
番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4813
アニメ古典文学館1
竹取物語

平安時代人の幻想､冒険､恋愛…古人の世界を想像す
る。【アニメーション】

19 小･中 - 2007

4814
アニメ古典文学館2
枕草子

自然､宮中の生活と人々…作者のものの見方､感じ方を
とらえる。【アニメーション】

16 小･中 - 2007

4815
アニメ古典文学館3
平家物語

美しい情景と戦いの緊迫感…登場人物の思いを想像す
る。【アニメーション】

15 小･中 - 2007

4816
アニメ古典文学館4
徒然草

鋭い人間観察､深い思索…人間を見る目の幅広さ､自由
さ､深さを考える。【アニメーション】

19 小･中 - 2007

4817
アニメ古典文学館5
おくのほそ道

尽きない旅への思い…芭蕉の心情､ものの見方､考え方
に触れる。【アニメーション】

19 小･中 - 2007

4818
アニメ古典文学館6
万葉集

古代人の心情やくらし…作者の思いを想像しつつ歌と
出会う。【アニメーション】

19 小･中 - 2007

5144 美しく豊かな言葉をめざして
｢言葉はパスワーク-頼む時･断る時-｣｢美しい日本語 楽
しい語源-その2｣｢朗読の魅力｣

58
小･中
高･般

- 1988

5156 美しく豊かな言葉をめざして
｢旅の出会い ことばの出会い-ものの尋ね方-｣｢美しい
日本語楽しい語源-その3｣｢心に残るスピーチ｣

50
小･中
高･般

- 1989

5168 美しく豊かな言葉をめざして
｢花か車か-家庭での話し合い-｣ ｢類義語-豊かな表現の
ために-｣｢朗読の魅力-その2｣

54
小･中
高･般

- 1990

5206 美しく豊かな言葉をめざして
｢適切な言葉遣い-敬語を中心に-｣｢暮らしの中の音声-
談話を中心に-｣

60
小･中
高･般

- 1991

5297 美しく豊かな言葉をめざして ｢慣用的な表現｣｢くらしの中の音声-せりふの練習-｣ 41
小･中
高･般

- 1992

5359 美しく豊かな言葉をめざして ｢言葉と環境｣｢言葉遊び｣ 41
小･中
高･般

- 1993

5439 美しく豊かな言葉をめざして
｢国際化時代の日本語｣｢くらしの中の音声-アクセント-
｣

39
小･中
高･般

- 1994

5460 美しく豊かな言葉をめざして
｢心を結ぶ言葉-豊かなコミュニケーション-｣ 『あいう
えお』と『いろは』

39
小･中
高･般

- 1995

5564 美しく豊かな言葉をめざして
｢論理的な話し方-ディベートを活用して-｣｢やまとこと
ばの世界-その豊かな想像力-｣

40
小･中
高･般

- 1996

5574 美しく豊かな言葉をめざして
｢自己紹介から始まるあなたと私｣｢あいさつが心を結
ぶ｣

33
小･中
高･般

- 1997

5613 美しく豊かな言葉をめざして
｢おわびとお礼-心を言葉で伝える-｣｢言葉の使い分け-
丁寧な言葉と友達言葉-｣

37
小･中
高･般

- 1998

5676 美しく豊かな言葉をめざして
｢対話を組み立てる-上手な聞き方-｣｢一言の大切さ-言
葉の働きと効果-｣

35
小･中
高･般

- 1999

5760 美しく豊かな言葉をめざして

｢待ち合わせの場所を説明する｣などの6つの場面のビデ
オを視聴した会社員､女子大生､中年女性､元商社員の4
人が､それぞれの場面における誤解のない表現について
話し合う。

25
中･高
般

- 2000

5122
美しく豊かな言葉をめざして
生きたあいさつ

｢生きたあいさつ｣ 30
小･中
高･般

- 1985

5119
美しく豊かな言葉をめざして
美しく豊かな適切な表現 他

｢適切な表現-気がおける･気がおけない｣｢敬語-尊敬語-
｣｢はっきりした発音｣

60
小･中
高･般

- 1985

5116
美しく豊かな言葉をめざして
聞き上手 他

｢聞き上手｣｢敬語-丁寧語-｣｢幼児の言葉のしつけ-0歳か
ら3歳ごろまで-｣

60
小･中
高･般

- 1985

5113
美しく豊かな言葉をめざして
敬語を適切に 他

｢敬語を適切に｣｢話し方を分かりやすく｣｢正確な用語
で｣

60
小･中
高･般

- 1985

5124
美しく豊かな言葉をめざして
分かりやすい用語で

｢分かりやすい用語で｣｢電話の言葉づかい｣｢くらしの中
の音声訓練-母音を中心に-｣

30
小･中
高･般

- 1985

5123
美しく豊かな言葉をめざして
敬語･謙譲語

｢敬語-謙譲語-｣ 30
小･中
高･般

- 1985

5821
美しく豊かな言葉を目指して
｢表現を豊かにするために｣

若者が集まる街､原宿での女子大生3人と店の客､高齢者
の言葉使いをドラマで表現。また解説は司会のディレ
クターとドラマに登場した5人でより良い表現について
考える。

42
中･高
般

- 2001

6093 おおきなかぶ
おじいさんのかぶはとても大きくて抜くのが大変で
す。【アニメーション】

21 幼･小 - 2005

6094
おおきなかぶ
(バリアフリー)

おじいさんのかぶはとても大きくて抜くのが大変で
す。【アニメーション】

21 幼･小 - 2005

4168 奥の細道の世界
芭蕉の通った道程をたどりながら､作品のねらいや文学
的世界を浮かび上がらせて鑑賞の手引きとする。

36
中･高
般

- 1991

国語

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-1  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6184 金子みすゞやさしさの風景

童謡詩人･金子みすゞのやさしくあたたかい詩の世界
を､朗読と美しいアニメーションで描く。 〇あかるい
ほうへ 〇星とたんぽぽ 〇草の名 〇日の光 〇こだま
でしょうか 他【アニメーション】

17
小･中
高･般

- 2008

6141 がんばれスイミー
レオ･レオニ原作｢スイミー｣より。 神秘的な海の世界
に生きる魚たちの知恵と勇気を描く。【アニメーショ
ン】

26 幼･小 1987 2007

4630 狂言･野村万蔵 技とこころ
わが国最古の喜劇(笑劇)である狂言。和泉流七世･野村
万蔵の魅力あふれる舞台と､芸の伝承の技とこころを万
蔵氏の語りで描く。

50 中 2003 2003

6180 くじらぐも
中川季枝子作。 1年2組の子どもたちが体操をしている
と､空に大きな雲があらわれました。 真っ白い雲のく
じらです。【アニメーション】

11 小 - 2007

4243 こうして書けばいいんだね
児童一人一人の目的や意図に応じて適切に表現する能
力の育成を重視した新しい作文指導要領に基づいて描
く。

21
小

(5･6年)
- 1993

4332 こうして話せばいいんだね
ある学級で､クラスをよくするための掲示板の使い方に
ついて話し合う過程を追いながら､｢話し方･聞き方｣の
基本を考える。

19
小

(3･4年)
- 1995

5326 たぬきの糸車
おかみさんとたぬきの､温かい心の交流を描く。【アニ
メーション】

12 幼･小 - 1992

4490
中学生のディベートシリーズ
入門編
-手順と形式-

ディベートとは討論の一種で､一つの論題について肯定
側と否定側に分かれて､一定のルールに従って行い､議
論の評価判定するものである。その手順と形式､実際の
様子を描く。

32 中 - 2000

4491
中学生のディベートシリーズ
モデルディベート編
-議論の展開-

ディベートの手順と形式､実践の仕方を入門からモデル
ディベートまでを生き生きと描く。

32 中 - 2000

4424 ディベートを楽しもう
実際の児童たちの生き生きとしたディベートの授業を
とおして､そのやり方､ルール､用語をやさしく解説す
る。

20 小 - 1998

4755 読書ゲームにチャレンジ
｢アニマシオンゲーム｣を紹介。このゲームは楽しみな
がら本を読む力を育てる活動です。

24 小･中 2004 2005

6120 日本語の音声に耳を傾けると…
○気持ちや意図を伝える音声 ○方言の中の音声 ○外
国人の話す日本語の音声

32 小･中 2006 2006

4430
能･狂言観賞入門 狂言1
笑いの本質

舞台:二人大名(大蔵流)山本東次郎､山本則直､山本則俊
/棒しばり(和泉流)野村万作､野村万之丞 講師:山本東
次郎､山本則直､山本則俊､遠藤博義､三宅右近 司会:木
野花

30 小･中 - 1998

4431
能･狂言観賞入門 狂言2
わわしい女たち

舞台:因幡堂(山本東次郎) 手話狂言｢付子｣(日本ろう者
劇団) 講師:山本東次郎､山本則直､山本則俊､遠藤博義､
黒柳徹子 司会:木野花

30 小･中 - 1998

4426
能･狂言観賞入門 能1
手こそ心

舞台:羽衣(観世左近)船弁慶(観世元昭､岡久広) 司会:
木野花 講師:観世清和､関根祥人､岡久広

30 小･中 - 1998

4427
能･狂言観賞入門 能2
舞台をいろどる人々

舞台:翁/道成寺/石橋/紅葉狩/清経 司会:木野花 講師:
観世清和､関根祥人､岡久広

30 小･中 - 1998

4428
能･狂言観賞入門 能3
能面･喜怒哀楽

舞台:隅田川(梅若六郎) 講師:観世清和､関根祥人､岡久
広､観世芳宏､パトリック･ノートン(ベルギー大使) 司
会:木野花

30 小･中 - 1998

4429
能･狂言観賞入門 能4
能の履歴書

舞台:猩猩乱(観世左近､観世清和)/烏帽子折(梅若六郎)
講師:観世清和､岡久広､関根祥人､一隆之､幸正昭､安福
光雄､観世元則､増田正造 司会:木野花

30 小･中 - 1998

5738 一つの花

平和と生命の尊さを描くことで定評のある植山征二郎
監督作品。太平洋戦争の現実､食糧難による飢餓感を分
かりやすく伝えるために､原作にはない隣人や動物を登
場させている。【アニメーション】

23 幼･小 - 1999

4425
附子
狂言のおもしろさ

日本を代表する狂言師･野村万作が､人気曲｢附子｣をこ
のビデオのために演じ､簡単な解説も付けている。ほと
んど全曲を通して記録した映像作品は､他にはない。

30
小･中
高･般

- 1998

6117 方言の旅 ○方言と出会う ○方言を考える 52 小･中 - 2005

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-2  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6007
豊かな言語生活をめざして1
相手を理解する

国立国語研究所｢ことばビデオ｣シリーズ1
第1話 ｢すみません｣のコミュニケーション 第2話 いき
いき方言 第3話 丁寧な言葉はどんなときに? 第4話 ほ
めるのは難しい 第5話 ｢あいまいな言葉｣の中に 第6話
多様性を見つめて

37
中･高
般

2002 2003

5915
豊かな言語生活をめざして1
相手を理解する

国立国語研究所｢ことばビデオ｣シリーズ1
第1話 ｢すみません｣のコミュニケーション 第2話 いき
いき方言 第3話 丁寧な言葉はどんなときに? 第4話 ほ
めるのは難しい 第5話 ｢あいまいな言葉｣の中に 第6話
多様性を見つめて

37
中･高
般

2002 2002

6003
豊かな言語生活をめざして2
コミュニケーションの｢丁寧さ｣
｢ほめる｣というはたらきかけ

国立国語研究所｢ことばビデオ｣シリーズ2
どんなときに丁寧な言葉を使いますか? ｢ほめる｣とは?
など

45
中･高
般

2003 2003

4488 ｢1｣を決めるために?!
｢基本単位｣の中でも日常的になじみの深い､｢メートル
(m)｣｢キログラム(㎏)｣｢秒(s)｣という単位の誕生の歴史
などについて､分かりやすく説明する。

33 小 - 2000

4256 そろばんと友だち
初めてそろばんにふれた子供たちが､そろばんによる計
算の仕方を学んでいく様子をドキュメンタリータッチ
で描く。

30 小 - 1993

4266 アースとムースの石油トラベル
ものしりアースとひねくれムースが､石油の様々な場所
と時を旅する。｢誕生･発見･輸入･備蓄｣(13分)と｢精製･
流通･環境対策･有効利用｣(17分)の2部構成。

30 小 - 1994

4606
アグリンの農林水産ワールド
森と海の役割ってなあに?

森と海は､食料の生産だけでなく､私達の環境を守って
くれている。地球の温暖化を抑制する森と海のはたら
きを中心に､その多様な機能を紹介し､環境を守ってい
くことがいかに大切かを気づかせる。

13 小 2003 2003

4400 あたたかい土地のくらし
珊瑚礁と青い海に囲まれた八重山諸島の一つ､沖縄県石
垣島の人々の暮らしや､島の発展と自然保護について紹
介する。

15 小 - 1997

4120 新しいエネルギーの話
自然のエネルギーを利用するための工夫や､新エネル
ギーの研究開発の現状とその利用について紹介する。

25
小

(5･6年)
- 1988

4851
新しい社会36
アメリカってどんな国

アメリカ合衆国ロサンゼルス市近郊のアーバイン市に
住む小学校6年生のジョルダン･ウォズニアックさんの
生活を中心に､アメリカ合衆国の人々の生活やものの考
え方を紹介する。

20 小 - 2010

4852
新しい社会37
日本に近い国､韓国

韓国は昔から日本と深いかかわりをもち､アジアの長い
歴史をつくってきた日本に一番近い国。韓国の小学生
の学校生活を通して､日本と韓国の共通点や日常生活の
違いを発見できるようにした。

20 小 - 2010

4853
新しい社会38
中国ってどんな国

日本と関係の深い国､中国。中国の小学生､都会で暮ら
すジン･ハオチーさんと農村で暮らすトウ･アさん､二人
の小学校5年生の一日を中心に､中国の人々の生活やも
のの考え方を紹介する。

20 小 - 2010

4854
新しい社会39
ブラジルってどんな国

日本と古くから結び付きの深い国｢ブラジル｣の人々の
くらしの様子や日本とのつながりについて､具体的な映
像資料を用いてまとめてある。特に､ブラジルの子ども
たちの学校生活やくらしの様子をわかりやすく紹介し
た。

20 小 - 2010

4855
新しい社会40
EUの国々

EUの様子を､加盟している25ヶ国の地理的状況､特色あ
る地形を持つ国､ユーロを使っての生活ぶり､EU加盟国
の人々のくらしの様子などを分かりやすく紹介してい
る。

20 小 - 2010

4162 新しい通信のはたらき
テレビ局や新聞社の動きを例に､新しい通信の仕組みや
働きをとらえ､日常生活と深い関わりがあることを説明
する。

20
小

(5･6年)
- 1991

4313 安心への物語
石油備蓄に関する様々な疑問を､特に国家石油備蓄の安
全面や防災面にスポットを当て､質問形式で分かりやす
く解説する。

14
小

(5･6年)
- 1994

4134 エネルギーおもしろクイズ
これからのエネルギーに関する問題を､ケント･デリ
カットの質問に子供たちが答えるという形で分かりや
すく解説する。

20
小

(5･6年)
- 1989

算数・数学

社会（小学校）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-3  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4353 エネルギー資源
オイルタンカーやLNG船がエネルギー資源を運ぶ工夫や
技術をとおして､海上交通の働きと重要性を描く。

20 小 - 1996

4155 お金のできるまで
昔のお金の出現から現在の貨幣に至るまでの製造方法､
使われ方やその背景などを分かりやすく描く。

20 小 - 1991

4109
おじゃまレポート
コンテナターミナル

コンテナと海陸輸送の接点とも言えるコンテナターミ
ナルを分かりやすく紹介し､貿易や海上輸送への認識を
深める。

20
小

(5･6年)
- 1985

4167 関東地方
関東地方の自然や農業､産業､経済､文化について紹介す
る。

44
小

(5年)
- 1991

4206 今日の交通運輸
暮らしと産業を支えるために､陸･海･空に広く張り巡ら
された交通運輸網と､働く人たちの姿を生き生きと描
く。

20
小

(5･6年)
- 1992

4165 近畿地方
近畿地方の自然や農業､産業､経済､文化について紹介す
る。

39
小

(5年)
- 1991

4315 くらしと産業を支える貨物輸送
私たちの暮らしや産業の中で､貨物輸送はどのような役
割を果たしているかを探る。

18
小

(5･6年)
- 1994

4316 くらしと産業を支える貨物輸送
私たちの暮らしや産業の中で､貨物輸送はどのような役
割を果たしているかを探る。

18
小

(5･6年)
- 1994

4317 くらしと産業を支える貨物輸送
私たちの暮らしや産業の中で､貨物輸送はどのような役
割を果たしているかを探る。

18
小

(5･6年)
- 1994

4469
くらしのうつりかわりシリーズ
かわってきたわたしたちのくら
し

食事､洗濯や掃除､暖房の仕方などを比べ､おじいさんや
おばあさんのころと比べると暮らしが大きく変わり便
利になってきたことを､豊富な資料と再現映像で紹介す
る。

13
小

(3年～)
- 1999

4470
くらしのうつりかわりシリーズ
子どものくらしのうつりかわり

健一は､父や母が子供だったころの遊びをはじめ､学校
や家での子供の暮らしについて調べた。昔の遊びや学
校の様子､昔の暮らしなどについて豊富な資料と再現映
像で紹介する。

12
小

(3年～)
- 1999

4468
くらしのうつりかわりシリーズ
昔からつたえられている行事

青森県階上町の郷土芸能"えんぶり"を舞う階上小学校
の児童を取材し､ふだんの練習や発表会､祭りへの参加
や祭りの日の門付けなど､子供たちが楽しく受け継いで
いる姿を描く。

13
小

(3年～)
- 1999

4142 クルマのできるまで
新型の自動車が消費者のもとに届くまでの様子を､｢ク
ルマ｣という商品の企画､設計､開発､生産､物流といった
流れに沿って分かりやすく紹介する。

16
小

(5年)
- 1989

4143 クルマのできるまで
新型の自動車が消費者のもとに届くまでの様子を､｢ク
ルマ｣という商品の企画､設計､開発､生産､物流といった
流れに沿って分かりやすく紹介する。

16
小

(5年)
- 1990

4144 クルマのできるまで
新型の自動車が消費者のもとに届くまでの様子を､｢ク
ルマ｣という商品の企画､設計､開発､生産､物流といった
流れに沿って分かりやすく紹介する。

16
小

(5年)
- 1990

5135
ケンちゃん･ミカちゃんの
ニューメディア

高度情報通信システム(INS)の仕組みと働きや､INS社会
の未来の暮らしについて､人形劇を織り交ぜて描く。

30
小

(5･6年)
- 1987

5130 原油から製品まで
原油から製品に至るまでの､目で見ることのできない石
油精製工程をアニメで描く。

20
小

(5･6年)
- 1987

4398 高原の人々のくらし
長野県南牧村にあるJR野辺山駅は､日本一高い所にある
駅である。冬は寒く､夏は涼しい野辺山高原の農業や牧
畜について紹介する。

15
小

(4年)
- 1997

4239 国際社会の中の日本

1970年大阪万国博覧会以後の公害問題､石油ショック､
貿易摩擦等の産業や経済の問題を取り上げながら､日本
は国際社会の一員として世界の国々と関わっているこ
とを理解させる。

15
小

(6年)
- 1993

5247 ここにも税がいきている
宇宙から海の底まで､税は多くの分野に役立っているこ
とを説明する。

22 小 - 1991

4758 ごみ博士になろう
□ごみのゆくえを調べよう□清掃工場の見学□灰や燃
えないごみの処分□いろいろなリサイクル□ごみをだ
さない努力

14 小 2001 2005

4323 自然と共存する漁業

日本の沿岸漁業は､昔から資源や環境を大切にして自然
と共生してきた。現在も行われている伝統的な漁業か
ら､漁業のあるべき姿を考え､網漁具の改良や資源保護
などを考える。

14 小 - 1995

4244 自動車の生産に取り組む人びと
実際に自動車工場やその協力工場を取材し､その具体的
事例をとおして自動車の生産に取り組む人々の工夫や
努力に気づかせる。

20
小

(5年)
- 1993

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-4  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4156 信濃川とさかなたち
信濃川の流域に住む人々の生活や漁業とのかかわりを
分かりやすく解説する。

20 小 - 1991

4823
社会科①弥生時代･古墳時代の新
しい学び方と調べ方

農耕が始まった頃の人々の生活や社会の様子について
調べる。 〇遺跡の調査 〇石包を使った稲刈り体験 〇
古墳の大きさ体験 など

15
小

(6年)
2005 2008

4824
社会科②奈良時代･平安時代の新
しい学び方と調べ方

大陸文化の摂取､大仏造営の様子､貴族の生活について
調べる。 〇大仏の大きさ体験 〇十二単を着る 〇かな
文字を書く 〇当時の遊び体験 など

15
小

(6年)
2005 2008

4825
社会科③鎌倉時代･室町時代の新
しい学び方と調べ方

源平の戦い､鎌倉幕府の始まり､京都の室町に幕府が置
かれたころの様子について調べる。 〇弓矢を使う体験
〇武士の館の様子 〇墨絵体験

15
小

(6年)
2005 2008

4826
社会科④安土桃山時代の新しい
学び方と調べ方

織田信長､豊臣秀吉､徳川家康の3人の武将の様子を調べ
る。 〇合戦図を読み取る 〇大阪城の城壁の大きさ体
験 〇信長新聞､秀吉新聞を作ろう 〇海外から日本に伝
わったもの など

15
小

(6年)
2005 2008

4171 自由民権と国会開設
自由民権運動の高まりから国会開設に至るまでを､民権
派の立場から描く。

20
小

(6年)
- 1991

4289 人物日本の歴史1 聖徳太子 15
小

(6年)
- 1994

4290 人物日本の歴史2 聖武天皇 15
小

(6年)
- 1994

4291 人物日本の歴史3 藤原道長 15
小

(6年)
- 1994

4292 人物日本の歴史4 紫式部 15
小

(6年)
- 1994

4293 人物日本の歴史5 源頼朝 15
小

(6年)
- 1994

4294 人物日本の歴史6 北条時宗 15
小

(6年)
- 1994

4295 人物日本の歴史7 足利義満と義政 15
小

(6年)
- 1994

4296 人物日本の歴史8 織田信長 15
小

(6年)
- 1994

4297 人物日本の歴史9 豊臣秀吉 15
小

(6年)
- 1994

4298 人物日本の歴史10 徳川家光 15
小

(6年)
- 1994

4556 水田はどんな働きをしているの?

たんぼの自然観察会に参加したヒロシとカオルの兄
妹。カオルがヒロシに米作りについてきくがうまく答
えられません。そこでアグリンを呼んで米作りの一年
を紹介する。

15 小 - 2002

4544 世界の学校をたずねてみよう!

世界の学校のようすを､日本と関係の深い国を中心に紹
介。特色ある授業のようすをはじめ､日本の学校との違
いや共通点などを通して､世界にはさまざまな生活や文
化があることを描く。

14 小 - 2001

4536 世界の中の日の丸･君が代

各国の国旗･国歌には国の成り立ちや理想が込められて
いる。それらを紹介しながら､国旗･国歌を大切にする
国際常識を伝えるとともに､日本の国旗･国歌の制定の
いきさつをたどる。

27 小 - 2000

4408 世界を結ぶ日本の海運
輸出入の多くを海上輸送に依存する日本にとって生命
線とも言える海の道。経済と暮らしを力強く支えてき
た日本の海運を紹介する。

30 小 - 1997

4118 石油化学とコンビナート
石油化学工場のしくみや新しい研究開発の様子をアニ
メと実写で紹介する。

22
小

(6年)
- 1986

5129 石油の探査から生産まで 石油の探査から試掘､分析､開発までをアニメで描く。 20
小

(5･6年)
- 1987

4111 石油坊やの話1
石油誕生の歴史から､発見の方法､輸入の様子などをア
ニメを交えて紹介する。

15 小 - 1985

4113 石油坊やの話2
製油所のしくみや設備､また石油製品がどのようにして
届けられるかを紹介する。

17 小 - 1985

4343 石油ワンダーツアー
3人のCGキャラクターが登場し､クイズに答えながら日
本のエネルギー事情､石油の備蓄について理解させる。

16
小

(5･6年)
- 1995

4324 戦後50年の歩み
戦後50年の歩みを回顧し､その意義を探るとともに､日
本がこれから進むべき道などについても考える。

20
小

(5･6年)
- 1995

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-5  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6112 それいけ!アグリ 前編
○みんなの里山を守れ ○農業って楽しい! ○地場野菜
を食べよう ○食育で元気あっぷ ○みんなで海を体験
しよう ○環境にやさしい農業をエコファーマーから

80 小 - 2005

6113 それいけ!アグリ 後編
○情報付き野菜を探れ! ○特産品でイメージアップ ○
中身で勝負!楽しい農業 ○立ち上がれ!森林を守るため
に ○学校給食で食育を ○みんなで守ろう!きれいな水

80 小 - 2005

4359 大仏をつくる
奈良･東大寺の大仏を取り上げて､仏教中心の文化の様
子を示している。

20
小

(5･6年)
- 1996

4388
太陽の子メグちゃんの
水産業案内

漁業の種類､水産加工品､流通､これからの日本の漁業な
どを､アニメを用いて分かりやすく解説する。

15 小 - 1997

4354
太陽の子メグちゃんの
農業案内

私たちが毎日食べているお米と野菜の生産から流通ま
でを､アニメを用いて分かりやすく解説する。

15 小 - 1996

4416
太陽の子メグちゃんの
林業案内

私たちの暮らしと深い関わりがある林業。森林を守り
育てることの大切さや森林のもつはたらき､木材のすば
らしさなどを､アニメを交えながら分かりやすく解説す
る。

15 小 - 1998

4463
太陽の子メグちゃんの
畜産業案内

私たちが毎日食べている牛肉､豚肉､鶏肉､卵､牛乳など
の畜産物は､どのようにして食卓にやってくるのだろう
か。アニメーションを使って小学生にも理解できるよ
うやさしく解説する。

15 小 - 1999

4487
太陽の子メグちゃんの
農林水産業

農林水産業は､環境保全にも大きな役割を果たしてい
る。農業､林業､水産業が環境とどのように関係がある
のか､そこで働く人々が環境を守るためにどのような努
力しているかを解説する。

15 小 - 2000

4580
地域の歴史を調べる
ふるさとを探検しよう

埼玉県加須市という具体的な地域を取り上げ､生徒たち
が地域を調べる学習活動を通して､歴史の学び方を学び
ながら､歴史的な見方や考え方を身に付けていく過程を
紹介。

21 小 - 2002

4166 中部地方
中部地方の自然や農業､産業､経済､文化について紹介す
る。

40
小

(5年)
- 1991

4397 低地の人々のくらし
岐阜県の最も南にある町･海津町は､川に囲まれた町で
ある。土地が川の水面より低いため水害を受けやすく､
堤防に囲まれている。

15
小

(4年)
- 1997

5411 2020年からのメッセージ
2020年からやってきた未来ロボットと一緒に､アルミ缶
のリサイクルを見に行こう。

11 小 - 1994

4255 日本とアジアを結ぶ海運
日本とアジアを結ぶ海運の様子と､その働きや役割の重
要性を､アジアの産業と貿易をとおして描く。

20
小

(5･6年)
- 1993

4119
日本とアメリカ合衆国を結ぶ海
運

日本とアメリカを結ぶ海運の働きと役割について､各地
で活躍する日本の船を取り上げながら､アメリカの産業
と両国の貿易をとおして描く。

18
小

(5･6年)
- 1987

4116
日本とオーストラリアを結ぶ海
運

日本とオーストラリアを結ぶ海運の働きと役割につい
て､オーストラリアの産業と貿易をとおして描く。

18
小

(5･6年)
- 1985

4145 日本とヨーロッパを結ぶ海運
日本とヨーロッパを結ぶ海運の様子とその働きや役割
の重要性を描く。

20
小

(5･6年)
- 1990

4200
日本の運輸･通信シリーズ
新しい通信のしくみ

みどりの窓口､銀行のキャッシュカードサービス､交通
管制センター､市場と産地を結ぶ通信網などを紹介す
る。

10
小

(5･6年)
- 1992

4204
日本の運輸･通信シリーズ
海上輸送

自動車の原材料の輸入や､製品としての輸出の様子を紹
介し､海上輸送の重要性を理解させる。

10
小

(5･6年)
- 1992

4205
日本の運輸･通信シリーズ
航空輸送

ICは生産に適した土地に工場を建て､製品は航空機で運
んでいる。航空輸送の特徴と現状を描く。

10
小

(5･6年)
- 1992

4201
日本の運輸･通信シリーズ
新聞社で働く人々

十勝岳噴火のニュースを例にして､新聞社の活動を紹介
する。報道の社会的役割や責任についてもふれる。

10
小

(5･6年)
- 1992

4202
日本の運輸･通信シリーズ
テレビ局で働く人々

テレビの番組づくりの実際から､テレビ放送に関わって
いる人たちの努力や苦心を紹介する。

10
小

(5･6年)
- 1992

4203
日本の運輸･通信シリーズ
陸上輸送

野菜や工業製品を運ぶトラック輸送の特徴や､輸送力を
高める工夫､宅配便のしくみなどを描く。

10
小

(5･6年)
- 1992

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-6  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4181 日本の沿岸漁業
自然環境を生かし､かつ海の生態系を崩さないように工
夫して営まれている日本の沿岸漁業の様子を分かりや
すく紹介する。

20 小 - 1992

4178 日本の海運
現在の暮らしの中で､船はどのような役割を果たしてい
るのだろうか。主に海外との貿易をとおして考える。

30
小

(5･6年)
- 1992

5134 日本の海運
産業活動や私たちの日常の暮らしにとって､海運がいか
に大切な役割を果たしているか紹介する。

30
小

(5･6年)
- 1987

4245 日本の工業の特色
原料を輸入し製品を輸出する我が国の工業の特色を､豊
富なデータや取材によって分かりやすく解説する。

20
小

(5年)
- 1993

4762 日本の成り立ち
縄文時代のくらしと文化･弥生時代のくらしと文化･
国々の誕生と古墳の3部作

22 小 - 2005

4347 日本の酪農 生産編
よりおいしくてより安全な｢生乳｣を生産するため､良質
な飼料づくり､衛生的で効率的な飼料管理などに取り組
むすがたを紹介する。

20 小 - 1995

4348 日本の酪農 流通･消費編

酪農家で搾られた｢生乳｣が牛乳や様々な乳製品に形を
変えて消費者の食卓に届くまでを紹介するとともに､そ
の種類､加工方法や栄養価について分かりやすく解説す
る。

20 小 - 1995

4360 日本の歴史1 日本列島の夜明け 25
小

(6年)
- 1996

4361 日本の歴史2 古墳の時代 25
小

(6年)
- 1996

4362 日本の歴史3 仏教が伝わったころ 25
小

(6年)
- 1996

4363 日本の歴史4 奈良の都 25
小

(6年)
- 1996

4364 日本の歴史5 平安の都 25
小

(6年)
- 1996

4365 日本の歴史6 武士の起こりと源平の対立 25
小

(6年)
- 1996

4366 日本の歴史7 鎌倉幕府と蒙古襲来 25
小

(6年)
- 1996

4367 日本の歴史8 新しい仏教と鎌倉文化 25
小

(6年)
- 1996

4368 日本の歴史9 室町時代の社会と文明 25
小

(6年)
- 1996

4369 日本の歴史10 戦国の争乱 25
小

(6年)
- 1996

4370 日本の歴史11 天下をめざす 25
小

(6年)
- 1996

4371 日本の歴史12 江戸の幕開け 25
小

(6年)
- 1996

4372 日本の歴史13 町人の時代 25
小

(6年)
- 1996

4373 日本の歴史14 揺らぐ幕藩体制 25
小

(6年)
- 1996

4374 日本の歴史15 開国への道 25
小

(6年)
- 1996

4375 日本の歴史16 明治維新 25
小

(6年)
- 1996

4376 日本の歴史17 自由民権と明治憲法 25
小

(6年)
- 1996

4377 日本の歴史18 国際社会へ 25
小

(6年)
- 1996

4378 日本の歴史19 大正デモクラシー 25
小

(6年)
- 1996

4379 日本の歴史20 太平洋戦争と戦後の歩み 25
小

(6年)
- 1996

4176 日本列島誕生ものがたり
アニメやCGで､日本列島誕生の謎とエネルギーとの関係
を分かりやすく説明する。

28 小 - 1991

4177 日本列島誕生ものがたり
アニメやCGで､日本列島誕生の謎とエネルギーとの関係
を分かりやすく説明する。

28 小 - 1991

4154 のりの養しょく
海苔の歴史から､養殖､加工､流通､栄養素について紹介
する。

20 小 - 1991

4264
ピッポ君のなんでも答えちゃう
農村の役割ってなあに?

