そんな人々を取材し”働き
がい”とは何かを問い、就職活動を控え
た学生達にその姿を届ける。(東海大学
文学部制作)
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1018
・

1019

東海大学ミネスタウェー
ブ１１．７

15 2011

東海大学広報メディア学科の学生と教員
が、東日本大震災による被災地支援のた
め、岩手県大船渡市と陸前高田市を訪
れ、学生が目の当たりにした被害の大き
さ、被災者の方々の声から感じたことを
伝える。(東海大学文学部制作)

1020
・

1021

東海大学ミネスタウェー
ブ
１１．０９

15 2011

男女雇用機会均等法の施行から２５年、
女性の社会進出は目覚しく、一段と活躍
の場を広げてきた。特に自衛官、車掌、
消防士など”男の職場”とされてきた分
野への飛躍も目立っている。そこで今回
は女性の進出が注目される航空業界の操
縦士に焦点を当て、東海大学工学部航空
宇宙学科航空操縦学専攻で操縦士を目指
す女子学生の姿を追った。女性の社会進
出の背景にある社会の変化、そして女性
の立場の変容に迫る。(東海大学文学部
制作)

1022
・

1023

東海大学ミネスタウェー
ブ
１１．１１

15 2011

２０１１年９月１日、日本の高齢者人口
が過去最多となった。しかし現在、日本
の福祉事業は人材不足という大きな問題
を抱えており、福祉事業に携わる職員
は、低賃金・長時間労働など過酷な状況
を強いられている。そこで、現場だから
わかる介護の大切さや難しさを通じて、
高齢化社会の問題を考える。(東海大学
文学部制作)

1024
東海大学ミネスタウェー
ブ
１２．０１

15 2012

平塚を落書きのない、ぴかぴかの街にし
たいという気持ちから結成された「平塚
をみがく会」。住民やボランティアだけ
でなく、市や学生、商店街、企業までも
が一緒になって活動している。このよう
に、地域が一体となって問題に取り組む
姿を追う。(東海大学文学部制作)

1025
・

1026

東海大学ミネスタウェー
ブ
～未来へ～

120 2012

東日本大震災から一年。全国の人々が東
北のことを考え、立ち上がり、行動し
た。その思いは形となり、東北に笑顔を
広げていく。私たちは支え合いながら生
きていける。私たちが生きる未来にも何
が起きるかは分からない。それでも心を
通わせてくれる人たちがいる。(東海大
学文学部制作)

リーフレッ
ト有

1027
・

1028

東海大学ミネスタウェー
ブ
１２．０５

15 2012

２０１２年５月２１日に天体現象「金環
日食」が２５年振りに観測された。東海
大学では「金環日食観測プロジェクト」
というチームを学生と教職員で結成し準
備を開始した。日食観測では、その経験
をした人たちは、その人生観が変わるほ
どの経験とまで語る人もいる。日食観測
とはどの様な魅力があり、なぜこれ程ま
でに人々を惹き付け、何が学べるので
しょうか。そのプロジェクトを追った。
(東海大学文学部制作)
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1029
・

1030

東海大学ミネスタウェー
ブ
１２．０７

15 2012

今日、公共施設などでバリアフリーが進
むなか、教育の現場にもバリアフリーが
取り入れられている。平塚市の拡大教科
書作りもその活動の１つであり、社会が
求めている福祉環境と福祉を利用する
人々の目線に立ち、現在のボランティア
活動が発信するメッセージを伝える。
(東海大学文学部制作)

1031
・

1032

東海大学ミネスタウェー
ブ
１２．０９

15 2012

２０１２年４月から、全国の中学校にお
いて、武道とダンスが必修化となった。
今まではどちらも選択科目であったた
め、男子は武道、女子はダンスを選択す
る学校が多かったが、今回の必修化によ
り男女が両方の内容を履修することに
なった。これによって様々な可能性が新
たに生まれることになる。この新たな可
能性の良さを伝える。(東海大学文学部
制作)

1033
東海大学ミネスタウェー
ブ
１２．１１

15 2012

近年、食育に注目が集まっている。平塚
にゆかりのある文化人「村井玄斎」は西
洋に負けない立派な日本人を育てるた
め、当時のベストセラー小説「食道楽」
を通じて職の大切さを説いた。
今回は「村井玄斎」や食の大切さを訴え
る団体を取り上げ、食べるという行為に
に注目する。(東海大学文学部制作)

1034
東海大学ミネスタウェー
ブ
１２．０３

15 2012

陸前高田では「桜ライン３.１１」とい
う津波の到達地点に桜を植え、ここに津
波があった事実を後世に残すプロジェク
トを行っている。松田町は３月１１日に
咲く早咲きの桜を贈る等支援を行った。
そこで、今回は松田町で桜ライン３．１
１を支援している活動を追う。(東海大
学文学部制作)

1035
知のコスモス
シリーズ～いのち～
第１回

15 2009

東海大学文学部心理社会学科近藤卓教授
を招き、いのちの教育について、最新の
著作「死んだ金魚をトイレに流すな」
（集英社文庫)のお話や、いのちの大切
さを子どもたちにどのように伝えていく
のか、現場で奮闘されておられる近藤先
生の熱いメッセージを収録(東海大学文
学部制作)

1036
知のコスモス
シリーズ～いのち～
第２回

15 2009

第２回目は、東海大学文学部広報メディ
ア学科の谷岡理香准教授を招き、「こと
ばといのち」の関係性について、谷岡先
生の学外活動である小田原少年院での”
ことばの授業”を通して伝えていく。相
手に自分の気持ちをより深く伝えること
ばとは何か。人と人との交流になぜこと
ばが大切なのかを語る。(東海大学文学
部制作)
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1037
知のコスモス
シリーズ～いのち～
第３回

15 2009

第３回目は東海大学文学部北欧学科の池
上佳助准教授を招き、北欧の文化を通じ
て「この尊重と命の尊厳」の関係性につ
いて、北欧では、人の生死についても
「個」を尊重し、その人らしく最期を看
取ることが大事であると考えている。そ
れは、幼いころの児童教育内容から培わ
れる価値観です。この児童教育と、人々
の生死にどのような関連があるのでしょ
うか。(東海大学文学部制作)

1038
知のコスモス
シリーズ～いのち～
第４回

15 2009

東海大学アメリカ文明学科の横山玲子先
生を招き、中南米の置ける文明の調査・
研究から、現代における"いのち”のあ
り方について、中南米には、マヤ・アス
テカ・インカに代表されるさまざまな文
明が成立している。これらの独自の文明
は、現代文明のあり方にどのようなメッ
セージを発信しているのでしょうか。
(東海大学文学部制作)

1039
知のコスモス
シリーズ～いのち～
第５回

15 2009

東海大学文学部日本文学科の伊藤一郎専
任教授を招き、近代小説を代表とする芥
川龍之介を通して、現代における命のあ
り方について、芥川は暗い人生を歩み続
けたとされているが、果たしてそれだけ
なのでしょうか。芥川が妻の文に送った
恋文から、彼の生きた時代をみつめる。
(東海大学文学部制作)

1040
知のコスモス
シリーズ～いのち～
第６回

15 2010

第６回目は東海大学文学部長　歴史学科
東洋史専攻の斎藤道子教授。中国古代人
を通して見えてくるいのちのあり方につ
いて、日本では文字さえ存在していな
かった時代に、古代中国の人々はいのち
に対してどのような考えを持っていたの
でしょうか？(東海大学文学部制作)

1041
知のコスモス
シリーズ～きずな～
第７回

15 2010

第７回放送では、東海大学文学部ヨー
ロッパ文明学科の金沢百枝先生を招き、
ヨーロッパ･ロマネスク時代の教会に見
る”きずな”について、ロマネスク時代
の人々にとって協会(聖堂) は大切な場
所だった。協会には様々な模様が刻まれ
ている。このような協会の美術は何を語
り、そこからどのような”きずな”が見
えてくるのでしょうか？(東海大学文学
部制作)

1042
知のコスモス
シリーズ～きずな～
第８回

15 2010

東海大学文学部歴史学科考古学専攻の松
本建速先生を招き、古代の日本人生活様
式に見る現代の”きずな”のあり方や大
切さについて、土器は現代にどのような
メッセージを残しているのでしょうか。
当時の人々の生活や文化を通して、絆に
ついて考える。(東海大学文学部制作)
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1043
知のコスモス
シリーズ～きずな～
第９回

15 2010

東海大学文学部英語文化コミュニケー
ション学科河合優子准教授をお招きして
異文化間コミュニケーションという視点
から、文化や価値観をめぐる”きずな”
について、現代の日本社会では、世代を
問わずいじめなど人間関係に関わる問題
が深刻化している。なぜこうした問題が
起きるのかを、国や民族を含めて普段の
生活における異文化間コミュニケーショ
ンに焦点を当てる。(東海大学文学部制
作)

1044
知のコスモス
シリーズ～きずな～
第１０回

15 2010

東海大学文学部文芸創作学科の堀啓子教
授をお招きして「明治時代の大衆小説が
人々にもたらした影響とは何か」という
切り口から、日本近代文学で描かれた”
きずな”について、日本近代文学を専門
としている堀教授自らが翻訳した「金色
夜叉」の種本である「女より弱き者」や
それらに関連した本等を交えながら、”
きずな”のあり方、大切さについて語
る。(東海大学文学部制作)

1045
知のコスモス
シリーズ～きずな～
第１１回

15 2010

東海大学文学部アジア文明学科の内藤耕
先生を招き、バリの宗教から見えてくる
親族の絆という視点から、現代の日本に
おける”きずな”のあり方について考え
る。バリでは、宗教的な儀式を通じて家
族の絆を深める。日本とバリでは家族間
のコミュニケーションにどのような違い
があるのでしょうか？(東海大学文学部
制作)

1046
知のコスモス
シリーズ～きずな～
第１２回

15 2011

東海大学文学部歴史学科日本史専攻の三
田武繁准教授を招き、日本中世史という
分野からきずなについて、鎌倉時代は武
士を中心とした政権が登場するなど、武
家社会が大きく成長した時代、その武家
社会を支えていたのが主従関係だった。
そこから見えてくる主人と従者のつなが
りや家の継承の祭りにはいったいどのよ
うな物語があったのかを語る。(東海大
学文学部制作)

1047
・

1048

知のコスモス
シリーズ～まなび～
第１３回

15 2011

東海大学文学部文明学科日本史専攻の田
尻裕一郎先生を招き、江戸中期～後期に
おける儒教の意義から”まなび”につい
て考える。(東海大学文学部制作)

1049
知のコスモス
シリーズ～まなび～
第１４回

15 2011

東海大学文学部歴史学科西洋史専攻の川
崎亜紀子准教授を招き、フランス北東部
アルザス地方の歴史から”まなび”につ
いて考える。１９世紀のアルザス地方
は、ドイツとフランスの戦争に巻き込ま
れ、その影響で両国の言語や食文化が混
在し、独自の文化を構築してきた。この
ようなアルザスの文化や歴史から今の日
本人が学べることについて語る。(東海
大学文学部制作)

6



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1050
・

1051

知のコスモス
シリーズ～まなび～
第１５回

15 2011

東海大学文学部アメリカ文明学科中島朋
子准教授を招き、日本の美術工芸品がど
のように日本とアメリカに影響を与えて
きたのかを歴史的なかかわりから探り、
そこから見えてくる”まなび”について
考える。(東海大学文学部制作)

1052
知のコスモス
シリーズ～まなび～
第１６回

15 2011

東海大学文学部アメリカ文明学科中島朋
子准教授を招き、日本の美術工芸品がど
のように日本とアメリカに影響を与えて
きたのか考える。(東海大学文学部制作)

1053
知のコスモス
シリーズ～まなび～
第１７回

15 2011

東海大学文学部心理・社会学科の浅井千
秋准教授を招き、情報過多の一方でコ
ミュニケーション不足が指摘される現代
社会において、自己開示の方法や自分と
向き合うことの重要性を捉え直し、その
中から”まなび”のあり方を考える。
(東海大学文学部制作)

1054
知のコスモス
シリーズ～まなび～
第１８回

15 2012

東海大学文学部北欧学科の上倉あゆ子専
任講師を招き、北欧の児童演劇から想像
力を育てる大切さを知り、そこから”ま
なび”について考える。(東海大学文学
部制作)

1055
知のコスモス
シリーズ～ことば～
第１９回

15 2012

東海大学文学部広報メディア学科の加島
卓専任講師を招き、メディア論という捉
え方から”ことば”について考える。
(東海大学文学部制作)

1056
知のコスモス
シリーズ～ことば～
第２０回

15 2012

東海大学文学部歴史学科東洋史専攻の立
石謙次専任講師を招き、中国少数民族の
独自の言語を学び、言語様式を伝承する
大切さから”ことば”について語っても
らった。(東海大学文学部制作)

1057
・

1058

知のコスモス
シリーズ～ことば～
第２１回

15 2012

東海大学文学部歴史学科考古学専攻の秋
田かな子准教授を招き、縄文土器から”
ことば”について考える。(東海大学文
学部制作)

1059
・

1060

知のコスモス
シリーズ～ことば～
第２２回

15 2012

東海大学文学部文芸創作学科の三輪太郎
准教授を招き、文芸と社会から”こと
ば”について考える。(東海大学文学部
制作)

1061 知のコスモス
総集編

120
東海大学文学部の学生が制作したテレビ
番組「知のコスモス」第１回～第２２回
の総集編(東海大学文学部制作)

ディスク２
枚
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1062 光加工紹介ビデオ　レー
ザーが変える加工技術

25

レーザーとは？　レーザーで加工する
（熱加工・非熱加工）、医療を支える
レーザー、これからのレーザー加工、こ
れまでの作品紹介

1063
住まいは文化　～先人た
ちが遺してくれた住まい
づくりの知恵①～④

304 2003

① 京都市「京町家・吉田家」北九州市
「木屋瀬宿　町家・旧高崎家」を紹介し
ている。
② 青森県弘前市「町家・石場家」　高
知県室戸市「吉良川町　町家細木家・松
本家」を紹介している。
③ 埼玉県川越市「町家　大沢家・富岡
家･山崎家」　石川県野野々市町「町家
水毛生家」を紹介している。
④ 北海道小樽市｢洋館編　坂牛家」　広
島県竹原市「町家　吉井家・竹鶴家」を
紹介している。

リーフレッ
ト有

ディスク
４枚

1064 食料の未来を確かなもの
にするために

10 2008
食料をめぐる世界情勢に変化の兆しが見
られる中、食料の安定供給を図るための
方向性について説明している。

リーフレッ
ト有

1065
農林水産研究開発レポー
トvol.1　食と農の未来を
拓く研究開発

57

最近の農林水産研究開発（新しい性質を
持つ品種の育成・生産性の向上とコスト
低減等）を広くご理解して頂くために簡
潔に取りまとめたもの。

1066
農林水産研究開発レポー
トvol.3　食と農の未来を
拓く研究開発

20

最近の農林水産研究開発（大豆の安定・
多収や進化する施設栽培等）を広くご理
解して頂くため簡潔に取りまとめたも
の。

1067
海と生きる　サンゴ礁と
ともに　～石垣島・白保
～

32

生命あふれるサンゴ礁の海。その岸辺に
広がる白保では、今も日々の食卓・住ま
いに、また、祭りの中に、海と人との深
いつながりを見ることができる。白保の
人々が、世代をこえて守り伝えようとし
ている海と生きる暮らし。その風景は、
人も自然も、共に豊かであるために大切
なことは何なのかを、静かに語りかけて
いる。