CGキャラクターのピッポ君が案内役となって､農村の役
割について分かりやすく説明する。

15 小 - 1993

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-7  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4413 人や物を運ぶ船
自動車を運ぶカーフェリーや､日本各地で活躍している
様々な船を取り上げ､私たちの暮らしと船のかかわりに
気づかせる。

14
小

(5年)
- 1997

4607
ひょっこりひょうたん島の
税ってなんだろう

財政難に頭を悩ませているひょうたん島大統領ドン･ガ
バチョ。税の意義や役割､今後の課題を､ひょうたん島
で繰りひろげられるドラマと解説で表現します。身近
な税について･･･等

24 小 2003 2003

4242 米作に生きる人びと
山形県の庄内平野で米作に取り組む専業農家と兼業農
家を取り上げ､米作に携わる人たちの工夫や努力に気づ
かせる。

20
小

(5年)
- 1993

4458 法と正義の守り手･検察庁
検察庁の役割とそこで働く検事､事務官などの仕事を分
かりやすく紹介する。

24 小 - 1998

4761 水は自然からのおくり物

生活になくてはならない水は､直接水源地から取水し､
また水道水のように浄水場を通して家庭に届けられ
る。この水が不足したり､汚れたりしたら大変。大切に
使う工夫が必要なことを描く。

15
小

(3･4年)
1996 2005

4344 みちのくの冬は今 雪国の暮らしを支える道。 18 小 - 1995

4729
みるみる社会科第1期
火力発電所を見てみよう

□火力発電のしくみ□クリーンな燃料､LNG□環境を守
るためのしくみ□安定して電気を届けるために

10 小 2004 2005

4733
みるみる社会科第1期
警察の仕事を見てみよう

□町を守るおまわりさん□交通事故を防ぐために□110
番のしくみ

9 小 2004 2005

4731
みるみる社会科第1期
下水処理場を見てみよう

□下水処理場のやくわり□下水をきれいにするしくみ
□汚泥を処理するしくみ□下水処理場ではたらく人び
と

9 小 2004 2005

4727
みるみる社会科第1期
市場を見てみよう

□マグロが運ばれてきた□せりのようす□なかおろし
の店□市場を支える人びと

9 小 2004 2005

4728
みるみる社会科第1期
浄水場を見てみよう

□水をきれいにするしくみ□おいしい水を作る技術□
浄水場ではたらく人びと□水は限りある資源

8 小 2004 2005

4732
みるみる社会科第1期
消防署の仕事を見てみよう

□いろいろな消防車と防火服□訓練のようす□119番の
しくみ□火事を防ぐために

10 小 2004 2005

4725
みるみる社会科第1期
スーパーマーケットを見てみよ
う

□開店前のじゅんび□売り場のくふう□売り場の裏の
ようす□お店をささえるいろんな仕事

9 小 2004 2005

4730
みるみる社会科第1期
清掃工場を見てみよう

□運ばれてくるごみ□ごみを燃やすしくみ□灰のゆく
え□環境を守るためのくふう

9 小 2004 2005

4726
みるみる社会科第1期
パン工場を見てみよう

□パン工場の朝□生地をつくる□パンを焼く□パンを
作る職人さん

9 小 2004 2005

4734
みるみる社会科第1期
米をつくる農家の人びと

□苗を育てる□田おこし､代かき､田植え□稲の成長を
たすける仕事□稲刈りのようす□お米の保管

9 小 2004 2005

4743
みるみる社会科第2期
お菓子の工場を見てみよう

□チョコレートができるまで□完成品の検査□安全､安
心な商品を作るために

8 小 2004 2005

4737
みるみる社会科第2期
かんのリサイクルを見てみよう

□かんの選別□アルミかんの再生□スチールかんの再
生□リサイクルの大切さ

10 小 2004 2005

4742
みるみる社会科第2期
自動車工場を見てみよう

□自動車の車体をつくる□自動車の組み立て□自動車
の検査□自動車の出荷□人や環境にやさしい自動車

10 小 2004 2005

4741
みるみる社会科第2期
製鉄所を見てみよう

□原料から鉄をつくる□銃鉄を鋼に変える□鋼を製品
に□製鉄所とリサイクル

10 小 2004 2005

4736
みるみる社会科第2期
ダムと取水ぜきを見てみよう

□ダムのやくわり□ダムではたらく人びと□取水ぜき
のやくわり

9 小 2004 2005

4744
みるみる社会科第2期
トラック輸送を見てみよう

□ターミナルに集められる荷物□荷物の仕分け□ト
ラックのひみつ□届けられる荷物

10 小 2004 2005

4738
みるみる社会科第2期
びんのリサイクルを見てみよう

□びんの選別□カレットをつくる□ワンウェイびんと
リターナブルびん□見なおされるびん

10 小 2004 2005

4739
みるみる社会科第2期
ペットボトルのリサイクルを見
てみよう

□ペットボトルの選別□再生ペットフレークをつくる
□リサイクルの大切さ

8 小 2004 2005

4735
みるみる社会科第2期
郵便局を見てみよう

□郵便物を集める□郵便物の区分□配達される郵便物
□郵便局のいろいろな仕事

9 小 2004 2005

4740
みるみる社会科第2期
酪農家の仕事を見てみよう

□牛しゃのそうじとえさやり□牛の乳しぼり□運ばれ
ていく牛乳□酪農家の見えない仕事□酪農の昔と今､そ
して未来

10 小 2004 2005

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-8  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4746
みるみる社会科第3期
ガス会社の仕事を見てみよう

□都市ガスをつくる□ガスを送るネットワーク□ガス
を安全にとどけるしくみ□環境を考える都市ガス

11 小 2005 2005

4747
みるみる社会科第3期
キャベツをつくる農家の人びと

□土と水で育てるキャベツ□キャベツの成長と定植□
キャベツの収穫と出荷□自然と共に働く苦労

10 小 2005 2005

4749
みるみる社会科第3期
漁港のやくわりを見てみよう

□水あげのようす□市場のようす□漁港のいろいろな
しせつ□漁業共同組合のやくわり

8 小 2005 2005

4745
みるみる社会科第3期
原子力発電所を見てみよう

□発電のしくみ□原子炉のしくみと管理□安全のため
にはたらく人たち□環境を考えた活動

11 小 2005 2005

4751
みるみる社会科第3期
新聞社の仕事を見てみよう

□取材をする□デスクのやくわり□紙面をつくる□印
刷と配達､新聞社の役目

11 小 2005 2005

4748
みるみる社会科第3期
なしをつくる農家の人びと

□冬の間の準備□花から実へ□良いなしを育てるため
に□収穫のようす

10 小 2005 2005

4750
みるみる社会科第3期
ニュース番組をつくる人びと

□編集会議□ニュースの取材□編集作業□スタジオの
ようす□副調整室のようす

10 小 2005 2005

4486 みんなのためのみんなの会費

小学生向けに制作された租税学習用のビデオ。福島市
立鳥川小学校児童が出演し､パン屋での買い物から消費
税の行く先を聞くほか､福島市内の公共施設や公共サー
ビスなどを訪ねる。

13 小 - 1999

4172 明治維新をめざした人々
幕末から維新にかけて活躍した人物に焦点を当て､彼ら
がどのように考えどう行動したかを､歴史的資料やエピ
ソードから探る。

21
小

(6年)
- 1991

4399 雪の多い土地のくらし
冬､日本海側では雪がたくさん降る。秋田県横手市で
の､雪から暮らしを守る工夫や､雪が与えてくれる天然
の恵みを紹介する。

15
小

(4年)
- 1997

4457
豊かさを運ぶ海の道
コンテナ船

海運の課題は､いかに低コスト､安全で､決められた日時
に目的地まで運ぶかである。｢魔法の箱｣といわれるコ
ンテナ船の機能をとおして､船舶による物流を分かりや
すく描く。

21 小 - 1998

4141 豊かなくらしとエネルギー 原子力発電の必要性と安全性を訴える。 20 小 - 1989

4270 ルーシーの挑戦
100万年にわたったエネルギー獲得の歴史。社会が大き
く変わるとき､そこにはいつも新しいエネルギーがあっ
た。

25 小 - 1994

5246 惑星アトン2
エネルギー開発とともに環境破壊がすすむ星へ招かれ
たカン太は税金の働きを知る。

23 小 - 1991

4848
わくわく歴史たんけんシリーズ
条約改正と日清･日ロ戦争

プロローグ(約1分30秒) ①不平等条約を改正せよ(約7
分) ②中国やロシアと戦う(約8分) ③立ち上がる民衆
(約5分20秒)

22 小 - 2010

4849
わくわく歴史たんけんシリーズ
長く続いた戦争と人々のくらし

プロローグ(約1分50秒) ①広がる戦争(約5分20秒) ②
戦争中の国民生活(約5分40秒) ③沖縄･広島･長崎､そし
て敗戦(約5分)

18 小 - 2010

4850
わくわく歴史たんけんシリーズ
平和な日本をめざして

プロローグ(約1分30秒) ①焼けあとから立ち上がる(約
3分30秒) ②もう戦争はしない(約5分20秒) ③平和で豊
かなくらしをめざして(約8分)

18 小 - 2010

4847
わくわく歴史たんけんシリーズ
明治維新をつくりあげた人々

プロローグ 黒船がやってきた(約2分50秒) ①若い武士
が歴史を動かす(約7分30秒) ②文明開化と福沢諭吉(約
6分) ③自由民権運動が広がる(約5分)

22 小 - 2010

4843 わたしたちが行う政治
直接見学の困難な事柄について具体的な映像でわかり
やすく示し､国の政治がわたしたちの選んだ代表者に
よって行われていることを理解させます。

13
小

(6年)
1996 2009

4419 わたしたちの海

佐賀県小川島の子供たちが､自分の家の漁業について調
べ､昔ほど魚がとれないことに気づいた。人の生活と海
の環境とが調和した新しい島の姿をシュミレーション
画像で描く。

14 小 - 1998

4844 わたしたちのくらしと憲法

日本国憲法には国家の理想や国民の権利と義務などの
重要な事柄が定められており､政治はその憲法をよりど
ころとして､行われていることなどを､わかりやすく解
説。

14
小

(6年)
1996 2009

4107 私たちのくらしと工業
ジャンボジェット機から身の回りの物まで､石油製品を
主体にした化学工業とは何かを考える。

20
小

(5･6年)
- 1985

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4493
わたしたちの国土シリーズ
空から見た日本の地形

空の旅に出かけて､地形の様子を見る。①海岸のようす
②山のようす(北アルプス) ③川のようす ④盆地のよ
うす(松本盆地～甲府盆地) ⑤富士山 ⑥平野のようす
(関東平野)

13 小 - 2000

4494
わたしたちの国土シリーズ
地域でちがう日本の気候

地域によって気候が違う理由を考える。①四季の変化
②南と北の気候(沖縄県と北海道) ③つゆと台風(台風
の多い九州地方つゆがない北海道) ④日本海側と太平
洋側の気候

13 小 - 2000

4492
わたしたちの国土シリーズ
日本の位置とまわりの国々

日本の端にある島々､日本のまわりにある国々を訪ね
る。①日本のへそ公園 ②日本の端の島々(与那国島･沖
ノ鳥島･南鳥島･択捉島)③まわりの国々を訪ねる(ロシ
ア･韓国他)

13 小 - 2000

4654

わたしたちの国土と
人々のくらしシリーズ
雪の多い新潟県･
寒い北海道のくらし

①雪の多い新潟県十日町市 ②雪からくらしを守る工夫
③寒さのきびしい宗谷地方 ④きびしい寒さを防ぐ工夫

17 小 2002 2003

4653
わたしたちの国土と
人々のくらしシリーズ
あたたかい沖縄県のくらし

①あたたかい沖縄県 ②気候に合わせたくらし ③気候
を生かした仕事の工夫 ④沖縄の独特の文化 ⑤沖縄に
住む人々の願い

16 小 2002 2003

4651
わたしたちの国土と
人々のくらしシリーズ
空から見た日本の地形

①海岸のようす ②山のようす ③川のようす ④盆地の
ようす ⑤平野のようす

14 小 2002 2003

4652
わたしたちの国土と
人々のくらしシリーズ
地域でちがう日本の気候

①四季の変化 ②南と北で異なる気候 ③つゆと台風 ④
日本海側と太平洋側の気候のちがい

14 小 2002 2003

4650
わたしたちの国土と
人々のくらしシリーズ
日本の位置と周りの国々

①日本のはしの島を見てみよう(沖の鳥島､択捉島他)②
まわり国々を訪ねてみよう(ロシア連邦､中国､韓国､
フィリピン他)

14 小 2002 2003

4518 新しい公害

新しいタイプの公害として､ヒートアイランド現象と自
動車交通公害に焦点を当て､都市･生活型公害とはどう
いうものか､どうしたら防げるか､その現状と問題解決
の方向を探る。

16 中･高 - 2000

4621
お金って何?
リスクと自己責任

経済の血液である｢お金｣の働きを通し｢自己責任｣の意
味を中学生の視点から分かりやすく説明。(お金とは､
お金の役割､預貯金と株式､金融の仕組み､金融ビックバ
ンなど)

16 中･高 2003 2003

5203 開発途上国ってどんな国?
父親の赴任先アフリカを訪れた中学生が現地の人々の
暮らしを目の当たりにし､援助の必要性を痛感する。

20 中･高 - 1991

4839
近世の日本①
ヨーロッパ人の来航と全国統一

〇ヨーロッパ文明との出会い 〇織田信長と豊臣秀吉の
統一事業 〇兵農分離と朝鮮侵略

24 中 - 2008

4840
近世の日本②
江戸幕府の成立と鎖国

〇江戸幕府の成立と支配のしくみ 〇キリスト教の禁止
から鎖国へ 〇鎖国の中での交流

24 中 - 2008

4841
近世の日本③
江戸時代の文化と学問

〇近松門左衛門と人形浄瑠璃 〇浮世絵 〇杉田玄白と
蘭学 〇伊能忠敬と日本地図

24 中 - 2008

4836
古代までの日本①
日本の成り立ち

〇旧石器時時代の日本 〇縄文時代のくらしと文化 〇
弥生時代のくらしと文化 〇国々の誕生と古墳

22 中 - 2008

4837
古代までの日本②
古代国家の歩み

〇聖徳太子がめざした政治 〇平城京と人々のくらし
〇平安貴族の政治と文化

24 中 - 2008

4287 国会百年
国会開設百年を記念した､衆･参議院の企画による記録
映画。

68 中･高 - 1994

4620 少子高齢社会とは
少子高齢化がなぜ急激に起こってきたのか､その原因
と､社会に及ぼす影響について探ります。今後の変容を
高校1年生をモデルにシュミレーションしていきます。

19 中･高 2003 2003

社会（中学校・高校）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4584
新･中学校地理シリーズ
世界から見た日本の気候

①世界の気候(猛暑･極寒の地域/世界の気候帯) ②暑く
て寒い国･日本(サンフランシスコと東京の気温の比較/
季節風の働き)③雨が多い国･日本 ④地域で違う日本の
気候(沖縄県那覇市他)

13 中 - 2002

4583
新･中学校地理シリーズ
世界から見た日本の地形

①環太平洋造山帯にある日本列島(動く大陸/ヒマラヤ
山脈の形成/日本は海にそびえる大山脈) ②川がつくっ
た日本の地形(ナイル川と日本の川/川がつくるさまざ
まな地形)

14 中 - 2002

4585
新･中学校地理シリーズ
日本の位置と領域

①色々な世界地図 ②緯度と経度 ③日本と同緯度､同経
度にある国 ④時差と日付変更線 ⑤日本のはしの島々
(与那国島･沖ノ鳥島･南鳥島･択捉島) ⑥日本は小さい
国?大きい国?

14 中 - 2002

4656
世界から見た日本シリーズ
世界から見た日本の気候

①世界の気候 ②暑くて寒い国､日本 ③日本の気候と季
節風の関係 ④雨が多い､日本 ⑤地域によって異なる日
本の気候

13 中 1999 2003

4655
世界から見た日本シリーズ
世界から見た日本の地形

①動く大陸 ②ヒマラヤ山脈と世界の造山帯 ③日本列
島は海にそびえる大山脈 ④変化にとんだ日本の地形
⑤地形を変えてきた川のはたらき

14 中 1999 2003

4657
世界から見た日本シリーズ
日本の位置と領域

①いろいろな世界地図 ②地球上の場所を表す緯度と経
度 ③同緯度､同経度にはどんな国がある? ④国境の
島々と日本の範囲⑤日本は大きい国?小さい国?

14 中 1999 2003

4163 地かくの変動 地殻の変動について､地球誕生のころから追究する。 19 中･高 - 1991

4489 地球環境と海運

海運は地球環境に最もやさしい輸送手段だが､海や大気
を汚さないために様々な工夫にも取り組んでいる。社
会科や総合的な学習の時間等で取り上げて､環境問題の
大切さについて学べる。

21 中･高 - 2000

4838
中世の日本
武家政治の始まり

〇武士の台頭と鎌倉幕府 〇モンゴルの襲来 〇今に伝
わる室町文化

22 中 - 2008

4122 東北地方 自然や産業と人々の生活を紹介する。 25 中 - 1988

4133 日本のエネルギー
石油､石炭､LNG､原子力について､分かりやすく解説す
る。

26 中 - 1989

4433
日本四大公害
水俣病･イタイイタイ病

戦後の経済発展は我々に豊かさをもたらしたが､同時に
多くのものを奪った。公害により損なわれた自然･健
康･いのち-それらの大切さを訴える。

20 中 - 1998

4432
日本四大公害
四日市ゼンソク

戦後の経済発展は我々に豊かさをもたらしたが､同時に
多くのものを奪った。公害により損なわれた自然･健
康･いのち-それらの大切さを訴える。

18 中 - 1998

4263
日本と西アジア･アフリカ･
中南米を結ぶ海運

世界の諸地域を結ぶ交通の中でも､資源や工業製品を運
ぶ上で大きな役割を果たしている海運について､西アジ
ア･アフリカ･中南米諸地域を産業と貿易をとおして描
く。

20 中･高 - 1993

5248 ハローTAX 税のしくみについて説明する。 24 高 - 1991

4121 北海道地方
北海道の厳しい自然と､それを克服しながら開拓を進め
た先人の労苦､寒さと闘う農家の努力など､北海道のも
つ特色と課題を示す。

25 中 - 1988

5357 南の国の人たちと共に
実写にアニメを交えながら､南アジア･アフリカの諸国
の人口増加と食糧問題を考える。

20 中･高 - 1993

4380 みんな地球市民
フランス人権宣言から第2次世界大戦に至る世界と日本
の人権の歴史をまとめ､できるだけ平易に､史実に忠実
に再現した。

31 中･高 - 1996

5419 離陸するアジア 日本の援助とインドネシアの人々との関わりを描く。 25 中･高 - 1994

4223 ウミガメを守る人と浜

我が国におけるウミガメの産卵場のある地域の人々の
様々な保護活動を紹介するとともに､ウミガメの産卵の
様子等も取り上げ､野生生物の保護や環境保全の大切さ
を理解させる。

20
小･中
般

- 1993

5516 APECとは何?
APEC(アジア太平洋経済協力)の歴史とあらまし､平成7
年のAPEC大阪会議の意義と成果などを描く。

26
中･高
般

- 1996

5461
科学技術立国への歩み
日本の科学技術5年

ニュースフィルムや産業技術映画の映像で､戦後日本の
科学技術を振り返る。

30
中･高
般

- 1995

社会（その他）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-11  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5465 かぶ号は風に乗って
株式の役割と株式投資について､中井美穂アナウンサー
がアニメを交えて分かりやすく解説する。

30
中･高
般

- 1995

4271 日本と世界を結ぶ海運
日本と世界とを結ぶ海運の働きと役割について､国際貿
易と国際分業の関係をとおして描く。

20
中･高
般

- 1994

4409 日本の税の歴史
邪馬台国の昔からの､税の成り立ちから現在の税のしく
みまでを分かりやすく描く。

20
小･中
高

- 1997

5191 惑星アトン 税の働き
税金がない惑星"アトン"を舞台に､主人公のカン太と一
緒に税の働きを理解する。【アニメーション】

30 小･中 - 1991

5192 惑星アトン 税の働き
税金がない惑星"アトン"を舞台に､主人公のカン太と一
緒に税の働きを理解する。【アニメーション】

30 小･中 - 1991

4175 私､電気をつくる人?!
アメリカ､デンマーク､日本での､太陽光､風力､地熱と
いった自然エネルギーを利用した発電への取り組みの
現状を紹介する。

28
中･高
般

- 1991

4411 わたしの道､みんなの道。
いろいろな道路､それに関わる施設を親子で見学し､道
路の役割を描く。

33
中･高
般

- 1997

4230 暑くなる地球
いま地球は急に暖かくなり､その温度上昇カーブは地表
の炭酸ガスの増加カーブと重なり合っている。人類は､
これ以上炭酸ガスを増加させない努力が必要である。

25 小 - 1993

4067 雨･雪･つらら 水は温度によって様々に姿を変えていく。 10
小

(4年)
- 1981

4265 今どき科学がおもしろい
レーザーの光や超音波､ソーラーカーなどに関する不思
議に､科学的に迫る。

29 小 - 1993

4682
宇宙のふしぎ
宇宙ってなんだろう

1､宇宙に星はいくつあるの? 2､夜はなぜあるの? 3､赤
ちゃん星は何色? 4､宇宙はいつからあるの?

20 小 - 2004

4683
宇宙のふしぎ
宇宙を感じてみよう

1､日時計 2､太陽を感じてみよう! 3､地球を感じてみよ
う 4､宇宙を感じてみよう 5､E･Tへのメッセージ

24 小 - 2004

4549
宇宙への招待
 ｢土星に大接近｣

赤い惑星 木星 土星 天王星と海王星 彗星圏 50 小 - 2001

4551
宇宙への招待
宇宙の謎大解明

宇宙観察のパイオニアたち 日食とオーロラ 激突 光の
ファンタジー 生命の存在

50 小 - 2001

4550
宇宙への招待
人類宇宙に住む

地球パトロール 宇宙の開拓者 宇宙生活 ロボット 次
なる目標は

50 小 - 2001

4548
宇宙への招待
太陽が地球をのむ

私たちの星 太陽の誕生 水星 金星 青い惑星 月 50 小 - 2001

4552
宇宙への招待
誕生と死の物語

銀河 ハッブルの目 無限 ビッグバン､ビッグクランチ
ブラックホール､ダークマター

50 小 - 2001

4387 教えて!ボルタ先生
仲良し3人組が200年前の世界に行って､電池を発明した
ボルタ先生と一緒に電池作りに挑戦する。

24 小 - 1996

4484 音の正体をつかめ?

理科室で不気味な音がする! 森川勇気と発音は､学校へ
忍び込み､音ワールドからやってきた生物･サウンドに
出会う。二人は音ワールドの実験室で理科室の音の究
明をしていく。

25 小 - 1999

4055 音のつたわり方
音が伝わるには､空気など音を伝えるものが必要であ
る。

10
小

(5年)
- 1981

4222
オモシロ教室
農業と地球環境

農業と地球環境との関わりを､人形劇を取り入れて解説
する。

15 小 - 1993

4049 温度と空気の体積 空気は温度によって体積が変わる。 10
小

(4年)
- 1981

4045 かがみ 日光がはねかえされること､集められること。 10
小

(3年)
- 1981

4088 火山のなりたちとうつりかわり
火山活動による山の成り立ちや､風雨の浸食による山の
形の変化を富士山と三原山､愛鷹山などを比較して描
く。

15
小

(5･6年)
1970 1982

4196 かしこい動物
人間は2本足で歩行するようになってからの長い歴史の
中で､知能が著しく発達した。考えて行動する動物､そ
れが人間である。

10
小

(5･6年)
- 1992

4047 風
自然の中での風の吹き方を観察する。風車を作って風
の吹く向きや強さを調べる。

10
小

(3･4年)
- 1981

理科（小学校）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4195 体をめぐる血液
魚やネズミ､人の心臓を比較しながら､心臓は血液を全
身に循環させるポンプの役目をしていることなどを明
らかにする。

10
小

(5･6年)
- 1992

4434 川の流れと川原のようす
川の流れのはたらきについて､その流量や流速が深くか
かわっていることを､自然の川での観察や実験から理解
させる。

10
小

(4年)
- 1998

4241 気温てなに どうして変わるの?

晴の日と曇の日に､地面の温度と空気の温度を測定し､
日光と地面の温度との関係､地面の温度と空気の温度と
の関係について明らかにし､気温の意味を考える手がか
りを提供する。

10
小

(5年)
- 1993

4543
気象を科学する
緑の地球を守る

太陽と地球､四季の移り変わり､大気の循環や水環境､高
度に発達した気象観測技術､オゾンホールの発見等､地
球環境をとりまく｢気象現象｣の数々をわかりやすく解
説している。

27 小 - 2001

4229 空気の中の水じょう気
水の蒸発は地表上のいたるところで起こっていて､私た
ちのまわりの空気には必ず水蒸気が含まれている。

10
小

(4年)
- 1993

4527 ゲンジボタル
今では貴重になってしまったゲンジボタルの､生態､生
活条件､生活史､そしてホタルと自然を守る人々の活動
を記録しながら､生物とその環境について考える。

19 小 - 2000

4193 呼吸のしくみ
魚もネズミも､そして人も酸素を吸収して二酸化炭素を
出していることを実験や観察によって確かめる。

10
小

(5･6年)
- 1992

4052 酸素･二酸化炭素 重さや溶けやすさを調べる。 10
小

(5年)
- 1981

4435 四季の星座とその観察1

星座探しの準備､場所の決め方から星座探しのコツ､星
座早見盤の使い方など､星座探しの基礎知識を分かりや
すく解説する。さらに星座神話や星の明るさ､色までも
簡単に説明する。

20 小 - 1998

4436 四季の星座とその観察2
春の星座の探し方のコツと､星座観察の注意点を説明す
る。春の星座のプロフィールやエピソードまで解説し
ていて､春の星座が身近なものになる。

20 小 - 1998

4437 四季の星座とその観察3
夏の星座と探し方のコツと､星座観察の注意点を説明す
る。夏の大三角形から天の川に沿っての星座散歩､そし
てペルセウス座流星群まで解説する。

20 小 - 1998

4438 四季の星座とその観察4

一年中で一番澄み切った大気の中での秋の星座の探し
方とそのコツを､星座にまつわる神話とからめながら説
明する。また､アンドロメダ銀河も分かりやすく説明す
る。

20 小 - 1998

4439 四季の星座とその観察5

冬の星座の探し方のコツと､星座観察の注意点を説明す
る。オリオンの神話､おおいぬ座のシリウス､おうし座
のすばる､カノープスの話からオリオン大星雲､カニ星
雲､バラ星雲まで説明。

20 小 - 1998

4440 四季の星座とその観察6
望遠鏡の種類から特徴､違い､組み立て方､操作方法など
を分かりやすく説明する。また､双眼鏡での天体の観察
や天体写真撮影のテクニックも紹介する。

20 小 - 1998

4048 じしゃく
磁石には2つの極があり､引き合ったり避けあったりす
ることをいろいろな実験で確かめる。

10
小

(3･4年)
- 1981

4194 消化のなぞ
消化というはたらきをレントゲン装置や内視鏡による
観察をとおして明らかにする。

10
小

(5･6年)
- 1992

4539 白神山地
森林が環境やあらゆる動物と人間に重要な役割を果た
しているかを中学校の理科教材として映像化。

20 中 - 2000

4530
人体･生命のつながり
①動物の性とわたしたちのから
だ

○卵生､胎生の動物とその成長 ○オス､メスの特徴と成
長に伴う変化 ○わたしたちの体と成長に伴う変化 オ
ス､メスの赤ちゃんをつくるための準備

15 小 - 2000

4531
人体･生命のつながり
②赤ちゃん(胎児)の成長

○人間のへその緒の役割 ○人間の胎児の成長と変化
(胎盤と養分の出入り､受精4週間､6週間､胎児と胎盤)
○卵で生まれる動物の養分の取り方 ○哺乳類の動物の
胎児とへその緒

15 小 - 2000

4532
人体･生命のつながり
③生命の誕生

○人工授精と自然の中の受精(魚や動物) ○男子､女子
の体のつくりと受精のしくみ(精子､卵子と受精のしく
み = 生命の誕生) ○生命を受け継いでいくこと

15 小 - 2000

4056 水溶液 水溶液には､酸性･アルカリ性･中性がある。 10
小

(6年)
- 1981

4460
対決!
エレクとマグネの真剣勝負

磁石に鉄粉をつけるとできる磁力線の規則的な模様､電
磁石やモーターを使っての発電など､こうした事象や実
験をとおして､磁気や電気についての理解を深める。

25 小 - 1998

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4331 タンポポや虫たちの一日
植物の運動や動物の活動は､天気や時刻の変化に適応し
ながら一定のリズムを保っている。その一日の様子を
観察してみよう。

19 小 - 1995

4285 地球の温暖化/オゾン層の破壊
地球温暖化のメカニズムや影響､その対策を考える。
オゾン層破壊のメカニズムと､フロンガス全廃に向けて
の動きを探る。

30
小

(5･6年)
- 1994

4151 地そうのなりたち
地層に含まれる構成物の特徴に注目させ､地層の成り立
ちの科学的な見方を深めさせる。

20
小

(6年)
- 1990

4060 てこ
てこ実験器を使って､重りの数を変えたり支点からの距
離を変えたりして､バランスをとる実験を簡明な操作で
見せる。

10
小

(5･6年)
- 1981

4062 電磁石
電流を流したコイルの中では､目に見えない磁場が生じ
ていることを探り､コイルの巻き数による磁力の強さを
調べる。

10
小

(5･6年)
- 1981

4240 土地のでき方
化石を含む地層や干潟､火山灰が堆積してできた地層な
どを観察して､長い年月をかけて変化する土地について
考える。

10
小

(6年)
- 1993

4187 夏の星
夏の大三角形､カシオペア､北斗七星の形や呼び名の由
来を交えながら､星の観察への興味･関心を高める。

19 小 - 1992

4198 2本足のふしぎ
ウマとヒトの骨格標本で､その差異と共通点をとらえ
る。

10
小

(5･6年)
- 1992

4286
熱帯林の減少
酸性雨

破壊の現状や､熱帯林を守るための国際的な動きについ
て紹介する。各国の酸性雨による被害について紹介す
る。

30
小

(5･6年)
- 1994

4059 熱のつたわり方
熱せられた金属は熱源から順に温まるが､水や空気は
違った温まり方をすることに気づかせる。

10
小

(5･6年)
- 1981

4540 熱をさぐれ!

20XX年。ここは近未来のサイエンス調査室。室長のド
ク博士から連絡が入った。"宇宙ゴミが大気圏に接近し
て来る。これを防ぐには摩擦熱で燃え尽きさせてしま
えばよいのだが…。"

25 小 - 2000

4057 燃焼1 ロウソクの炎を調べる。 10
小

(6年)
- 1981

4058 燃焼2 ロウソクの燃え方と､木や木炭の燃え方を比べる。 10
小

(6年)
- 1981

5106 帆船ソルト号の出発 楽しい塩の実験室 20 小 - 1984

4414 光の正体をさぐってみよう
太陽の光やランプの明かりで､光の性質を探る様々な実
験を行い未来の科学や自然について考える。

21 小 - 1997

4053 光の進み方 光反射との屈折 10
小

(5年)
- 1981

4050 火と空気 ものが燃えるには酸素が必要である。 10
小

(5年)
- 1981

4158 人と環境
動物の酸素供給が植物に依存していることを実験で示
し､すべての生物は､他の生物と関わって生きているこ
とを理解させる。

10
小

(6年)
- 1991

4197 ヒトと環境
地球上の生物はすべて深いつながりをもって生きてい
る。しかし人間は､環境のバランスを崩しながら生きて
いる。

10
小

(5･6年)
- 1992

4199 人と植物のかかわり
植物の出す酸素を吸ったり､動物の飼料として間接的に
利用したりして､人は植物に支えられて生きていること
を確かめる。

10
小

(5･6年)
- 1992

4529 ヒトの来た遠く長い道

数百万年の進化の過程を経ながら生命を受け継いでき
た結果としてのあなたというヒト。ヒトの進化と文化
の歴史が､今を生きる私たちに繋がっているという壮大
な生命の物語。

22 小 - 2000

4066 冬の天気 季節による空の様子･地温の違い 10
小

(3年)
- 1981

4188 冬の星
オリオン座を中心に､一晩中の星の動きを特殊撮影に
よってとらえ､天体の現象を時間の経過や空間の広がり
でつかめるようになる。

19 小 - 1992

4169 星の動きをしらべる
児童にできる観察方法､線動画による解説などから天体
観察への関心を高める。

19
小

(5年)
- 1991

4131 マッハのエネルギーQ＆A
私たちの生活や産業を支えているエネルギーについて､
マッハ文朱と小学生が資料映像などをとおして解説す
る。

20 小 - 1989

4061 豆電球とかん電池
豆電球と乾電池のつなぎ方には､直列つなぎと並列つな
ぎとがある。そのときの豆電球の明るさや電池の消費
の仕方の違いを調べる。

10
小

(2年～)
- 1981

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-14  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4355 未来をひらく光電池
新エネルギーの中でも特に期待されている太陽エネル
ギーを取り上げ､実験をとおして光電池のしくみや特徴
を理解する。

12 小 - 1996

4046 虫めがね
虫めがねの大きさにより､集めた光の明るさ･温かさの
違いに気づかせる。

10
小

(3年)
- 1981

4281 メダカとグッピー
メダカとグッピーの飼育から､卵で生まれるもの(卵生)
と､親と同じ形で生まれるもの(胎生)とがあることを理
解させる。

19
小

(5年)
- 1994

4051 ものを燃やす ものが燃えると､酸素が使われ二酸化炭素ができる。 10
小

(5年)
- 1981

4159 モンシロチョウ
モンシロチョウの美しさだけではなく､自然の中に生き
る姿を観察することで､自然の厳しさを赤裸々に示唆す
る。

19
小

(3年)
- 1991

4562
やってみよう
なんでも実験室①

○レモン､アルミホイル､炭などから電池ができる! 実
験しながら､電池の原理を探る。○台風やたつ巻は､ど
うしてできるのかいろいろなうずを作って､そのパワー
を確かめる。

51 小 - 2002

4563
やってみよう
なんでも実験室②

○身近に起きる静電気も､ためると100人がしびれるパ
ワーになる。楽しい実験で静電気を学ぼう。○水晶と
ガラス球はどちらが冷たい?身近な現象や実験を通し
て､熱の本質をとらえよう。

51 小 - 2002

4564
やってみよう
なんでも実験室③

○小さな植物の種子にも､さまざまな空を飛ぶ工夫が隠
されている。模型を作って実験しよう。○酸とアルカ
リで､虹のような色を作ってみよう。また､骨やハムを
溶かすパワーも紹介。

51 小 - 2002

4565
やってみよう
なんでも実験室④

○ピンホールやスリットを使った簡単な手づくりカメ
ラで､オリジナル写真を撮ってみよう。○ススキやキャ
ベツから紙ができる?台所にある道具でもできる紙作り
の方法を紹介。

51 小 - 2002

4566
やってみよう
なんでも実験室⑤

○堅い鉄も粉にすれば花火やカイロに大変身! 粉の持
つ不思議な性質を実験で確かめよう。○炎にかざすと
動きつづけるおもちゃ。磁石に反応して動く液体。磁
石の意外な性質を確かめよう。

51 小 - 2002

4137 46億年の贈りもの
エネルギー資源､それは地球46億年の贈り物である。限
りある資源を､大切に有効に活用しなければならない。

25
小

(5･6年)
- 1989

4138 46億年の贈りもの
エネルギー資源､それは地球46億年の贈り物である。限
りある資源を､大切に有効に活用しなければならない。

25
小

(5･6年)
- 1989

4322
ラサール石井の
科学のふしぎ実験隊

水蒸気の実験､光の実験､慣性の実験､浮力の実験､顕微
鏡で見る海水の結晶､静電気の実験などを紹介する。

43 小 - 1995

4054 レンズ 光の集まるところはレンズのふくらみで違う。 10
小

(5年)
- 1981

4130 新しいエネルギーの利用
いろいろな｢新エネルギー｣の開発研究の状況を､具体的
かつ平易に解説する。

21 高 - 1989

4174 遺伝の法則をたしかめる
エンドウを使って交配実験を行い､親の形質が子孫に伝
わるときに一定の法則にしたがっていることを確かめ
る。

24 中･高 - 1991

4605 海の動脈 ｢内航海運｣

人や荷物を港から港へ運ぶ船を内航海運と呼ぶ。コン
テナ･フェリー･ジェットフォイルなど7000隻の種類が
あり運ぶ荷物によって運ぶ船の種類も異なる様子を描
く。

19 中･高 2002 2002

4417 エネルギー知ってるつもり

実験や観察をとおして､エネルギーの基礎概念や原理に
ついての理解を深めるとともに､新エネルギーについて
の開発状況や環境保全に向けた取り組みなどを紹介す
る。

20 高 - 1998

4389 エネルギーの未来
新エネルギーの中でも実用化への期待が高い太陽､地
熱､風力等を取り上げ､21世紀のエネルギー問題や環境
問題を考える。

18 中 - 1997

4086 海岸の地形
海流や波の力による堆積､侵食､運搬の様子を観察す
る。

15 中 1968 1982

4238 火山災害を知る
雲仙普賢岳で発生した火砕流で死亡したフランスの火
山研究家モーリス･クラフト氏が撮影した世界の火山災
害を紹介する。

25 中 - 1993

理科（中学校・高校）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-15  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4087 火山のつくる地形 爆発や陥没によって作られる二次的な地形を調べる。 15 中 1968 1982

4085 川のつくる地形 川の流れを追って､侵食､運搬､堆積の様子を観察する。 15 中 1968 1982

4136 九州地方
変わる九州の工業､干拓地の農業､西海の漁業､南九州の
農村と離島､沖縄などの実情を描く。

23 中 - 1989

4090 雲のでき方
雲はどんな原因で､どのような過程を経てできるのだろ
うか。

20 中 1975 1982

4282 血液の循環とはたらき
血液はなぜ必要か､なぜ絶えず循環する必要があるか､
その働きと循環のしくみを顕微鏡撮影やアニメを用い
て明快に示す。

18 中 - 1994

4459 森林から見た日本の気候
森林は気候を総合的に反映し､森林によって気候の違い
が眼でとらえられる。森林分布に着目して､日本の気候
の特色や気候区分を眼でとらえることを試みる。

21 中 - 1998

5984
生命に満ちた島
屋久島の森を探る

屋久島には世界的にも稀な屋久島杉･動物･多様な生物
がみられる森が有ります。その森の全体像や､様々な生
き物の不思議を探り､人間と自然との関わりを描く。

20 中 2002 2002

4160 生命のピラミッド
湖の生物界に存在する生命のピラミッドを視覚化する
と同時に､ダイナミックな生物同士の関係を理解させ
る。

20 中 - 1991

4161
ダーウィンの進化論と
ガラパゴスの生物

ダーウィンの進化論の支えとなったガラパゴス諸島の
生物を現地ロケで紹介し､適応放散や隔離の現象を実例
に基づいて描く。

14 中･高 - 1991

4089 大気中の水の循環
地表と大気圏をめぐる壮大な水の循環について､地球的
規模でとらえる。

8 中 1971 1982

4135 中国･四国地方
工業のさかんな瀬戸内､変わる漁業と農業､南四国･山
陰･中国山地の暮らしの実情を描く。

25 中 - 1989

4150 藻場(ﾓﾊﾞ)
魚介類の幼稚魚の生活とかかわりの深い藻場の働きを
知る。

30 中･高 - 1990

4334 森林(ﾓﾘ)と地球
森林と地球環境の関係や､森林に住む生物たちの関係を
中心に描く。

30 中 - 1995

4262 森林(ﾓﾘ)と暮らし
木の組織､構成を詳しく観察して､木の持つ優れた特性
を探る。

20 中 - 1993

4394 森林(ﾓﾘ)と人間 日本人と木の文化 30 中 - 1997

4395 森には生命の音がする 人間を取り巻く森林の効用 30 中 - 1997

4393 森林(ﾓﾘ)の生態
日本の森林の生い立ちや移り変わり､メカニズムを解き
明かす。

30 中 - 1997

4211 森林(ﾓﾘ)の成り立ちと営み
森林と人間が共存していくことの重要性と自然観察に
ついて興味を呼び起こし､自然を理解する。

16 中 - 1992

4157 森林(ﾓﾘ)の働き
森林が､地球の大気の組成を保つことや川の水量の平準
化に役立っていることなどを説明する。

16 中 - 1991

4325 森林(ﾓﾘ)の恵み
私たちの生活と関わりの深い森林を科学的な目で見つ
め直し､その不思議な働きを知る。

16 中 - 1995

4635 宇宙メダカ実験のすべて
日本人宇宙飛行士･向井千秋さんとともに15日間､メダ
カ4匹が宇宙に滞在し､脊椎動物として初めて雌雄によ
る産卵行動を実現。(音声無し･解説書付)