1068 小麦粉ってなあに？ 10

パンやめんやおかしは小麦粉からできて
いる・うどん作り・小麦や小麦粉はいつ
からあったのか？・日本の小麦作り・小
麦とお米のちがい・小麦粉パワーのいろ
いろなどを説明している。

1069
しょうけい館　戦傷病者
史料館　戦傷病者とその
家族の労苦を伝える

12 2008

戦傷病者とその家族が戦中・戦後に体験
したさまざまな労苦についての証言、歴
史的資料、書籍、情報を収集、保存、展
示した国立の施設。

8



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1070
日本の国際平和協力　東
ティモール国際平和協力
業務の記録

25

国連は、東ティモール独立前の１９９９
年には国連東ティモール・ミッション、
独立後の２００２年には国連東ティモー
ル支援団を、それぞれ設置した。これら
の活動に協力するため、国際平和協力法
に基づいて要員を派遣した日本の国際平
和協力業務の記録。

リーフレッ
ト有

1071 子どもの明るい未来のた
めに

10 子どもゆめ基金助成金への応募方法や活
動事例を紹介している。

1072 文学館の魅力　神奈川近
代文学館

120 近代文学館の施設や蔵書・文学館の魅力
を紹介している。

1073
活躍する放射線！　～普
段は見られない放射線の
利用～

33

新学習指導要領対応中学校理科第一分野
「科学技術と人間」～暮らしの様々な場
面で利用されている放射線について、４
つの分野に分け、中学生たちが取材を
し、発表する。（工業分野・医療分野・
農業分野・その他の分野）

対象：中学
生

1074 偉人たちとの授業　～放
射線を知る～

23

レントゲン、マリー・キュリーなど歴史
上の偉人たちが「放射線の出前授業」を
行うというドラマ形式で、彼らと生徒と
のやりとりを通じ、放射線に対する疑問
点を取り上げ、放射線の計測や観察など
を通して、放射線を身近に感じてもらう
ことができるよう図表やＣＧイラストな
どを挿入し、分かりやすく紹介してい
る。

対象：中学
生

1075 風のスケッチ　川の道・
荒川　陸の道・川越街道

173

江戸と埼玉を結んだ重要な道となった陸
の道「川越街道」と川の道「荒川」を
ゆっくり歩き、道と川と人との繋がりを
探索し、時代とともに大きく変化を遂げ
ている中に、今も感じることのできる古
き良き時代の風を美しい映像と音楽で彩
りスケッチしている。

リーフレッ
ト有

1076 みんなでおどろう！よさ
ポップ

53 2009

全国的に広がりを見せる現代の和風踊り
「よさこい」をモチーフに、楽しい振り
付けと音楽で、幅広い年代の子どもたち
が楽しめるように構成されている。心地
良い動きとリズムをみんなで共有し、踊
りを通して表現力と創造性を身につけ、
成長期に必要な心の栄養素となる「情
緒」を育てる。

リーフレッ
ト有

1077 忍者になって　ホップ！
ステップ！ジャンプ！

37 2009

子どもたちの運動能力を高めるために、
大好きな「忍者」に着目し、｢忍者の動
き｣を参考に、楽しみながら体力づくり
ができる教材となっている。

リーフレッ
ト有

9



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1078

平成２１年防衛省記録
海賊から船舶を守れ！
～ソマリア沖・アデン湾
における海賊対処～

54

海賊から船舶を守れ！～ソマリア沖・ア
デン湾における海賊対処（１８分３４
秒），海賊から船舶を守れ！～ソマリア
沖・アデン湾における海賊対処（ダイ
ジェスト）（８分４２秒），平成２１年
度防衛省記録（２６分２５秒）

1079
平成２１年度情報セキュ
リティＤＶＤ　ココロノ
スキマ

20 2009

ほんのわずかな不注意から、誰もが遭遇
する可能性のある携帯電話やインター
ネット上のトラブルについて、利用上の
注意、更には被害が発生した場合の対処
法について、分かり易く説明している。

リーフレッ
ト有

1080
みんな歩き出している
－ふくしするひと、めざ
すひと－

31

福祉の仕事って？○仕事の将来性・成長
性○仕事の種類と内容○資格と学び○仕
事の待遇・大切なことについて説明をし
ている。

1082
地デジ笑百科（四角い仁
鶴がまぁ～るくおさめ
まっせ～）

20 2010

１．地デジ化してないアパート　２．受
信障害のあった家・地デジ化において、
視聴者が直面する法律的問題について分
かりやすく解説したもの。

1083 赦し―その遥かなる道 100

ここに、愛する家族をすべて殺され、喪
失の痛みと絶望の中で、一日一日を生き
延びる遺族たちの鮮烈な物語があ
る・・・・

リーフレッ
ト有

1084 みんなで伝えよう！　南
西諸島のいき物の多様性

2010

生徒自身が南西諸島の多様な生きものの
つながりについて取材し、自分が感じた
ことをまとめて新聞を作る、ＷＷＦの環
境プログラムを紹介している。

1085 深海の不思議 21

宇宙よりも訪れることが難しいとされる
深海の世界。豊富な映像とわかりやすい
グラフィックで深海生物とその生態系に
ついて紹介している。

リーフレッ
ト有

1086
ようこそ！　エネルギー
図書館へ　社会・理科・
総合映像教材

43 2009

私たちの暮らしとエネルギー問題や地球
温暖化問題との関わりを知った上で、実
験の仕方や体験学習のヒントなどを内包
し、将来を担う子どもたちが楽しく学習
できる授業内容となっている。

対象：小学
校高学年

1087
郡山市観光ＰＲ用ＤＶＤ
“人と環境のハーモニー
魅力あるまち　郡山”

20
「自然」～環境と観光～　｢人｣～人との
ふれあい～　「ハーモニー」～歴史と文
化～

10



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1088
さとうきび畑の詩　清ら
島（ちゅらしま）　沖縄
（うちなー）

32 2007 ～摩文仁からのメッセージ～

1089

第４回高校生平和祈念ビ
デオ制作コンクール優秀
作品集　語り継ごう！未
来のために

28

平成１９年度入賞３作品収録：最優秀賞
「満州に取り残された日本人」（９分３
０秒），優秀賞「海に消えた思い」（９
分）「ダモイ～ただ一つの願い」（９分
３０秒）

1090

第５回高校生平和祈念ビ
デオ制作コンクール優秀
作品集　語り継ごう！未
来のために

24

平成２０年度入賞３作品収録：最優秀賞
「命という宝～未来へつなぐ平和への想
い～」（８分３０秒），優秀賞「北斗
星」（７分）「託されし想い」（８分３
０秒）

1091

第６回高校生平和祈念ビ
デオ制作コンクール  未
来につなぐ平和の祈り～
戦争を知らない世代が伝
える戦争、そして平和～

24

平成２１年度最優秀賞：北海道帯広緑陽
高等学校「終わらぬ戦争尽きぬ想い」
（７分），　同優秀賞：鹿児島県立鶴翔
高等学校「まだ何も終わっていない」、
長野県梓川高等学校「語られる想い」
（１７分）

1092
平成２０年防衛省記録
Record of the Japan
Ministry Defense 2008

26

防衛省改革～信の信頼を得るために～
・激変する国際環境の中で・多様化する
任務への対応・その他トピックス・特典
映像有

1093

平成２０年度情報セキュ
リティＤＶＤ　アクセス
の代償～あなたの知らな
いネットの裏側～

26

匿名で書かれた誹謗中傷。狙われるＩ
Ｄ、パスワード。誰でも簡単にアクセス
できるインターネットの中に潜む危険に
ついて、利用上の注意、サイバー犯罪の
被害が発生した場合の対処法を学ぶ。