30
中･高
般

- 2003

4269 森林(ﾓﾘ)と魚
漁場を豊かにしていくうえで､森林の果たす役割は意外
と知られていない。水産資源保護のためでもある環境
保全を考える。

14 小･中 - 1994

4402 英語で学べる世界の都市1
ロンドン市内に住む少女の一日をとおして､イギリスの
人々の生活を概観する。全編､やさしい英語ナレーショ
ン入り。

15 中･高 - 1997

4403 英語で学べる世界の都市2
サンフランシスコ市内に住む少女の日常生活をとおし
て､外国人の習慣やものの考え方への関心を高める。全
編､やさしい英語ナレーション入り。

15 中･高 - 1997

理科（その他）

英語

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4404 英語で学べる世界の都市3
ニューヨーク市内に住む少女の一日をとおして､ニュー
ヨークで生活する様々な人々や珍しい場所を紹介す
る。全編､やさしい英語ナレーション入り。

15 中･高 - 1997

4669
JUMP RIGHT IN! 飛び込んでみよ
う!日本の学校

｢日本の外国語教育｣ ｢中学校･高等学校での取り組み｣
｢小学校での取り組み｣ ｢ALTからのメッセージ｣

23 教 2004 2004

4573

ハローイングリッシュ
あいさつ
●英語の歌 ｢Twinkle Twinkle
Litle Star｣

朝､昼､夜のあいさつはもとより､いつでも使えるあいさ
つの仕方と答え方を､繰り返し英語で学ぶ。また､名前
を言う､聞く､自己紹介､家族の名前の呼び方などについ
ても紹介。

18 小 - 2002

4574

ハローイングリッシュ
かずとからだ
●英語の歌｢Head Shoulders
Knees And Toes｣

体の部位を教えながら､自然に覚えられる歌を､ネイ
ティブスピーカーが紹介。

18 小 - 2002

4576

ハローイングリッシュ
ゲームで学ぶ英語
●授業活用例
付録 発音指導CD-ROM

このビデオシリーズを具体的に授業展開していただく
ために､またネイティブの先生との共同の授業展開な
ど､具体的なゲームなどの活用例を通して紹介。

30 小 - 2002

4572
ハローイングリッシュ
せいかつ
●英語の歌｢ABC Song｣

英語の基本であるアルファベットをリズムよく自然に
覚えられるような歌を､ネイティブスピーカーが紹介。

18 小 - 2002

4575
ハローイングリッシュ
てんきときせつ
●英語の歌 ｢London Bridge｣

リズム感があり､子どもが体を動かせるような､しかも
歌詞に繰り返しがあり自然に覚えられるような歌を､ネ
イティブスピーカーが紹介。

18 小 - 2002

4384
青い炎の科学
小学校高学年

潤いのある豊かな暮らしを支えるLPガスの青い炎。身
近なLPガスに関する知識と正しい利用の仕方を学ぶ。

20 小 - 1996

4385
青い炎の科学
中学校

潤いのある豊かな暮らしを支えるLPガスの青い炎。身
近なLPガスに関する知識と正しい利用の仕方を学ぶ。

22 中 - 1996

4299 新しい家庭 1 玉結び･玉どめ･ボタンつけ 14
小

(5･6年)
- 1994

4300 新しい家庭 2 なみぬいと返しぬい 11
小

(5･6年)
- 1994

4301 新しい家庭 3 ふくろ作り 15
小

(5･6年)
- 1994

4302 新しい家庭 4 調理用具の使い方 12
小

(5･6年)
- 1994

4303 新しい家庭 5 野菜サラダの作り方 12
小

(5･6年)
- 1994

4304 新しい家庭 6 ミシンの使い方 14
小

(5･6年)
- 1994

4305 新しい家庭 7 エプロン作り 14
小

(5･6年)
- 1994

4306 新しい家庭 8 かんたんなししゅう 14
小

(5･6年)
- 1994

4307 新しい家庭 9 たまごとじゃがいもの調理 12
小

(5･6年)
- 1994

4308 新しい家庭10 ごはんとみそしるの作り方 12
小

(5･6年)
- 1994

4309 新しい家庭11 ごみのしまつ 19
小

(5･6年)
- 1994

4310 新しい家庭12 くらしと買い物 18
小

(5･6年)
- 1994

4140 板ガラスの世界
板ガラスの歴史､種類や特徴､生活場面での利用例など
を､分かりやすく紹介する。

20 中･高 - 1989

4272
金銭教育冊子を活用
している中学校を訪ねて…

貯蓄広報中央委員会が平成5年に刊行した中学生向け金
銭教育冊子｢A Guide to Money ＆ Card｣を活用してい
る中学校の様子を描く。

17 中 - 1994

技術・家庭

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4212 くらしの中の火

いろんな火の力の中から､食べ物と火の関わりについ
て､実験や小学生たちのインタビューを折り込みながら
探る。火で調理することには､古くから積み重ねてきた
人間の知恵がある。

16
小

(5･6年)
- 1992

4213 くらしの中の火

いろんな火の力の中から､食べ物と火の関わりについ
て､実験や小学生たちのインタビューを折り込みながら
探る。火で調理することには､古くから積み重ねてきた
人間の知恵がある。

16
小

(5･6年)
- 1992

4214 くらしの中の火

いろんな火の力の中から､食べ物と火の関わりについ
て､実験や小学生たちのインタビューを折り込みながら
探る。火で調理することには､古くから積み重ねてきた
人間の知恵がある。

16
小

(5･6年)
- 1992

4215 くらしの中の火

いろんな火の力の中から､食べ物と火の関わりについ
て､実験や小学生たちのインタビューを折り込みながら
探る。火で調理することには､古くから積み重ねてきた
人間の知恵がある。

16
小

(5･6年)
- 1992

4149
コンピュータの正体をつかまえ
よう

コンピュータの働く原理を視覚化し､コンピュータの本
質を理解する。

20 中 - 1990

5567 砂糖が消えた!?
砂糖が私たちの生活においてどのような働きをしてい
るかを､いろいろな実験を交えながら人形劇によって描
く。

16 小 - 1996

5463 砂糖の調理科学
砂糖には､甘味をつけるだけでなく､他にもいろいろな
おもしろい働きがある。科学の目でとらえ直してみよ
う。

19 中 - 1995

5462 砂糖のできるまで
砂糖に関する疑問に答えるために､砂糖が実際にどのよ
うに作られているのかを紹介する。

13 中･高 - 1995

5401 砂糖の歴史
砂糖は､いつ頃､どこで､どのようにして生まれ､どのよ
うにして日本に伝えられたのだろう。

14
小

(5･6年)
- 1993

4273
知っておきたい!
お金とカードの世界

ドラマと人形劇を組み合わせ､中高生がお金やクレジッ
トカードについての知識を興味深く学べるようにし
た。

55 中･高 - 1994

4810
小学校家庭科4
生活時間のくふう

○朝の時間を見つめよう ○一人でどこまでできるかな
○ふやそう家で自分でできること

15
小

(5･6年)
- 2007

4811
小学校家庭科5
地域の人々とのつながり

○どれだけ知ってる?近所の人々 ○私たちがお世話に
なっている地域の人々 ○地域で行われる活動に参加し
てみよう

15
小

(5･6年)
- 2007

4812
小学校家庭科6
これからの快適な住まい

○日当たりと熱の受け方 ○暖房器具の種類や安全な使
い方 ○部屋の風通しや換気

20
小

(5･6年)
- 2007

4184 じょうずな買い物
小学生に消費者としての自覚を持たせ､主体的･計画的
に生活する能力を身につけさせる。

19
小

(5･6年)
- 1992

4591
情報とコンピュータ
①生活とコンピュータのかかわ
り

情報手段の果たしている役割は､社会や家庭のあらゆる
生活場面に広がっています。生徒の興味をひきつける､
学校では普段見られないコンピュータ利用の数々を収
録。

20
中･高
般

- 2002

4593
情報とコンピュータ
③コンピュータのしくみと原理

0と1が表現するデジタルの世界をやさしく解説。ハー
ド面の各部分(入力･記憶･演算･制御･出力)､ソフト面の
基本ソフトOSと応用ソフトウェアなどを映像でわかり
やすく解説。

20
中･高
般

- 2002

4594
情報とコンピュータ
④情報ネットワークとマルチメ
ディア

情報通信ネットワークを利用して情報を集め､目的にあ
わせて処理したり､様々な伝達手段(マルチメディア)で
表現し､発信してみるまでを具体的に紹介。

20
中･高
般

- 2002

4595
情報とコンピュータ
⑤プログラムと計測･制御

プログラムの働きと､実際にコンピュータでどんな計測
と制御がおこなわれているのか､そして将来どのように
発達していくのかを具体的にやさしく解説。

20
中･高
般

- 2002

4216 住まいのくふう
季節の変化に応じた住まいに関する様々な工夫につい
て探る。北海道と沖縄県での違い､様々な暖房器具､換
気の大切さや暖房器具の使用法などを説明する。

16
小

(5･6年)
- 1992

4217 住まいのくふう
季節の変化に応じた住まいに関する様々な工夫につい
て探る。北海道と沖縄県での違い､様々な暖房器具､換
気の大切さや暖房器具の使用法などを説明する。

16
小

(5･6年)
- 1992

4218 住まいのくふう
季節の変化に応じた住まいに関する様々な工夫につい
て探る。北海道と沖縄県での違い､様々な暖房器具､換
気の大切さや暖房器具の使用法などを説明する。

16
小

(5･6年)
- 1992

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4219 住まいのくふう
季節の変化に応じた住まいに関する様々な工夫につい
て探る。北海道と沖縄県での違い､様々な暖房器具､換
気の大切さや暖房器具の使用法などを説明する。

16
小

(5･6年)
- 1992

5464
太陽エネルギーの
結晶･砂糖

砂糖が､エネルギー源として体の中でどんな働きをする
のかを探り､その果たす役割を考える。

13 中･高 - 1995

4797
調理の基礎とコツｼﾘｰｽﾞ①
調理を始めよう

男女高校生が､自分で食事を作れるようになりたいと弟
子入りしたのは｢調理道｣師匠。プロの仕事ぶりから､す
べての調理の基礎は､下ごしらえと手順にあることを学
ぶ。

15 高 - 2006

4798
調理の基礎とコツｼﾘｰｽﾞ②
あえる

酢の物とほうれんそうのごまあえを作る。あえる調理
のポイントは､新鮮な材料を食べる直前にあえることで
ある。塩分の作用の実験や茹で時間によるビタミン損
失のグラフなどでコツを知る。

15 高 - 2006

4799
調理の基礎とコツｼﾘｰｽﾞ③
煮る

いり鳥と煮魚を作る。煮物は弱い火力で煮汁のうま味
を材料にしみ込ませるが､落としぶたは大きな効果があ
る。断面なべでその様子を観察する。また､魚のおろし
方も学ぶ。

15 高 - 2006

4800
調理の基礎とコツｼﾘｰｽﾞ④
焼く

チキンソテーとマカロニグラタンを作る。チキンソ
テーと添える野菜の出来上がり時間をそろえる手順を
組まなくてはならない。マカロニグラタン用のホワイ
トソースは､とにかくかき混ぜてダマを消す。

15 高 - 2006

4801
調理の基礎とコツｼﾘｰｽﾞ⑤
揚げる

てんぷらとさけのフライを作る。材料に適した温度で
揚げることがポイントである。衣は材料を保護し､うま
味を増す。油温のおおよそは､衣を一滴落としてみると
わかる。水をよく拭きとっておけば､はねることもな
い。

15 高 - 2006

4802
調理の基礎とコツｼﾘｰｽﾞ⑥
炒める

八宝菜とチャーハンに挑戦する。炒め物のポイントは｢
強火で短時間｣である。八宝菜は､炒め上がり時間をそ
ろえるよう､切り方や下茹で､炒め順を考える。チャー
ハンは､火の通りの異なる材料別に分けて炒める。

15 高 - 2006

4233 春美とアキラの通信販売
近年増えつづけている消費者トラブルの実例を映像で
再現し､視聴後､一人一人が考え､討論できる内容になっ
ている。

19 小 - 1993

6118 もっと知りたい元気のもと

私たちが心も体も元気で健康な生活を送るためには､好
き嫌いをしないでバランスの良い食生活を送ることが
大切である。｢食生活指針｣を参考に自分たちの食生活
について考える。

10 小 - 2005

4123 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

4124 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

4125 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

4126 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

4127 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

4128 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

4129 わたしたちの暮らしとガス

暮らしの中で､ガスは大切なエネルギーとして調理や暖
房等に広く使われているが､電気とは違い､燃えること
によって熱を出す燃料である。ガスの安全で上手な使
い方について考える。

13
小

(5･6年)
- 1988

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4659
箏
さくらを弾きましょう

授業で役立つ和楽器入門講座。準備編 柱の持ち方､座
り方､爪のはめ方､調絃､演奏の後に 演奏編 主題､前奏､
後奏､全曲

29+49 中 2003 2004

4608 三味線ってカッコいい!
三味線の入門編。中学生が初めて三味線を手にし､曲を
演奏するまでを描く。

24 中 2003 2003

4668
たのしさいっぱい!
郷土の音楽

(民俗音楽の豊かな世界) 郷土の音楽のよさを再認識す
るとともに､子どもたちの持っている音の感覚を掘り起
こしながら､授業を実践していく｢学び｣としてのアプ
ローチを提示。

20 小･中 2004 2004

4786 和楽器だ!音楽づくりだ!

小･中学生が和楽器を使って音楽づくりに取り組む姿を
紹介し､｢表現する力｣､｢考える力｣など､今の子どもたち
に求められている力を育む音楽科教育の充実を目指
す。

23 小･中 2005 2005

4613
いいとこみつけた､
中学年の造形遊び

木切れなどの材料や場所の特徴をもとにして､思いつい
た活動をしたり､みんなで発想したりして楽しい造形活
動をする。

21
小

(3･4年)
2003 2003

4667 色と形で伝える
ビジュアル･コミュニケーションの時代。 色や形によ
るコミュニケーションとは何か､どのような表現･活用
方法があるかを具体的に示す。

23 中 2004 2004

4612 こころつくり､こころ伝え

図画工作･美術にはとても重要な要素である"心の表現
の方法"に焦点を当てた。幼児から専門の作家､生涯学
習として楽しんでいる方の表現活動を通して､心の成
長､表現の仕方の特質など表す。

22 中･高 2003 2003

4666 こんなのできたよ
画用紙などの平面の表現活動と､粘土などによる立体的
表現活動を通して､新しい造形教育の考え方と子供たち
のよさや可能性を具体的に描く。

21 小 2004 2004

4787 生活に生きている日本の美術文化

昔から日本各地の生活の中にある様々な造形的な美の
形のよさやおもしろさ､それらを生かした楽しく心豊か
な生活などに焦点を当て､日本の美術文化の特徴につい
て分かり易く作られている。

22
中･高
般

2005 2005

4186 クロール
準備体操､正しい泳ぎ方､姿勢､手の動き､足の使い方､呼
吸の仕方､スタートの仕方などについて分かりやすく解
説する。

15 小 - 1992

4461
剣道1 基本編
剣道のよさに触れる

中学･高校の体育授業用ビデオ。 ①剣道の特性 ②剣道
学習の進め方と留意点 ③基本動作 ④｢基本動作｣練習
の仕方1 ⑤｢基本動作｣練習の仕方2 ⑥簡易試合

30 中 - 1998

4462
剣道2 応用編
剣道を得意にする

中学･高校の体育授業用ビデオ。 ①剣道学習の進め方
②｢対人的技能｣練習の仕方1 ③簡易試合 ④｢対人的技
能｣練習の仕方2 ⑤学習のまとめ

30 中 - 1998

4645
小学校体育シリーズ
器械運動鉄棒運動

体ほぐし運動(ぶら下がり足じゃんけん､鉄棒の上に座
る) 基本技(ひざかけふり上がり､さか上がり､前回り下
り､転向前下り) 技の発表(グループ演技)

15
小

(3･4年)
2002 2003

4648
小学校体育シリーズ
器械運動鉄棒運動

体ほぐし運動(背中あわせのさか上がり､鉄ぼうの上に
立つなど) 基本技(ひざかけ上がり､さか上がり､こうも
りふり下りなど) 技の発表(グループ演技)

15
小

(5･6年)
2002 2003

4646
小学校体育シリーズ
器械運動とびばこ運動

体ほぐし運動(うさぎとびくらべ､連続横とびこし､ふみ
きりじゃんけん) 基本技(開きゃくとび､かかえこみと
び､台上前転) 技の発表(グループとび箱)

15
小

(3･4年)
2002 2003

4649
小学校体育シリーズ
器械運動とびばこ運動

体ほぐし運動(連続馬とび､うさぎはばとび､とびおり
じゃんけん) 基本技(開きゃくとび､､かかえこみとび､
首はねとび) 発展技(伸身開きゃくとび､屈伸とびなど)
技の発表(グループとび箱)

15
小

(5･6年)
2002 2003

4644
小学校体育シリーズ
器械運動マット運動

体ほぐし運動(手足歩きでじゃんけん､しゃくとり虫歩
き､ゆりかご) 基本技(前転､後転､側方倒立回転､頭倒
立) 発展技(開きゃく前転後転) 技の発表(グループ演
技)

15
小

(3･4年)
2002 2003

音楽

図工・美術

体育

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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制作
年度

購入
年度

4647
小学校体育シリーズ
器械運動マット運動

体ほぐし運動(手押しずもう､みんなで前転､丸太運びな
ど) 基本技(前転､後転､側方倒立回転､倒立) 発展技(開
きゃく前転･後転､とび前転､など) 技の発表(グループ
演技)

15
小

(5･6年)
2002 2003

4636
小学校体育シリーズ
陸上運動かけっこ･リレー

体ほぐし運動(おに遊び) スタート(矢じるしダッシュ､
スタンディングスタート) 走り方(うでのふり方) リ
レー(カラーコーンリレー､バトンパス･リレー)競争し
よう

15
小

(3･4年)
2003 2003

4638
小学校体育シリーズ
陸上運動高とび

体ほぐし運動(ゴムひもジャンプ) とび方遊び(三角形
とび､川とび､ひもとびこし)助走してとぶ(リズム高と
び､ワン･ツー･スリーとび) 高くとぼう(高とび記ろく
会)

15
小

(3･4年)
2003 2003

4640
小学校体育シリーズ
陸上運動短きょり走･リレー

体ほぐし運動(チェンジ･トップ)スタート(スタンディ
ングスタート､クラウチングスタート) 走り方(ストラ
イドとピッチ)リレー(バトンパス､ダッシュ練習) 競争
しよう(リレー競争)

15
小

(5･6年)
2003 2003

4637
小学校体育シリーズ
陸上運動ハードル走

体ほぐし運動(ダンボールごえ) ハードルになれる(ゴ
ムひもとびリレー､グラウンドハードル､歩行ハードル)
ハードル走(とび方､コースをえらぶ) 競争しよう(ハー
ドルきょう走)

15
小

(3･4年)
2003 2003

4641
小学校体育シリーズ
陸上運動ハードル走

体ほぐし運動(リズム走) ハードルになれよう(ゴムひ
もとびリレー､ハードルストレッチ､ジョギングハード
ル) ハードル走(とび方､低くとぶ練習､コースを選ぶ)
競争しよう(ハードル競走)

15
小

(5･6年)
2003 2003

4642
小学校体育シリーズ
陸上運動走り高とび

体ほぐし運動(ふみきりジャンプ) とび方遊び(ジャン
プ･タッチ) 助走してとぶ(アクセント高とび､はさみと
び､はさむ動作､助走の方向) 高くとぼう(走り高とび記
録会)

15
小

(5･6年)
2003 2003

4639
小学校体育シリーズ
陸上運動はばとび

体ほぐし運動(ケンパーとび) いろいろなとび方(立ち
はばとび､ねらいとび､ふみこしジャンプ､しょうがい物
とび) はばとびの練習(かがみとび､助走きょりのくふ
う､リズムとび) 遠くへとぼう(はばとび記ろく会)

15
小

(3･4年)
2003 2003

4643
小学校体育シリーズ
陸上走りはばとび

体ほぐし運動(リズムとび) いろいろなとび方(ふみこ
しジャンプ) 走りはばとびの練習(かがみとび､助走
きょりのくふう､ゴムひもとび､ふみきり板ジャンプ､そ
りとび) 遠くへとぼう(走りはばとび記録会)

15
小

(5･6年)
2003 2003

4420
水泳(Ⅰ)
小学生の指導法

○水になじむ(顔つけ､呼吸､浮き身､けのび) ○板を
使って(プールサイドで､板を使った呼吸とキック) ○
クロール

30 小 - 1998

4421
水泳(Ⅱ)
小学生の指導法 中級編

○キック(自由形､背泳ぎ､平泳ぎ､バタフライ)○プル
(自由形､背泳ぎ､平泳ぎ､バタフライ)○コンビネーショ
ン(ストローク､キック､呼吸) ○スタートとターン ○
個人メドレー

30 小 - 1998

4422
水泳(Ⅲ)
抵抗の少ない姿勢

○基本の姿勢(浮き身､けのび､キック､スピード)○ク
ロール(リカバリー､ローテーション､コンビネーショ
ン)○背泳ぎ ○バタフライ ○平泳ぎ

60 小 - 1998

4819
表現運動1
ひょうげんを楽しもう

身近な生活の中から題材を選んで､その特徴を捉えて表
現する楽しさを味わうことに重点が置かれている。

15
小

(3･4年)
- 2007

4820
表現運動2
リズムにのってはじけよう

パターンの違うリズムをいくつか用意し､リズムによっ
て体の動きが自然に違ってくることを感じさせる。

16
小

(3･4年)
- 2007

4821
表現運動3
作品にまとめて表現しよう

集団表現を行う時､どのような変化や起伏がより効果的
か､そのヒントを示す。

15
小

(5･6年)
- 2007

4822
表現運動4
お祭りのおどりを作ろう

オリジナルの楽曲と振り付けを用意し､どの学校でも受
け入れやすいように工夫されている。

16
小

(5･6年)
- 2007

4164 マット運動
伸膝後転､ロングダード､倒立､片足旋回などの種目と技
の組み合わせを描き､｢技｣を達成した喜びを味わわせ
る。

10
小

(5･6年)
- 1991

5332 赤ちゃんがうまれるまで
精子と卵子の出会い､受精､受精卵の変化､胎児の成長､
そして出産の過程を､特殊撮影を交えながら克明に描
く。

10
小

(5･6年)
- 1992

保健・性教育

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4723 アルコールの本当を知る
なぜアルコールは危険なのか､なぜ子どもはアルコール
を飲んではいけないのかなどを具体的に描く。

20 中･高 2002 2004

4796 今からやろう!生活習慣病予防
自分の生活を振り返り､どうすれば自分の健康を守るこ
とができるかを考え､実行する姿勢を身につける。

20 中 - 2006

4757
うれしいな!
赤ちゃんが生まれるよ

お母さんのおなかの中で赤ちゃんが大事に育てられて
いく様子､生まれたときは､両親やまわりの人々に大き
な喜びを与えていることを伝える。

13
小

(1～4
年)

2003 2005

5358 ＡＩＤＳ
エイズという病気とHIV感染の予防について理解し､そ
れらに対する偏見･差別を払拭して患者･感染者ととも
に生きようとする態度を育てる。

21 中･高 - 1993

5521 エイズってなに?
エイズウィルスについて解説し､これ以上の感染者を出
さないために､エイズに関する正確な知識をもつことの
大切さを訴える。

20 中･高 - 1996

4442 援助交際を考える
増加する性非行。身も心も傷つくのは女性なのに…
…。取材による再現映像と子供たちの生の声で構成し
た。性非行防止を強く訴える。

20 中 - 1998

4680 応急手当の意義と手順
応急手当を正しく行えば､けがや病気の悪化を防止した
り､生命を救うこともできる。まずは､通報することを
優先し､自分にとって何ができるのか考える。

12
中･高
般

2003 2004

4754 恐るべき性感染症
若者への街頭インタビューを交えながら､厚木市立病院
の岩室先生の解説で､性感染症の恐ろしさ､予防策を探
る。

25
中･高
般

2004 2005

4326
男の子と女の子1
男の子と女の子の体

第1話｢男の子｣･第2話｢女の子｣ 9 小 - 1995

4327
男の子と女の子2
思春期

第3話｢女の子の思春期｣･第4話｢男の子の思春期｣ 9 小 - 1995

4328
男の子と女の子3
精子と卵子の受精

第5話｢精子と卵子｣･第6話｢性本能｣ 9 小 - 1995

4329
男の子と女の子4
愛の発見-性交

第7話｢体の発見｣･第8話｢愛の発見｣ 9 小 - 1995

4330
男の子と女の子5
赤ちゃん誕生

第9話｢受胎｣･第10話｢赤ちゃん誕生｣ 9 小 - 1995

5287 大人になるってどんなこと?
男女の体形の変化､個人差による不安､恋愛感情の芽生
えなど､思春期に誰もが体験するデリケートな問題に丁
寧に答える。

26
小

(5･6年)
- 1991

4555 輝く明日へのステップ

ある公立中学校の生徒たちが｢身近な健康問題｣として｢
アルコール｣をテーマにとりあげ､秋の文化祭での発表
をめざしアルコールと人体についての科学的知識を身
につける。

20 中 - 2001

4676
感染症シリーズ
エイズを知ろう

エイズは2世紀後半に現れた性感染症。エイズに関する
正しい知識の提供と､自ら感染しないように､また､いた
ずらな偏見を生まないことを願って制作されたもの。

12
中･高
般

2003 2004

4672
感染症シリーズ
感染症とその予防

ジェンナーによる種痘法開発のエピソードををまじえ
ながら､予防接種が開発された歴史的な経緯や､ワクチ
ンの有効性などについて図解を多用して解説します。

14
中･高
般

2003 2004

4671
感染症シリーズ
感染する病気

体が病原体の攻撃を受け､感染するとはどういうことか
を示し､病原体の種類や感染経路､感染を防ぐ方法など
を､興味深く､わかりやすく解説します。

15
中･高
般

2003 2004

4675
感染症シリーズ
性感染症とその予防

コンドームの正しい使い方を中心に､性感染症に罹らな
いようにするための方法と心構えを､わかりやすく説
明。

12
中･高
般

2003 2004

4674
感染症シリーズ
性感染する病気

近年､若者を中心に感染者が急増している性感染症の実
態について､わかりやすく描く。

12
中･高
般

2003 2004

4673
感染症シリーズ
免疫のしくみ

細菌やウイルスが体の中に侵入すると､どのように免疫
機構が働くのかを､具体的に説明。

14
中･高
般

2003 2004

4790 喫煙と健康
喫煙の誘いを受けた時に､対人関係を壊さずうまく断る
技術を身につける訓練として､ロールプレイ(役割演技)
を取り上げる。

20 中 - 2006

4227 健康なくらし

まず病気やけがに焦点を当てて健康の大切さを理解さ
せ､その上で"免疫""免疫不全""エイズ"を取り上げ､人
間のからだのしくみと合わせて､分かりやすく解説す
る。

47
小

(5･6年)
- 1993

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4472
健康な心とからだシリーズ
アルコール

①町の中の｢お酒｣ ②お酒を飲むとどうなるの? ③どう
して｢酔う｣のか ④｢急性アルコール中毒｣ ⑤アルコー
ルの慢性的な影響 ⑥アルコールの依存性 ⑦法律と
ルール ⑧もし……

14
小･中
高･般

- 1999

4471
健康な心とからだシリーズ
たばこ

①町の中の｢たばこ｣ ②｢ニコチン｣の害 ③｢タール｣の
害④｢一酸化炭素｣の害 ⑤たばこの依存性 ⑥他人も巻
き込む副流煙 ⑦法律とルール ⑧もし……

14
小･中
高･般

- 1999

4234 ココとララの健康･安全 1 ｢はぶらしがんばれ!｣｢にんじん･ピーマン･たまねぎ｣ 15 幼･小 - 1993

4235 ココとララの健康･安全 2 ｢おふろだいすき!｣｢ココのしっぱい!｣ 15 幼･小 - 1993

5500 ことわる勇気 シンナーの誘惑
寂しさから､断れずにシンナー遊びした仲間を友達で励
まし更正させる。

22 中･高 - 1995

5501 ことわる勇気 シンナーの誘惑
寂しさから､断れずにシンナー遊びした仲間を友達で励
まし更正させる。

22 中･高 - 1995

5319
こんにちは!13才
いのちの歴史

生命の始まり､人類の歴史､愛することと生きることに
ついて解説する。

20
小

(5･6年)
- 1992

5318
こんにちは!13才
思春期

体の成長と心の成長について描き､愛と性について解説
する。

20
小

(5･6年)
- 1992

4283
THE 思春期1
そんなに悩まなくともいいのに

乳房のはたらき･月経のしくみと初経･月経時の痛みの
原因と解決策･男性の性衝動

22 小 - 1994

4284
THE 思春期2
ぼくのオトナ歩み

二次性徴･性衝動とコントロール･恋の悩み･大人への成
長

25 小 - 1994

4338
思春期の医学1
エイズの知識

エイズのあらゆる側面(原因･症状･予防法)を解説す
る。また10代の性行動､性の倫理や性感染者への差別な
どにも触れる。

20 中･高 - 1995

4339
思春期の医学2
麻薬･覚せい剤の知識

麻薬や覚醒剤の人体への影響､中毒者の症状を解説す
る。また､麻薬で転落していったある女子高校生のエピ
ソードを紹介し､魔の薬の本当の恐ろしさと絶対に近づ
かないことの大切さを描く。

20 中･高 - 1995

4340
思春期の医学3
性病の知識

淋病や梅毒､クラミジアについて中高生がもつべき知識
を解説するとともに､クラミジアに感染して性病の知識
の大切さを自覚する若いカップルのエピソードをアニ
メで解説する。

20 中･高 - 1995

4341
思春期の医学4
タバコの知識

タバコの成分､人体への影響､タバコがもとで起こる病
気などを解説し､死を招くタバコの恐ろしさを探る。

20 中･高 - 1995

4342
思春期の医学5
アルコールの知識

成長途上の人体に及ぼす飲酒の悪影響や､恐ろしい急性
アルコール中毒･アルコール依存症の症状について解説
する。

20 中･高 - 1995

4496
小学校保健シリーズ
おとなの体へ

思春期の体の変化について､男子･女子それぞれの特徴
的な部分を､アニメキャラクターにより明る丁寧に解説
する。男子の精通と女子の月経についてはやや詳しく
解説している。

11 小 - 2000

4498
小学校保健シリーズ
けがの防止と手当て

学校内やその周辺で起こるけがについて､その原因を探
りながらけが防止について考える。子供たちがレポー
ターになって原因を探るという構成。子供たち自身で
できる応急処置も示す。

11 小 - 2000

4499
小学校保健シリーズ
交通事故を防ぐ

登下校時及び家の周辺での交通事故を映像で再現しな
がら､その原因を解明する。事故時の人的要因､環境要
因について分かりやすく解説し､その予防法を示唆す
る。

11 小 - 2000

4497
小学校保健シリーズ
思春期の心

思春期の心の揺れ動く様子や異性への感情などを､ドラ
マ形式でリアルに描く。この時期の子供たちの悩みや
不安を､子供自身の側から打ち明ける構成で､視聴者の
参加を促す。

12 小 - 2000

4495
小学校保健シリーズ
わたしたちの体と心

生まれてからの身長･体重などの発育の様子を､視覚的
な表現で描き､心の発達については､知能･感情･社会性
それぞれについて､大脳の働きと関連付けながら分かり
やすく解説する。

12 小 - 2000

5239 シンナーは君を滅ぼす
シンナー乱用が本人の心や体をボロボロにするだけで
なく､家族や周囲の人までも苦しみと悲しみに巻き込ん
でいく恐ろしさを､実話をもとに描く。

24 中･高 - 1991

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4228 すばらしい体
小学生のからだに起こる変化をホルモンとの関連から
理解させ､安心感を与えるようにする。

18
小

(5･6年)
- 1993

4795 生活習慣病って何だろう?
生活習慣病の発症についてわかりやすく解説し､中学生
にとっても決して無関係な問題ではないことを理解さ
せる。

20 中 - 2006

4794
性感染症､エイズにかからないた
めに

性感染症の感染の現状､感染経路などを解説する。ま
た､どうすれば性感染症を防ぐことができるかを考えさ
せる。

17 中 - 2006

4684 育てようライフスキル

ライフスキル=心の能力 授業との効率的な連動を考慮
した内容で｢学習活動のポイント解説型｣｢ビデオへの参
加型｣です。ライフスキルって何･ストレスをのりこえ
る～など。

45 小 - 2004

5222 たばこ たばこの様々な害について解説する。 28
中･高
般

- 1991

4441
たばこは､体にどんな影響をあた
えるか

たばこを吸うと私たちの体にどのような影響があるか
を､直接実験で確かめる。たばこの毒ニコチンが､毛細
血管を収縮させ､心臓病や脳血管障害の原因にもなるこ
とを訴える。

10
小

(5･6年)
- 1998

5504
ダメ。ゼッタイ。
恐怖のシンナー乱用

シンナーの成分について解説する。 19 中･高 - 1995

5505
ダメ。ゼッタイ。
恐怖のシンナー乱用

シンナーの成分について解説する。 19 中･高 - 1995

5502
ダメ。ゼッタイ。
博士のゼミナール

愛する自分を大切にするために､薬物濫用について､問
答式で答えていく。【アニメーション】

24 中･高 - 1995

5503
ダメ。ゼッタイ。
博士のゼミナール

愛する自分を大切にするために､薬物濫用について､問
答式で答えていく。【アニメーション】

24 中･高 - 1995

4792 どうしておこるの?感染症
感染症の発生原因や感染経路などを丁寧に解説し､予防
することの大切さを伝える。

17 中 - 2006

4231 脳の誕生
胎児の脳の細胞分裂の様子や新生児の脳の発達の様子
を顕微鏡映像でとらえ､脳の発達と赤ちゃんの成長とを
関連付けて考える。

34 中 - 1993

4793 病気に打ち勝つ!抵抗力と免疫
免疫の仕組みについて､アニメーションを使用し､わか
りやすく解説しする。

15 中 - 2006

4519 病気にならない体をつくる
体にいいことを｢習慣｣にしてしまうのが､生活習慣病の
予防には一番大切。子供自身が体について興味をもち､
主体的に生活習慣を改善していけるよう､考えさせる。

14 小 - 2000

5498
ファミリーネイション
シンナー乱用への警告

家庭環境に不満をもってゲームセンターに行くように
なった少年が､そこで知り合った仲間に誘われシンナー
遊びをし､補導される。

24 中･高 - 1995

5499
ファミリーネイション
シンナー乱用への警告

家庭環境に不満をもってゲームセンターに行くように
なった少年が､そこで知り合った仲間に誘われシンナー
遊びをし､補導される。

24 中･高 - 1995

5286 ぼくどこから生まれてきたの?
男女の体の違い､両親の愛情､受精､胎児の成長から赤
ちゃん誕生までを楽しく綴り､愛と命の神秘をユーモラ
スに解説する。

21 小 - 1991

4391 ぼくのはなし

主人公･海くんの疑問｢ぼくはどこから来たの?｣に愛情
たっぷりに答える祖父母と両親。海くんは､小さな受精
卵からこんなに成長したということを素直に受け止め
る。【アニメーション】

13 幼･小 - 1997

4352 未成年者とアルコール
未成年者の飲酒を｢法律で禁止されている｣というだけ
でなく､アルコールが発育途上の身体に与える影響の面
から理解させる。

23 中･高 - 1996

4190 むし歯の予防
むし歯はなぜできるかというメカニズム､おやつのとり
方､歯の正しいみがき方などを分かりやすく解説する。

21 小 - 1992

4226 免疫とエイズ

人のからだは常に健康を保つように働いている。その､
血液の中の働きが"免疫"。その基礎に基づいて免疫不
全がどういうことか､小学生が理解しやすいようにアニ
メを用いて解説する。

22
小

(5･6年)
- 1993

4625 薬物乱用･その正体
｢覚せい剤｣｢シンナー｣｢大麻｣の薬物乱用について正確
な情報を伝える。

18 中･高 2003 2003

4791 薬物乱用と健康
薬物の誘いを受けた時に､対人関係を壊さずうまく断る
技術を身につける訓練として､ロールプレイ(役割演技)
を取り上げる。

20 中 - 2006

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
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題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4681
薬物乱用は
なぜいけないの?