1094

知的障害児は天才性を秘
めている！　「子どもの
脳にいいこと」出版記念
講演会

108 2009
紹介映像｢奇跡の学校　エジソン・アイ
ンシュタインスクール｣、多動児・知的
障害児がよくなる３つの方法

1095 天皇陛下　御即位から二
十年

26 2009
天皇陛下の御即位・天皇陛下の御公務な
ど・世界との架け橋（国際親善）・御研
究など・平和への思い他

1096
天皇皇后両陛下―ご結婚
五十年をお迎えになって
―

108 2009

ご結婚五十年という記念すべき年にあた
り、今日の天皇皇后両陛下の元気なお姿
とともに、五十年間の主な出来事を描
く。「皇太子時代」、「ご即位から二十
年」、｢両陛下のご日常｣、ご結婚五十年
に際しての記者会見を収録
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1103
・

1104

知ってなっとく！地層処
分　放射性廃棄物の地層
処分について

48

第１章　エネルギーの章　日本のエネル
ギー事情、核燃料サイクル、そして地層
処分について　第２章　地層処分の章
地層処分がどのように行われるのか　第
３章　海外事例の章　海外のエネルギー
事情に触れながら、海外の地層処分事業
を紹介　第４章　選定手順の章　地域と
の相互理解を得るための選定手順と、そ
の経済波及効果について

1105
未来への約束　～高レベ
ル放射性廃棄物の地層処
分～

28

地層処分とはどのようなもの？地震国で
ある日本での安全性は？候補地はどう
やって決めるの？海外での取組みは？
“本編”で概要を分かりやすく解説し、
さらにくわしく知りたい方への“特典映
像”付

1106
世界遺産シリーズ　知床

海・川・森の物語
31 2008

２００５年、日本で３番目の世界自然遺
産に登録された知床。流氷が押し寄せる
海岸線、１５００ｍ級の火山群・知床連
山、山々を覆う豊かな森など、知床に
は、原生的な自然環境の中で、多様な動
植物が生息・生育する、貴重な世界が存
在する。

リーフレッ
ト有

1107 みんなで考えよう　地球
環境問題

35

第１部　地球環境レポート　野生生物を
まもる，　森林をまもる，　きれいな大
気と水を求めて，　地球の温暖化を防ご
う，　みんなで作る循環型社会，　第２
部　地球環境基金のしくみ

リーフレッ
ト有

1108
木を使って　森を生かす
－森林の保全と利用の両
立をめざして－

28 2008

森林の現状と問題点を知り、森林の保全
と利用の両立をめざす方法を探り、消費
者として私たちにできることは何かを発
見していく。

1111
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

33
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する。

リーフレッ
ト有

1112 水の旅路　坂東太郎物語
－第一章－

163 2008

利根川は日本一の流域面積を持ち、暴れ
川であったことから「坂東太郎」の異名
を持つ。水道の源として、また田畑を潤
す利根川を、先人たちとの関わりや、多
くの歴史から見た１３の物語にして紹介
する。(第１話～第１３話)

リーフレッ
ト有

1113 水の旅路　坂東太郎物語
－第二章－

169 2009

利根川は日本一の流域面積を持ち、暴れ
川であったことから「坂東太郎」の異名
を持つ。水道の源として、また田畑を潤
す利根川を、先人たちとの関わりや、多
くの歴史から見た１３の物語に仕上げた
もの。(第１４話～第２６話)

リーフレッ
ト有
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1114 コナちゃんの小麦粉には
どんな種類があるの？

13
小学校低学年向けに、小麦粉の種類と特
性、それぞれの粉に適した料理を紹介す
る。

小学校低学
年向け

1115 いきいき　“とちぎ暮ら
し”

36 2008

栃木県では、東京圏から団塊の世代を県
内に招くことにより、地域の活性化を図
る“とちぎ暮らし”事業を推進してい
る。その様々な取り組みを紹介したも
の。

1116 みんなでおどろう！
レッツ　ヒップホップ

55 2007

現在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」の教材で、表現や意思伝
達の乏しさを補い、言葉を超えて気持ち
や感情を伝える有効な手段として注目さ
れている。

リーフレッ
ト有

1117 元気に遊ぼう！リズムで
ゲーム

53 2008

子どもたち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｣協調性を育む｢
ゲーム｣などの要素を組み合わせ、アス
レチックゲームを分かりやすく紹介して
いる。

リーフレッ
ト有

1118
伝統空間選集　五所川原
の立佞武多　青森県五所
川原市

26

電気が普及するまで、明治から大正初期
にかけて、巨大ねぷたが街を練り歩く豪
壮な夏祭りが行われていた、８０余年の
時を超えて、市民の熱い思いが巨大ねぷ
たをよみがえらせる。

リーフレッ
ト有

1119
伝統空間選集　越後二十
村郷牛の角突き　新潟県
山古志村／小千谷市

30

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。

リーフレッ
ト有

1120
伝統空間選集　信濃大町
の子供流鏑馬　長野県大
町市

26
遠く鎌倉時代に始まるという信濃大町の
流鏑馬は、時に磨かれて姿を変えなが
ら、人々の心に息づく。

リーフレッ
ト有

1121 伝統空間選集　信濃姨捨
の棚田　長野県千曲市

28
棚田に浮かぶ、美しい月の姿「田毎の
月」後世へ遺したい、日本の原風景を紹
介している。。

リーフレッ
ト有

1122

伝統空間選集　烏山の山
あげ

栃木県那須烏山市

30

町の鎮守神である八雲神社の神様を神輿
に移して、野外で歌舞伎を奉納する神事
で、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。

リーフレッ
ト有
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1123

伝統空間選集　金山の有
屋番楽

山形県金山町

31

鳥海山・神宝山・竜馬山という霊山に囲
まれた山形県最上郡金山町では、江戸中
期、山伏修験者が伝えたという民俗芸能
「番楽」がこの地に根付き、地区の名を
とった「有屋番楽」の名で現代に受け継
がれている。金山祭りの日、早朝から竜
馬山中の１２の掛所を巡って願掛けをす
る神事「お山掛け」が行われ、町には多
くの人が集まる。

リーフレッ
ト有

1124
伝統空間選集 下中座の相
模人形芝居　神奈川県小
田原市

31

神奈川県小田原市小竹に人形芝居が伝
わったのは、江戸時代といわれる。当時
の江戸の人形芝居にみられる「鉄砲ざ
し」という操法や、人形のカシラの構造
が特徴。明治時代、東京で活躍していた
人形遣い・西川伊左衛門が小竹の地に移
り住み、下中座の繁栄に力を尽くした。
昭和５５年には「相模人形芝居連合会」
として、国の重要無形民俗文化財に指定
されている。

リーフレッ
ト有

1125
伝統空間選集　鹿沼今宮
神社祭の屋台行事　栃木
県鹿沼市

31

「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」は、慶長
十三年（１６０８年）の大干ばつに行わ
れた雨乞いの祀りに端を発するといわれ
ている。神社に奉納される彫刻屋台の中
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、平成１５年、国の重要無形民俗文化
財に指定された。

リーフレッ
ト有

1126
伝統空間選集　野沢温泉
村の燈籠祭り　長野県野
沢温泉村

30

「野沢組惣代」と呼ばれる代表のもと、
２５歳厄年の男、それに「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
始まったとされている。

リーフレッ
ト有

1127 日本のまつり　東北編 23

春の「藤原まつり」他　夏の｢青森ねぶ
た・秋田竿灯｣他　秋の「寒河江まつ
り」他　冬の「なまはげ・横手の雪まつ
り」他を紹介している。

1128 日本のまつり　九州・沖
縄編

35

春の「博多どんたく港まつり」他　夏の
「博多祇園山笠」他　秋の「長崎くん
ち」他　冬の｢高千穂の夜神楽｣他を紹介
している。

1129 日本のまつり　近畿編 24 2010
春の「葵祭」、夏の「那智の火祭」、秋
の「岸和田だんじり祭」、冬の「春日若
宮おん祭」他を紹介している。

14



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1130 日本のまつり　中国地方
編

30 2008 季節ごとに中国地方のお祭りや伝統芸能
｢神楽｣を紹介している。

1131 日本のまつり　信越・北
陸編

24 2009 季節ごとに信越・北陸地方のお祭りを紹
介している。

1132 日本のまつり　東海編 27 2007
春の高山祭、犬山祭、浜松まつり、多度
祭・上げ馬神事、尾張津島天王祭、郡上
おどり、桑名の名取祭を紹介している。

1133 日本のまつり　四国編 21 2010
季節ごとに四国地方のお祭り「阿波おど
り」等や伝統芸能｢阿波人形浄瑠璃｣を紹
介している。

1134
国際テロのない世界をめ
ざして　インド洋での補
給支援活動

22 2008

インド洋での補給支援により、国際テロ
を防止し、日本の平和と世界の安定に取
り組む海上自衛隊の活動を紹介したも
の。

1135
配偶者からの暴力の根絶
をめざして　～配偶者暴
力防止法のしくみ～

35 2008

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為も
含む重大な人権侵害です。配偶者からの
暴力の根絶を目指して「配偶者暴力防止
法」の仕組み等について分かりやすく紹
介している。

1136
ワーク・ライフ・バラン
スを知っていますか？
～働くオトコたちの声～

26 2008

ワーク・ライフ、バランス社会の実現を
目指す企業や、仕事と家庭の理想的なバ
ランスを実践する人々の姿をドキュメン
タリータッチで紹介している。

1137 北朝鮮による日本人拉致
問題啓発アニメ　めぐみ

25 2008

昭和５２年、当時中学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ドキュメンタリー・
アニメ

1138
～

1143

平成１９年度版科学技術
白書映像集　科学技術の
振興の成果

106 2007

宇宙の謎を探る／小惑星探査機“はやぶ
さ”、色の発明が生活を豊かに／青色発
光ダイオード　他・・・ＤＶＤ－ＲＯＭ
子ども科学技術白書付

ディスク２
枚
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1144

不思議？はいつも身近に
ある！自然科学観察コン
クール　テーマの選び方
と研究の進め方

42 2007

子どもたちに自由研究に興味を持っても
らうこと、また、そこからさらに発展し
た研究を目指すことを目的とした内容で
「テーマ選び」をはじめ、「研究の進め
方」「まとめ方」など、小学生編・中学
生編に分けて自由研究の流れを解説

1145

小貝川災害復旧記録　昭
和５６年８月高須地先
昭和６１年８月赤浜・豊
田地先

36 2007

それぞれの災害復旧工事において、災害
対策本部の体制づくり、復旧工法の決
定、資機材の手配と搬入、工事の実際面
での工夫など、堤防決壊から災害復旧工
事の完了までの過程を記録したもの。

1146 裁判員制度　－もしもあ
なたが選ばれたら－

58

戦前の一時期、我が国でも「陪審制度」
が行われていた。６０年以上の時を経て
我が国で本格的な司法への国民参加を実
現することになる「裁判員制度」につい
て、その概略をたどりながらそこに参加
する普通の人々をドラマで描いている。

リーフレッ
ト有

1147
裁判員　選ばれ、そして
見えてきたもの（裁判員
制度広報用映画）

69

ある夜のこと、放火事件が起きた。村瀬
のもとに１通の手紙が届く。それは裁判
員候補者名簿に自分の名前が載ったこと
の知らせであった。裁判員候補者になる
可能性は低いと思っていた村瀬のもとに
裁判員選任手続期日の「お知らせ」が送
られてくる。当初は消極的であった村瀬
だが、徐々に参加してもよいと思うよう
になっていく・・・・

あらすじ有

1148
・

1149
ぼくらの裁判員物語 23

高校に通う別所翔が同じクラスの栗原茜
に片思い中で、「裁判員制度」のＤＶＤ
を一緒に見ることにより距離は近づいて
いく・・・どうなる？別所の恋の行方？

あらすじ有

1150 日本の海運　人々の暮ら
しを支えて

18 2007

一般の幅広い層の方々を対象に日常生活
の中で、人々が織り成す４つのショート
ストーリーをたどりながら、「日本の海
運」の役割と重要性を自然にご認識いた
だけるよう作成している。

1151
食と農の未来を拓く研究
開発　最近の主な研究成
果

34 2007

最近の主な研究成果を広くご理解頂くた
め、Ａ：新しい性質を持つ品種の育成
Ｂ：生産性の向上とコスト低減 Ｃ：安
全・安心を確保する Ｄ：環境問題への
取り組み Ｅ：未来を切り拓く先端研究
に分け簡潔にとりまとめたもの。

1152
私たちのくらしと野生動
物　－ワシントン条約っ
て　なに？－

25 2007

Part１　海外ショッピング　その前に
Part２　こんなに消費している野生生物
Part３　追跡！くらしの中の野生生物
Part４　野生生物を守り　くらしを守る
Extra　海外旅行に出かける際に、ぜひ
しっておいてほしい注意点とワシントン
条約について説明している。

リーフレッ
ト有
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1153

小学生のための特別授業
地球温暖化防止　スペ
シャルスクール　地球温
暖化ってなに？

120

将来の地球を担う子ども達が、国連の
「気候変動に関する政府間パネル（ＩＰ
ＣＣ」第４次評価報告書の各作業部会報
告のメッセージを正しく理解し、温暖化
問題と取組の必要性を「自分ごと」とし
て認識できるよう制作

1154 イランカラプテ　こんに
ちはアイヌ文化

32

アイヌ民族の今，新しい時代へ、受け継
ぎ、ひろげる、自然と神々とともに、く
らし～「もの」にこめた思い、感謝の心
とともに、民族の誇りを再び･････

1155
平成１９年度情報セキュ
リティＤＶＤ　仕掛けら
れた罠

23 2007

ほんのわずかな不注意から、誰もが遭遇
する可能性のあるインターネット上のト
ラブルについて、利用上の注意、更に
は、被害が発生した場合の対処法につい
て分かりやすく説明している。

あらすじ有

1156

神奈川県青少年喫煙飲酒
防止条例　～ダメなもの
はダメ！を皆さんととも
に～

20 2007

神奈川県では、青少年の喫煙や飲酒を防
止する社会環境づくりを進めるため、平
成１９年１２月に神奈川県青少年喫煙飲
酒防止条例を制定し、平成２０年７月か
ら施行している。県ではこの条例がより
多くの方に理解されるよう、落語家の金
原亭世之介師匠が条例の内容を分かりや
すく解説している。

1157

平成１８年度総務省メ
ディア・リテラシー教材
私たちのメッセージを伝
えよう　～公共広告をつ
くる～

28 2006

○公共広告ってなに？～　身の回りのも
のを防災品に～　○子ども・若い人たち
が作った公共広告　○私たちのメッセー
ジを伝えよう～公共広告をつくる

対象：小学
生高学年

1158

平成１８年度総務省メ
ディア・リテラシー教材
もうひとつのウサギとカ
メ　～映像のよみときを
学ぶ授業～

73 2006
○授業の進め方を収録したＤＶＤ映像○
授業で活用する素材映像３種類｢ウサギ
とカメ　エピソード１他」

1159 森に生きる　－森の名
手・名人－

32 2007

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、現在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求していく。

リーフレッ
ト有

1160
情報セキュリティ対策ビ
デオ　サイバー犯罪事件
簿３　ネットスパイ

30 2006
何気ない行動で知らぬ間に大切な情報が
流れ出している。ネットスパイにご用
心!