正義の使者ドラッグマンが､子どもたちに薬物乱用がな
ぜいけないのか､乱用するとどうなるかなどを､薬物の
依存性と体に与える影響を詳しく説明。

15
中･高
般

2003 2004

5132 ようこそ､小さなレディたち
初潮に対する不安や疑問を解消するための知識やメカ
ニズム､エチケットなどを会話形式で描く。

15 小 - 1987

5515 Living with AIDS
エイズについての正しい知識を身につけ､世界における
エイズの現状を知り､みんなで支えあって生きる社会の
実現を考える。

30 中･高 - 1996

4722 ワクワク探検隊出動!
生きる力をはぐくむ歯･口の健康シリーズ 口の中は不
思議の国! 歯の形を作ろう 歯の形と役割を考えよう
はみがき博士になろう

14 小 2004 2004

4633
わたしたちの生活習慣シリーズ
運動と睡眠

健康な暮らしと健全な成長のためには､適度な運動と充
分な休養が必要であるということを､動物との比較など
を交えながら具体的な例で解説。

14
小

(5･6年)
2003 2003

4632
わたしたちの生活習慣シリーズ
食べものと健康

生活習慣病の予防には子供の頃からの食生活が大切。
食品のバランス､規則正しい食事､よく噛んで食べるこ
となどを楽しいCGキャラクターが案内する。

15
小

(5･6年)
2003 2003

4381 わたしたちの生命創造
子供たちに､無理なく自然に正しい性の知識を受け入れ
てもらえるように､受精･妊娠･胎児の成長･出産を､分か
りやすく解説する。

18
小

(3年～)
- 1996

4093 あきののやま 木の葉の変化に気づき､押し葉を作り､自然に親しむ。 10
小

(1･2年)
1962 1982

4209 秋の野山であそぼう
秋の野山に出かけ､葉や木の実を利用して､自分たちで
工夫しておもちゃを作って遊んでみようと誘いかけ
る。

15
小

(1･2年)
- 1992

4097 かげ
光の方向と影の方向の関係や､明暗､影の濃さなどを描
く。

9
小

(1･2年)
1971 1982

4100 けもの
ウサギやヤギ､ウマの体の毛の色､目の色､好きな食べ物
などの特徴を理解させる。

8
小

(1･2年)
1973 1982

4101 すなぐるま
落ちる物の種類や量などを変えて､砂車の回り方の違い
を見る。

8
小

(1･2年)
1973 1982

4095 どうぶつえん 動物園の一日を時間的に追う。 13
小

(1･2年)
1964 1982

4099 とり
ニワトリを主役に､水飲みや砂浴びの様子､えさの食べ
方など､観察の視点を与える。

8
小

(1･2年)
1973 1982

4092 なつののやま 海辺の村で､夏の花､昆虫､貝､カニなどを観察する。 14
小

(1･2年)
1965 1982

4208 のりものにのろう
バスや電車などを利用する機会が増えている児童に､安
全に気をつけて正しく利用する態度を身に付けさせ
る。

15
小

(1･2年)
- 1992

4098 はなやみのしる
花や実から汁を取り出して､あぶり出しの絵を描いた
り､美しいハンカチ染めをしたりする。

15
小

(1･2年)
1972 1982

4760 春とあそぼう

れんげ畑で花輪をつくったり草すもうをしたり､小川で
は笹舟を流し､公園では､なわとび､陣取りをして遊びま
す。河原では花見のひとたちがいます。春はすてきな
季節です。

10 小 1996 2005

4091 はるののやま
遠足の子供たちの目をとおして､河原の動植物を観察す
る。

13
小

(1･2年)
1963 1982

4541
干潟
海の幸とひとのくらし

干潟と人との関わり､干潟がどれだけ人間にとって大事
か､またどれだけ恩恵を受けているかなど､自然環境の
大切さを描く。

20 小 - 2000

4096 ひまわり 植物の成長を､環境と関係づけて考える。 16
小

(1･2年)
1969 1982

4094 ふゆののやま 子供たちの雪遊びの様子など､冬の自然を映像化した。 13
小

(1･2年)
1964 1982

4207 みんなであそぼう
四季折々の遊びを紹介しながら､みんなで遊ぶ楽しさ､
体を動かして遊ぶ楽しさ､新しい遊びを工夫する楽しさ
を感じ取らせる。

15
小

(1･2年)
- 1992

5745 青の洞門

原作:菊池寛｢恩讐の彼方に｣。僧･了海は､昔の悪行の罪
滅ぼしに洞窟を貫こうとしていた。ある日､了海を仇と
する実之助が現れ､仇討ちを早めるため洞窟堀りを手伝
うが。【アニメーション】

14
小

(5･6年)
- 1999

生活

道徳・特別活動

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4350 あきらとかん太のごみ冒険
社会問題となっているごみ問題について､小学生のあき
ら君と空き缶のかん太君が､分別収集やリサイクルの様
子を紹介する。

16
小

(3年～)
- 1996

5766 アミーゴ友だち

それぞれに異なった文化や言葉､習慣をもつ子供たち
が､ときにすれ違いになりながら､スポーツや動物との
ふれあいをとおし､真の友情に目覚め成長していく心温
まる物語。【アニメーション】

15 小･中 - 2000

5974 ありがとう

自分のわがままから親友と仲違いし､次第に後悔して悩
む少女といつも声をかけて温かく見守ってくれるおば
あさんの交流をとおし､少女が友情を取り戻す中で大切
なことを学ぶ。

20
小

(5･6年)
2000 2002

5748
ある日突然に……
君に｢いじめ｣は似合わない

いじめの現場を見た中学一年の卓也は､いわれなきいじ
めを受けて､心を閉ざす。そんな卓也の変化に父と母は
苦悩する。一方､教師たちはいじめの解決を生徒たちに
訴える。

78 小･中 - 1999

5635 生きている
決してリセットすることのできない､それだからこそ尊
い｢命｣について､主人公の少年の目を通し､将来への希
望､友情の大切さを見つめていく。【アニメーション】

15 小 - 1998

5242 いじめ
生徒同士の討論で､いじめられる辛さといじめる側の苛
立ちの､本音のぶつけ合いを描く。

45 中･高 - 1991

5835 いじめ14歳のMESSAGE
14歳の女の子が学校で実際に｢いじめ｣にあいそれを乗
り越えて書いた同世代への緊急メッセージ。【アニ
メーション】

25 小･中 - 2001

5533 いじめゼロをめざして

いじめ事件が起きたとき親はどう対処したらいいの
か。親や教師の責任と役割を考え、いじめゼロをめざ
して子どもたちのSOSを少しでも早くキャッチする努力
を呼び掛ける。

30 中･高 - 1996

4845 いじめはゼッタイわるい!

いじめ防止アニメーション。ハッキリといじめを嫌悪
し､いじめに加担せず､ためらうことなく先生や親に知
らせる･･･そうした行動をとるための力を､幼い時期の
子どもたちに植え付る。

12 小･中 2007 2009

5387 いじめられている君へ
いじめられている同級生を友人として温かく受け止め､
一緒に非暴力でいじめっ子に立ち向かった二人の小学
生の友情の物語。

45
小

(3年～)
- 1993

4553
一度しかないときを
一人で悩まないで

思春期の少年･少女が抱く様々な不安や悩み､不満等々
の率直な思い―｢学校生活｣｢友だち｣｢先生｣｢親､家族｣｢
夢､希望｣等。中学生の本音の部分を多くの証言をもと
に描く。

16 中 - 2001

5827 一枚の絵てがみ

｢こころのもやいを大切にするまちづくり｣｢いのちと環
境の調和をめざすまちづくり｣を基調として､高齢者問
題や女性問題などの人権問題を考える。【アニメー
ション】

43 中･般 - 2001

4335 いつも一緒に
些細なことで壊れた友情。二人の中学生の心の動きを
描き､信頼できる友をもつことや友情を育てていくこと
の尊さを訴える。

21 中 - 1995

5846 いのち

事故によって親友を失った少女の悲しみを通じて､[い
のち]の尊さ､[生きること]の重みを訴えるとともに､人
は自らが社会を構成する一員で､繋がりによって存在し
ていることに気づかせる。

20 小･中 - 2001

5683 美しいお面

原作:久保喬｢ふしぎな顔｣。春満は､殿様から天下一を
決めるため､石王と能面の打ち比べを命ぜられ､美しい
呉服問屋の娘ではなく､汚らしい母の顔をモデルにす
る。【アニメーション】

14
小

(5･6年)
- 1999

4345 うばわれた自由
｢道徳教育推進指導資料1｣ (平成3年)所収作品をアニメ
化したもの。【アニメーション】

46 小 - 1995

4346 裏庭でのできごと
｢道徳教育推進指導資料1｣ (平成3年)所収作品をアニメ
化したもの。【アニメーション】

43 中 - 1995

4406 お母さんの仕事
母の仕事を恥ずかしいと思っていた少女が､誇りをもっ
て働く母の姿に触れ､自分自身の差別心を克服し､働く
ことの尊さに気づく。

20 小 - 1997

5975 おはようの一言で

言葉数の少ない転校生に班長の少年が根気強く挨拶を
重ねることで､少しずつ転校生の心が開かれ､班活動が
まとまっていきます。人を思いやる心､挨拶の大切さを
訴える。

18 小 2000 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4788
学校生活を快適にすごすための
ルール

子どもたち自身が持っている自己修復能力を高め､すが
すがしい気持ちで学校生活を送れるようにするための
ルールを学ぶ。

22 小 - 2006

4210 鎌倉 江ノ島を見る
鎌倉･江ノ島の歴史やその社会的背景を考えさせ､見学
の要点を把握させる。

25
小

(5･6年)
- 1992

5829 きまりのないくに
友達との遊びや生活の中で決まりを守る事が楽しい生
活につながる事を感じ､他者を意識し思いやる心を育く
む。【アニメーション】

16 幼･小 - 2001

4232 君の未来をひらくために

中学2年生のあるクラスで悩み調査を行ったところ､進
路に関する悩みが予想以上に多かった。そこで各班の
代表により"進路を考える会"を作り､その対策を話し合
うことになる。

20 中 - 1993

5833 銀のろうそく立て

ある夜､町の教会に一人の男がやってきて宿をこう。司
教は快く男を泊め､夕食をごちそうするが､男は教会の
銀の食器を盗み出す。翌朝､警官に捕らえられてきた男
に向かって司教は…。【アニメーション】

13 小･中 - 2001

4115 健太くんは編集長 著作権は創作を守るルールである。 20 小 - 1985

6189
高校生 さわやか乗車マナーキャ
ンペーン

市民やメディアから非難を浴びた地域高校生のマナー
の乱れ。子どもの乗車マナーの改善に地域ぐるみの課
題として取り組み､注目を浴びた木更津市の実践記録。

26 高 2005 2009

5187 悟空の著作権入門
悟空たちが描いたマンガが､無断でTVで放映されてい
た。悟空は犯人を捜す旅に出るが､そこで巨大な敵と遭
遇する。【アニメーション】

23 小 - 1990

5207 悟空の著作権入門
悟空たちが描いたマンガが､無断でTVで放映されてい
た。悟空は犯人を捜す旅に出るが､そこで巨大な敵と遭
遇する。【アニメーション】

23 小 - 1991

5578 悟空の著作権入門
悟空たちが描いたマンガが､無断でTVで放映されてい
た。悟空は犯人を捜す旅に出るが､そこで巨大な敵と遭
遇する。【アニメーション】

21 小 - 1997

6142 心のキャッチボール
家庭や学校をはじめとする社会とのつながりの中で､｢
現実｣や｢夢｣とどのように向き合って生きていけばよい
のかに戸惑う中学生の姿を描く。【アニメーション】

23
小
中･高

- 2007

5832 心の花たば

石垣と石段だらけの町に引っ越してきたおじいさんが
少しでも土のある所に花の種をまき始めた。一人の少
女もおじさんと一緒に種をまきました。やがて町のい
ろいろな所に…。【アニメーション】

13 幼･小 - 2001

4189 子供のための作法集
日本の仏教､合気道､茶道の作法の中で行われる自然な
動作を参考にして､｢よい子｣と｢そうでない子｣を対照的
に描く。

30 小 - 1992

4617
こんな時どうする①
人とのかかわり

主に学校生活での人とのかかわり合いについて考え
る。友だち､男子･女子､班つくり､外国からの転校生､相
手の気持ち､等の事例を基に考える。

20 小 2003 2003

4618
こんな時どうする②
ルールとマナー

ルールは守らなければならない決まり事だけれどマ
ナーは･･。バスや電車で､困っている人を見たら､ゴミ
のポイ捨て､みんなの公園､貸すとき･借りるとき､等の
事例を基に考える。

19 小 2003 2003

4619
こんな時どうする③
危険から身を守る

子どもの周りの様々な危険について考える。危険な場
所､事故にあわないために､困ったとき､見知らぬ人が､
一人で留守番､等の事例を基に考える。

19 小 2003 2003

4349 裁かれるのは誰だ
空き缶の散乱や家庭のゴミの処理を真正面から取り上
げ､法廷劇の形で問題提起する。

28 中･高 - 1996

4170 自由と規律
一人の男子生徒が自由を求めて家出するまでの考え方
や行動を主軸に､自由と規律に関する基本的な問題を考
えさせる。

20 中 - 1991

4407 障害を持った人とのふれあい
目や耳の不自由な人､知的障害のある児童と交流してい
る小学生が､相手を理解し､助け合えるように成長して
いく姿を描く。

20 小 - 1997

5831 そばの花さいた日

子うさぎは､人間のお母さんが歌う子守歌を聞きに､山
のそばの畑に通います。しかし､この山にも人間たちの
始めた工事の音が迫ってきています。そして､そばの花
が咲いた日……。【アニメーション】

12 幼･小 - 2001

4401 地球の秘密

留美ちゃんと英一くんは､アースくんと一緒に地球の秘
密を探る旅に出かける。二人は､現在の地球が抱える深
刻な問題を知り､環境保護の意識に目覚めていく。【ア
ニメーション】

37 幼･小 - 1997

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4333 地球を救うのは君たち 
次代を担う子供たちに､環境破壊の現状を見つめさせ､
環境に配慮した生活を送ることが重要であると訴え
る。

20
小

(5･6年)
- 1995

4423 遅刻調査から

考えもなく人に追従する言動が､いかに相手を傷つける
ことになるか。傍観者的態度とは何かを考えさせ､自分
たちの生活にある様々な言動を見つめさせるきっかけ
作りとしたい。

15 中 - 1998

4571
中学生の
ボランティア学習マニュアル

ボランティア学習は､まずプランを立てる｢事前学習｣。
つぎに､活動を体験する｢実践学習｣。体験や感動を分か
ち合う｢相互理解｣。そして学習全体をふりかえる｢自己
評価｣がある。

20 中 - 2002

4351 中学生のゴミ体験!
環境問題の中で最も身近なテーマ"ごみ"と"リサイクル
"にとって大切な分別収集について理解し､環境美化の
大切さに気づかせる。

22 中 - 1996

4237 中学生のボランティア体験
中学生が､ボランティア体験学習で様々な人と出会い､
いろいろなことを見聞きする中で､少しずつ地域に目を
向けていく姿を描く。

30 中 - 1993

4146 東京1 
修学旅行事前学習として東京駅､東京タワー､皇居､野鳥
の森､国会議事堂､赤坂未来都市､超高層ビルなどを紹介
する。

15 中 - 1990

4147 東京2
修学旅行事前学習として､地下鉄を利用した東京探検の
モデルコース､浅草､上野､日本橋､銀座､赤坂見附､表参
道､原宿などを紹介する。

15 中 - 1990

4805 何だろう?自分らしい生き方って
｢男女の役割の逆転｣を導入するなど､男女平等という問
題を､自分自身の問題として具体的に考えさせる。

17 中･高 2000 2006

5834 二度と通らない旅人

昔､山間の一軒家に父母と兄と妹が住んでいた。妹は重
い病気で苦しんでいた。晩秋の雷雨の夜､旅人が泊めて
欲しいと頼むが､断った。旅人は父に薬を渡して出て
行ったが…。【アニメーション】

17 小･中 - 2001

5857 はげ
病気のために､頭がはげてしまった小学一年生の泉の
日々を､子どもの視点から､具体的に描く。【アニメー
ション】

16 小 - 2001

4570 はじめようボランティア学習 
学校や地域でボランティア学習を行う場合のいくつか
のポイントを示しながら､小学生が楽しく学習に取り組
んでいる様子を紹介する。

20 小 - 2002

4623
バリアフリー社会を考える
車椅子の人に出会ったら

具体的な事例をドキュメントし､若者たちの擬似体験を
通して､バリアフリー社会を目指しその意識を高める。
手動式､電動式の車椅子に乗ってみる。

11 中･高 2003 2003

4622
バリアフリー社会を考える
耳の不自由な人に出会ったら

具体的な事例をドキュメントし､若者たちの擬似体験を
通して､バリアフリー社会を目指しその意識を高める。
若者たちが試しに耳栓をして街に出てみると･･･。

11 中･高 2003 2003

4624
バリアフリー社会を考える
目の不自由な人に出会ったら

具体的な事例をドキュメントし､若者たちの擬似体験を
通して､バリアフリー社会を目指しその意識を高める。
アイマスクをして目の不自由さを体験する。

11 中･高 2003 2003

4173 班長の命令とみんなのいい分
ある班で共同研究を進める中で起こったトラブルをと
おして､権利と義務の問題を考える。

20
小

(5･6年)
- 1991

4842 被害者･加害者･観衆･傍観者
いじめの四層構造､｢被害者｣｢加害者｣｢観衆｣｢傍観者｣。
そのどこかに自分はいないか。いじめの要因と構造を
自覚し､人権を考える契機を与える。

19 中 2007 2008

4356 Vサイン
｢道徳教育推進指導資料2｣(平成4年)所収作品のドラマ
化

45 中 - 1996

4390 ブランコ乗りとピエロ
｢道徳教育推進指導資料2｣(平成4年)所収作品をアニメ
化したもの。【アニメーション】

54 小 - 1997

5331
ぼくがおじいちゃんで
おじいちゃんがぼく

小学生の男の子とおじいさんの体が入れ替わってしま
う。次第に相手の立場を理解していく様子を楽しく描
く。【アニメーション】

32 幼･小 - 1992

5599 ぼくだって､きれいにしたいんだ
服装の乱れからいじめられる小学3年生の例を取り上
げ､そうした差別の不当さに目を向けさせる。

15 小 - 1997

5765 まじめで悪いか!

自分のまじめな性格を押し隠して振る舞い､密かに悩む
中学生の少年に焦点を当て､人それぞれに長所短所があ
ることを認めながら､互いに協力していくことの大切さ
を描く。

32 小･中 - 2000

6145 みーつけた
お互いを認め合うことの素晴らしさや､そのためにはコ
ミュニケーションが大切なことを描く。【アニメー
ション】

18 小 - 2007

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-28  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4479
みんなともだち 手話
第1巻 手話ってなあに?

①手話ってなあに(手話の基本と特徴)②あなたの名前
は(基本的な名前の表現)③いくつ?(数詞･時刻･年齢)④
家族の紹介(父･母･兄弟姉妹･祖父母)⑤指文字(手話に
よる物語表現)

40 小 - 1999

4480
みんなともだち 手話
第2巻 あいさつをしよう

⑥あいさつをかわそう(おはよう他)⑦きいてみよう(疑
問形)⑧答えよう(⑦への答え方)⑨好きなもの､得意な
こと(好き/嫌い他)⑩耳の聞こえない人の家へ行こう
(ろう者の生活他)

42 小 - 1999

4481
みんなともだち 手話
第3巻 身の回りのこと

⑪一日の生活(朝起きる～夜寝る)⑫一週間のスケ
ジュール(曜日)⑬一年間のカレンダー(月･季節･行事)
⑭手話の上手な表現(過去･現在･未来)⑮間違い探し(正
しい手話)

46 小 - 1999

4482
みんなともだち 手話
第4巻 ①この手で歌おう

①｢この手で歌おう｣指文字の歌(手話の解説と指導)②｢
友達はいいな｣(手話の解説と指導)③｢WAになって踊ろ
う｣(手話の解説と指導)

41 小 - 1999

4483
みんなともだち 手話
第5巻 ②この手で歌おう

①｢翼をください｣(手話の解説と指導)②｢贈る言葉｣(手
話の解説と指導)③｢長い夜｣(手話の解説と指導)

41 小 - 1999

4537 むたおじさんのボランティア①

世の中､自分一人では生きられない。自分の住んでいる
地域が大切になる。他人と付き合い､自分で様々なこと
を学ぶ。これが体験学習=ボランティアであるという牟
田悌三のメッセージ。

20 中 - 2000

4538 むたおじさんのボランティア②

世の中､自分一人では生きられない。自分の住んでいる
地域が大切になる。他人と付き合い､自分で様々なこと
を学ぶ。これが体験学習=ボランティアであるという牟
田悌三のメッセージ。

20 中 - 2000

6074 やくそく
ハーモニカのメロディーにのせ､心優しい少年と病弱な
少女との心温まる交流を描く。

20
小

(5･6年)
2002 2004

5828 夢空高く

自治会で行われる凧揚げ大会の準備に多くの人がかか
わっていく中で､親や子どもの自立の問題､共生し協働
することの意義などについて投げかけている。【アニ
メーション】

41
小

(3年)
- 2001

4247 許すないじめ

いじめを身近に見たり､その渦中で苦しんでいる中学生
たちに､いじめをともに考えさせ､どうすれば解決の糸
口がつかめるか､実例に基づくドラマを通して示唆す
る。

26 中 - 1993

5923 るるるのるール

人間とエゴとゴミ､自然のルール､モラルとエコロジー
について…。ある公園の森の広場を舞台に､ファンタ
ジーの要素を盛り込みながら様々な問題について描
く。【アニメーション】

16 幼･小 - 2002

4577
調べてみよう!世界のくらし
くらしの中から世界を見つけよ
う!

外国の文字でかかれた看板や､外国製品のふるさとを調
べてつながりを発見しながら日本と深く結びついてい
る様々な国を紹介する。

13 小 - 2002

4759
調べてみよう!世界のくらし
くらしの中から世界を見つけよ
う!

外国の文字でかかれた看板や､外国製品のふるさとを調
べてつながりを発見しながら日本と深く結びついてい
る様々な国を紹介する。

13
小

(6年)
- 2005

4578
調べてみよう!世界のくらし
世界の子どもたちの遊び

いろいろな"じゃんけん"のしかたや､世界の子どもたち
がふだんしている遊び､人気があるスポーツなどを紹
介。子どもたちの遊びやスポーツを通して世界の国々
への興味･関心を高める。

14 小 - 2002

4579
調べてみよう!世界のくらし
世界の食事を調べよう!

子どもたちに人気があるメニューには､外国で生まれた
ものがたくさんあります。日本とは違うカレーの作り
方や食べるときの習慣の違いを教えてもらいながら､世
界のさまざまな食事を紹介。

14 小 - 2002

4581
調べてみよう!身近な環境
調べてみよう!身近な川

川はいろいろな形で私たち人間とかかわっている。上
流のダムは下流の大勢の人たちの大切な水資源となっ
ている。にもかかわらず､川を汚しているのも人間であ
る。こうした問題を考える。

14 小 - 2002

4582
調べてみよう!身近な環境
調べてみよう!身のまわりの緑

川の上流域の緑は､川の水と密接なつながりがある。そ
の意味で樹木は人間生活と深くかかわっている。そこ
で人間生活には､緑が大変重要であることに気づかせ
る。

14 小 - 2002

4804 調べてみよう戦争中のくらし
｢配給｣､｢空襲｣､｢学童疎開｣…。戦争の時代の子どもた
ちはどんな暮らしをしていたのか､身近な博物館などを
訪ね､調べる。

16
小

(5･6年)
- 2006

総合学習

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-29  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4569
世界の国からこんにちは!
アジア編

子どもたちに人気のある乗り物｢飛行機｣を切り口に､関
西空港に乗り入れられる各国便を紹介しながら､その飛
行機のシンボルマークをきっかけに､歴史的遺産､文化
遺産､風物などを紹介。

30
小

(5･6年)
- 2002

4568
世界の国からこんにちは!
アメリカ･オセアニア編

子どもたちに人気のある乗り物｢飛行機｣を切り口に､関
西空港に乗り入れられる各国便を紹介しながら､その飛
行機のシンボルマークをきっかけに､歴史的遺産､文化
遺産､風物などを紹介。

30
小

(5･6年)
- 2002

4567
世界の国からこんにちは!
ヨーロッパ編

子どもたちに人気のある乗り物｢飛行機｣を切り口に､関
西空港に乗り入れられる各国便を紹介しながら､その飛
行機のシンボルマークをきっかけに､歴史的遺産､文化
遺産､風物などを紹介。

30
小

(5･6年)
- 2002

4559
日経こども経済教室Ⅱ
調べてみよう!円高･円安

通貨が国の経済力のバロメーターになっていることを
教える。また､｢円高･円安｣の概念を教え､登場する子ど
もたちに実際に銀行でドルを円に変えさせて､実感させ
る。

15
小

(3年～)
- 2002

4560
日経こども経済教室Ⅱ
調べてみよう!景気の話

お父さん､お母さんたちが｢景気が悪い｣と言っているこ
とで興味を持った子どもたちに､｢景気がいい､悪い｣と
いう意味を教える。また国の経済力の目安となるGDPに
ついても教える。

15
小

(5･6年)
- 2002

4557
日経こども経済教室Ⅱ
調べてみよう!税金って､なに?

消費税を通して子どもたちにも身近になった税金の意
味を教えます。また納税者としての義務､税金の種類､
税金の役割､そして使われ方などを学ばせる。

15
小

(3年～)
- 2002

4558
日経こども経済教室Ⅱ
調べてみよう!モノの値段

モノの値段がどのように決まるのか､需要と供給など経
済の基本知識を教える。またファーストフードを例に
とりながら､値段を安くする工夫を探ったり､物を売る
ときの現場も取材する。

15
小

(5･6年)
- 2002

4609
発見･体験!
食事の移り変わりを調べよう

1､縄文時代の食事を体験しよう 2､日本の食事の移り変
わり 3､江戸時代の食事を再現しよう 4､西洋から伝え
られた料理 5､現代の食事

22 中 2003 2003

4586
やってみよう!
調べ学習ビデオシリーズ①

良太･美幸･満夫のクラスでは｢環境｣について調べ学習
をすることになった。｢自分たちの捨てた空き缶はどこ
へ行くんだろう?｣｢ごみの分別はどうなってるの｣など
について学ぶ。

11 小 - 2002

4587
やってみよう!
調べ学習ビデオシリーズ②

｢?｣が見つかったら､課題を見つけ､｢?｣を書いたカード
を内容で関連付け何を調べれば良いのか､良太･美幸･満
夫の3人はグループを結成し調べ学習を進める。

11 小 - 2002

4588
やってみよう!
調べ学習ビデオシリーズ③

良太･美幸･満夫の3人は住んでいる町の役所で資料を集
め､興味のわいてきた清掃工場に見学を申し込みます。
見学の申込の仕方や､ルール､マナー､役割分担について
も学ぶ。

12 小 - 2002

4589
やってみよう!
調べ学習ビデオシリーズ④

良太･美幸･満夫の3人はもっと幅広い情報を集めるため
に､図書館やインターネットなど利用し､新しい発見を
する。またインターネットで博物館をみつけ見学に出
かける。

12 小 - 2002

4590
やってみよう!
調べ学習ビデオシリーズ⑤

良太･美幸･満夫の3人は発表の準備をはじめた。みんな
に分り易い発表にするためにタイトルのつけ方や写真
の使い方などについて工夫をする。さて上手に発表で
きるでしょうか……。

12 小 - 2002

5316 大阪学院大学 大学紹介 19 高 - 1992

5374 大阪学院大学 大学紹介 15 高 - 1993

5172 大阪工業大学 大学紹介 20 高 - 1990

5394 大阪工業大学 大学紹介 20 高 - 1993

5178 学習院大学 大学紹介 15 高 - 1990

5169 神奈川工科大学 大学紹介 20 高 - 1990

5175 関西大学 大学紹介 20 高 - 1990

進路

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-30  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5392 関西大学 大学紹介 16 高 - 1993

5469 関西大学 大学紹介 14 高 - 1995

5174 関西学院大学 大学紹介 26 高 - 1990

5421 関西学院大学 大学紹介 18 高 - 1994

5181 神田外語大学 大学紹介 15 高 - 1990

5490 九州東海大学
大学紹介
平7

15 高 - 1995

4274 後悔しない志望校の選び方
生徒に将来つきたい職業や自分の能力･適性を考えさせ
ながら､社会に出る様々なコースを示す。

27 中 - 1994

4278 高校入試面接の受け方
望ましい面接の受け方や態度､言葉遣いなどを解説す
る。

19 中 - 1994

5494 THE APPROACH 学校案内
高校紹介 夢へのアプローチ 日本大学東北高等学校
平6

17 中 - 1995

5495 THE APPROACH 学校案内
高校紹介 夢へのアプローチ 日本大学東北高等学校
平7

14 中 - 1995

4720
しごとライブラリー
CGデザイナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4716
しごとライブラリー
ITコーディネーター

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

17
中･高
般

- 2004

4718
しごとライブラリー
WEBデザイナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4708
しごとライブラリー
アナウンサー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4695
しごとライブラリー
犬訓練士

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4705
しごとライブラリー
インテリアコーディネーター

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4701
しごとライブラリー
インテリアデザイナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4704
しごとライブラリー
家具製作工

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4712
しごとライブラリー
管理栄養士

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4719
しごとライブラリー
ゲームクリエーター

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4715
しごとライブラリー
シェフ

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4717
しごとライブラリー
システムエンジニア

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4692
しごとライブラリー
水族館飼育係

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4699
しごとライブラリー
スタイリスト

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4710
しごとライブラリー
声優

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4703
しごとライブラリー
ディスプレーデザイナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4707
しごとライブラリー
テレビカメラマン

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

17
中･高
般

- 2004

4694
しごとライブラリー
動物看護士

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4693
しごとライブラリー
トリマー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4713
しごとライブラリー
日本料理調理人

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4697
しごとライブラリー
パタンナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4714
しごとライブラリー
パティシエ

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4698
しごとライブラリー
ファッションアドバイザー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

17
中･高
般

- 2004

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4696
しごとライブラリー
ファッションデザイナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4711
しごとライブラリー
フードコーディネーター

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4706
しごとライブラリー
プロデューサー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4700
しごとライブラリー
ヘアメイクアーティスト

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4691
しごとライブラリー
ペットショップ店長

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4709
しごとライブラリー
放送作家

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

16
中･高
般

- 2004

4702
しごとライブラリー
リフォームプランナー

どんな仕事をするの? どんな魅力があるの? どうすれ
ばなれるの?などわかりやすく紹介。

15
中･高
般

- 2004

4275
実力を高める
効果的な勉強法

志望校に合格するためのマル秘勉強法を満載。 24 中 - 1994

4774
知りたい仕事ライブラリー第1巻
動物看護士･トリマー･動物訓練
士

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

75
中･高
般

- 2005

4775
知りたい仕事ライブラリー第2巻
歯科衛生士･歯科技工士

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

84
中･高
般

- 2005

4776
知りたい仕事ライブラリー第3巻
介護福祉士･理学療法士･作業療
法士

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

68
中･高
般

- 2005

4777
知りたい仕事ライブラリー第4巻
美容師･ リフレクソロジスト･
スポーツインストラクター

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

61
中･高
般

- 2005

4778
知りたい仕事ライブラリー第5巻
フードコーディネーター･
パン職人･料理人

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

75
中･高
般

- 2005

4779
知りたい仕事ライブラリー第6巻
CGクリエイター･Webデザイナー

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

84
中･高
般

- 2005

4780
知りたい仕事ライブラリー第7巻
一級建築士･測量士･鳶職

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

75
中･高
般

- 2005

4781
知りたい仕事ライブラリー第8巻
コンシェルジュ･ウエイター･
フロント･ 施設管理

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

80
中･高
般

- 2005

4782
知りたい仕事ライブラリー第9巻
フラワーコーディネイター･
ブライダルコーディネイター

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

84
中･高
般

- 2005

4783

知りたい仕事ライブラリー第10
巻
エディター･ミキサー･
フォトグラファー

現在､その仕事をしている先輩のリアルな日常を取材
し､働く姿を収録。

75
中･高
般

- 2005

4597
新･進路指導ビデオシリーズ
進路選択の条件

○うつり変わる職業の世界 ○職場体験学習 ○適性を
考える

18 中 2001 2002

4596
新･進路指導ビデオシリーズ
夢や希望を語り合おう

○様々な分野で活躍する人の生き方を知る ○自分の長
所を伸ばす ○ボランティア学習から自己理解へ

17 中 2001 2002

4598
新･進路指導ビデオシリーズ
わたしの進路計画

○進路選択の方法 ○上級学校の種類と特長を調べる
○高校体験入学 ○進んで進路相談を受けよう ○進路
計画を立てよう

18 中 2001 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-32  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4599
新高校入試 面接の受け方
自分をPRできますか?

面接の形態､TPO(時間､場所､場合)と身だしなみ､面接直
前の注意､面接中の心構え､面接官がチェックしている
ことなどについて描く。

20 中 2001 2002

4277 進路選択のための三者相談
主役は生徒､先生はアドバイザー､保護者は協力者とい
う基本を示し､進路選択の重要性と問題点を考える。

25 中 - 1994

5216 成城大学 大学紹介 19 高 - 1991

5171 摂南大学 大学紹介 19 高 - 1990

5391 摂南大学 大学紹介 18 高 - 1993

5176 玉川大学 大学紹介 27 高 - 1990

5214 千葉商科大学 大学紹介 14 高 - 1991

5215 千葉商科大学 大学紹介 14 高 - 1991

5393 千葉商科大学 大学紹介 14 高 - 1993

4276 直前準備と試験場での心得
勉強の成果を､受験当日いかにピークにもっていくかと
いう必勝のコンディショニングづくりを示す。

23 中 - 1994

5488 東海大学
大学紹介
平7

27 高 - 1995

5493 東海大学医療技術
大学紹介
平7

9 高 - 1995

5491 東海大学短期大学
大学紹介
平7

11 高 - 1995

5492 東海大学福岡短期大学
大学紹介
平7

8 高 - 1995

5182 東京工科大学 大学紹介 15 高 - 1990

5312 東京情報大学 大学紹介 15 高 - 1992

5170 東京女子大学 大学紹介 29 高 - 1990

5217 東京農業大学 大学紹介 10 高 - 1991

5183 東京薬科大学 大学紹介 20 高 - 1990

5179 同志社大学 大学紹介 25 高 - 1990

5422 同志社大学 大学紹介 16 高 - 1994

5335 日本社会事業大学 大学紹介 18 高 - 1992

5395 福島県立医科大学 大学紹介 23 高 - 1993

5177 星薬科大学 大学紹介 23 高 - 1990

5489 北海道東海大学
大学紹介
平7

16 高 - 1995

5604 未来に夢を 心の花を咲かせたい
大学紹介 郡山女子大学 郡山女子短期大学部
平9

28 高 - 1997

5173 立命館大学 大学紹介 30 高 - 1990

5218 龍谷大学 大学紹介 20 高 - 1991

5468 龍谷大学 大学紹介 18 高 - 1995

5813
｢いじめ｣を考える
｢いじめ｣の対処と心のケア

｢いじめ｣の問題を､子供と教師･保護者が一緒に考える
ためのドラマ。話の内容に即してその心理的メカニズ
ムを解説。いじめない･いじめられないための自我を育
てる授業の進め方を紹介。

30
中･高
般

- 2000

教師・指導者

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-33  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5812
｢いじめ｣を考える
｢ひとりじゃないんだ!｣

｢いじめ｣の問題を､子供と教師･保護者が一緒に考える
ためのビデオドラマ。｢いじめ｣の現実､心に内在する｢
いじめ｣の衝動､｢いじめ｣の重さに気づき､対応について
学ぶ。

30 般･教 - 2000

4418 一番星
道徳の時間の指導に直接使えるドラマ仕立てのビデオ
資料(資料編)､ビデオ資料を使った授業例(活用編)とで
構成されている。

45 教 - 1998

4670 運動大好き!

スポーツジャーナリストの増田明美さんの解説と研究
者のインタビューを交えながら､家庭や教育現場､また
自然の中で行われている子供の体力向上を目指した活
動を､具体的に見つめる。

20 教 2004 2004

5571 エイズはいま
エイズ患者･感染者の生活や最新のエイズに関する情報
を伝え､児童生徒の疑問点に答えるためのエイズ教育指
導者用。

52 教 - 1996

4561
ＡＤＨＤ
注意欠陥･多動性障害

ADHDの子どもや親と日々接している司馬理英子医師の
治療の実際を取材すると共に､ADHDの基礎知識､学校の
先生の指導･対応事例､アメリカの状況などを紹介。

50 教 - 2002

4386
学校における
パソコンの利用

学校に設置されているパソコンの台数に応じたパソコ
ン活用の方法を紹介する。

16 教 - 1996

4773
学校の危機管理
大丈夫ですかあなたの学校は

予測不可能な事故や事件が起きた時の具体的な訓練の
方法を知る。

25 教 - 2005

4248
学校フォークダンス
指導のてびき 基本編

基本編 48 教 - 1993

4249
学校フォークダンス
指導のてびき 小学校編

小学校編 41 教 - 1993

4250
学校フォークダンス
指導のてびき
中学校･高等学校編

中学校･高等学校編 45 教 - 1993

4252
教師のための
コンピューター実践講座2

コンピュータを利用した授業を紹介し､活用方法につい
て解説する。(助動詞の定着を図る-英語)

41 教 - 1993

4251
教師のための
コンピューター実践講座1

コンピュータを利用した授業を紹介し､活用方法につい
て解説する。(天体の運動を学ぶ-理科)

41 教 - 1993

4253
教師のための
コンピューター実践講座3

コンピュータを利用した授業を紹介し､活用方法につい
て解説する。(生徒白書を作る-特別活動)

41 教 - 1993

4254
教師のための
コンピューター実践講座4

コンピュータを利用した授業を紹介し､活用方法につい
て解説する。(データベースを作る-技術･家庭)

41 教 - 1993

4545
教師のための
ボランティア学習マニュアル

教師用ボランティア教材。東京都北区にある順天堂中
学校の先生が､地域にあるボランティアセンターや生涯
学習センターなど情報の豊富な施設を訪問する。

20 教 - 2001

4803 教師のための不登校Q＆A
不登校について『教師として知っておきたい対応法と
ヒント』をシンプル!ストレート!コンパクト!にQ&Aの
スタイルで構成している。

22 教 2003 2006

4320 圭子先生のぱそこん日記2 複製を禁ず 27 教 - 1994

4321 圭子先生のぱそこん日記3 がんばれ! 圭子先生 26 教 - 1994

4660
軽度発達障害①
“軽度”についての基礎的理解

LD･ADHD･高機能自閉症 48 教 - 2004

4661
軽度発達障害②
小学校の明日を考える

特別支援教育の幕開け 40 教 - 2004

4662
軽度発達障害③
学び続けるために

高校教育での支援を考える 30 教 - 2004

4663
軽度発達障害④
就労支援

社会的自立を目指して 31 教 - 2004

4784
こうすればできる小学校英語活
動

○英語活動のねらい ○実践事例紹介(宮崎市立宮崎港
小,成田市立成田小) ○英語活動に大切なこと

24 教 2005 2005

4765
こころを育てるカウンセリング
第1巻原理編

國分康孝の講義を中心にした構成的グループエンカウ
ンターの一般論。國分自らリーダー役のエクササイズ
を収録。

68 教 - 2005

4766
こころを育てるカウンセリング
第2巻 小学校モデル授業編

リーダー､岡田弘。｢クリスマスツリー｣｢カムオン｣収
録。｢構成的グループエンカウンター｣の楽しさと教育
機能を理解する。

32 教 - 2005

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-34  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4767
こころを育てるカウンセリング
第3巻 小学校実践例編

北区立王子第二小学校(石原ルミコ校長)での実践例。｢
クリスマスツリー｣｢共同絵画｣｢自分への手紙｣収録。

47 教 - 2005

4768
こころを育てるカウンセリング
第4巻 中学校モデル授業編

リーダー､岡田弘。｢ジャンケン列車｣｢気になる自画像｣
収録。

49 教 - 2005

4769
こころを育てるカウンセリング
第5巻 中学校実践例編

茅ヶ崎市立鶴が台中学校(山崎純一校長)での実践例。｢
別れの花束｣｢身振り手振り『新聞紙の使い道』｣｢気に
なる自画像｣収録。

80 教 - 2005

4770
こころを育てるカウンセリング
第6巻 高等学校モデル授業編

リーダー､片野智治､吉田隆江。｢ハッピーバースデー｣｢
二者択一｣｢好きな言葉を送る｣収録。

55 教 - 2005

4771
こころを育てるカウンセリング
第7巻 高等学校実践例編

リーダー､岡田弘。埼玉県立八潮高等学校3年生授業｢国
語表現｣に活用された｢構成的グループエンカウン
ター｣。｢ホットシート｣､感動的な｢別れの花束｣収録。

63 教 - 2005

4772
こころを育てるカウンセリング
第8巻 保護者編

リーダー､加勇田修士。都立新宿山吹高校保護者｢山吹
会｣(清水祺充会長)での実践例。｢トラストウォーク｣｢
共同絵画｣等収録。

49 教 - 2005

4753 子どもが不登校になったとき
不登校からひきこもりになった中学2年生の少年とその
家族をミニドラマとして設定し､子どもの心をどのよう
に受け止めればよいのかを描く。

29 般･教 2003 2005

4526
子どもの｢生きる力｣を育むため
に

栃木県上都賀地区現職教員社会教育主事会等の主催で､
小･中･高校の教師等を対象に開かれた｢学社連携･融合
研究会｣で､同名の演題による寺脇研氏の基調講演を収
録したもの。

95 教 - 2000

4665 ごめんね また こんどね
4歳児11月の幼児たちと教師の生活をありのまま映す。
園生活の中で､友だちとのかかわりや自己表現などの戸
惑いや葛藤を描く。

22 般･教 2004 2004

4257 これが生活科の授業だ 1
木の実や花の汁でTシャツを染めたり､集めた木の葉で
服を作ったりして季節の変化を感じる。(小1)

45 教 - 1993

4258 これが生活科の授業だ 2
家族一人一人の指人形を作って家族ごっこをし､家族の
それぞれが仕事を分担していることに気づく。(小1)

45 教 - 1993

4259 これが生活科の授業だ 3
昔のお正月の遊びで楽しかったことについて話し合い､
和紙でたこを作り､たこあげをする。(小1)

45 教 - 1993

4260 これが生活科の授業だ 4
春に苗を植えたサツマイモの収穫祭りをする。ふかし
て食べたりみこしを作ったりして収穫を喜び合う。(小
2)

45 教 - 1993

4261 これが生活科の授業だ 5
"ふれあい郵便局"を開局して､全校の児童同士､また児
童と近所のお年寄りとがお互いに手紙を交換し合う。
(小2)

45 教 - 1993

4148 コンピュータを生かす
数学及び理科における､コンピュータ教室以外でのコン
ピュータの活用例を紹介する。

20 教 - 1990

4246 コンピュータを生かす
数学及び理科における､コンピュータ教室以外でのコン
ピュータの活用例を紹介する。

20 教 - 1993

4533
西条昇の教室にもっとお笑い
を!!
上巻

笑いは､精神のガス抜きに最適。学校に"お笑い"を取り
入れることを勧める。生徒のユーモアセンスや個性を
引き出し､伸ばすためには先生もおもしろくなくてはな
らない。では､どうする。

42 教 - 2000

4534
西条昇の教室にもっとお笑い
を!!
下巻

笑いは､精神のガス抜きに最適。学校に"お笑い"を取り
入れることを勧める。生徒のユーモアセンスや個性を
引き出し､伸ばすためには先生もおもしろくなくてはな
らない。では､どうする。

43 教 - 2000

4520
生徒の心をつかみたい
①｢言葉にならないことば｣を感
じ取る

今､生徒たちの表現は分かりにくくなっている。表面的
な言動の奥底にある生徒たちのシグナルをどのように
感じ取るのか､様々な学校の取り組みを例に考える。

36 教 - 2000

4521
生徒の心をつかみたい
②不登校･いじめとその対応

年々増加する不登校児。何事も起こっていないときの
指導の大切さと不登校児への援助の方法を解説し､さら
に死につながるいじめの構図といじめをなくすための
教師たちの努力を紹介する。

41 教 - 2000

4522
生徒の心をつかみたい
③教師･悩みと成長

忙しく､多くの悩みを抱える教師たちの現状を取り上
げ､現代の教育について考える。努力する新人教師の姿
や教師同士の助け合いなどを通じて､教師のストレスと
自己成長についても触れる。

33 教 - 2000

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-35  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4523
生徒の心をつかみたい
④学級崩壊を防ぐ

｢学級崩壊｣は､なぜ生じるのか。その背後には､現代の
子供たちのどんな心が隠されているのだろうか。｢学級
崩壊｣の問題について､全国の小学校の有意義な取り組
みも紹介する。

36 教 - 2000

4524
生徒の心をつかみたい
⑤ムカツクとき･キレルとき

ナイフ事件に象徴される､新しい｢荒れ｣と言われるこの
事態。中学生たちは何に悩み､何を望んでいるのか。中
学生たちの生の声を多く紹介しながら､新たな取り組み
を考える。

36 教 - 2000

4525
生徒の心をつかみたい
⑥スクールカウンセリングの技
法

現代の子供の変化に対応するため､スクールカウンセ
ラーが配置されている学校もある。カウンセリングの
技法を学び､子供や保護者との関わり方や､子供の能力
をいかに開発するかを考える。

36 教 - 2000

4412 全国視聴覚教育研究会
平成9年11月に岐阜県輪之内町において開催された全国
視聴覚教育研究会の流れを追ったダイジェスト版。

16 般･教 - 1997

5530 先生ってなあに
4歳児に比べて5歳児の保育は難しいといわれる。現実
の保育の中で幼児のありのままの姿を記録して､5歳児
の保育を考える。

22 教 - 1996

4610
確かな学力
ネットワーク活用法

コンピューター･ネットワークを活用し､いろいろな教
科に取り組み効果をあげている小学校･中学校を実例で
示し､教育の可能性を追求する。例｢数学の広場｣｢音楽｣
｢道徳｣等。

22 教 2003 2003

4785
チケットつくってきたんだけど
 ふくらむイメージ･支える教師

幼児教育に携わる方々や幼稚園教員､保育所保育士を目
指す方々の､幼児を理解する力や指導力を高める研修教
材。

21 般･教 2005 2005

4614
CHANGE!
新しい学習指導要領で変わるも
の

H14年度から施行された新学習指導要領の趣旨を解説。
｢新しい指導要領とは･･･｣｢授業が変わる･･･｣｢総合的な
学習の時間･･･｣｢学校が変わる｣

22 教 2003 2003

4664 もとにするのはな～に

｢星型の先端にできる5つの角の和が何度になるか､いろ
いろな方法で考え説明しよう｣という課題の授業実践を
通して､数学科における｢指導と評価の一体化｣の具体例
を紹介。

24 教 2004 2004

4615 豊かな心を育てる体験

子供達が地域に愛着を持ち､地域の良さを肌で感じ取る
ことのできる学習を描く。お年寄りから｢綱つり｣の伝
統文化を学ぶ体験学習を始めた千葉県三原小､茅ヶ崎小
の｢自然生態園｣等

20 教 2003 2003

4152
豊かな心をもちたくましく生き
る
子どもを育てる

埼玉県の小学校を舞台に､道徳教育の全体計画を立てる
ときのポイントを､他教科との関連や､家庭や地域との
連携をとおして描く。

30 教 - 1991

4191
豊かな心をもちたくましく生き
る
子どもを育てる 2

道徳教育とその進め方の基本について､ある学級での取
り組みをドラマをとおして描き､指導計画改善の手立て
を示す。

31 教 - 1992

4225
豊かな心をもちたくましく生き
る
子どもを育てる 3

経験の浅い教師が､悩み､迷いながら､先輩教師の協力を
得て､｢子供の心に響く生き生きとした道徳の授業｣に取
り組む様子を描く。

39 教 - 1993

4311
豊かな心をもちたくましく生き
る
子どもを育てる 4

教職経験10年目の中堅教師が学級経営に行き詰まり､先
輩や同僚のアドバイスや10年次研修などをとおして､道
徳教育のあり方に目を向け､自らの変容によって活路を
開く姿を描く。

36 教 - 1994

4153
豊かな心をもちたくましく生き
る
生徒を育てる

若い女性教師が生徒指導に悩み､道徳教育から取り組ん
でいく姿を描く。一事例を学校全体の問題として取り
上げ､全体計画の中での位置付けや関連性を明らかにす
る。

30 教 - 1991

4192
豊かな心をもちたくましく生き
る
生徒を育てる 2

東京近郊の中学校での球技大会をめぐるドラマをとお
して､様々な葛藤を経て成長していく生徒の様子と､道
徳の時間の年間指導計画を模索する教師たちの姿を描
く。

43 教 - 1992

4224
豊かな心をもちたくましく生き
る
生徒を育てる 3

教職経験2年目･2年生の学級担任が自らの指導を振り返
り､生徒を心で見ること､心をつかむことの難しさを痛
感する。｢生き生きとした道徳授業の工夫｣に挑戦す
る。

39 教 - 1993

4312
豊かな心をもちたくましく生き
る
生徒を育てる 4

教職経験7年目･2年生の学級担任が､生徒と心が通い合
わずに学級経営に悩むが､同僚の励ましや助言を得て､
画一的で自己本位の考えに陥っていたことに気づく。

37 教 - 1994

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5038 明日にはばたく 新社会人としての心構えを説く。 20 般 - 1982

5044
安全の人間学
不注意とは何か

職場における不注意の引き起こす様々な問題と､その防
止法を示す。

15 般 - 1982

5757
笑顔の達人
⑨ガイド編

ビデオに収録した事例を中心に､｢ガイド｣の様々な仕事
と､そこで働く人々のすばらしい笑顔を紹介する。

27
中･高
般

- 1999

5749
笑顔の達人
①旅行会社編

ビデオに収録した事例を中心に､｢旅行会社のスタッフ｣
の様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい笑顔を紹
介する。

25
中･高
般

- 1999

5750
笑顔の達人
②ホテルスタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢ホテルスタッフ｣の
様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい笑顔を紹介
する。

29
中･高
般

- 1999

5751
笑顔の達人
③旅館スタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢旅館スタッフ｣の様々
な仕事と､そこで働く人々のすばらしい笑顔を紹介す
る。

23
中･高
般

- 1999

5752
笑顔の達人
④民宿/ペンションスタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢民宿/ペンションス
タッフ｣の様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい
笑顔を紹介する。

24
中･高
般

- 1999

5753
笑顔の達人
⑤飲食 / おみやげ品店
スタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に｢飲食/おみやげ品店ス
タッフ｣の様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい
笑顔を紹介する。

23
中･高
般

- 1999

5754
笑顔の達人
⑥体験型観光施設
スタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢体験型観光施設ス
タッフ｣の様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい
笑顔を紹介する。

24
中･高
般

- 1999

5755
笑顔の達人
⑦テーマパークスタッフ
/スポーツスタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢テーマパークスタッ
フ/スポーツスタッフ｣の様々な仕事と､そこで働く人々
のすばらしい笑顔を紹介する。

26
中･高
般

- 1999

5756
笑顔の達人
⑧イベントスタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢イベントスタッフ｣の
様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい笑顔を紹介
する。

27
中･高
般

- 1999

5758
笑顔の達人
⑩交通機関接客スタッフ編

ビデオに収録した事例を中心に､｢交通機関接客スタッ
フ｣の様々な仕事と､そこで働く人々のすばらしい笑顔
を紹介する。

24
中･高
般

- 1999

5045
危険予知訓練の
すすめ方･いかし方

職場における危険予知訓練の進め方と生かし方を示
す。

25 般 - 1982

5037 激動時代の組織を動かす力 企業組織とは何か､組織の役割､責任を考える。 23 般 - 1982

5046 小集団活動 職場における安全作業の進め方を示す。 25 般 - 1982

5039 職場のエチケット
新入社員を対象として､仕事を進めていく上で身に付け
なければならないエチケットを学ばせる。

20 般 - 1982

5779 セクハラの代償

何がセクハラか。職場での具体的判断基準は確立して
いるか､苦情相談窓口は設置されているか等を再確認す
る。旧来の男性中心の企業風土を残した管理職､事業主
等の意識改革を促す。

24 般 - 2000

6098 かばくんとおかし
かばくんは､一日中食べてばかりいます。虫歯にならな
いためには､だらだら食いをしないことが大切だと学び
ます。

10 幼 1994 2005

5935 できるもん､ひとりで

主人公のさやかとゆうすけと猫たちの楽しいアニメを
通して､毎日みんなが使うトイレに関心をもたせ､トイ
レを気持ちよく使うことの大切さに気づかせる。【ア
ニメーション】

15 幼 - 2002

6096 はーくんこんにちは
白い小さな｢はーくん｣と話をしながら歯の大切なはた
らきにきづきます。

10 幼 1994 2005

5327 ホシガリ姫の冒険
金銭教育ビデオ。わがままなカトリーヌ姫の行動をと
おして､金銭感覚を教える。【アニメーション】

20 幼･小 - 1992

5863
マークってなあに?
｢おさんぽのときにもみっけ!｣

公園などでマークを見つけながら､秩序性や社会性を身
につけていきます。そして家事や地震などの災害から
身をまもるために必要なマークを知ります。そして
マークの必要性を知ります。【アニメーション】

11 幼･小 - 2001

職場教育

幼児教育（幼児）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5862
マークってなあに?
｢つうえんのときのマーク｣

通園するときに必要な､主に交通安全マークをみつけな
がら､家から園までの危険退避に備えます。そしてマー
クの色(赤､青､黄)を識別し､さらに深くマークを知るよ
うになります。【アニメーション】

12 幼･小 - 2001

5861
マークってなあに?
｢マークがいっぱい｣

園内でどんどんマークを見つけます。なんでもマーク
があるものを見つけて､その意味を幼児のあたまで考え
ます。マークというものの概念を自然に把握するよう
になります。【アニメーション】

10 幼･小 - 2001

5860
マークってなあに?
｢マークってしってる?｣

幼児が園内でことばをかたちに表現したものがマーク
であることを把握して､文字の読めない幼児も目的を果
たすことが出来るように誘います。(クラス､自分､お弁
当のマークまで)【アニメーション】

10 幼･小 - 2001

5864
マークってなあに?
｢マークってだいじ｣

幼児がマークをしっかり把握したうえで､さらに覚えて
おきたいマークを学びます。自分の力で身を守る能力
を無理なく身につけるよう誘います。
【アニメーション】

12 幼･小 - 2001

6097 みんなでみがこう
歯みがきが大きらいなくまおくんが､虫歯になってしま
いました。先生から歯みがきがたいせつなことを学び
ます。

10 幼 1994 2005

6086 遊びと人とのかかわり
子どもは遊びが仕事。一人遊びから集団での遊びが増
えるようになるが､さまざまな機会をとらえ社会性が身
につくようにすることが大切と訴える。

21
中･高
般

2003 2005

5692 きょう､きてよかったね
4歳児12月､林の組の子供たちと先生の生活の姿。ミニ4
駆にこだわるサトシが､自然や先生､友達との出会いを
とおして新たな世界をつくり始める様子を描く。

21 般 - 1999

6083 心と身体の発達

誕生から6歳までの子どもの成長過程をたどり､幼児期
の子どもの成長は個人差が大きいことを知り､親が子ど
もの個性をよく見つめ､絆をしっかり築いていくことの
大切さを描く。

21
中･高
般

2003 2005

6176
子どもの絵
０歳からの絵の特徴とその意味

子どもの絵は､心身の発達のあらわれであり､まわりの
人たちへのメッセージでもある。 歳からの発達段階を
踏まえながら､絵にこめられた子どもたちの思いを見つ
める。

20 般 - 2007

5788 3人でやるってきめたのに

遊び上手とアイディアマンとおっとり屋の4歳児の仲良
し3人組が､先生や友達､身近な自然や道具など､園内の
様々な環境と関わって遊びを展開している様子が記録
されている。

20 般･教 - 2000

6084 自発性と意欲
2歳ごろから子どもの行動は活発になり､3歳ごろから｢
イヤ｣という時期がきます。反抗期も大切な成長段階で
あることを描く。

22
中･高
般

2003 2005

5652
すばらしき36か月
①はじめての一歩

新生児の反射運動に始まり､目や耳での探索行動を経
て､這い這い･立つ･歩く･物をつかむ･投げるなどの目的
行動が闊達にできるようになる一連の姿を､親子の日常
を中心に描く。

30 般･教 - 1998

5653
すばらしき36か月
②ことばの発達

新生児が母親の口元をじっと見る姿は､言葉に至る芽で
ある。家庭や公園で､父母や乳幼児同士で交わされる喃
語のやりとりを克明に記録。叱らず話しかけながら見
守ることが大切である。

30 般･教 - 1998

5654
すばらしき36か月
③自我と自立

母親に抱かれた赤ちゃんは､外界に興味をもち始める。
歩き始めると思わぬいたずらもするが､好奇心の芽を摘
まずに制止する仕方､1歳半ごろの反抗期への対応の仕
方を示す。

30 般･教 - 1998

5655
すばらしき36か月
④育児マニュアル

1歳半ごろまでの育児のポイントを､初めての両親にも
分かりやすく解説する。。離乳食､入浴の仕方､睡眠､排
泄､外気浴といった育児のポイントをマニュアル風に描
く。

30 般･教 - 1998

5656
すばらしき36か月
⑤こどもと社会

1歳を過ぎると歩く､手を使う､言葉が出るなど､運動機
能と精神の発達によって､生活も幼児に近づいてくる。
子供の成長にとっての友達の大切さを説明し､3歳ごろ
までの自立の姿を追う。

30 般･教 - 1998

5657
すばらしき36か月
⑥こどもと環境

情操を育てる家庭教育とは､どのようなものだろうか。
父親や母親とのかかわりや自然の中での体験が､心の発
達に大きな影響を与えることを､子供の活動の様子など
から探る。

30 般･教 - 1998

幼児教育（指導者）

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5531 タカちゃんくるまをつくる
遊びによる総合的指導とは何だろうか。幼児の活動す
る姿と先生のかかわりの記録から､子供の個人差を尊重
した教育を考える。

22 教 - 1996

4611
年長さんがつくったおばけやし
き

この幼稚園では2週間かけて｢遊園地ごっこ｣が行われ
る。お化け屋敷グループには､年長さん6名が集まっ
た。本番の日を向かえるまでの子ども達の様子を描
く。

23 教 2003 2003

5924 保育のおとし穴

幼児は自然とかかわり､それを遊びに取り入れながら､
知的な欲求を満足させ､その積み重ねによって科学的な
見方や考え方を身につけていく。幼児と自然のかかわ
りと保育者のあり方を探る。

21 般 - 2002

5740
幼児の心を育むシリーズ
思いやりの心

"思いやりの心"はどうしたら育つのか。幼児期から3歳
までののスキンシップや母親の話しかけによって子供
の情緒は安定し､自然と思いやりが膨らんでくることを
解説する。

18 般･教 - 1999

5880
幼児の心を育むシリーズ
しつけとルール

幼児期は人格形成の上で大切な時期である。そのため
に必要な親としての｢しつけの心構え｣を､子どもの成長
を追った映像と併せて具体的に解説する。

18 般･教 - 2001

5741
幼児の心を育むシリーズ
豊かな心

子供の"豊かな心"を育てるには､創造力豊かな個性を伸
ばしていくことが大切である。たくさんの事例と映像
により豊かな心の育て方を解説する。

18 般･教 - 1999

5002 遊びと勉強
遊んでばかりで困る。勉強しないので……。親の悩み
を取り上げて､小学校1･2年生の遊びと勉強に対する親
の接し方について考える。

30 般 - 1981

5598 いい子､わるい子
親にとって都合のいい｢いい子｣が抱える問題点を探り､
自立心ややる気が芽生え始める時期の親の対応の大切
さを示唆する。

28 般 - 1997

5680 生きているのがこわい

いじめが原因で自殺した3人の中学生が訴えた心の叫
び。対応した親や学校､地域の人々の行動をどう見る
か､それぞれがじっくり話し合い､互いに何をすればよ
いかを掘り下げる。

28 般 - 1999

5208
生きる こころと健康
内田玲子

内田玲子の家庭教育カウンセラーとしての｢子育て｣に
ついての講演。

33 般 - 1991

5681 いじめ･親として
いじめを受けている我が子の現状に正面から向き合う
親の基本姿勢を示唆し､どんな時でも親は味方であるこ
とをしっかりと伝える。いじめの解決策を描く。

30
小･中
般

- 1999

5522 いじめはだれの責任
いじめる側､いじめられる側のそれぞれの子の親の問題
を前面に出して､いじめの責任は誰にあるのかを訴え
る。

29 般 - 1996

5682 いじめへの挑戦

いじめ問題の解決には､学校と家庭の信頼関係と地域ぐ
るみの取り組みが大切である。それぞれが連携し､二年
にわたっていじめ防止運動を進めてきたある町の挑戦
の歩みを描く。

32 般 - 1999

5810 いのち輝け!思春期

思春期の子供たちの｢心の教育｣に焦点を当て､今日の家
庭教育のあり方の再検討に加え､家庭･学校･地域がしっ
かり手を組んで教育に取り組むことの大切さを考え
る。

30 中 - 2000

5649 妹と私
誤っておばあさんを傷つけてしまって苦しむ小1の涼子
と､彼女を囲む小6の姉の友紀や家族のかかわり合いを
描き､真の思いやりとは何かを浮かび上がらせる。

45 般 - 1998

5110 内気な子 しつけシリーズ(小学3～4年) 30 般 - 1985

5977 うちの子に限って

子育てに必要なこと､それは人生に起こるであろう様々
な問題に直面したとき解決できる力を養うことではな
いでしょうか。｢家族のあり方｣｢子育てのあり方｣につ
いても考える。

29 般 - 2002

5111 おこづかい しつけシリーズ(小学3～4年) 30 般 - 1985

5007 男の子･女の子
10歳前後の頃は､性を意識し始める時期で､男女の対立
や意図的な性的行動が見られる。性に対する関心の高
まりとともに親としての対処の仕方を考える。

30 般 - 1981

家庭教育

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5772 親がかわれば子もかわる

｢いい子｣が突然キレる。思春期になったとき､発散しよ
うとする強烈なエネルギーと｢いい子｣であることの狭
間での葛藤。キレる子供を抱えた父親をとおして子育
てのあり方を考える。

26
小･中
般

- 2000

5690 親が守る子どもの健康
毎日子供に何を食べさせていますか? 大切な3つの栄養
素の働きを知っていますか? 子供たちに広がる体力低
下や肥満。これらの問題点を食べ物から考えていく。

21 般 - 1999

6111 親子で語ろう!テレビの見方
小学生が家庭で楽しみながらメディアリテラシー(メ
ディアを読み解く能力･活用する能力､メディアを通じ
コミュニケーションする能力)について考える。

20 小･般 - 2005

5881 親子で学ぼう 
家族でゲームをしたり､自然を観察したり､家族新聞を
作ったりふれあいの中からともに学ぶ楽しさを紹介し
ます。

20 小 - 2001

5244 親と子のきずな
親孝行はいつの時代にも大切な美徳である。現代社会
に適応した親孝行の心がけを考える。

32 般 - 1991

5005
親の言い分･子の言い分
正義感

正義感に対する親と子の考え方のずれを探る。 30 般 - 1981

5004
親の言い分･子の言い分
よい友達

小学校高学年になると､ものの見方や考え方が発達し､
自分の考えを表現することも上手になる。友達をめ
ぐっての親の言い分を聞く。

30 般 - 1981

5820 家庭教育
過保護や過干渉､育児不安やしつけの自信喪失…。この
ビデオではそんな子育てに関する問題を解決するため
のヒントを紹介します。

75 般 - 2001

5819 家庭教育手帳
過保護や過干渉､育児不安やしつけの自信喪失…。この
ビデオではそんな子育てに関する問題を解決するため
のヒントを紹介します。

70 般 - 2001

5457 家庭の食事マナー
箸の持ち方から美しい箸の使い方､食事のマナーを分か
りやすく説明する。

29
幼･小
般

- 1994

5673 頑張れ!お父さん
過保護や過干渉､育児不安やしつけの自信喪失。そんな
子育てに関する問題を解決するためのヒントを紹介す
るパパたちの子育て奮闘記。

16 般 - 1999

5321 気づいたときが変えるとき
子育てに真剣になればなるほど陥りやすい過保護と過
干渉。親は自らの誤りに気づいたとき､改める努力をす
べきである。

31 般 - 1992

5224 きびしさ
ある中学校で起きたいじめ事件を例に､いじめ･非行･暴
力と､家庭のあり方を考える。

30 般 - 1991

5379 君は素晴らしい
学歴社会の中で落ち込み､自信を失いがちな我が子に､
その能力を引き出し､勇気を与えた父親の物語。

30 般 - 1993

5529 心の叫びがきこえますか
いじめにあっている子供を早い段階で救うべき親のあ
り方を具体的に提示しながら､家庭､学校､地域それぞれ
の立場で力を合わせ､いじめをなくすことを訴える。

35 般 - 1996

5225 子供だけの食卓
子供だけの食卓が増えている中､家族そろって食べるこ
との大切さを説明する。

30 般 - 1991

5674 子供としつけ
過保護や過干渉､育児不安やしつけの自信喪失。そんな
子育てに関する問題を解決するためのヒントを紹介す
る。

16 般 - 1999

6079 子どものしつけと父親の役割
最近､金遣いの荒くなった息子を持つ父親が､迷いなが
らもルールやマナーを教えていく。

21 般 2004 2004

5001 子どもの反抗
小学校高学年になると親を批判し､反抗する子供が増え
てくる。この時期の子供の心理を知り､どう対処すべき
かを考える。

30 般 - 1981

6031 子どもを育む地域活動
千葉県市川市の学校をベースにした地域活動の紹介。
地域の大人たちが実行委員会を組織し､科学工作クラ
ブ･アニメマガジンクラブ･野外活動などを支える。

20 般 2003 2003

5883
孤立していませんか
あなたの子育て

｢子育て支援ネットワーク事業｣の先駆的な埼玉県新座
市や横浜市の子育て支援者の活動また､厚生省｢地域子
育て支援センター｣の事業でもある｢武蔵村山子育てセ
ンター｣を紹介。

26 般 - 2001

5434 根気づよい子に育てる
試行錯誤を重ねながら､子供の根気のなさを正していく
親と子の姿を描き､親の役割と責任を問いかける。

21 般 - 1994

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5478 自主性を育てる
アメリカの地方都市の子供の日常生活を追いながら､子
供たちの自主性を育てるためにアメリカ社会が実践し
ている教育を探る。

30 般 - 1995

5763 静かなる革命

自由学校｢東京シューレ｣を取り上げ､なぜ不登校の子供
たちが毎年増えているのかを考える。この学校の活動､
不登校の生徒たちへのインタビューや教育者たちの議
論を紹介する。

43 般･教 - 2000

5006 十代のなやみ
小学校高学年の子供の悩みを知り､親の接し方について
考える。

30 般 - 1981

5650 少年の地図

親が忘れていた｢心のふるさと｣を､少年は忘れていな
かった。地域の人々の温かい思いやりに支えられて家
族のあり方を考え直した一家の姿から少年非行を考え
る。

45 般 - 1998

5773 少年犯罪と親の責任

少年たちは遊び感覚で犯行に及ぶことが多いと言われ､
本人の無自覚や親の無関心などが背景にはある。家庭
のあり方を見直し､｢被害者や社会に対する本人と親の
責任｣などを考える。

25
小･中
般

- 2000

5913
新米ママ＆パパに贈る
メッセージ

もうすぐママやパパになる! 楽しみ…だけど､大丈夫か
な? 子育てって､できるのかしら?みんな最初は不安だ
けど､子育てって､子どもが育つだけでなく､親としても
成長することです。

21 般 - 2001

6085 生活習慣としつけ

食事や排泄､衣服の着脱などの基本的な生活習慣と社会
の一員として集団生活を送っていくための社会的生活
習慣の二面があります。親が一貫性を持ってしつける
ことが大切と訴える。

20
中･高
般

2003 2005

5377 旅
少年が旅に出た。父親や旅先で出会った人たちとの交
流をとおして､人生にとって旅とは何か､父親像とは何
かを考える。

29
中･高
般

- 1993

5930 地域でささえる子育て

ファミリーサポートセンターのしくみと､提供会員が子
どもをあずかる実際の活動風景､講習会や交流会の様
子､アドバイザーや依頼会員の声などありのままを紹
介。

25 般 - 2002

5112 長男への期待 しつけシリーズ(小学5～6年) 30 般 - 1985

5298 テレビと生涯学習
九州での放送利用促進部会での､"ともに生きる"のテー
マでパネルディスカッションをしたときの記録。

90 般 - 1992

5009 点数の見かた
テストの結果が70点と75点では､なぜ75点の子供のほう
が学力が上なのだろうか。算数を例に､子供の能力をど
うとらえ､どう伸ばしていけばよいかを考える。

30 般 - 1981

5885
とび出そう
まちの中へ自然の中へ

学校､家庭､地域での子どもの｢生きる力｣を育む様々な
活動を子どもが興味を持てるよう描き､親子で視聴でき
る。

20 般･教 - 2001

5647

内藤宏の思いちがいの子育て
(上)
あなたは子どもを飼育していま
せんか

知らず知らずに子供を｢飼育｣する。飼育されて大きく
なった子供は､意欲や想像力が備わらず､やがて挫折す
ることに…。｢子育てワンポイント｣で自己を振り返っ
てみたい。

30 般 - 1998

5648
内藤宏の思いちがいの子育て
(下)
｢ことば｣と｢遊び｣が心を育てる

子供の心の成長に大事な｢ことば｣と｢遊び｣。人間同士
のふれあいや遊びがいかに大切か､母親はどうあるべき
かを豊富な事例をあげて説明する。

30 般 - 1998

5774 なぜ家で暴れるのか
家庭内暴力の起こるまでをストレートに描いたドラマ
を手がかりに､親は子供に対してどうあるべきかを考え
る。

37
小･中
般

- 2000

5378 ぬくもり

同級生に囲まれて暴力を加えられていた少年に､偶然通
りかかった労務者がかけた励ましの一言。その一言は
少年の胸中を激しくかけめぐった。愛の言葉の大切さ
を考える。

32
中･高
般

- 1993

5236 NO!と言うのも親の愛
三遊亭円楽がエピソードを交えて語る辛口家庭教育論
をベースに失われつつある家庭教育を考え､親子のあり
方を示唆する。

30 般 - 1991

5524 はじめての反抗
幼児期の自立の証としての｢反抗｣のもつ意味を実感し､
我が子の自我の目覚めの対応に役立てる。

30 般 - 1996

5220 母へ
｢子供電話相談｣を舞台に､子供の孤独な心を描く。お母
さん､子供の心を聞いてあげてください。

30 般 - 1991

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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制作
年度

購入
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5646
ぼく､できるのに
意欲を育てる

自主性の欠けた意欲のない子供たちが多く見られる。
親の過干渉や過保護はその原因の一つだが､子育ての中
で"待つ"ことの大事なことを考えていこうとする。

30 般 - 1998

5003 ほめ方 しかり方
｢叱るよりほめろ｣と言われる幼児期のしつけについて
考える。

30 般 - 1981

5562 マザーズロボット
子供の将来を思うあまりに我が子を私物化している母
親と､自己主張をしない子供の姿を描く。

30 般 - 1996

5380 路
息子が他人の自転車を勝手に乗り回していた。気づい
た父親は､嫌がる息子を連れて自転車の持ち主探しに出
かけるが……。

32 般 - 1993

6030 めばえる心はぐくむ心
周囲の大人の関わりが､子どもの秘めた力を誘発し､人
間らしく心も体も順調に発育していく様子を分かりや
すく紹介。子育ての楽しさや魅力を学ぶ。

18 般･教 2003 2003

5675 ゆっくり ゆったり
過保護や過干渉､育児不安やしつけの自信喪失。そんな
子育てに関する問題を解決するために7人の専門家に聞
いた子育ての極意とそのヒントを紹介する。

17 般 - 1999

5232 ゆとり
塾･競争･成績という価値観が親の心を著しく左右する
今日､家庭や地域社会の中でゆとりを取り戻す大切さを
訴える。

31 般 - 1991

6027 幼児と言語
0歳から6歳の子どもの成長の道筋をたどりながら､幼児
の言葉のめざましい発達を描く。

20 般･教 2003 2003

5525 幼児とことば
幼児期におけることばの基礎づくりは､人間形成に大き
な関わりをもっている。2～4歳を中心に言語的環境づ
くりを考える。

29 般 - 1996

5008 幼児の心理 うそ
幼児のうそは記憶や自己中心性と関係があり､すべて悪
いとは言えない。その背景を探る。

30 般 - 1981

5645 わが子の心が見えない

"いじめ"で同級生を自殺に追い込んだ中学2年の息子を
持つ母親。彼女はラジオの『放課後の悩み相談室』担
当のパーソナリティーで､子供の心はよく理解している
はずなのだが…。

32 般 - 1998

5608 恐るべき覚せい剤
低年齢化する薬物乱用。心も体も蝕む覚醒剤の恐ろし
さを分かりやすく描き､乱用防止を強く訴える。

21 中･高 - 1997

5585 家族
誘われるままに覚醒剤に手を染め､やがて身も心も傷つ
き病床に横たわる娘とその家族がたどった､再起への長
い闘いを描く。

36 中･高 - 1997

6107
子どもの居場所づくり
基本編

安全で安心して活動できる子どもの居場所づくりの意
義や重要性について考えていく。

27 般･教 - 2005

6109
子どもの居場所づくり
事例編

全国各地で実施されている子どもの居場所を紹介して
いく。

25 般･教 - 2005

6108
子どもの居場所づくり
マニュアル編

子どもの居場所のつくり方や運営の仕方を､具体的な事
例で見ていく。

30 般･教 - 2005

6081 少年犯罪 君ならどうする
｢万引き｣｢薬物乱用･援助交際｣｢かつあげ･ひったくり･
暴力｣等を再現映像し､中学生達の本音のディスカッ
ションで考える。

19 中･高 2004 2004

5853 少年犯罪 その罪と罰 
再現ドラマを通して､｢万引き｣｢いじめ｣｢援助交際｣｢傷
害事件｣などについて中学生が本音で語る。

20 小･中 - 2001

5884 大切な子どもたちです
少年の思春期に悪影響を与えている一部の社会環境。
大人社会のひずみ､ゆがみを正すとともに､少年たちに
は社会のルールを守ることの大切さなどを訴える。

18 中･般 - 2001

5532 手を出さない!! ぜったいに!
薬物の乱用は身体ばかりか精神まで蝕み､社会に暗い影
を投げかける。薬物乱用を様々な角度からの取材をと
おして検証する。

29 中･高 - 1996

5887
ねらわれる子どもたち
ナイフと薬物の恐怖

少々内気だが好奇心旺盛なダイと､そんなダイの言動を
冷静に受け止めるゲンの目を通して､子どもたちによる
ナイフ犯罪や薬物濫用の問題を描く。

21 中 - 2001

5736
破滅 薬物乱用の衝撃
人体を蝕む恐怖の実体

薬物とは何か? その依存性と乱用が､人体に及ぼす影響
を解説し､薬物がたった一度だけでも絶対にやめられな
くなる悪魔であることを明らかにする。

20 中･高 - 1999

青少年防犯

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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5737
破滅 薬物乱用の衝撃
薬物と狙われる若者たち

若者たちの間でファッション化し､急速な広がりをみせ
る薬物乱用の実態を探り､薬物乱用が自分だけでなく社
会や家族までも破滅に追い込む恐ろしさを訴える。

20 中･高 - 1999

5603 もしもし…
好奇心でテレクラに電話をする少女が増え､性犯罪の被
害者となっている。電話風俗の危険性や性非行､性被害
について考える。

23 中･高 - 1997

5770 薬物に奪われた青春

群馬県赤城高原のホスピタルの協力で､患者やその家
族､医師に取材し､体験談や証言をとおして､薬物依存の
恐怖をリアルに伝え､心の通い合う人間関係作りの大切
さを訴える。

22
小･中
高

- 2000

6136 薬物乱用･親として

薬物は中高生にも広がり､大きな社会問題になってい
る。その様な少年達を育んだ家庭の在り方を問うと共
に､当人が肉体的､精神的に転落していく様子を描き､薬
物の怖さと遵法の精神を訴える。

26 般 2003 2006

4752
インターネットのトラブルから
身を守る

インターネットは自己責任の世界。トラブルにあった
時どうやって自分を守るか、被害者にならない対策を
解説する。

19 小･中 2004 2005

6015 インターネットの罠

個人情報の流失や､迷惑メール､ネット通販など､イン
ターネット環境が生み出す新しい問題。ネット上に潜
む危険など正しい知識をとらえ､情報を読み解く力の大
切さを学ぶ。

20 中･高 2003 2003

4807 インターネットはマナーが大切

インターネットは便利な道具だが､使い方によっては危
険な道具になることもある。インターネットのトラブ
ルに巻き込まれないためのチャットや掲示板の書き込
みのマナーを解説する。

18 小･中 2004 2006

6082 凶器にもかわる携帯電話
カメラ付きケイタイでの盗撮､ネットストーカーからの
大量のメール等､携帯電話の危険性を具体例で描く。

20
中･高
般

2003 2004

4592
情報とコンピュータ
②情報モラル

情報化が社会に及ぼす影響を知り､他人に迷惑をかけな
いためのマナーを様々な生徒の生活場面から理解でき
るよう工夫。責任ある行動を促す。

20
中･高
般

- 2002

4546 ソフトウェアと著作権

コンピュータソフトの違法コピーにNO!といえる生徒の
育成を目指す。著作権を尊重する理由を､人権と金銭の
二面からドラマやインタビューを用いてわかりやすく
説明。

20 小 - 2001

4789
出会い系サイト
狙われる女子中高生

携帯電話の普及とともに増えている出会い系サイト。
新しい仲間を見つけ､ネットワークを広げるための仕組
みの裏側には､悪意を持った大人たちが待ち構えている
ことを教える。

16 中･高 - 2006

6019 出会い系サイトの危険

｢出会い系サイト｣はバーチャルの世界です。実際に会
う事は危険と知りながら､私は大丈夫､逃げればいいと
考えていないでしょうか。リスクの重さと自己防衛を
訴えます。

20 中･高 2003 2003

5929 ま･さ･か わたしが?