17
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1161
・

1162

明日に向かって　思春期
にぜん息の君へ

38 2006

スピードスケートの清水選手は、子ども
の頃からぜん息に苦しんできた。しか
し、ぜん息とうまくつき合うことでス
ケートを続けた。ぜん息の治療方法や発
作の対処の仕方、薬の使用方法などにつ
いて分かりやすく解説している。（ア二
メーション編と対談編）

リーフレッ
ト有

1163
昭和４９年（１９７４
年）多摩川狛江市猪方地
先　災害復旧記録

32 2005

多摩川の堤防が決壊し、押しよせる濁流
が１９棟の家々を飲み込んだ！　国は、
都県は、市は、そして人々はどのように
対処したか？この映像は、その時の記録
である。

1164 里海と生きる　～有明
海・鹿島～

31 2005

人と自然が調和して生きる「里山」の風
景は、近代化の中でも変わらず人々の生
活と文化に根を下ろしている、里海と生
きる未来を模索する鹿島の姿を収録。

1165 足柄の詩　翼が欲しい 11 2005 足柄の自然、風景、観光スポットをドラ
マ仕立てで紹介している。

1166

平成１６年ふるさと歴史
シンポジウム　虎女と曽
我兄弟　～ゆるぎの山な
みを越えて　今に伝わる
曽我伝説～

127 2005

曽我物語は、鎌倉時代初期（１１９３
年）に起こった曽我兄弟の敵討を描いた
物語。江戸時代には謡曲や演劇などで広
く取り上げられ、｢曽我物｣というジャン
ルを作り上げるまでになった。虎女の果
たした役割、相模国南部を中心とした地
域の状況、曽我物語の歴史的位置付けな
どについて考える。

リーフレッ
ト有

1167
・

1168

中国の世界遺産セレク
ション　５０００年の歴
史に支えられた国

28 2004

永久の記憶、日本人の心の故郷。知らず
に、懐かしさが込み上げてくる悠久の
里・絶景、仙境、稀観など、これまで、
知られていなかった奥深い「中国」をこ
の目で観、そして、伝説や叙事詩、さら
には、科学的な謎にまで、深く入り込む
という一大映像の極致がここにある。

1169
知っておきたい 子どもの
ぜん息ケア　知識編・実
践編

65
できるだけぜん息発作を起こさせない、
悪くさせない、早くなおすため
に・・・・・

リーフレッ
ト有

1170

松本サリン事件をテーマ
としたメディア・リテラ
シー教材　「テレビは何
を伝えたか」

48

長野県松本美須々ヶ丘高等学校放送部が
制作し、当時テレビ局で放送された。
ニュース映像を使用することもできず、
高校放送部の限界を感じながら非常に制
約の多い製作環境の中で構成されてい
る。

リーフレッ
ト有
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1171
ひきこもりの若者が地域
課題・社会問題と向き合
う

25 2012
ひきこもりの青少年がコミュニティカ
フェの運営をとおして、地域コミュニ
ティの活性化に取り組む様子を収録

1172
子どもたちとネット世界
～大人はどう見守ってい
くのか～

17 2011
二人の小学生が携帯電話を利用してイン
ターネットのトラブルに巻き込まれる事
例を分かりやすくドラマ構成したもの。

リーフレッ
ト有

ＣＤ付

1173
地下鉄こども探検隊～
人・まち・環境にやさし
い日本の地下鉄～

30 2011

都市交通における地下鉄の果たす役割の
重要性を身近に感じ、地下鉄の整備促進
とより快適で安全な地下鉄の業務展２０
０開に対する理解を深める。

リーフレッ
ト有

1174
・

1175

新時代を迎えるカメルー
ン

15

カメルーンは、ギニア湾に面した交通の
要所に位置し、中央アフリカで重要な国
として発展しており、大規模な経済改革
に成功した国です。そして今様々なビジ
ネス環境を整備している。

1176
陸・海・空のパワーを集
結～総合運用体制におけ
る自衛隊の活動～

24 2012
幕僚長インタビューおよび実効的な阻止
および対応のための自衛隊の運用等平成
２４年度の自衛隊の活動を記録

1177 くらしの中の選挙 55 2012 現在の日本の選挙制度の仕組みを図表や
アニメーションで分かりやすく解説

ディスク２
枚
リーフレッ
ト有

1178
ようこそ神奈川県立歴史
博物館へ～時空の旅への
ご招待～

43 神奈川県立歴史博物館の展示内容を史跡
等の映像を交えて紹介している。

リーフレッ
ト有

1179 郷土史かながわ 153 2012
第１部　鎌倉の文化財に焦点を当て、第
２部では神奈川県内の文化財をフィール
ドワーク別に紹介している。

ディスク２
枚

1180
かしこい消費者をめざし
て！～あなたの消費生活
をチェックする～

42 2013 日常の消費行動での落とし穴、トラブル
にあった時の対応策を収録

リーフレッ
ト有

ディスク２
枚
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No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1181 あなたはこの真実を知っ
ていますか？

31 2006

平和祈念展示資料館を訪ねると、昭和の
初期に大変な戦争があり、その悲惨さを
「戦争・抑留・引揚げ」のタイトルに分
け体験談などを通し、想像もつかない悲
惨さを今世に伝えている。

1182 淡海と生きる～琵琶湖～ 30 2006 淡海の琵琶湖に生きる生き物を紹介して
いる。

1183 「絆」は永遠に　平成２
３年防衛省記録ビデオ

19 2012 東日本大震災での自衛隊員の対応や国際
社会での取り組みを記録

1184 笑顔の達人　観光ワーキ
ング紹介ライブラリー

45 個性を活かせる観光サービス業のいきい
きレポート

1185 元気に行進！レッツゴ－
パレード

45 パレードの基本的な練習方法を収録

1186 見えない悪意 36 2010 コンピュータウイルス対策について、対
処法をドラマで説明している。

1187 安全な川遊びのために
安全な川遊びの方法と指導者マニュアル
を収録

1190 チアロビクス　みんなに
元気をあげよう

58 2010 チアリーディングとエアロビクスを組み
合わせた「チアロビクス」の紹介

1192
・

1193

秦野市市制施行５０周年
記念　自然の恵みと人々
の英知が築いた５０年
～発展までの軌跡…そし
て未来へ～

140 2011

秦野創生・秦野の原型（市制施行の
頃）・発展する都市と産業・豊かな市民
生活・安全で安心な暮し・市民と協働
（未来に向けて）に分けて、秦野市を紹
介している。

1194
～

1205

全国植樹祭２０１０　秦
野市の記録～市民総ぐる
みで歩んだ１３１５日～

32 2011

招致活動・開催周知のＰＲ活動・植樹祭
かながわイベント開催・総合リハーサ
ル・全国植樹祭式典当日の様子やありが
とう全国植樹祭などを記録したもの

1206 放射能映像教材集 16 放射能に関する様々な基礎知識を収録
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1208 高齢期は食べ盛り～正し
い知識で老化を防ぐ～