携帯電話やインターネットなどで不特定多数の人に瞬
時に情報発信ができるようになった。また私たちが流
した情報で人を苦しめたり､ひどい目に会ったりしてい
ることの実際を描く。

25 般 - 2002

4809 メル友募集に潜む落とし穴
中高生に､甘い話につられて犯罪の被害者や犯罪を犯す
側にならないよう､自らが危機意識を持つ心構えの必要
性を訴える。

21 中･高 2003 2006

4763
やめよう!
ネットでウソと悪口

掲示板の書き込みが原因でけんかしてしまった例､軽い
うそを書き込んだため思わぬ事態になってしまった例
をあげ､上手に利用するにはどうしたらいいかを考え
る。

27 小･中 - 2005

5480 明･十六才の春
少年のバイクの無免許運転事故が後を絶たない。ある
無免許運転を描き､少年たちにその危険性と責任を啓発
する。

31 中･高 - 1995

4358
あっぱれ!
桃太郎の交通安全

桃太郎とイヌ､サル､キジが､交通ルールの基本を確認。
ユーモアとリズムで覚える交通標語もプラスされてい
る。【アニメーション】

15 幼･小 - 1996

情報モラル

交通安全

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6123 危ない!お母さんの自転車事故
手軽で便利な乗り物｢ママチャリ｣を､町の中で事故なく
安全に乗るための注意ポイントを､わかりやすく解説す
る。

20 般 - 2006

4464 あぶない!ゆるさん

ミステリアスなドラマ仕立てで､幼児から大人まで楽し
みながら交通ルールの大切さが学べる。交通安全週間､
親子映画会､学校での生活指導教材としても利用でき
る。

28 小 - 1999

4764 安全な自転車のルール
自転車は､乗り方を間違うと凶器になる。未成年者でも
自転車を操作する運転者であることを自覚し､交通法規
を守ることの大切さを描く。

20
小･中
高

- 2005

4634 いってきます

小学校1年生の愛実ちゃんが､お母さんとお兄ちゃんと3
人で学校までの道を歩く練習をします。(交通安全ファ
ミリー作文コンクール小学校低学年の部･最優秀作品よ
り)【アニメーション】

12 小 2003 2003

4724 お先にどうぞありがとう
交通安全ファミリー作文コンクール入賞作品より。交
通ルールの大切さと｢お先にどうぞ｣｢ありがとう｣のき
もちを持とうと訴える。【アニメーション】

14 幼･小 - 2004

4602
おジャ魔女どれみの
自転車安全教室

人気アニメ｢おジャ魔女どれみ｣のキャラクターたちが
活躍する自転車の交通安全作品です。楽しみながら自
転車の交通ルールの基本を学ぶ。【アニメーション】

13 幼･小 2002 2002

4547 おじゃる丸の交通安全

NHKで子どもたちに大人気のアニメーション｢おじゃる
丸｣が登場。本田先生の指導でおじゃる丸たちは､交通
ルールを学ぶ。ハラハラドキドキしながら交通安全を
一緒に学ぶ。【アニメーション】

15 幼･小 - 2001

5437 悔恨の涙
車の事故は加害者にとっても被害者にとっても人生の
破滅を意味するのだと強く訴え､飲酒運転の絶滅を願っ
て制作された。

30 般 - 1994

4336 家族そろって安全ウォッチング
信号のない横断歩道や横断禁止道路､信号のある横断歩
道などに潜む危険を､実際に歩いたり車で通ったりして
チェックする。

25 小 - 1995

4616 危険の予測で交通安全を!
日常生活の中(歩行中､遊びの中､自転車走行中等)で生
じる危険を予測し､その危険を回避する方法を身につけ
る。

20
小

(3年～)
2003 2003

4279 危険を読む自転車の乗り方
様々に展開する交通状況の中に潜む危険を予測した自
転車の乗り方について考える。

18 中･高 - 1994

4337 恐竜ポリタンの交通安全
ポリタンは､宇宙の彼方の恐竜王国のおまわりさん。日
本の子供たちを交通事故から守ろうと､交通ルールを教
えに来てくれた。

15 小 - 1995

4601 キョロちゃんの交通安全

テレビ東京で大人気の｢キョロちゃん｣が登場し､愉快な
仲間と元気に活躍します。｢エンゼル島｣に突然､交通安
全マンが現れ､キョロちゃんたちは､交通ルールを勉強
するはめになる。

15 幼･小 2001 2002

4288 キョンシー･キョン太の交通安全
キョンシーのキョン太とユー坊と一緒に､交通安全のた
めの注意事項を楽しみながら学ぶ。【アニメーショ
ン】

15 幼･小 - 1994

5166
クルマは友達
若者達へのメッセージ

車のメカを理解し､交通ルールを守り､自分自身の技術
を知ることにより､楽しく車を運転するための先輩から
のアドバイスを取り上げる。

18 般 - 1989

4183 こうつうじこ とんでいけ!
おまわりさんと交通事故の悪魔が､交通安全のための約
束をやさしく楽しく教える。

18 幼･小 - 1992

5353 交通事故のファ-ストエイド 事故現場での応急手当の知識とその取り組み。 17 般 - 1992

4677 交通事故はなぜ起こるか
交通事故の要因を､人的要因､車両要因､環境要因に分類
し､どんなものであるか､どのように事故の要因になっ
ているかを､具体的に解説。

10 中 1993 2004

4679 交通事故を防ぐために
中学生が起こしている実際の自転車事故を分析しなが
ら､事故を防ぐ方法と考えるヒントを提供。

10 中 1993 2004

4444 こぎつねの交通安全
いたずらな3匹のこぎつねと､映像を見ながら楽しく学
べる交通安全。【アニメーション】

16 幼･小 - 1998

4236 ココとララの健康･安全 3 ｢あぶないことはもうしない｣｢とびだしちゃだめ!｣ 15 幼 - 1993

4443
サイクルマン太郎の
自転車交通安全教室

小学生の自転車事故で最も多い飛び出しや急な進路変
更。これらによる事故防止のため､交差点での危険にも
ふれながら､サイクルマン太郎が分かりやすく安全な自
転車運転を教える。

21 小 - 1998

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6032
しつけで守る､
幼児のいのち

実際の事故例(車の陰から飛び出し､赤信号の横断歩道
を横断中の事故等)を見ながら家庭でできる幼時の交通
安全を考える。

21 般 2003 2003

4600
自転車事故
あなたも加害者に

高校生の晃一と中学生の賢次はゲーム感覚で自転車に
乗り無謀運転をする。二人は一時停止を怠り事故に遭
う。おじいちゃんは二人の自転車の乗り方に気づき事
故現場でその検証を始める。

22
小

(5･6年)
- 2002

4357 自転車事故は防げる
ある小学生の自転車死亡事故の実例をもとにして､その
原因を探りながら､自転車事故はどうしたら防げるかを
考える。

19 小 - 1996

4382
しましまとらの
しまじろうの交通安全

テレビでおなじみのしましまとらのとらじろうとその
仲間たちと一緒に､交通ルールを守ることの大切さを考
える。【アニメーション】

15 幼･小 - 1996

4396
ちびまる子ちゃんの
交通安全

まるちゃんは､友達との自転車遊びや集団登校の班長の
経験などから､少しずつ交通安全の大切さに気がついて
いく。【アニメーション】

13 幼･小 - 1997

4478
ちびまる子ちゃんの
こんな乗りかたあぶないよ

交通ルールの基本を確認しながら､自転車の正しい乗り
方が身につくよう構成されている。安心して乗るため
に､まるちゃんの自転車の安全運転のポイントをしっか
り覚えさせたい。【アニメーション】

13 幼･小 - 1999

4678 中学生期に多い交通事故
自転車が関係する中学生の交通事故例を具体的に再
現。

10 中 1993 2004

6122
天国のかなちゃん､ちかちゃん
今日も大きな声で唄ってますか

悪質な飲酒運転により尊い命を奪われた幼い姉妹。遺
された家族の深い悲しみ､苦しみ､怒り。この悲劇を二
度と繰り返してはならないとドライバー､市民に訴え
る。

24 般 - 2006

4139 どうしてとびだしたの!
飛び出しの事故に焦点を当て､実際に事故に遭った子供
の体験から､事故に遭わないようにするにはどうしたら
よいかを描く。

16 幼･小 - 1989

4658 飛び出し事故が起きるとき

飛び出し事故の例を中心に､事故に結びつく3つの要素
(心にすきがあるとき､行動にすきがあるとき､環境の問
題)を具体的に紹介し､飛び出し事故を防ぐために大切
なことを解説。

10
小

(5･6年)
1994 2003

4629
とまるクンとわたるクンの
交通安全

学校に行く道で標識や横断歩道の渡り方､信号機につい
て勉強します。せまい道での歩き方､踏切の渡り方な
ど､具体例を挙げて交通安全のポイントを解説。

14 小 2003 2003

4182 トントン･ユウユウの交通安全
動物村のパンダちゃん･トントンとユウユウと一緒に､
飛び出しの怖さや交通ルールを守ることの大切さを考
える。【アニメーション】

14 幼･小 - 1992

6029 ニャンダーかめんの交通安全
小さい頃から身につけたい交通安全の基本を､『ニャン
ダーかめん』が優しく､わかりやすく､繰り返し教えま
す。やなせたかし原作【アニメーション】

13 幼･小 2003 2003

5838
ニャンダーかめんの誘拐防止
ミーコちゃんちゃんとチェッ
ク!!

抵抗する力のない子供たちをいかにして犯罪から守る
か。日頃から､自分を守るためには､どうしたら良いか
をニャンダーかめんと一緒に覚える。【アニメーショ
ン】

11 幼･小 - 2001

4756 はじめての自てん車
自分の体にあった自転車の選び方､運転の仕方や走ると
きの注意点､マナーや点検の仕方をなどを描く。

10 小 1994 2005

4280
はれときどきぶた
のりやすくんの交通安全

｢はれときどきぶた｣の則安くんやその仲間たちと一緒
に､飛び出しの怖さや交通ルールを守ることの大切さな
どを考えます。【アニメーション】

15 幼･小 - 1994

4180
ふみきり ちゅういダイジョー
ブ!?

踏切事故防止のために､踏切の正しい渡り方を子供たち
に楽しく覚えさせる。

20 幼･小 - 1992

4185 ミラクル太郎の自転車安全教室
子供の自転車事故で特に多い飛び出しや急な進路変更
などに焦点を当て､事故に遭わないためにはどうすれば
よいかを描く。

20 小 - 1992

4690 やめよう飛び出し守ろう信号
飛び出し､横断歩道以外の道路での横断の危険性や､子
どもたちが普段見落としてしまいがちな｢安全の確認｣｢
交通ルールの大切さ｣を､わかりやすく解説。

16 幼･小 - 2004

5165
豊かさと楽しさを支える
安心安全思想

安心･安全に基づいた車づくりや交通安全への取り組み
を紹介する。車の操作･安全装置などについても説明す
る。

18 般 - 1989

4528 ルールマンの交通安全
ちょっとおっちょこちょいでお人好しの主人公ルール
マンが､しっかりと交通安全のポイントを解説する。
【アニメーション】

15 幼･小 - 2000

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5639
赤ずきんちゃんちゃんとチェッ
ク

誘拐防止のための作品。｢一人では絶対に遊ばない｣｢大
きな声でいやだ!の練習｣｢知らない人の車には乗らな
い｣などの基礎力･判断力を身に付ける。【アニメー
ション】

13 幼 - 1998

6140 カルガモ親子の火の用心
火･火災の恐ろしさを理解させる。 カルガモ消防隊は､
火遊びをしたり子どもだけで花火をしているのを､注意
して見回っている。【アニメーション】

13 幼･小 - 2007

5527 激震の記録1
1995.1.17 午前5時46分 震度7 M7.2 ◆ありし日の神戸
の町並みと阪神間 ◆地震当日からの数日間の記録(神
戸市空撮･神戸市内各所･ABCニュースなど)

48 般 - 1996

5528 激震の記録2
大地震後の被災地の様子 ◆あの場所は今…(鉄道輸送
機関復旧活動･阪神高速解体作業･三ノ宮ビル解体作業･
豊中市･伊丹市･尼崎市･宝塚市･神戸市･明石市)

45 般 - 1996

6135 子ども連れ去り被害防止
身近なところでいつ起きるかもしれない連れ去り。地
域の大人たちは､子どもを守るために何ができるのか考
える。

22 般 2005 2006

4405 地震!! あなたはどうする 
阪神淡路大震災を教訓として地震の基礎知識を身に付
けさせるとともに､突発災害時に的確な避難行動が迅速
に取れるような実践的な避難のしかたを習得させる。

21 小 - 1997

5475 地震の知識と対策
平成7年1月に起きた阪神･淡路大震災をとおして､地震
はどうして起きるか､地震に対する準備･対応策につい
て考える。

23 般 - 1995

4808 ぜったいゆうかいされないぞ!
誘拐や連れ去りに遭わないようにするためのスキルを
子どもたち自身に身につけさせる。

16
小

(1･2年)
2005 2006

5841 染井家の火の用心
染井家の面々が､日常生活を舞台に防火のポイントを解
説。わかりやすく､親しみやすく､学習できます。【ア
ニメーション】

16 幼･小 - 2001

5677 ターゲット 日本企業
海外に赴任する企業の駐在員のために製作した､海外安
全対策アニメーションビデオ。

20 小 - 1999

4383 大好きな友だち そして学校
阪神大震災を体験した子供たちの､友達や学校に対する
それぞれの思いを見つめ､元気に明るく生きる震災後の
子供たちの様子を描く。

43 小 - 1996

5837
ちびまる子ちゃんの地震を考え
る

ちびまる子ちゃんの家庭の防災を例に､どこの家でも考
えておかなければならない地震のときの備えについて
わかりやすく描く。【アニメーション】

13 幼･小 - 2001

4392 ちびまる子ちゃんの火の用心
まるちゃんの友達の永沢君の家が火事になった。火事
の恐ろしさを知ったまるちゃんは､｢火の用心｣を考え
る。【アニメーション】

14 幼･小 - 1997

5433 ついていってはダメ!
幼児･児童を誘拐の危険から守るために､過去に起きた
事件を参考にして､疑うことを知らない子供に､守らな
ければならないことを教える。

15 小 - 1994

6017
とっとこハム太郎の
とっとこ大事だ!!防災訓練

テレビアニメ｢とっとこハム太郎｣の主人公ハム太郎と
ハムちゃんずが登場し一緒に､火の恐ろしさや､地震の
際の防災の大切さを描く。【アニメーション】

13 幼･小 2003 2003

5851
阪神大震災
被害と対応･神戸市の記録

地震発生から1ヶ月間という時間経過を縦糸にして､
時々刻々拡大した被害規模や避難民の生活上の様々な
問題点の発生と､これに逐次対処してきた神戸市の救援
活動の克明な記録映像。

30
中･高
般

- 2001

5594 僕は､あの日を忘れない。
阪神淡路大震災を教訓に､地震の恐ろしさ､悲しさを訴
え､そのうえで､備えの必要性と大切さを導き出す。

24 小 - 1997

4318
もしも､そのとき…
火災を科学する

火災に関する正しい知識･技術を､火災統計や実験をも
とに､火災･煙と有毒ガス･火災の拡大の3点から科学的
に解明する。

30 中 - 1994

4319 わたしたちの防火
火事に備える･119番をマスターしよう･火事の原因を探
る･わたしたちにできる消火･火事から身を守る。

35 小 - 1994

防災・防犯・安全

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5398
愛犬と楽しく暮らす 5つのポイ
ント

愛犬との付き合い方から､健康､衛生までを解説する。 28 般 - 1993

5534 悪質商法の手口
代表的な悪質商法の注意点や対策､また､クーリング･オ
フについて､具体的なノウハウを紹介する。

37 般 - 1996

5586 あなたを狙う悪質商法
主婦やお年寄りを狙う悪質商法の被害例のいくつかを
再現し､こうした被害にあわないための注意点を紹介す
る。

25 般 - 1997

5580 甘い言葉がしのびよる
一人暮らしのお年寄りを狙う悪質商法の種類と手口を
紹介するとともに､友達や家族との交流の大切さを描
き､防犯面での高齢者対策の必要性を訴える。

28 般 - 1997

5912
いっしょに考えよう
21世紀の日本と首都機能移転

21世紀にふさわしい､政治･経済･行政機能を確立するた
め､政府機能移転問題について平成2年国会で決議､4年
に法律が制定された。どうして移転が必要かを描く。

26
小･中
高･般

- 2001

5163 一平君のクレジット体験
クレジットでの契約のあり方やクレジットカードの正
しい扱い方などについて､新社会人を中心としたドラマ
の中で解説する。

24 高･般 - 1989

5238 うまい話はこの世にない
悪質業者の被害を受けないために､彼らの手口を知ると
同時に､被害にあった人の心理面にスポットを当てて描
く。

28 般 - 1991

5911
お客さまの資産は守られていま
す!

証券会社がお客様から預かった有価証券や金銭は､証券
会社が破綻した際にもお客様に戻るように保管するこ
とが法律で義務付けられていることなど解りやすく解
説。

19
中･高
般

- 2001

5906 カードって知っていますか
正男の夢に､カード(プリペイド･キャッシュ･メンバー
ズ･クレッジト)たちが出現。それぞれの特徴を正男の
家族のカード利用と､図を使って説明する。

20
中･高
般

- 2001

5371 カ-ド社会の基礎知識
クレジットカードの基本的機能､代金の返済方法､カー
ドをめぐる様々なトラブルと､トラブル防止のための対
策について解説する。

19 般 - 1993

5372 カ-ド破産
多重債務や自己破産の事例を描き､賢いカード利用者に
なる留意点を示唆する。

17 般 - 1993

5367 借りすぎ､使いすぎにご用心!
ローンやクレジットを利用する際の心構え､正しい利用
法を分かりやすく解説する。

15 高 - 1993

5824
考えてみよう､
私たちの未来､21世紀の税制。

日本の税制の現状と課題(所得税､法人税､消費税､相続
税)及び､日本の財政の現状､21世紀にふさわしい税制の
ありかたについて解説している。

20 小･中 - 2001

5137 きみはリッチ?
夢を現実に変えるクレジットカード。でも夢のあとに
は借金､支払いの義務という現実が待っていることを考
えさせる。

18 高 - 1987

5905 キャッシングのおとし穴

あこがれのお嬢様を射止めようと､豪華なデートやプレ
ゼント攻勢で頑張る孝男。しかしお金はキャッシング
したもので……。｢キャッシング=借金｣と認識させるこ
とが大切であると訴える。

18
中･高
般

- 2001

5747 金融消費･金融機関の選びかた

金融商品や金融機関を選択するポイントが分からない
一家に､天使が『金融商品の性格や選択の基準』『金融
機関の経営状況をチェックする方法』『金融商品の保
護』などを魔法を使って説明。

20 般 - 1999

5746 金融ビックバンってなに?

金融ビックバンの基礎知識のない一家に､C級天使が､
『金融ビックバンとは』『新たに登場する金融商品や
サービス』『自己責任』などについて具体的に説明す
る。

17 般 - 1999

5978
契約って何?
消費者としての自立

カード使用にともなう危険､悪質業者の勧誘､うかつな
金融商品の購入､インターネットショッピングの落とし
穴など消費者の認識の甘さが招くトラブルや被害に
あったときの対応について描く。

18
中･高
般

2001 2002

5643 契約と消費者の自立

キャッチセールスや訪問販売などの商法について､実例
を交えて説明。クーリングオフ､S(safety)マーク､SG
マーク､STマーク､製造物責任法(PL法)などの知識も身
に付く。

17 般 - 1998

家庭生活・市民生活

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5908 サービスって何だろう?
｢通信教育を途中でやめたい｣｢CDレンタルで延滞料をと
られた｣｢旅先から宅配便でみやげを送った｣3人の中学
生の体験から､サービスを購入することの意味を学ぶ。

20
中･高
般

- 2001

5195 支えあう社会
IWC国際婦人クラブの活動を中心に､日本で暮らす外国
人との交流を描く。

25 般 - 1991

5822 That's 預金保険制度
皆さんが取引をしている金融機関が破綻したとき皆さ
んが持っている貯金はどうなるのでしょうか?そんな万
一の場合を考える。

17 中･高 - 2001

6000
That's 預金保険制度
改訂版

預金保護の範囲と仕組みや､証券や保険に関する保護制
度について紹介･解説する。

17 般 2003 2002

5193 三人寄れば 税の働き
3人の主婦が税の働きに目覚めていく､コミカルタッチ
の税金ドラマ。

25 般 - 1991

5194 三人寄れば 税の働き
3人の主婦が税の働きに目覚めていく､コミカルタッチ
の税金ドラマ。

25 般 - 1991

5196 知っておきたい税情報1 サラリーマンと税 30 般 - 1991

5197 知っておきたい税情報2 マイホームを持ったときの税 30 般 - 1991

5198 知っておきたい税情報3 土地を売ったときの税 30 般 - 1991

5199 知っておきたい税情報4 相続と税 30 般 - 1991

5200 知っておきたい税情報5 財産の運用と税 30 般 - 1991

5201 知っておきたい税情報6 贈与と税 30 般 - 1991

5589 スタート
中学生の頃に非行に走った少女が､保護司やBBS会員と
の温かい交流をとおして自らの力で立ち直っていく姿
を描く。

45 般 - 1997

5369 育て!子供の森
｢子供の森｣計画とは､発展途上の学校を支援するもの
で､具体的には､教育施設の充実と植林活動の支援を目
的としている。

20 般 - 1993

5907 それも契約!
｢契約｣はお互いの意志の一致があれば成立します。 ｢
口約束｣でも契約は成立するのです。若者の､日常生活
の中にある｢契約｣を3つのドラマにした。

17
中･高
般

- 2001

6066
地域ぐるみの育成活動
手をつなぎあう住民たち

多摩ニュータウン･八王子市松木地区のサタディスクー
ル｢寺子屋｣の活動を紹介。

19 小･般 - 2004

5778 地域で育てる

地域のつながりが希薄になりつつある今日､我が子を取
り巻く環境に､心を悩ませる親も多い。このビデオで
は､楽しみながら作る大人と子供のふれあいを､様々な
事例で紹介する。

19 般 - 2000

5734 中年からの私づくり
①｢自分づくり｣とはどんなことか ②更年期の体の変化
③老年期のイメージのもち方 ④夫婦の関係 ⑤経済面
から考える暮らし ⑥｢私としての自分｣をどう生きるか

31 般 - 1999

5596
電話勧誘による
資格講座商法にご用心!

勧誘の電話から数日後､教材や請求書が勝手に送られて
きた…。電話による資格講座商法の対策について具体
的にアドバイス。

18 高･般 - 1997

6080
日本に暮らす新来外国人
 (ニューカマー)

ニューカマーと呼ばれる外国人が世界の各地から仕事
を求めて来るようになり､厳しい環境･諸問題が生じて
いる。日本に暮らす外国人の方や関係者の方の実際の
声を交えながら考える。

25 般 2002 2004

5368 熱帯に賭ける夢
実りある国際協力とは何かを､NGOの最前線で活躍する
日本人ボランティアの姿をとおして考える。

27 般 - 1993

5985 HOWTO資産運用!
お金の悩みがいっぱいの鈴木家に､ロボットのマリリン
が登場。金融商品の選び方や､証券投資の特長など資産
運用のHOWTOを基礎から分りやすく説明する。

38 般 2003 2002

6076 ふれあいの場づくり
埼玉県志木市のスポーツ･レクリェーションクラブ ｢し
きーず｣の運営･活動事例を取り上げ､地域活動を活発に
するにはどうしたらよいかを考える。

20 般 - 2004

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5428 訪問販売の被害を防ぐ
悪質な訪問販売が増える中､法律が一部改正された。
クーリングオフと抗弁権の知識を身に付け､賢い消費者
になる。

26 般 - 1994

5909 WHAT “TIME” is it?
中学生の金銭感覚の現状とローンやクレジットに対処
するための心構えをインタビューとドラマで展開す
る。

20
中･高
般

- 2001

5366 盲導犬
目の不自由な人と盲導犬の生活。普通の犬が盲導犬に
育つまでの訓練センターでの記録。

20 般 - 1993

5669
やさしいローンとクレジットの
はなし

ローンとクレジットの正しい利用方法など､具体的例を
あげながら､分かりやすく解説する。

26 般 - 1998

5743 若者を狙う悪質商法
キャッチセールス･資格取得講座(さむらい商法)･マル
チ(まがい)商法･アポイントメント商法など､悪質商法
の手口を紹介し､被害にあわない対策を考える。

24 中･高 - 1999

5427 若ものを狙うマルチ商法
財産的な被害のみならず､人間関係をも失うマルチ商
法､そのしくみや特徴､実際の被害事例などの具体的情
報を提供する。

20 般 - 1994

5679 安全な食品の選び方

野菜､魚介類､加工食品の選び方は? 農薬､食品添加物の
安全性は? 輸入食品購入の留意点は? 食品の保存､調理
で注意する点は? 健康で安心できる食生活について考
える。

20 小 - 1999

5474 いのちを見つめる
ガンなどの末期患者の支援のあり方を考える。(告知の
是非､告知の仕方､末期患者の希望と息を引き取るとき
の対応)

35 般 - 1995

5325 エイズの知識と対策
エイズの正しい知識と予防について､具体的に何をすべ
きかを訴える。

25 小･中 - 1992

5607
O-157と食中毒
家庭での予防

O-157による食中毒を防ぐ事例を具体的に描く。 16 般 - 1997

6132 親が守る子どもの健康
子どもたちに広がる体力低下や肥満…。これらの問題
点を食べ物から考えてゆく。

21 般 - 2006

5010 近視と虫歯
小学生の子供を持つ母親を対象とした､近視の予防､虫
歯の予防と治療などの健康相談。

30 般 - 1981

5671 健康にとって砂糖とは…
医学･生化学･生活学科など専門分野の異なる5人の講師
による砂糖と健康､食物と健康の関わり､俗説や誤情報
などについてのシンポジウム。

34 般 - 1999

5376 合成洗剤は安全か
石鹸と合成洗剤の違いなどの基礎的な知識から､合成洗
剤のもついろいろな問題点を実証的に解明する。

20
中･高
般

- 1993

5388 子供の成人型糖尿病
有り余る食べ物や慢性的な運動不足､様々なストレスな
どからくる糖尿病。我が子の日常生活を見直そう。

18 般 - 1993

5856
これだけは覚えておきたい
もしものときの救命･応急手当

大切な家族やまわりの人達の生命を守るための､人工呼
吸と心臓マッサージの方法と､出血､やけど､骨折､家庭
で多い子供の誤飲など､もしもの時の応急手当を解説す
る。

23 小･般 - 2001

5852 しのびよる性感染症
クラミジア感染症とエイズをとりあげ､多くの医師や専
門のコーディネーター､実際に感染した患者の方々を取
材し､様々な角度から性感染症を検証する。

21
中･高
般

- 2001

5188
食肉の科学1
タンパク質と人体

生命現象の主役 18
小･中
高･般

- 1990

5292
食肉の科学2
成長､体力とタンパク質

発育､発達､加齢と食事 30 般 - 1992

5189
食肉の科学3
血管の健康とタンパク質

脳卒中･脳血管性痴呆症の予防 18
小･中
高･般

- 1990

5293
食肉の科学4
免疫機構とタンパク質

発病予防と栄養 30 般 - 1992

5190
食肉の科学5
食肉はヘルシー食品

コレステロールをめぐって 18
小･中
高･般

- 1990

5294
食肉の科学6
長寿と食肉

老後の食生活 30 般 - 1992

5295
食肉の科学7
栄養と免疫

動物性たんぱく質と生体防御 30 般 - 1992

5296
食肉の科学8
心と身体の栄養素

健やかな老いのために 30 般 - 1992

保健衛生

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5354
食肉の科学9
コレステロ-ルと人体

健康と食事･栄養の問題 20 般 - 1993

5355
食肉の科学10
補体 その不思議な働き

人体のメカニズムと栄養の関連 20 般 - 1993

5356
食肉の科学11
疫学･医学統計を読む

人体のメカニズムと栄養の関連 20 般 - 1993

5410
食肉の科学12
病気と栄養

結核･B型肝炎をめぐって 20 般 - 1994

5409
食肉の科学13
長寿の島沖縄

伝統的食文化の探検 18 般 - 1994

5408
食肉の科学14
ストレス

心と身体と栄養の関係 18 般 - 1994

5456
食肉の科学15
健康づくりと脂質

活力ある生活をするための食肉の必要性 16 般 - 1994

5573
食肉の科学16
長寿を探る

ハワイ日系人の長寿と食事 24 般 - 1997

5969 食の安全 加工食品編
食品添加物から発生する活性酸素は､発ガン性やアレル
ギー性の危険性を持っています。その恐ろしさを､実験
を通して分りやすく解説。

18 中･般 2000 2002

5776 食の安全 農産物編

食は生活の基本である。しかし､残留農薬や収穫後の薬
剤処理､遺伝子組み替えなど､農産物に関する状況は極
めて不安である。安全な食生活のために役立つ情報を
提供する。

20 般 - 2000

5322 食品添加物
食品添加物の不当表示､消費者の判断を狂わせる添加物
とその安全性､私たちの健康のために安全な食品を求め
る工夫などを紹介する。

25 中･高 - 1992

5438
食品添加物の安全性
加工食品と添加物

食品添加物の安全性 20 般 - 1994

5136 女性とお酒
酒の成分､酒と栄養のバランス､身体に及ぼすアルコー
ル作用､健康的な酒の飲み方を分かりやすく解説する。

30 般 - 1987

5146 性の衛生･母性への心くばり
女性が母になるのに知っておくべきこと､怖いのはエイ
ズばかりではないことを知る。

28 般 - 1988

5361 成分献血入門
輸血の歴史や我が国での血液の自給体制の現状､血漿分
画製剤の働きなどを分かりやすく紹介する。

12 中･高 - 1993

5131 その日､晴れやかに
初潮の日を晴れやかな気持ちで迎えられるよう､初潮の
もつ意味や正しい知識､子供への対応のあり方などを描
く。

15 小･般 - 1987

5362 なるほど血液ぜみなーる
血液の様々な動きに着目し､特に献血された血液がどの
ように有効かつ効率的に活用されているかを解説す
る。

15 中･高 - 1993

5644
不安を増す
その後の合成洗剤

生命の誕生と成長をも脅かす､非イオン系合成界面活性
剤の毒性を実証的に描くとともに､私たちにとってかけ
がえのない自然環境の保護の大切さを訴える。

21 般 - 1998

5162 骨は生きている
子供たちの異常骨折が問題になっている。骨の機構と
働き､骨と栄養の問題､運動の及ぼす影響などを描きな
がら､成長期の子供の骨について考える。

29 般 - 1989

5928
みんなで楽しく健康づくり
①何故運動が大切なの

運動が何故大切なのか､そして､どんな効果があるのか
など基礎知識をわかりやすく解説し､みんなで楽しく運
動することの大切さについて学ぶ。

20 般 - 2002

5324 目に見えない糖尿病 しのびよる糖尿病のメカニズムを解説する。 16 般 - 1992

5363 もう､がんはこわくない!?
がんはどんな病気? がんはどうすれば治せるの? 高田
万由子とCGキャラクターのがん博士が研究の最新成果
と治療法をレポートする。

25
中･高
般

- 1993

5011 腰痛を防ぐには
職場対策と個人や家庭対策とに大別し､腰痛予防の決め
手を追究する。

20 般 - 1982

5323 40歳過ぎたら要注意! 糖尿病の予防と､その治療法を具体的に描く。 29 般 - 1992

5658
新しい体位変換のテクニック1
自然な動きを知ろう

指一本でも体位変換ができる…看護界に大きな話題を
投げかけたテクニックを紹介。○五つの基本動作 ○立
位動作の分析 ○立位の介助 ○起き上がり動作の分析
○起き上がり動作の介助 他

20 般 - 1998

福祉・ボランティア

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-50  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5659
新しい体位変換のテクニック2
基本的体位変換

指一本でも体位変換ができる…看護界に大きな話題を
投げかけたテクニックを紹介。○仰臥位から側臥位 ○
伏臥位から仰臥位 ○水平移動 他

20 般 - 1998

5660
新しい体位変換のテクニック3
応用的体位変換

指一本でも体位変換ができる…看護界に大きな話題を
投げかけたテクニックを紹介。○布団の上での介助 ○
ベッドから車椅子への移動 ○片麻痺患者の横倒れ防止
○排泄援助 ○救助法 他

25 般 - 1998

6016 生きてます､15歳
500グラムで生まれた全盲の女の子井上美由紀さんの著
書をもとに､障害者問題を考える。【アニメーション】

22
小･中
高･般

2003 2003

6177
生きるよろこび
いのちのボランティア

ある青年の､移植から6年を経過するまでの闘病過程を
追いながら､骨髄移植がどのようにおこなわれたかを記
録した。

30
中･高
般

2001 2007

5370 いつもと違う日曜日
社会人のボランティア活動に視点を当て､自分を取り戻
す大切な場として､積極的に社会と関わって行く青年た
ちの活動を描く。

32 般 - 1993

5167 ODAってなあに…?
政府開発援助協力のことで､世界には貧困に苦しんでい
る人々がたくさんいる。経済援助､技術協力､病院建設
等､具体的な国際協力について説明する。

40 般 - 1990

6088
がんばり過ぎない
がんばらない介護のすすめ

自ら介護を一人で背負い込まず､無理なく介護を進める
ポイントを紹介。

19 般 2004 2005

6024
きいちゃん
私､生まれてきてよかった!

原作者の実体験を基に描かれた作品。主人公きいちゃ
んは､障害があっても､前向きにひたむきに生きていま
す。【アニメーション】

21
小･中
高･般

2003 2003

5840 心かよいあうボランティア活動

学校を取り巻く地域の人々が､自らの特技や学習の成果
を生かしたボランティア活動を通して学校内外の様々
な活動に参加することにより､自らの生きがいを見つけ
ながら訴えていく。

20 中 - 2001

5234 この愛をありがとう

中学生が夏休みに体験した福祉活動をとおして､学校や
家庭では味わうことの少ない障害者やお年寄りとのふ
れあいの中から､思いやりの心を育てていく姿を実例を
もとに描く。

26 中･般 - 1991

5775 してみませんかボランティア

ボランティアをしたいと思っている人たちのために､ボ
ランティアから生きがいを見つけ､生き生きと活動する
人々を紹介し､初めの一歩を踏み出すきっかけを与え
る。

20 中 - 2000

5561 社会を支える
アメリカ社会に根付き､日常化している様々なボラン
ティア活動とその特徴を描きながら､アメリカ社会を支
えているボランティアの心を考える。

30
中･高
般

- 1996

6182 障害者の心
健常者との接し方や社会生活の中で感じる様々な問題
点について､障がいを持つ人が自らの視点で語る。

20
中･高
般

2001 2008

5976
少子高齢社会への対応
私たちに何ができるか

21世紀､少子高齢化の問題は､現代の私たちにも様々な
問題を投げかけています。この作品では､公的機関だけ
ではなく､民間､ボランティアなどの対応についても考
える。

20
中･高
般

2001 2002

5735
手で語ってみませんか､こんなと
き

緊急時の手話､日常のあいさつ､手話入り歌､視覚障害者
と手話など､基本的な手話の入門ビデオ。

22 般 - 1999

6156
ホスピスから届いたいのちの授
業1
いのちのつながり

-限りあるいのちと知る時-
ホスピスで過ごす患者さんと家族をサポートする病院
スタッフ。 人間の誕生から死を見つめる。

15
中･高
般

- 2007

6157
ホスピスから届いたいのちの授
業2
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く。

15
中･高
般

- 2007

6158
ホスピスから届いたいのちの授
業3
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-
生きている意味を見出す援助を元に､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る。

15
中･高
般

- 2007

5430
ボランティアガイド1
高齢者編

ボランティア活動とは､特別な人が行う特別な活動では
ない。まず､近所のお年寄りに注意を向けてみる。

19 般 - 1994

5431
ボランティアガイド2
障害者編

身体障害者の立場に立ってみると､町には不便なことが
意外と多い。そうした観点からみると､自分ができるボ
ランティアがみえてくる。

20 般 - 1994

5432
ボランティアガイド3
教育･環境･国際協力編

今やボランティアは様々な分野に発展し､地域や社会に
潤いを与えている。環境保護やリサイクル活動､子育
て､教育､国際協力の分野におけるボランティアなど､そ
の多彩な事例を紹介する。

18 般 - 1994

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5925
まちの元気を育てよう
高校生の地域活動

高校生たちは月に一度､市内にある特別養護老人ホーム
｢青明苑｣を訪れ､ボランティア活動をしております。そ
うした地域活動の中から少しずつ社会性を身につける
姿を描く。

20 中･高 - 2002

5927
学びあい･支えあい
生涯学習とボランティア活動

生きがいや心の充実感を生涯学習やボランティア活動
にみつけた人たちがいます…。そんな､生き生きした
姿､活動ぶりを描く。

21 中･高 - 2002

5839
みんないっしょに
高齢社会と青少年のボランティ
ア活動

青少年のボランティア活動の手引きとして高齢化社会
の現状を理解し､ボランティア活動の視野を広げるため
に先駆的な活動事例を紹介し､その魅力をわかりやすく
伝えようとする教材。

20 小･中 - 2001

5154 安心ドライブ広がる世界
お年寄りのドライバーが起こす事故が増えている。タ
レントの荒井注がシルバードライバーに安全運転のノ
ウハウを教える。

22 高齢 - 1989

5651
一心太助と彦左の
お年寄りの交通安全

お年寄りの交通事故防止のためには､お年より自らの心
理的･身体的特徴を理解した交通行動が大切である。お
なじみの一心太助と彦佐が登場し､楽しみながら認識で
きる。

30 高齢 - 1998

5781 愛しいとしの花子さん
大都会のとある下町､人呼んで"人情通り"に住む一人暮
らしの老人が､十歳以上も年下の女性に一目惚れ。果た
してこの恋の行方は? 涙と笑いのシルバー人情喜劇。

33
般
高齢

- 2000

5476 老いを生き老いを支える
お年寄りがその人らしくありうるのは､長年住み慣れた
わが家で生活することである。難しい問題を抱えた｢在
宅ケア｣を描く。

35 般 - 1995

5155
お元気ですか
お年寄りの交通安全

お年寄りに､体力についての自覚を促しながら､歩くと
きや自転車に乗るときの交通ルールを分かりやすく教
える。

20 高齢 - 1989

5185
お元気ですか3
安全なシルバーライフを願って

ある家庭の祖父が､自転車を運転中､交通事故に遭い､加
害者､被害者の思い込みによる事故の怖さを知るととも
に､高齢者に会った交通安全の大切さを知る。

20 高齢 - 1990

5245
お元気ですか4
豊かな経験を安全運転へ

豊かな経験を安全運転に役立てるようにしている。警
察庁交通局提供の作品。

20 般 - 1991

6018
かげろうお銀の
お年寄りの交通安全

｢かげろう忍法帳｣のかげろうお銀の活躍を楽しみなが
ら､お年寄りの交通安全の大切さとルールを学ぶ。

29 高齢 2003 2003

5973 鞍馬天狗のお年寄りの交通安全
時代劇でお馴染みの鞍馬天狗､近藤勇が登場し､お年寄
りの交通安全をしっかりと再認識していただく構成で､
楽しみながら有意義に交通安全を学ぶことができる。

30 高齢 - 2002

5233 健康な老後の秘訣
高齢期の健康づくりに役立つ実践知識や心得を､日常活
動事例をとおして考える。

29
般
高齢

- 1991

5581
高齢化社会への手引き7
お年寄りの生活と地域社会

お年寄りと若い世代やボランティアの人々とのコミュ
ニケーションの様子や､お年寄り同士の交流活動など､
高齢化社会に向けての地域社会のあり方を考える。

25
般
高齢

- 1997

5161 高齢者の体力づくり
自分の体の状態をしっかり認識し､老化を遅らせるには
どうしたらよいかを知って､長生き競争に参加する。

30 高齢 - 1989

5695 さわやか長生きの秘訣
沖縄の長寿村に住む人や94歳の現役女医･三神美和先
生､松川フレディ先生が､長生きのための秘訣を､身体と
心の両面から具体的にアドバイスする。

21 般 - 1999

5577
小朝･好江師匠の
素敵にシルバー宣言!

お年寄り自身が心配していることを具体例で示し､利用
できる機関を紹介する。

30
般
高齢

- 1997

5012 シルバー･ヘルス･プラン
中高年齢者の健康を保持･増進し､労働適応能力の開発
と向上を図るにはどうしたらよいか。

30 般 - 1982

5587 セカンドライフをさわやかに

長年の会社勤めを終えてから､日々の暮らしの中に居場
所を見出せない主人公が､妻や子の思いやりで徐々に自
分の行き方を見つけていく様子を明るくユーモラスに
描く。

30 般 - 1997

5429 痴呆性老人を考える
痴呆症のお年寄りの人格を尊重し､家族･施設･地域社会
が温かく見守っていくことの大切さを訴える。

31 般 - 1994

高齢者

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6193 ちょっと待った！魔の交差点

ご隠居さん（猫八）が将棋をしているところに、｢大変
だ！煙草屋のトメさんが車にはねられた！｣と電気屋の
山田が入ってくる。 ご隠居さん(猫八)の交通安全シ
リーズ

13 高齢 - 2012

5219 二十一世紀の老人たち
21世紀に老後を迎えるあなたが､いかにして幸せな人生
を送るかを追求する。

27 般 - 1991

5235 寝たきりゼロをめざして
老人福祉の先進国デンマークの事例や､日本の医療機
関､福祉施設や地域の活動事例を描き､寝たきりゼロへ
の方策を探る。

34
般
高齢

- 1991

5477 パッチンして!おばあちゃん

まばたき(パッチン)以外に外界とのコミュニケーショ
ン手段を一切失った寝たきりのおばあちゃんとその一
人娘を中心に描く､心温まる老人介護の物語。【アニ
メーション】

90
小･中
高･般

- 1995

5611
ふだんぎのままで
心のふれあいを求めて

孤立せず､励まし合い､心の｢ふれあい｣を大切にしてい
こうとする活動から､身近なところに生きがいを見出
し､人生を楽しむヒントを紹介する。

30 般 - 1997

5389 ボケを防ぐ
ボケにならないための日ごろの対策を､栄養面やスポー
ツ医学の面など､様々な角度から分析し､解説する。

32 般 - 1993

6099 見落とさない!衰えの信号
実際に事故事例をレポートしながら､視聴者に｢年と共
に衰える自分の身体能力を自覚することが大事｣と訴え
ます。

23 高齢 - 2005

5588
水戸黄門の
お年寄りの交通安全

お年寄りの方々に､テレビで大人気の｢水戸黄門｣を楽し
む感覚で､交通安全を再度考えさせる。

25 高齢 - 1997

5742 老年期をどう生きるか

老年期に大切なことは"心の健康"である。4人の老人が
それぞれの生活環境で懸命に生きていく姿の中に､老年
期を生きることの豊かさ､悲しさ等を具体的な生活をと
おして教える。

28 般 - 1999

5818 我らユトリスト
高齢化シルバーエイジドライバーに向けて､ゆとりある
安全運転とそれを支援する環境の発展等､シルバードラ
イブを楽しむ方法を紹介する。

19 般 - 2001

5825
あなたも
木を使ってみませんか?

木が地球にどのような役割を果たしているか､木が人と
環境にどのくらい役立っているか､そして今､木の建築
物が見直され木の利用が増えていることなどを紹介し
ている。

21 中･般 - 2001

5186
ある日の藤城さん親子
原子炉の暴走は防げるか

アメリカや日本が実験を重ね､原子炉の暴走事故原因を
突き止めた。その実験結果を元に､原子炉の安全を守る
ために､どのような対策を講じているかを見る。

30 般 - 1990

5485
うっかり奥様の
PETボトルリサイクル

加工して再利用するマテリアル･リサイクル､焼却して
発生する熱エネルギーを利用するサーマル･リサイクル
等がある。

18 般 - 1995

5642 生まれかわる資源ごみ
アルミ缶がリサイクルされる過程から､ごみが資源とし
て活用されるプロセスを説明し､ほかにも古新聞やガラ
ス瓶などがリサイクルされることを説明する。

13 小 - 1998

4485 海と里山
ある中学の放送部の3人が環境ビデオの撮影時､松茸山
での体験作業や､海でのアラメ刈りの体験をしたりしな
がら､人間と自然環境の大切さについて学ぶ。

14 中 - 1999

5814 海の森づくり
マングローブの根は二酸化炭素を大量に吸収して､地球
温暖化を防いでいるのです。いまマングローブ"海の森
"を知ることは地球を救うことかも知れません。

23 中･般 - 2000

4221 紙･地球への思いやり 紙･製紙産業が自然との調和を目指すための工夫､努力 15 小･中 - 1992

4220 紙･ワンダーランド 紙･製紙産業の歴史から環境保全対策まで 20 小･中 - 1992

4132 考えてみようエネルギー 原子力を中心としたエネルギー情勢を紹介する。 20 高･般 - 1989

4535 環境ホルモンってなに?
現在｢環境ホルモン｣についてわかっている事実を､でき
る限り正確に､視聴者に伝える。

20 小 - 2000

4827
環境問題ビデオシリーズ1
 ごみをへらそう

ごみを減らすにはどうしたら･･･?生活の中で自ら考え
て実践できるようにする。

15 小･中 - 2008

環境・資源・エネルギー

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4828
環境問題ビデオシリーズ2
いのちの水

｢ほんのちょっとのこと｣がいかに水を汚しているかを
気づかせ､水を大切につかうために生活の中で実践でき
ることを紹介する。

15 小･中 - 2008

4829
環境問題ビデオシリーズ3
地球温暖化

電気の使用と温暖化の関係や､まったく関係ないと思わ
れる水道水の利用と温暖化の関係など､身近なところか
ら考える。

20 小･中 - 2008

4830
環境問題ビデオシリーズ4
酸性雨

酸性雨の降るメカニズムを実験を通して解説する。原
因である硫黄酸化物や窒素酸化物が大気中に含まれ､そ
れらが人間の体に与える害についても解説する。

20 小･中 - 2008

4831
環境問題ビデオシリーズ5
紙のリサイクル

資源化施設､製紙工場を見学して､紙の分別の大切さを
知る。

20 小･中 - 2008

4832
環境問題ビデオシリーズ6
ペットボトルとびんのリサイク
ル

冷蔵庫のビールびんとペットボトル。無事にリサイク
ルされて再会できるでしょうか。

20 小･中 - 2008

4833
環境問題ビデオシリーズ7
エコ･クッキングに挑戦

エコ･クッキングを｢買い物｣編､｢調理｣編､｢片付け｣編の
3つに分けて､自分たちにできることを考える。

20 小･中 - 2008

4834
環境問題ビデオシリーズ8
生態系を守ろう

トンボや鳥､昆虫の映像や｢学校ビオトープ｣の様子を見
ながら｢生態系｣について理解する。

20 小･中 - 2008

4835
環境問題ビデオシリーズ9
バイオガス

水といっしょに生ごみを入れるだけで､都市ガスと同じ
くらいの性能のバイオガスと肥料が得られるバイオガ
スプラント。その仕組みを見ながら､循環型社会や食べ
物について考える。

17 小･中 - 2008

5455
くらしを豊かにする
ごみ焼却エネルギー

エネルギー資源として新しい視点からごみを見つめ直
す。

25 小 - 1994

5352
原子力と環境
原子力発電所のしくみ

酸性雨の問題､ドイツの原子力発電所のしくみ。 24 般 - 1992

5334 ゴミから暮らしを考える
ゴミ処理について､いくつかの実例をあげて解説。ゴミ
は"捨てるもの"から"捨てずに活かすもの"へと発想の
転換を図ることが重要であることを訴える。

30 般 - 1992

4626
ゴミは宝の山1
鉄＆生ゴミ

リサイクル教育用ビデオ リサイクル博士と男女2人の
子供が出演しドラマ仕立てに製作。鉄の発生する事業
所からリサイクル製品までと､生ゴミが有機肥料となり
使用している農家の実例等。

20 小 2003 2003

4627
ゴミは宝の山2
あき缶＆紙

リサイクル教育用ビデオ リサイクル博士と男女2人の
子供が出演しドラマ仕立てに製作。鉄製空き缶とアル
ミ製空き缶の分別や､リサイクル紙1トンが原木15本に
値すること等を教える。

20 小 2003 2003

4628
ゴミは宝の山3
ビン＆ドラム缶

リサイクル教育用ビデオ リサイクル博士と男女2人の
子供が出演しドラマ仕立てに製作。ガラス･ビン等を色
別に選別することや､再利用するリターナブルリサイク
ルについて説明。

20 小 2003 2003

5641 ごみは甦える
新しい処分場が作れなくなったとき､どうしたらよい
か。ごみの分別･資源化の徹底をはじめた沼津市､我孫
子市､臼田町(長野県)の実践から見えてくるものは…。

40 小 - 1998

5486
資源が生きる
PETボトルリサイクル

リサイクルの近況報告とリサイクル工場の実際やその
ノウハウ､さらに､その成果として再利用品を紹介す
る。

16 般 - 1995

4476 消費エネルギーを減らそう

二酸化炭素が地球の温度を上昇させている。このまま
では気候が変わり､農業や動物の生命にも大きな影響が
出てくる。このことを知った守君は､家族会議を開いて
省エネに取り組む。

15 小 - 1999

5250
水道豆知識
水道の?に答えます

水道水はどのようにして作られているかを学ぶ。 30 小 - 1991

5615
世界のペットボトル
リサイクル事情

ペットボトルのリサイクルに取り組むアメリカの様々
な姿や､プラスチックの選別の難しさを､環境保護の立
場から探る。

15 般 - 1998

5513
せまってみよう!
3つのキーワード

"地球を汚さないための科学技術""自然エネルギーを利
用するという科学技術""情報化社会の中での科学技術"
から､日常生活を考える。

32 般 - 1996

4477 ダイオキシン汚染
人類が生み出した最強の毒物､ダイオキシン類。その汚
染経路の一端を明らかにし､どのようにしたら汚染を防
止できるかを分かりやすく解説する。

27 中 - 1999

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5826 食べ残しはどうなるの?
私たちの食生活を見直し､生ごみの量を減らすととも
に､食べ残しも大切な資源として再利用することの大切
さを理解させます。

15 小 - 2001

6178 地球が熱を出している
クルミは､緑山博士(エコロ爺博士)に｢温暖化｣について
教えてもらうため､友だちのアスカとライタを誘い研究
所へ向かう。【アニメーション】

20 小･中 - 2007

5315 地球環境を守る
エンノスケくんと一緒に地球を旅して､温暖化･酸性雨･
砂漠化など､環境が破壊されていく姿を知る。

20 小 - 1992

5299 地球号SOS
アニメと実写を交えて環境問題の実態と原因を具体的
に示すとともに､開発途上国の開発と環境の問題につい
て考える。

20
中･高
般

- 1992

5616 地球の歌､まだ聞こえますか
増え続けるごみのほとんどが､リサイクル可能なもので
あることを知り､分別収集の大切さや､廃棄物ゼロの"循
環経済"について考える。

16 般 - 1998

5202 謎のセ-ルスマン
地球的規模で進んでいる環境破壊の実情を取り上げ､地
球をもとの美しい姿に戻すために何をなすべきかを訴
える。

27 小 - 1991

5212
21世紀へのブレークスルー
空と海と陸

温暖化､酸性雨､汚染､砂漠化に対応する。 30 般 - 1991

5213
21世紀へのブレークスルー
ライフサイエンスの未来

"観測する科学"から"操作する科学"への試み 30 般 - 1991

5526 飲み水を考える
今､水道水に何が起こっているのだろうか。地球規模で
環境汚染が進んでいると言われる。｢水｣について考え
る。

28 般 - 1996

4267 バック･トゥ･ザ･リサイクル リサイクルは分別から 25 小･中 - 1994

4268 バック･トゥ･ザ･リサイクル リサイクルは分別から 25 小 - 1994

5986
人に優しく地球にやさしく
潤滑油と環境保全

潤滑油に求められている役割と環境保全への取り組み
について､金属加工現場での労働安全対策､自動車排気
ガス対策､水質､土壌保全等を題材に描く。

30 小･中 2003 2002

5496 広がる緑のボランティア
財団法人オイスカの､植林ボランティア海外派遣の記録
を中心にこれまでの環境保護の成果をまとめた。

16 般 - 1995

5418 プラスチックと地球環境 環境の面からプラスチックを見つめ直す。 30 小 - 1994

4542
マナ☆カナの
天然ガス自動車で行こう!

楽しい調査や実験を通して環境問題へ興味を深め､ク
リーンエネルギーの自動車の必要性を知っていきま
す。楽しく､体験的に環境問題を学べる教材。

25 小 - 2001

4554 水の惑星を守れ!

科学実験の好きな兄弟。爆鳴気による水の製造に成功
したとき､謎の少女･アクアが現れ､宇宙船に案内されま
す。3人は身近な水の不思議を実験で解明しながら､地
球を旅していきます。

25 小 - 2001

4475 水をよごさず大切にしよう

住宅近くの水路から川に流れ込む水は､見た目にも汚
れ､臭いすらする。原因の一つに家庭からの雑排水があ
ることに気づいた子供たちは､どのようにしたらよいか
を考える。

15 小 - 1999

6179
ミドリちゃんとリサイくるくる
ショッピング

使い捨て型の社会や製品のあり方を根本から見直し､持
続可能な社会を作っていく必要に迫られていることを
教える。【アニメーション】

21 小 - 2007

5811 未来は僕らの手に

私たちは多量のエネルギーを消費し､結果として大量の
二酸化炭素を大気中に排出し地球を温暖化させてい
る。私たちが暮らしを変えることで地球環境にやさし
くできることを訴える。

28 中 - 2000

6006 森の“聞き書き甲子園”
高校生が森や山に関わる分野ですぐれた技や知見を持
つ森の名手･名人を取材し､文字に残して記録する。高
校生自らも取材を通して成長する姿を描く。

22 高･般 2003 2003

4604
森のちから
昭和の森づくりは今

日本の国土の60％は森林です。その森林は人間に多く
の恵を与えています。この日本の森林は一時､木々の伐
採が行われ丸裸になった時期があり､その後人々の努力
によって回復する。

14 小･中 2002 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5739 ようこそ!エコロ島

環太と境子は､夏休みにエコロ島にやってきた。この島
の人々は排ガス､ゴミ､森の生態系､地球温暖化などを考
えた島で､二人は感激し､百年後の未来のためにとみん
なで汗して働く。【アニメーション】

17 小･中 - 1999

4603
4Rでゴミダイエット
ゴミ問題と循環型社会

ゴミのゆくえ､ゴミを減らす取り組みと4R(REDUCEリ
デュース.REUSEリユース.RECYCLEリサイクル.REFUSEリ
フューズ)を知ろう

15 小 2002 2002

4685
私たちの青い惑星
第1巻 天候と大気

｢地球温暖化｣｢オゾン層の破壊｣｢酸性雨｣ 20 中 - 2004

4686
私たちの青い惑星
第2巻 生きている森と海

｢熱帯林の減少｣｢海洋汚染｣ 20 中 - 2004

4687
私たちの青い惑星
第3巻 都市と私たちのくらし

｢都市･生活型公害｣｢ダイオキシン｣｢環境ホルモン｣ 20 中 - 2004

4688
私たちの青い惑星
第4巻 生命のゆくえ

｢人口爆発｣｢飢餓｣｢絶滅生物｣ 20 中 - 2004

4689
私たちの青い惑星
第5巻 限りある資源と私たちの
未来

｢エネルギーと食料の問題｣ 20 中 - 2004

4467
私たちの水
生き物のつながりの中に入ろう

干潟や葦原が生き物にとって重要な役割を果たしてい
ると知った子供たちは､生態系について考える。また､
川や海の漁師とふれあい､積極的に川と付き合っていく
方法を探る。

30 小 - 1999

4465
私たちの水
水源の森を守れ

スポンジのような腐葉土。いくつもの沢から流れる豊
かな水。子供たちは､山の土に触れながら保水や洪水防
止効果などを学ぶ一方で､山林保護の重要性についても
理解する。

30 小 - 1999

4466
私たちの水
水の神様を探せ

洪水多発地帯で生きる人々の知恵。｢水の神｣は田の神
であり山の神であることを教わり､やがて子供たちは流
域全体を視野に入れ､水の循環や自然との共生の意味を
学ぶ。

30 小 - 1999

4806
アフガニスタン難民
いまを生きる女性たち

2001年10月の米英軍のアフガニスタン攻撃で､アフガニ
スタン難民の存在がクローズアップされた。'99年から
'02年にかけて､難民キャンプを取材した。

20
中･高
般

2002 2006

4846 いま､部落を語る若者たち

部落の｢いま｣が知りたい。被差別部落を取り巻く若者
たちの言葉で､部落を語って欲しい。この思いを原点
に､取材を始めました。等身大のアイデンティティーを
模索し始めた若者たちの姿を追うなかで､部落差別に向
き合う手がかりを探す。

27
中･高
般

2004 2009

5636 おじいちゃんのトマト

一人の少年のまわりで起こる様々な人権問題をめぐっ
て､少年やその家族､周囲の人たちが悩み苦しむ。高齢
者問題やいじめ､差別､不登校､命の尊厳などの問題を投
げかける。【アニメーション】

39 幼･小 - 1998

4631 おじいちゃんの花火

足に障害のある女子中学生が介助犬とともに花火職人
の祖父に会いに行くが･･･。 様々な人権問題が存在す
るが､一人一人の人権が尊重される社会づくりについて
考える作品。【アニメーション】

25 中･般 2003 2003

5878 風かよう道
古い因習にとらわれている主婦とその家族を通して､六
曜､占い､穢れなどが差別意識を形成する土壌となって
いることを提起する。

35
中･高
般

- 2001

6014 こらッのおじいちゃん

尾山一平くんは｢『こらッ!』のおじいちゃん｣の題名で
作文を発表しました。公園でいつも怒鳴っている変
わったおじいちゃんの事です。おじいちゃんが怒鳴る
のは理由があるのです。

27 小 2003 2003

5849 渋染一揆
同和問題をはじめとする様々な人権問題の解決に向け
た教育･啓発に役立てたいと考え､岡山県における歴史
的事実である渋染一揆を描く。【アニメーション】

15 小･中 - 2001

5859
人権って､なあに
 ｢被差別民が担った文化と芸能｣

全国各地の数百にのぼる被差別部落を訪れ､伝承されて
きた芸能と産業技術を研究してきた沖浦和光さん。こ
の作品では沖浦さんの研究成果をもとに､大阪､奈良な
ど被差別民衆の歴史たどる。

43
中･高
般

- 2001

5858
人権って､なあに
｢わいわいごちゃごちゃ｣

在日韓国･朝鮮人をはじめ､アジア系の人々が暮らす神
戸市長田区。ここでは若い世代が民族を名乗ることの
難しさ､定時制高校で教える在日教師の話など｢在日｣を
めぐる様々な話を聞く。

34
中･高
般

- 2001

人権

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5785
人権ってなあに ①
｢あなたへのメッセージ｣

｢人権｣といっても多種多様。人種､民族､女性､子供etc.
といった｢人権｣について､各界で活躍する5人のメッ
セージ。 (落合恵子･吉田ルイ子･江橋 崇･永 六輔･お
すぎ)

41 高･般 - 2000

4721 ｢人権｣ってなんだろう
いじめ､差別､人権侵害を子どもたちが､自分の問題だと
とらえ､その解決策を考える。自分史を作って自分も他
人も同じように大切なことを理解する。

14
小

(4･5年)
2004 2004

5970
地域の虐待防止
幼い命の悲鳴を救うために

相次ぐ児童虐待事件。幼い子どもは､自ら被害を訴える
ことはできないし､外部からの的確な対応も難しい。こ
の作品では隣の悲鳴を耳にした主婦のドラマを軸とし､
虐待問題の関わりを探る。

26 般 2001 2002

6174
ドメスティック･バイオレンス
DV防止法のもとでの支援

ドメスティック･バイオレンスとはいったい何なのか､
その被害から逃れるためにはどうしたらいいのか､DV防
止法のもとに具体的に考える入門編。

38 般 2002 2007

6175
ドメスティック･バイオレンス2
より良い援助のために

DV被害者支援に実際に携わる人たちの話し合いから､よ
り良い援助や対応について考える。

30 般 2002 2007

5879 トモダチ

女子大生と中国人の留学生､日本人とベトナム人の少年
との交流の中から､文化の多様性を知り尊重すること､
そして一人の人間として様々な違いを乗り越え触れ合
うことの大切さを訴える。

31
中･高
般

- 2001

6133 ネットワークで防ぐ子どもの虐待
子どもへの虐待､その深刻化は地域住民の結びつきの崩
壊と無縁ではない。人と人とが互いに支え合う､そんな
地域づくりが､今求められている。

25 般 2004 2006

5972 メール

身に覚えのない中傷や同和地区出身であるなどとネッ
ト上の掲示板に書き込まれた女子高生の精神的な苦痛
と､同級生やブラスバンド仲間の応援､両親等に支えら
れ立ち直る姿を描く。

54
中･高
般

- 2002

5535 蒼い記憶
｢満蒙開拓青少年義勇軍｣とは? ｢中国残留孤児｣はなぜ
生まれた? 戦後50年､歴史の真実を伝える感動の物語。
【アニメーション】

90
小･中
高･般

- 1996

6039
明日への伝言
雨にぬれた碑

高松空襲を例とし､戦争の悲惨さや平和の尊さを若い世
代に伝えると共に､空襲などで亡くなられた一般戦災死
没者の慰霊に資することを目的としている。

23
小･中
高･般

2003 2003

6137
明日への伝言
イタンキ浜の夏
室蘭 艦砲射撃の爪痕

1945年7月15日 9時36分､室蘭沖28キロ。アメリカ第3艦
隊の艦砲が一斉に火を噴いた。 わずか1時間のうちに､
重さ1トンの砲弾 86発が室蘭に撃ち込まれた。

25
中･高
般

2006 2006

6110
明日への伝言
祈りかさねて
神戸 6年目の記憶

神戸6年目の記憶 ～6年前の戦争の出来事を記憶のどこ
かに残すこと～

30
中･高
般

2005 2005

6186
明日への伝言
語りつぐ 炎の記憶

悲劇は､広島/長崎/東京/沖縄だけではなかった…。日
本の各地を襲った空襲を記録し､その記憶を平和の祈り
として明日へと伝える。

30
中･高
般

2008 2008

6181
明日への伝言
ふるさと･平和への調べ
鹿児島 忘れがたき空襲の記憶

8回もの大きな空襲を受け､壊滅的な被害を受けた鹿児
島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎につつまれ､市内のほと
んどが焼け野原となり､数多くの一般市民の命が奪われ
た…。

30
中･高
般

2007 2007

6106
明日への伝言
ほむらいろの空

終戦間際の1945年8月2日未明､富山市は空襲に見舞われ
た…。

25
中･高
般

2004 2005

5932
あの日-この校舎で
五十年前に被爆したナガサキの
記憶

50年前､被爆直後のナガサキとその惨状。新興善小学校
には大勢の被爆者が運び込まれた。当時の小学生等が､
その時､目にした､耳にした生々しい体験を次々と語
る。

30
小･中
高･般

- 2002

6021
アフガニスタン難民
平和を知らない子どもたち

パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプで1999
年から2002年にかけて取材した映像やインタビューを
中心に描く。

13
中･高
般

2003 2003

5320 生きるための証言
｢核の恐ろしさを伝えなければ死んでも死にきれませ
ん｣と､被爆者たちがその被爆体験と戦後の生活を語
る。

58 般 - 1992

5610 教えて!PKO 国連平和維持活動の歩みを紹介する。 26 高･般 - 1997

5107 核戦争後の地球｢地球炎上｣
東京に1メガトンの核が落ちたらどうなるかを想定し､
核の脅威と破壊力を映像化した。

30 般 - 1985

平和

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-57  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5108 核戦争後の地球｢地球凍結｣
核戦争後の地球は太陽光線が遮られ､大気循環が破壊さ
れ､平均気温が氷点下40度にまで低下するという科学的
予測を描く。

30 般 - 1985

5397 カンボディアからの報告 プノンペンの様子と国連平和維持活動について 45 般 - 1993

5889 クロがいた夏

戦争という時代の中で子猫の生命を守るために力をあ
わせる子どもたちと家族､その生命を一瞬にして奪い
さった｢ゲンバク｣を対比させ､生命の重さと｢三度許す
まじ原爆を｣と呼び掛ける。【アニメーション】

70
幼･小
中

- 2001

5830 原爆ドーム物語

《原爆ドーム》の誕生から現在に至るまでを物語形式
により､原爆被害の惨状を織り込みながら､ドームが見
つめてきた戦争と平和を描いている。【アニメーショ
ン】

15
小･中
高･般

- 2001

6036 字のないはがき

東京大空襲後､父は幼い妹を学童疎開に出す決心をし､
父宛の名を書いたたくさんのはがきを持たせる。｢元気
な日は､これにマルを書いて一日1枚ポストに入れなさ
い｣と。 向田邦子原作【アニメーション】

18 小･中 - 2003

5697 白い町 ヒロシマ

学童疎開中に広島の原爆で母と姉､弟を失った主婦･木
村靖子の｢白い町ヒロシマ｣が原作。原爆による家族の
崩壊を描いて､平和の尊さを訴える。｢はだしのゲン｣の
山田典吾監督。

105
小･中
高･般

- 1999

6022 せかいいちうつくしいぼくの村
アフガニスタン･パグマン村に住んでいる少年･ヤモの
成長物語。【アニメーション】

16
中･高
般

2003 2003

5484 世界は友だち
人道･難民支援､政府開発援助､国際連合､民主化支援､平
和協力などの各分野で国際的に活躍する日本人を紹介
する。

26
中･高
般

- 1995

6062 はだしのゲン 1部
わんぱく少年ゲンの姿を生き生きと描きながら､戦争の
むごさと原爆の恐ろしさを伝える。 中沢啓治原作

107
小･中
高･般

- 2004

6063
はだしのゲン 2部
涙の爆発

終戦直後の広島市を中心に､わんぱく少年ゲンと原爆孤
児たちの､バイタリティあふれる生きざまと被爆の残酷
さを浮き彫りにする。中沢啓治原作

123
小･中
高･般

- 2004

6064
はだしのゲン 3部
ヒロシマのたたかい

父･姉･弟を失ったゲン少年。母君江は､ピカの日に友子
を生んでいた。被爆後の2年間の出来事を追う。中沢啓
治原作

128
小･中
高･般

- 2004

5771 はとよひろしまの空を

大川悦生原作。太平洋戦争末期､飼い主を原爆で失った
小鳩。焼け野原となった町で必死に生き抜こうとした
鳩の姿をとおして､命とは､平和とは何かを問いかけ
る。【アニメーション】

21
小･中
高･般

- 2000

5109 パパ ママ バイバイ

横浜の民家に米軍機が墜落し､幼い兄弟と母親が炎で焼
かれた。兄弟はまもなく亡くなり､やがて母親も……。
戦後50年､日本は本当に平和なのだろうか?【アニメー
ション】

25
幼･小
般

- 1985

5467 ほんのちょっと変えてみよう
地球上のすべての子供たちの平和を願って､UNHCR(国連
難民高等弁務官事務所)が企画･制作。

15 般 - 1995

5302
もう蝶はとばない
15,000人のアンネ･フランク

テレジン収容所の1万5千人の子供たちは､ひどい境遇の
中､明日を信じて絵を描く。/アウシュビッツに消えた
子供たちの絵をとおして､私たちに戦争について問いか
ける。

69 般 - 1992

5519 レクイエム･50
北千島最北端の占守島(ｼｭﾑｼｭﾄｳ)。昭和20年8月18日､終
戦を迎え武装を解除した島に､突如ソ連軍の攻撃が開始
された。

97 般 - 1996

5786
人権ってなあに ②
｢ジェンダー･フリー｣

社会的･文化的に形成された性別である｢ジェンダー｣。
女性の人権問題に関わり活動する人々を若者の目をと
おして紹介する。(福島瑞穂･阿部裕子･豊田正義･東京
シューレの若者たち)

25 高･般 - 2000

5823 21世紀はみんなが主役
このビデオは､男女共同参画社会基本法のあらましを解
説している。

23 小･中 - 2001

5877
ミレニアムの女性たち
女児･子どもの未来のために

ドミニカ共和国｢街に出たエンジェル～未成年と性産業
～｣ スコットランド｢十代の母親たち｣ 日本｢女性エコ
ロジストの挑戦～自然と共生するパラダイムを目指し
て～｣

34 般 - 2001

5867
ミレニアムの女性たち
女性･男性の働き方

ドイツ｢女性と時間｣ オランダ｢母国を離れての挑戦｣
ポルトガル｢理想の家族をめざして｣

31 般 - 2001

男女共同参画

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-58  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5876
ミレニアムの女性たち
女性と教育