36 2013

高齢期における栄養、特にタンパク質、
脂質接種の大切さを開設し、食生活を改
善する方法を提案している。
※文部科学省選定　日本栄養士会推薦

1209 武家の都・鎌倉と金沢文
庫

78 2013
神奈川県立金沢文庫が制作し、金沢文庫
に記録されている資料を中心に鎌倉に焦
点を当て、中世日本文化の歴史を記録

1210
日本の森シリーズ　北の
大地に息づく命　亜寒
帯・北海道の森

35 2013

日本各地の森の自然環境や、豊かな生態
系を形成する多様な動植物の世界を描
き、さらに、人間と自然との関わりを見
つめる。

リーフレッ
ト有

1211 綾小路きみまろ爆笑！エ
キサイトライブビデオ

31 2003 中高年に大人気のお笑い芸人綾小路きみ
まろのお笑いライブを収録。

1212
綾小路きみまろ爆笑！エ
キサイトライブビデオ
第２集

50 2005
中高年に大人気のお笑い芸人綾小路きみ
まろのお笑いライブを収録、収録時間を
５０分に延長

1213
綾小路きみまろ爆笑！エ
キサイトライブビデオ
第３集

85 2008
中高年に大人気のお笑い芸人綾小路きみ
まろのお笑いライブを収録、特典映像つ
き

1214
綾小路きみまろ爆笑！エ
キサイトライブビデオ
第４集

83 2011
中高年に大人気のお笑い芸人綾小路きみ
まろのお笑いライブを収録、特典映像つ
き

1215
世界遺産　日本１　法隆
寺地域の仏教建造物
古都奈良の文化財

26 2006

世界遺産に登録され、世界最古の木造建
造物群の法隆寺および、古代日本の中心
地として栄えた奈良、平城京跡の平城宮
跡を紹介する。

1216 世界遺産　日本２　古都
京都の文化財Ⅰ

25 2006

現在では、日本が世界に誇る観光都市と
なった京都…銀閣寺（慈照寺）や金閣寺
（鹿苑寺）はもちろん、京都の世界遺産
に登録された数多くの文化財の魅力を紹
介する。

1217 世界遺産　日本３　古都
京都の文化財Ⅱ

25 2006

現在では、日本が世界に誇る観光都市と
なった京都…第２巻として「清水寺」、
「西芳寺」等、京都の世界遺産に登録さ
れた数多くの文化財の魅力を紹介する。

1218
世界遺産　日本４　姫路
城　日光の社寺　厳島神
社/他

28 2006
世界遺産に登録された国内の歴史的貴重
な建造物の「姫路城」、「日光の社寺」
等、日本各地の建造物を紹介する。
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1219 世界遺産　日本５　紀伊
山地の霊場と参詣道

22 2006
「吉野山」、「縄文杉」等、世界遺産に
登録された国内の重要文化財および自然
遺産を紹介する。

1220 四季　富士山　春夏編 90
２０１３年に世界遺産へ登録された富士
山から７年間の撮影の中から選りすぐっ
た春夏の映像を収録

1221 四季　富士山　秋冬編 90
２０１３年に世界遺産へ登録された富士
山から７年間の撮影の中から選りすぐっ
た秋冬の映像を収録

1222 白き氷河の果てに 123 2005

登頂の難しさでは世界一といわれるパキ
スタン・カラコルムの「Ｋ２」へ１９７
７年「日本Ｋ２登山隊」（日本山岳協会
主催）が、日本人初の登頂へ挑んだ
ヒューマンドキュメンタリー

リーフレッ
ト有

1223
シルクロード絶景５０
Ｖol.２　中央アジア・中
東編

80 2008
これまでＮＨＫ（日本放送協会）が取材
してきたシルクロードの番組から絶景５
０選を紹介

1224 人情しぐれ町　第１巻 172

藤沢周平原作の２００１年１月～３月総
合テレビにて放送された「人情しぐれ
町」から、第１回「鼬の道」～第４回
「秋」を収録

1225 人情しぐれ町　第２巻 172

藤沢周平原作の２００１年１月～３月総
合テレビにて放送された「人情しぐれ
町」から、第５回「約束」～第８回「運
の尽き」を収録

1226 人情しぐれ町　第３巻 128

藤沢周平原作の２００１年１月～３月総
合テレビにて放送された「人情しぐれ
町」から、第９回「捨てた女」～最終回
「秋色しぐれ町」を収録

1227 蝉しぐれ　一 172

２００３年８月～１０月にＮＨＫ（日本
放送協会）にて放送された藤沢周平作品
の中でも特に人気の高い作品「蝉しぐ
れ」第１回「嵐」～第４回「秘剣村雨」
を収録

1228 蝉しぐれ　二 129

２００３年８月～１０月にＮＨＫ（日本
放送協会）にて放送された藤沢周平作品
の中でも特に人気の高い作品「蝉しぐ
れ」第５回「罠」～最終回「歳月」を収
録

1229 芸協らくごまつり　Ｖol.
１

118 2010

落語芸術協会８０周年記念ＤＶＤの第１
巻
平成２２年１０月１７日開催されたイベ
ント「芸協らくごまつり」を収録、春風
亭昇太、笑福亭鶴光、桂米丸等が出演
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1230 芸協らくごまつり　Ｖol.
２

118 2010

落語芸術協会８０周年記念ＤＶＤの第２
巻
平成２２年１０月１７日開催されたイベ
ント「芸協らくごまつり」を収録、三遊
亭小遊三、桂米助、春風亭小柳技等が出
演

1231 芸協らくごまつり　Ｖol.
３

119 2010

落語芸術協会８０周年記念ＤＶＤの第３
巻
平成２２年１０月１７日開催されたイベ
ント「芸協らくごまつり」を収録、三笑
亭夢之助、桧山うめ吉、桂歌丸が出演

1232 三遊亭楽太郎十八番集
一　藪入り　お化長屋

61 2010 現６代目三遊亭圓楽の演目を収録した落
語ＤＶＤ第１巻

リーフレッ
ト有

1233 三遊亭楽太郎十八番集
二　禁酒番屋　死神

69 2010 現６代目三遊亭圓楽の演目を収録した落
語ＤＶＤ第２巻

リーフレッ
ト有

1234 三遊亭楽太郎十八番集
三　明烏　芝浜

71 2010 現６代目三遊亭圓楽の演目を収録した落
語ＤＶＤ第３巻

リーフレッ
ト有

1235
三遊亭楽太郎十八番集
フォトアルバム〈圓楽〉
襲名にいたる道のり

2010 現６代目三遊亭圓楽の襲名にいたる道の
りを記録

1236 三遊亭小遊三　船徳　宿
屋の仇討

62 2007
２００７年７月１５日国立演芸場にて収
録された落語家、三遊亭小遊三の演目を
収録

リーフレッ
ト有

1237 三遊亭小遊三　野ざらし
蛙茶番

59 2008
２００８年３月１３日国立演芸場にて収
録された落語家、三遊亭小遊三の演目を
収録

リーフレッ
ト有

1238 三遊亭小遊三　厩火事
蒟蒻問答

53 2009
２００８年１２月２日国立演芸場にて収
録された落語家、三遊亭小遊三の演目を
収録

リーフレッ
ト有

1239 柳家家緑の落語入門 114 2009
気鋭の落語家柳家花縁の時代を経ても色
褪せない演目を収録、室井佑月との対談
付
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1240 特選　イソップ物語　１
木こりと金のおの／他

50

イソップ物語を収録したＤＶＤ第１巻
木こりと金のおの／ライオンとネズミ／
しったかぶりのさる／王さまになれな
かったカササギ

1241 特選　イソップ物語　２
北かぜとおひさま／他

50
イソップ物語を収録したＤＶＤ第２巻
北かぜとおひさま／まねしたカラス／き
つねとぶどう／アリとセミ

1242 特選　イソップ物語　３
こな屋とロバ／他

50
イソップ物語を収録したＤＶＤ第３巻
こな屋とロバ／ウサギとカメ／けんかし
た牛／ひつじかいの少年

1243
特選　イソップ物語　４
いなかのねずみと町のね
ずみ／他

50
イソップ物語を収録したＤＶＤ第４巻
いなかのねずみと町のねずみ／森のばん
人／畑にうめた宝物／かえるの王さま

1244 特選　世界の名作童話
１　ジャックと豆の木/他

60
世界の名作童話第１巻
ジャックと豆の木／青い鳥／にんぎょひ
め／たからじまを収録

1245 特選　世界の名作童話
２　ピーターパン/他

60
世界の名作童話第２巻
ピーターパン／ねむりの森のひめ／アリ
ババのぼうけん／ガリバー旅行記

1246
特選　世界の名作童話
３　まっちうりの少女／
他

60
世界の名作童話第３巻
マッチうりの少女／アラジンと魔法のラ
ンプ／ゆきの女王／そんごくう

1247 特選　世界の名作童話
４　おやゆび姫／他

60

世界の名作童話第４巻
おやゆび姫／王さまの耳はロバの耳／白
鳥のみずうみ／ふしぎの国のアリス

1248 特選　日本の名作童話
１　うらしま太郎/他

60
日本の名作童話第１巻
うらしま太郎／つるのおんがえし／一休
さん／かぐやひめ

1249 特選　日本の名作童話
２　もも太郎/他

60
日本の名作童話第２巻
もも太郎／かさじぞう／ゆきおんな／は
なさかじいさん

1250 太陽の子 140 1980
灰谷健次郎原作、人気者で沖縄出身の両
親をもつ封ちゃんは、時々ノイローゼで
発作を起こす父を心配していた・・・

24



No タ    イ    ト    ル 時間 制作年  内                         容   備   考

1251 ポールニューマンの脱走
大作戦

110 1967
第二次大戦下のイタリア、ハリー・フ
リッグは将軍の脱獄指令を受け、身分を
偽り、敵地に赴くが・・・

リーフレッ
ト有

1252 ほがらかに鐘は鳴る 86 1959
合唱団の夏の合宿でアンデ少年は頑固な
大地主に気に入られる、少年が落馬した
とき大地主と少年の関係が分かり・・・

リーフレッ
ト有

1253 菩提樹 97 1956

世界にも、稀な歌う一家トラップ・ファ
ミリーが戦時中、あらゆる困難を乗り越
えて歌とともに明るく生きた一家の愛と
感動の心温まる音楽の物語

リーフレッ
ト有

1254 バルカン超特急 94 1938

雪崩のため立ち往生した列車が翌朝発車
すると、貴婦人が姿を消したことに気付
く、ほかの乗客はそんな女性は最初から
いなかったと主張するが・・・

1255 アランドロンのゾロ 126 1974

スペイン領ニューアラゴンでは全総督亡
き後、護衛兵隊長が圧政、横暴の限りを
尽くしていた。街では少女や神父が抵抗
していたが、巨大な暴力の前に屈しよう
としていた・・・

リーフレッ
ト有

1256 暗黒街のふたり 99 1973

銀行強盗のドンとして逮捕されたジーノ
が、保護観察司のジェルマンの力添えも
あって仮出所した。妻のソフィーと再会
を果たし、地方の小さな町で再起を図る
ジーノに束の間の幸福が訪れるが、長く
は続かなかった・・・

リーフレッ
ト有

1257 石井のおとうさんありが
とう

111 2004

ブラジルに住む石井十次の孫、西山洋子
は自分のルーツを求めて日本へ旅立つ。
宮崎の養護施設で園長と出会った洋子
は、福祉という言葉もない明治時代に３
０００人もの孤児を救済した祖父の存在
を知っていく・・・

1258 植村直己物語 146 1986

大学時代、友人の誘いを受けて雪山登山
に挑んだが失態を犯した植村、猛トレー
ニングを積み、ヒマラヤ登頂をはじめ、
五大陸の最高峰単独登頂に成功する。結
婚後も冒険意欲は衰えることは無
く・・・

1259 カットスロート・アイラ
ンド

123 1995

伯父ドーグに父を殺され、女ながらも海
賊船の船長になったモーガンは、敵を討
つために立ち上がる、しかし、財宝の眠
る島の地図を手に入れるため、ドーグは
モーガンを狙い・・・

1260 アパッチ砦 128 1948

ジョン・フォード監督、騎兵隊西部劇３
部作の第１作、騎兵隊は司令官のミス
リードでインディアンと血みどろの決戦
に突っ込み、壊滅していく。
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1261 黄色いリボン 104 1949

ジョン・フォード監督、騎兵隊西部劇３
部作の第２作、数々の武勲を残し、隊員
から敬愛される砦の老大尉は退役を数日
後に控え、最後の任務に賭ける・・・

1262 クリフハンガー 113 1993

山岳レスキューのゲイブは親友ハルの恋
人を助けることができず山を捨てた。そ
の後、遭難者救助任務の無線が入
り・・・

リーフレッ
ト有

1263 白い船 108 2002

小学校６年生の担任静香の生徒に好平が
いた。好平は窓からフェリーばかり眺め
ていて、ある日静香の提案でフェリーの
船長に手紙を出した。船長も子どもたち
の希望に応え、返事を送り交流を深めて
いき・・・

1264 真空地帯 129 1952

木谷一等兵は隊内の派閥争いにより仕組
まれた罪を着せられる。木谷は２年の服
役を経て隊に戻ったが、再び班長金子た
ちの陰謀により野戦行きとなってしまっ
た。業を煮やした木谷は、自分を監獄へ
と追い込んだ林中尉に詰め寄るが・・・

1265 シャレード 113 1963

旅行先で離婚を決意したレジーナだが、
帰宅すると夫はなくなったと聞かされ
る。夫の葬儀には数人現れただけで、葬
儀後、夫の素性をアメリカ大使館バーソ
ロミューから聞き・・・

1266 悪魔をやっつけろ 90 1953

ビリーはアフリカへ行くのはウラニュウ
ム鉱を手に入れるためといったが、グェ
ンドリンはうそをつき、自分もそうなの
だと言った。これをオハラが立聞きして
皆に伝えるが・・・

1267 ぼくチロ！かくれんぼ 37 2010
２００７年から韓国で放送され、高視聴
率を記録した大人気デジタルアニメ「ぼ
くチロ！」から７話を収録

1268

プロジェクトＸ挑戦者た
ち
　わが友へ病床からの
キックオフ

43 2002

「１００年かかっても無理」と言われた
サッカーのプロ化。施設も技術レベルも
プロ化に追い付かない地方都市の現実。
こうした難関に立ち向かい、不治の病に
倒れながらＪリーグ設立を実現した木之
本興三の半生を描く。

1269 プロジェクトＸ挑戦者た
ち　友の死を越えて

54 2000

２４年におよぶ歴史的難工事の末、完成
した「青函トンネル」。海底掘削工事
は、出水との戦いであり、難工事の中で
死亡事故が続発。青函トンネルに人生を
賭けたトンネルマンたちの苦闘と情熱を
描く。
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1270
プロジェクトＸ挑戦者た
ち　東京タワー恋人たち
の戦い

53 2000

わずか１５ヶ月という突貫工事の末に完
成した東京タワー。当時、アメリカのテ
レビ局が特集で取り上げるなど、世界各
国に衝撃を与えた。
世界一の塔作りに挑んだ技術者と職人の
維持と心意気の物語を描いていく。

1271
プロジェクトＸ挑戦者た
ち　鉄道分断突貫作戦奇
跡の７４日間

43 2005

１９９５年１月阪神淡路大震災発生後、
鉄道は深刻な被害を受けていた・・・。
神戸復興に向けて動いた人々の７４日間
の記録。

1272

プロジェクトＸ挑戦者た
ち
世界を驚かせた一台の車
　名社長と闘った若手社
員たち

43 2000

アメリカの「マスキー法」に定められた
厳しい排ガス規制を初めてクリアし、世
界を驚かせたホンダの「ＣＶＣＣエンジ
ン」。完成するまでの本田宗一郎社長と
若手技術者たちの世代を超えた心の交流
を描く。

1273

プロジェクトＸ挑戦者た
ち
１００万座席への苦闘
みどりの窓口・世界初
鉄道システム

43 2004

日本の鉄道網を支えるＪＲオンライン発
券システム「みどりの窓口」、その開発
と実用化に官民がともに挑んだ１４年の
苦闘を描く。

1274 持続可能な社会を目指し
て

19 2013 環境ＮＧＯ・ＮＰＯを支える地球環境基
金の役割を解説している。

1275
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

31

日本各地の森の自然環境や、豊かな生態
系を形成する多様な動植物の世界を描
き、さらに、人間と自然との関わりを見
つめる。

リーフレッ
ト有
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