エジプト｢女はこうして自立する｣ モロッコ｢沈黙を
破って｣

24 般 - 2001

5874
ミレニアムの女性たち
女性とメディア

ニュージーランド ｢ニューメディアを味方に｣ オース
トリア｢女はテレビ界を変える｣ フランス｢女たちはど
こに?～ナターシャ･アンリのレポート～｣

30 般 - 2001

5866
ミレニアムの女性たち
女性の社会進出

フィジー｢先駆者たちの選択｣ メキシコ｢いつも忙しい
女たち｣ ウクライナ｢社会体制の変化の中で ～リュド
ミラの場合～｣

34 般 - 2001

5869
ミレニアムの女性たち
政治への参画

ナイジェリア｢逆流を行く｣ カリブ諸島｢トップの座に
いる女性たち｣ ブルガリア｢社会に新風を～男女機会均
等法の可決を前に～｣

32 般 - 2001

5872
ミレニアムの女性たち
伝統･文化と女性

セネガル｢伝統にメスを｣ インド｢母への手紙｣ インド
ネシア｢お父さんが変わる日｣

46 般 - 2001

5871
ミレニアムの女性たち
ドメステｨｯク･バイオレンス

南アフリカ｢逃げ場のない街｣ スペイン｢自分を取り戻
すために｣ スウェーデン｢2年の掟～国外退去を迫られ
るアミ～｣

31 般 - 2001

5873
ミレニアムの女性たち
売買される女性たち

リトアニア｢闇マーケットの脅威｣ ラトヴィア｢彼女た
ちの行方｣ チェコ｢目覚めない夢｣

41 般 - 2001

5868
ミレニアムの女性たち
貧困の女性化

イングランド｢疎外された高齢者たち｣ ブラジル｢大都
市の片隅で～ガブリエラ･シルバの生き方～｣

20 般 - 2001

5870
ミレニアムの女性たち
平和をつくる女性たち

アイルランド｢和解への道｣ コロンビア｢未来は私たち
の手で｣

21 般 - 2001

5875
ミレニアムの女性たち
メディアの描く女性

イタリア｢シンデレラ･シンドローム～メディアが描く
女性の虚像とその実態～｣ キューバ｢まず自分が変わろ
う～ジェンダー教育の必要性～｣

28 般 - 2001

5180 行ケヤ海ニ火輪ヲ転ジ
明治4年､岩倉具視､大久保利通､伊藤博文など明治新政
府の中心人物46名からなる外交使節団の足跡を欧米各
国にたどる。(平2年3月 NHK総合テレビ放映)

45
中･高
般

- 1990

5253 昭和の記録1 幕あける昭和の時代(大正～昭和3年) 44
中･高
般

- 1991

5254 昭和の記録2 銀座の柳と軍靴の響き(昭和4年～7年) 44
中･高
般

- 1991

5255 昭和の記録3 非常時日本(昭和8年～12年) 44
中･高
般

- 1991

5256 昭和の記録4 日中全面戦争(昭和13年～15年) 44
中･高
般

- 1991

5257 昭和の記録5 太平洋戦争勃発(昭和16年) 44
中･高
般

- 1991

5258 昭和の記録6 緒戦の勝利(昭和17年) 44
中･高
般

- 1991

5259 昭和の記録7 連合軍総反抗(昭和18年) 51
中･高
般

- 1991

5260 昭和の記録8 敗色日に日に濃し(昭和19年) 54
中･高
般

- 1991

5261 昭和の記録9 戦争終結(昭和20年1月～8月) 55
中･高
般

- 1991

5262 昭和の記録10 焦土の中から(昭和20年8月～12月) 49
中･高
般

- 1991

5263 昭和の記録11 占領と民主化への歩み(昭和21年～22年) 49
中･高
般

- 1991

5264 昭和の記録12 再建の道けわし(昭和23年～24年) 52
中･高
般

- 1991

5265 昭和の記録13 講和条約調印(昭和25年～26年) 51
中･高
般

- 1991

5266 昭和の記録14 独立はしたけれど(昭和27年～28年) 51
中･高
般

- 1991

5267 昭和の記録15 政界再編と神武景気(昭和29年～30年) 51
中･高
般

- 1991

5268 昭和の記録16 もはや戦後ではない(昭和31年～32年) 52
中･高
般

- 1991

5269 昭和の記録17 消費革命の時代へ(昭和33年～34年) 52
中･高
般

- 1991

歴史・伝記

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5270 昭和の記録18 安保闘争と高度成長(昭和35年～36年) 50
中･高
般

- 1991

5271 昭和の記録19 先進国への道(昭和37年～38年) 50
中･高
般

- 1991

5272 昭和の記録20 東京オリンピック(昭和39年～40年) 55
中･高
般

- 1991

5273 昭和の記録21 経済大国をめざして(昭和41年～42年) 50
中･高
般

- 1991

5274 昭和の記録22 昭和元禄(昭和43年～44年) 54
中･高
般

- 1991

5275 昭和の記録23 繁栄と公害の中で(昭和45年～46年) 50
中･高
般

- 1991

5276 昭和の記録24 ｢列島改造｣と石油ショック(昭和47年～48年) 54
中･高
般

- 1991

5277 昭和の記録25 高度成長の終焉(昭和49年～50年) 48
中･高
般

- 1991

5278 昭和の記録26 混迷の時代へ(昭和51年～52年) 51
中･高
般

- 1991

5279 昭和の記録27 景気低迷と省エネルギー(昭和53年～54年) 52
中･高
般

- 1991

5280 昭和の記録28 経済摩擦と防衛問題(昭和55年～56年) 52
中･高
般

- 1991

5281 昭和の記録29 東西緊張と黒字国日本(昭和57年～58年) 50
中･高
般

- 1991

5282 昭和の記録30 貿易摩擦と情報化社会(昭和59年～60年) 57
中･高
般

- 1991

5283 昭和の記録31 円高･国際化の中の日本(昭和61年～62年) 57
中･高
般

- 1991

5284 昭和の記録32 昭和から平成へ(昭和63年～平成元年) 53
中･高
般

- 1991

5209 天皇陛下御即位を寿ぐ 平成即位の礼の記録 60 般 - 1991

5311 土光敏夫 元経団連会長､岡山県名誉県民。その半生を紹介する。 30 般 - 1992

6042 鳥取藩安積野開拓移住
明治政府の安積野原野開拓政策により､鳥取藩から移住
士族とし入植した歴史を子孫が語る。

8
中･高
般

- 2004

5466 朝永振一郎
くりこみ理論を完成させ､ノーベル物理学賞受賞。その
生涯を紹介する。

60 般 - 1995

5744
私たちの戦後50年
激動の時代に生きて

激動の半世紀を､人々が苦しみを乗り越え､どのように
生き､暮らしてきたのか。貴重な映像を駆使しながら50
年間の変容を回顧し､これからの生き方､日本の将来を
も考える。

40 高･般 - 1999

5313
Welcome to greater
Hong Kong
発展する華南経済圏

香港の歴史と現在の様子 17 般 - 1992

5458 アイヌ文化を学ぶ アイヌ民族に伝わる伝統･文化を紹介する。 30 般 - 1994

6004 うこぎちゃんねる
うこぎの木を垣根にしている米沢市の様子や歴史。栄
養豊富なうこぎの葉は､いろいろな料理の食材として利
用されている。

16 般 2003 2003

5251
馬と祭り
関東篇

馬の博物館 34 般 - 1991

5351 馬と祭り-九州･四国編-
人と馬とのかかわりを九州､四国の祭りの様子から描
く。

30 般 - 1992

5399 馬と祭り-中国･近畿篇-
中国･近畿地方での馬と人との祭り､暮らしなどを描
く。

30 般 - 1993

5160 馬と祭り-中部篇-
岡山県･利賀の初馬祭り､長野県のわら駒祭り奉納行事､
三重県･多度町の少年旗手たちの祭り､安曇野の夏祭り､
飛騨高山の絵馬市などの様子を描く。

35 般 - 1989

5184 馬と祭り-東北篇- 宮城県金成町白山神社に伝わる馬祭りを描く。 35 般 - 1990

5566 英国王室の伝統を守る騎兵

イギリスの伝統文化の象徴･英国王室と馬のかかわりは
深い。中世騎士道の伝統と誇りを守る現代の騎士･王室
近衛騎兵の姿を華やかなトゥルーピング･ザ･カラーを
舞台に描く。

45 般 - 1996

地理・風土

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5133 古代が見える飛鳥 1400年前の飛鳥文化を紹介する。 30 般 - 1987

5815 ジオストラの熱い一日
イタリア･トスカーナ地方のアレッツオ市に受け継がれ
ている馬上槍試合｢ジオストラ･デル･サラチーノ｣の模
様を収録。

45
中･高
般

- 2000

6005 城下町米沢
～直江兼続の城下町づくりと史跡を訪ねて～直江兼続
の人物史を中心に米沢の自然や町並みの様子を描く。

16 般 2003 2003

4448
新世界紀行
アンデス ナスカの地上絵

世界七不思議にも数えられるナスカの地上絵。それら
を描いた人々は数千年もの昔に栄えた文明を持ってい
た。その出土品も紹介する。 出演:楠田枝里子 語り:
寺田農

47
中･高
般

- 1998

4453
新世界紀行
イースター島
謎の巨石像モアイ

太平洋の南の果て､古代人が"世界のへそ"と呼んだ絶海
の孤島イースター島。モアイ像などの不思議な巨石文
明のルーツを求めつつ､神秘の島の興亡を探る。 出演:
森本哲郎/ヒサクニヒコ

47
中･高
般

- 1998

4452
新世界紀行
インカの秘都
マチュピチュ

アマゾン源流の山頂にあるインカ帝国の古代都市マ
チュピチュ。だれが何のために築き､また滅びてしまっ
たのか。伝説の都ビンカバンバとのかかわりと滅亡の
歴史を旅する。 出演:森本哲郎

47
中･高
般

- 1998

4450
新世界紀行
巨石･ストーンヘンジの謎

イギリス南部の大平原にそびえ立つ巨大なモニュメン
ト。15万人の人々が400年かかって作ったと言われる高
さ5M､重さ50T以上の巨石群。古代人の心を解き明か
す。 出演:森本哲郎

47
中･高
般

- 1998

4454
新世界紀行
グレート･ジンバブエ
謎の巨大石造遺跡

アフリカ南東部にあるジンバブエには､幻の黄金帝国モ
ノモタがあり､300近くのグレート･ジンバブエ(石の家)
が残されている。知られざる黒人文化の跡を訪ねる。
出演:森本哲郎

47
中･高
般

- 1998

4451
新世界紀行
神秘のマヤ
古代文明の謎

中央アメリカ･ユカタン半島に生まれ､多くの謎の
ヴェールに包まれたマヤ文明。密林に栄え､忽然と消え
うせた古代文明の不思議を訪ねる。 出演:森本哲郎 語
り:矢島正明

47
中･高
般

- 1998

4456
新世界紀行
世界最大 楽山の大座仏

中国四川省楽山に高さ71M､奈良の大仏を5つ重ねるほど
の世界最大の磨崖仏がある。唐の時代に90年の歳月を
かけて刻み込んだ建立作業を検証。人々の生活と信仰
に迫る。出演:森本哲郎

47
中･高
般

- 1998

4447
新世界紀行
チグリス･ユーフラテス河
メソポタミア文明

チグリス･ユーフラテス両河の豊かな土地に生まれた古
代メソポタミア文明。かつての国家の遺跡を訪ね､その
悠久の歴史にスポットを当てる。 語り:野際陽子

47
中･高
般

- 1998

4445
新世界紀行
地中海大紀行
幻のカルタゴ

現在のチュニジアあたりに誕生したこの都市は､約5世
紀にわたり地中海貿易を支配したが､ローマの侵略によ
り紀元前146年消滅した。 出演:森本哲郎 語り:川戸恵
子

47
中･高
般

- 1998

4446
新世界紀行
謎のエーゲ海
アトランティス幻想

プラトンの著書にも名を残す｢アトランティス｣。今世
紀になってその存在を裏付ける遺跡が次々と発見され
た。その文明興亡の影のドラマを探る。 解説:竹内均
語り:黒沢良

47
中･高
般

- 1998

4455
新世界紀行
南米岩絵遺跡群
モンゴロイド五万年の謎

ブラジルの奥地に残されている多数の岩絵。奇妙な姿
の人々､鳥人､動物､船などを描いた人々はどうやって新
大陸に来たのか。モンゴロイドとアメリカ人との関わ
りなど､人類史の謎を探る。

47
中･高
般

- 1998

4449
新世界紀行
マヤ 巨大遺跡群

中央アメリカ･ユカタン半島に生まれたマヤ文明。パレ
ンケにある宇宙人を模したような絵などを訪ね､太陽暦
も作った当時の人々の高度な宇宙観を探る。出演:並河
萬里 語り:日下武史

47
中･高
般

- 1998

5732
世界遺産 別巻-2
世界遺産紀行
文化遺産編

心やすらぐ音楽で､世界遺産をゆっくりと楽しむ世界遺
産紀行。極上の映像によるBGV。古代ローマ都市ポンペ
イ､オランダの風車群､マヤ遺跡など100箇所以外の文化
遺産も楽しめる。

30
中･高
般

- 1999

5733
世界遺産 別巻-3
世界遺産紀行
自然遺産編

美しい音楽と美しい映像で､世界遺産をゆったりと楽し
む自然遺産紀行。大自然と野生動物たちが､観る者の心
を解放する。キリマンジャロ､セレゲティのほかガラパ
ゴス島なども収録。

30
中･高
般

- 1999

5731
世界遺産 別巻-1
世界遺産への招待

遺跡や建造物､壮麗荘厳な自然。世界遺産のエッセンス
がパノラマのように登場する。空撮や移動撮影､特殊撮
影などの豊かな世界とそれらをとらえる撮影現場も見
せてくれる。

25
中･高
般

- 1999

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5698
世界遺産 1
フランス

世界遺産100個所を収録した壮大な全集で､ドイツと日
本の総力をあげた共同作。①フォンテンブロー宮殿と
庭園 ②モン･サン･ミシェルとその湾 ③シャルトル大
聖堂

44
中･高
般

- 1999

5699
世界遺産 2
イギリス

①ウエストミンスター宮殿､ウエストミンスター大寺
院､聖マーガレット聖堂 ②ストーンヘンジ､エーヴェ
リーの巨石遺跡 ③バースの市街

44
中･高
般

- 1999

5700
世界遺産 3
ドイツ①

①ハンベルクの旧市街 ②ヒルデスハイムの聖マリア大
聖堂と聖ミヒャエル聖堂 ③クヴェートリンブルクの旧
市街

44
中･高
般

- 1999

5701
世界遺産 4
ドイツ②

①ケルン大聖堂 ②トリーアのローマ遺跡､大聖堂､聖母
マリア聖堂 ③ハンザ同盟都市リューベック

44
中･高
般

- 1999

5702
世界遺産 5
オーストリア
スイス

①ザルツブルク市街の歴史地区(オーストリア)
②シェーンブルン宮殿と庭園(オーストリア) ③ベルン
旧市街(スイス)

44
中･高
般

- 1999

5703
世界遺産 6
チェコ
ポーランド

①プラハの歴史地区(チェコ) ②ワルシャワの歴史地区
(ポーランド) ③ヴィエリチカ岩塩坑(ポーランド)

43
中･高
般

- 1999

5704
世界遺産 7
ポルトガル

①トマールの修道院 ②リスボンのジュロニモス修道院
とベレンの塔 ③エヴォラの歴史地区

39
中･高
般

- 1999

5705
世界遺産 8
スペイン

①グラナダのアルハンブラ宮殿､ヘネラリーフェ離宮､
アルバイシン地区 ②バルセロナのグエル公園､グエル
邸､カーサ･ミラ ③サラマンカの旧市街

40
中･高
般

- 1999

5706
世界遺産 9
イタリア

①フィレンツェの歴史地区 ②ミラノのドミニコ会修道
院とレオナルド･ダ･ヴィンチ｢最後の晩餐｣ ③シエナの
歴史地区

42
中･高
般

- 1999

5707

世界遺産 10
イタリア
ヴァチカン市国
マルタ

①ローマの歴史地区(イタリア/ヴァチカン市国)
②ヴァチカン市国(ヴァチカン市国)
③バレッタの市街(マルタ)

45
中･高
般

- 1999

5708
世界遺産 11
ロシア
ウクライナ

①サンクト･ペテルブルク歴史地区と建造物群(ロシア)
②セルギエフ･ポサードのトロイツェ･セルギエフ大修
道院 ③キエフの聖ソフィア大聖堂とペチェルスカヤ大
修道院(ウクライナ)

39
中･高
般

- 1999

5709
世界遺産 12
ハンガリー
クロアチア

①ブダペストのドナウ河岸とブダ城(ハンガリー)  ②
スプリト史跡群とディオクレティアヌスの宮殿(クロア
チア) ③ドゥブロヴニクの旧市街(クロアチア)

43
中･高
般

- 1999

5710
世界遺産 13
ルーマニア

①ドナウ･デルタ ②ビエルタンとその要塞聖堂 ③ホレ
ズ修道院

39
中･高
般

- 1999

5711
世界遺産 14
ブルガリア

①ピリン国立公園 ②ボヤナ聖堂 ③リラ修道院 39
中･高
般

- 1999

5712
世界遺産 15
ギリシャ

①アテネのアクロポリス ②ミストラの中世都市
③デロス島

43
中･高
般

- 1999

5713
世界遺産 16
トルコ

①イスタンブールの歴史地区 ②ギョレメ国立公園と
カッパドギアの岩窟群 ③ハットゥシャ

32
中･高
般

- 1999

5714
世界遺産 17
シリア
ヨルダン

①古代都市パルミラ(シリア) ②ペトラ(ヨルダン) ③
聖都エルサレム(申請:ヨルダン)

34
中･高
般

- 1999

5715
世界遺産 18
イラン
パキスタン

①イスファハンのイマーム広場(イラン) ②ペルセポリ
ス(イラン) ③モヘンジョダロの考古遺跡(パキスタン)

31
中･高
般

- 1999

5716
世界遺産 19
エジプト

①イスラム都市カイロ ②アブ･シンベルからフィラエ
までのヌビア遺跡群 ③メンフィスとその墓地遺跡

40
中･高
般

- 1999

5717
世界遺産 20
コートジボアール
モロッコ

①タイ国立公園(コートジボアール) ②フェスの旧市街
(モロッコ) ③マラケッシュの旧市街(モロッコ)

44
中･高
般

- 1999

5718
世界遺産 21
セネガル
マリ

①ゴレ島(セネガル) ②ジェンネの旧市街(マリ)
③バンディアガラの断崖(マリ)

43
中･高
般

- 1999

5719
世界遺産 22
タンザニア

①キリマンジャロ国立公園 ②セレンゲティ国立公園
③ンゴロンゴロ自然保護区

43
中･高
般

- 1999

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5720

世界遺産 23
ザンビア
ジンバブエ
セイシェル

①ヴィクトリアの滝(ザンビア/ジンバブエ) ②大ジン
バブエ遺跡(ジンバブエ) ③メイ渓谷自然保護区(セイ
シェル)

43
中･高
般

- 1999

5721
世界遺産 24
インド

①タージ･マハル ②アーグラ城塞 ③アジャンターの石
窟寺院群

38
中･高
般

- 1999

5722
世界遺産 25
カンボジア
タイ

①アンコール･ワット(カンボジア) ②アンコール･トム
(カンボジア) ③トウンヤイ･ファイカケン野生生物保
護区(タイ)

38
中･高
般

- 1999

5723
世界遺産 26
インドネシア
オーストラリア

①ボロブドゥールの寺院遺跡群(インドネシア) ②グ
レート･バリア･リーフ(オーストラリア) ③フレーザー
島(オーストラリア)

37
中･高
般

- 1999

5724
世界遺産 27
中国

①万里の長城 ②故宮 ③周口店の北京原人遺跡 ④敦煌
の莫高窟

54
中･高
般

- 1999

5725
世界遺産 28
日本
韓国

①古都京都の文化財(日本) ②屋久島(日本) ③宗廟(ﾁｮ
ﾝﾐ)(韓国)

36
中･高
般

- 1999

5726
世界遺産 29
カナダ
アメリカ

①カナディアン･ロッキー山脈国立公園群(カナダ) ②
グランド･キャニオン国立公園(アメリカ) ③ハワイ火
山国立公園(アメリカ)

32
中･高
般

- 1999

5727
世界遺産 30
メキシコ
グアテマラ

①バレンケの古代都市と国立公園(メキシコ) ②メキシ
コ･シティの歴史地区とソチミルコ(メキシコ) ③ティ
カル国立公園(グアテマラ)

38
中･高
般

- 1999

5728

世界遺産 31
キューバ
コロンビア
ドミニカ共和国

①ハバナの旧市街と要塞(キューバ) ②カルタヘナの
港､要塞､歴史的建造物群(コロンビア) ③サント･ドミ
ンゴの植民都市(ドミニカ共和国)

43
中･高
般

- 1999

5729
世界遺産 32
アルゼンチン
ブラジル

①イグアス国立公園(アルゼンチン/ブラジル) ②ロス･
グラシアレス(アルゼンチン) ③ブラジリア(ブラジル)

43
中･高
般

- 1999

5730
世界遺産 33
ペルー

①クスコの市街 ②マチュ･ピチュの歴史保護区 ③チャ
ビンの考古遺跡

39
中･高
般

- 1999

6008
天空の秘境を駆ける
カンゼチベット族の馬祭り

中国四川省の大草原で繰り広げられる馬の祭りを､人々
の生活ぶりと合わせて描く。

45
中･高
般

2003 2003

5459 にいがたみつけた 新潟市の名所･旧跡を紹介する。 15 般 - 1994

5441 ファンタジア モロッコ王国の歴史をはぐくんだ人と馬 45 般 - 1994

5487 誇り高きサルドの騎士たち
地中海に浮かぶ島･サルディニア島に残る勇壮な祭り
と､馬とともに暮らす人々の様子を描く。

45 般 - 1995

6035 みちのく街道
江戸時代から現代まで､奥州街道･会津西街道･羽州街
道･海路などの東北地方のみちの歴史やその役割を描
く。

30 般 2003 2003

5157 魅惑のアセアン

悠久の時の彼方へと旅人をいざなうインドネシア。イ
スラム教､仏教､ヒンズー教の各寺院のたたずまいが旅
人を楽しませるマレーシア。トロピカルゾーン･アセア
ンの旅情を満喫させる。

29 般 - 1989

5983
メィファルトの風
ドイツ･勇壮な野生馬の祭り

ドイツ北西部､ルール地方のデュルメン市にはデュルメ
ン馬と言うドイツで最も古い野生馬がいます。その馬
とドイツ人たちが守り続ける人と馬の文化､馬に寄せる
深い愛情を描く。

45
中･高
般

2002 2002

5153 よみがえる古都

建造物や遺跡が周囲の環境と一体となって古都の歴史
や文化を語りかけてくる。それが歴史的風土である。
奈良､京都､鎌倉を背景にしながら､古都保存法の役割と
現状を訴える。

30
中･高
般

- 1998

6188 会津の初市

福島県の会津地方では､現在でも年の初めに縁起物や生
活用品などを売る初市がたつところが多く､そこでその
年の豊凶を占う俵引きなどの行事が行なわれている所
もある。本映像では､変容しつつある会津の初市をでき
る限り詳細に記録したものである。

33 般 2002 2009

5606
安積開拓
120年記念事業の記録

平成9年11月に実施された安積開拓120年記念事業を､郡
山市を訪れた安積開拓ゆかりの自治体代表と､郡山市内
関係者の交流を中心に記録した。

28 般 - 1997

郷土資料

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5453
阿武隅川上流
水防演習 '94

平成6年6月1日に､郡山市富久山町･阿武隈川左岸逢瀬橋
上流河川敷で行われた水防演習の様子

40 般 - 1994

5412 うつくしま､ふくしま。 福島県の紹介 26 般 - 1994

5413 うつくしま､ふくしま。 福島県の紹介 17 般 - 1994

5506 うつくしま､ふくしま。 福島県の紹介 17 般 - 1995

5507 うつくしま､ふくしま。 福島県の紹介 26 般 - 1995

5420 うねめ物語
片平のうねめ伝説をアニメで描く。【アニメーショ
ン】

20 小･中 - 1994

5568 オペラ 乙和の椿

第50回国体公開競技スポーツ芸術平成7年度福島県芸術
祭主催行事(義経主従とみちのくの愛と絆に散った大鳥
城佐藤一族の悲しみを今に伝える椿。その椿をめぐっ
ての壮絶なドラマ)

87 般 - 1996

5572
開拓の推進者
郡山の水資源

安積疏水を完成させるのに貢献した人々と､現在の安積
疏水の様子。

13 般 - 1996

6001
きらめきこおりやま
｢行政のワンストップサービス｣

市の各施設を例に行政のワンストップサービスを具体
的に説明。 (郡山駅西口市街地再開発事業･教育･福祉･
まちオアシス･市役所･IT社会)

13 般 2003 2003

6002 こおりやま･夢･浪漫物語

郡山市のすべてをコンパクトに紹介。(郡山市のあらま
し･安積疎水と安積開拓･水と緑がきらめくまちづくり･
経済県都･行政のワンストップサービス･生活基盤･福祉
教育文化特産品･まちに出かけよう･きらめく未来)

17 般 2003 2003

6044
こおりやま80年物語
英語版

郡山市制施行80周年･合併40年記念。郡山市の歩みと現
在のまちづくり及び未来へのメッセージを分かりやす
く紹介。

32
中･高
般

2004 2004

6043
こおりやま80年物語
日本語版

郡山市制施行80周年･合併40年記念。郡山市の歩みと現
在のまちづくり及び未来へのメッセージを分かりやす
く紹介。

32
中･高
般

2004 2004

5290 郡山市逢瀬､大槻町方面 吉田健治氏が撮影した風景 99 般 - 1991

5288 郡山市立総合体育館 他 吉田健治氏が撮影した風景 99 般 - 1991

5289 郡山地方貯金局 他 吉田健治氏が撮影した風景 99 般 - 1991

5454 心あわせて力あわせて
＜水防ウィークリーイベント＞
-三春ダムデー･摺上川ダムデー･SUIBOU SUPER LIVE･ま
もるくん水防ふれあいキャンペーン･阿武隈川フェアー

20 般 - 1994

5614
30年目の夏
郡山うねめまつり

平成6年8月に行われた｢郡山うねめまつり｣の様子の紹
介。郡山商工会議所制作。

26 小･中 - 1998

5497
第50回国民体育大会
ふくしま国体冬季大会
スキー競技会総集編

平成7年に郡山市､猪苗代町を中心に開催された冬季大
会の本県選手の活躍の記録。

16 般 - 1995

5514
第50回国民体育大会
サッカー競技開始式

平成7年に郡山市で行われた｢ふくしま国体｣。大会旗･
炬火リレー､合火式とサッカー競技大会開始式などの様
子。

62 般 - 1996

5511
第50回国民体育大会
ふくしま国体

平成7年に郡山市で行われた｢ふくしま国体｣。水泳､ボ
ウリング､サッカー､体操の競技の様子。

57 般 - 1995

5512
第50回国民体育大会
ふくしま国体

平成7年に郡山市で行われた｢ふくしま国体｣。水泳､ボ
ウリング､サッカー､体操の競技の様子。

57 般 - 1995

5508
つなぐ手に
あふれる感動 わく勇気
うつくしまふくしま大会

平成7年に行われた第31回全国身体障害者スポーツ大会
の様子(手話通訳入り)

50 般 - 1995

5509
つなぐ手に
あふれる感動 わく勇気
うつくしまふくしま大会

平成7年に行われた第31回全国身体障害者スポーツ大会
の様子(手話通訳入り)

50 般 - 1995

5510
つなぐ手に
あふれる感動 わく勇気
うつくしまふくしま大会

平成7年に行われた第31回全国身体障害者スポーツ大会
の様子(手話通訳入り)

50 般 - 1995

5666 21世紀へのまちづくり 郡山市の紹介ビデオ 15 小･中 - 1998

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-64  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6138 糠塚の獅子舞
郡山市の指定重要無形民俗文化財である｢糖塚の獅子
舞｣について､上演状況等を映像に記録保存した。

20 般 2006 2006

6041
伸びゆく郡山
21世紀の幕開け

21世紀初頭の郡山の姿を映像として後世に伝えるため､
産業､経済､歴史､文化などの面から多角的にとらえ､合
わせて街の移り変わりを貴重な記録フィルムや古い写
真を挿入して描く。

81 小･中 2003 2004

5360
ふくしま国体
熱い感動へのプロローグ

第50回国民体育大会･ふくしま国体 45 般 - 1993

5308
ふるさと創生スペシャル
会津の町おこし

会津坂下町､柳津町､新鶴村の様子 30 般 - 1992

5309
ふるさと創生スペシャル
朝日の最初にあたる町

浪江町､小高町､鹿島町の町おこしの様子 30 般 - 1992

5304
ふるさと創生スペシャル
あぶくまの里各駅停車

磐越東線沿線の町村の様子 30 般 - 1992

5303
ふるさと創生スペシャル
一億円の育つまち

矢吹町､鮫川村の町おこし､村おこしの様子 60 般 - 1992

5306
ふるさと創生スペシャル
いま､過疎地で

舘岩村､伊南村､田島町の様子 30 般 - 1992

5305
ふるさと創生スペシャル
こころの故郷をさがして

いわき市とその周辺の町の様子 30 般 - 1992

5307
ふるさと創生スペシャル
空青く水光り…

安達町､川俣町､梁川町の様子 30 般 - 1992

5449 水と緑のまち郡山の四季 英語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5450 水と緑のまち郡山の四季 英語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5451 水と緑のまち郡山の四季 英語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5452 水と緑のまち郡山の四季 英語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5444 水と緑のまち郡山の四季 日本語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5445 水と緑のまち郡山の四季 日本語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5446 水と緑のまち郡山の四季 日本語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5447 水と緑のまち郡山の四季 日本語 郡山市の紹介 30 般 - 1994

5448
水と緑のまち郡山の四季
(英語版)

郡山市の紹介 30 般 - 1994

5442
水と緑のまち郡山の四季
(中国語版)

郡山市の紹介 30 般 - 1994

5443
水と緑のまち郡山の四季
(日本語版)

郡山市の紹介 30 般 - 1994

5249
水の道
広大な自然の鼓動とともに
郡山市水道創設八十年

水道局の80周年を記念して､新しい水道局ができた。 5 般 - 1991

5817 森の会議室

福島県のプロフィールを紹介しながら､県民の暮らしを
一番に考えて福島県の地域性､環境､人と自然との関わ
りなどを大事にして21世紀の価値観で本当の豊かさの
県づくりを考える。

23 中･般 - 2001

5576 ｢やさしいまちづくり｣のために
障害をもつ人の手助けをした娘。そこから親子の会話
をとおして本当のやさしいまちづくりを考える。(手話
通訳入り)

15 般 - 1997

5575 流域の心をひとつに
阿武隈川を､清らかで澄んだ水の流れる美しい川にした
い､という思いから｢あぶくま川の詩｣が生まれた。

30 般 - 1997

5518 明石海峡大橋 世界一の吊り橋となる｢明石海峡大橋｣の建設工事記録 21 般 - 1996

5139
アクアの肖像
横濱水道物語

開港当時の横浜は､塩分を含んだ井戸水で使いものにな
らず"水屋"の売り歩く水が不衛生で疫病を蔓延させ
た。日本で初めて近代水道が誕生するまでの苦労をド
キュメンタリー形式で描く。

30 般 - 1987

6040
アグリンの農林水産ワールド
農村ってどんなところなの?

農村の伝統行事や､水田の役割などを紹介。 10 小･中 2003 2004

産業・技術

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-65  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5440 新しい舞台空間の創造
我が国で初めて本格的なオペラの上演が可能になった
愛知芸術文化センターの､舞台の仕組みを描く。

16 般 - 1994

5243 安心へのステップ '91
石油備蓄の必要性を分かりやすく解説するとともに､全
国の備蓄基地の様子を紹介する。

20
中･高
般

- 1991

5640 怒りの大地
戦後日本の農業＜食料＞問題の根幹を浮き彫りにした
壮大なアニメーション･ドキュメント。

58
中･高
般

- 1998

4410
海との共生をめざして
消費者は漁業のパートナー

日本は世界一の魚消費国だが､ほとんどを輸入に頼って
いる。消費者と漁業者が一体となって､豊かな海の資源
を次世代に残す努力を描く。

14
中･高
般

- 1997

5910
海に森に大漁旗
海･川･森はひとつ

今日本の漁業は､捕る漁業から育てる漁業にかわって来
た。北海道別海町漁協の取り組みから海の環境と森林
との関わりと森林の大切さについて描く。

15 小 - 2001

5301
ウルトラマンの
TVゲ-ム大冒険

コンピュータの発展と歴史 25 般 - 1992

5300
ウルトラマンのシュワッチ!
宇宙探検

人工衛星の種類と開発 30 般 - 1992

4415 おしえて!アグリ
農林水産業の現状と役割を､島崎俊郎がリポートするテ
レビ番組｢おしえて! アグリ｣の総集編。

45 般 - 1997

5762 おしえて!アグリ

日本の農林水産業の現状､私たちの食料や地球環境問
題､農山村の多面的機能､農林水産業の担い手など､新し
く制定された｢食料･農業･農村基本法｣の考え方につい
て紹介する。

45
小･中
高･般

- 2000

5816
おしえて!アグリ
平成12年度

島崎俊郎が農林水産業の現場からフレッシュな話題を
リポートします。

40
中･高
般

- 2000

5365 科学技術が世界を結ぶ
日本と世界の科学技術をアルキメデスと一緒に探検し
よう。

20 般 - 1993

5314 キミ 科学する? 身近に使われているものと､科学とのかかわりあい 20 般 - 1992

5667 教室が世界とつながる日

高知県池川町の旧安居小学校の廃校を利用して町全世
帯をネットワーク化。身障者のインターネットに関わ
る仕事や情報収集､パソコン利用による生活の変化など
を分かりやすく解説する。

26 小･般 - 1998

5569 くらしとともに造幣局 造幣局の案内 20 般 - 1996

5670 くるま100年､日本を走る

自動車の登場から100年間で､私たちの生活に自動車が
どのように関わってきたかを､現存する貴重な映像で振
り返り､自動車が日本人の生活の豊かさや文化に貢献し
ていることを紹介する。

28 般 - 1998

5349 高圧力の世界 無限の可能性､不思議な高圧の世界をのぞく。 23 般 - 1992

5204 ザ･石油
現代文明を支える石油。その石油に様々な分野で携
わっているオイルマンや､油田の開発に携わる技術者な
どの活躍ぶりを描く。

27 小 - 1991

5205 ザ･石油 オイルマンの熱い日々
現代文明を支える石油。その石油に様々な分野で携
わっているオイルマンや､油田の開発に携わる技術者な
どの活躍ぶりを描く。

27
小･中
高･般

- 1991

6115 ザリガニ君が語る!農業用水
子どもたちに馴染み深い存在であるアメリカザリガニ
をナビゲーターとして､農業用水の役割や歴史を紹介す
る。

11 小 - 2005

5350 THE ALUMINIUM 未知の可能性を秘めたアルミニウムを探る。 21 般 - 1992

5402
THE EGG STORY 1
タマゴが食卓に届くまで

おいしい卵が､合理的に生産されていく過程と､検査さ
れて店頭に並ぶまでの流通過程を紹介する。

15 般 - 1993

5403
THE EGG STORY 2
タマゴをおいしく､かしこく食べ
る

賢い組み合わせですばらしい食品になることを説明し､
卵の持つ栄養的な優位性を学問的な実証とデータで解
説する。

15 般 - 1993

5404
THE EGG STORY 3
タマゴのいろいろな利用法

卵の性質を活用した様々な料理･菓子･調味料などを紹
介する。

15 般 - 1993

5405
THE EGG STORY 4
タマゴからのメッセージ

赤玉と白玉の違い･黄身の色･鮮度の見分け方･生卵とゆ
で卵の消化率の違いなどの疑問に答える。

15 般 - 1993

5406
THE EGG STORY 5
これは知っておきたい卵料理の
コツ

"ゆでる･煮る･揚げる･炒める･蒸す･焼く"の六つの基礎
料理のコツを紹介する。

15 般 - 1993

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5407 自然と叡知の結晶 塩ビ
塩ビはプラスチックの中で最も永い歴史をもち､優れた
特長をもっている。省資源で省エネルギーな素材､塩ビ
を探る。

20
小･中
高･般

- 1993

5914 純国産車 オートモ号誕生
○豊川順彌と白楊社 ○米国の自動車産業視察 ○自動
車製造開始 ○ロードテスト･レース参加 ○新車発表会
○輸出第一号○その後の自動車事情

28
中･高
般

- 2002

5565 女性･豊かな海と魚 海で働く女性の姿 14 般 - 1996

5310 石油危機に備えて
万一我が国の石油供給が不足するような緊急時､備蓄石
油はどのように放出され､消費者のもとに供給されるの
かを紹介する。

17
中･高
般

- 1992

5570 地に山に海に
日本の農林水産業の現状と現在の世界の農林水産業の
流れを紹介する。

60 般 - 1996

5158 超高層のあけぼの

地震国日本で最初の超高層｢霞ヶ関ビル｣を誕生させた
人々の壮大なドラマ。様々な課題を乗り越えて､これま
でなかった新しい技術が次々と開発され､昭和43年4月
18日に完成する。

99 般 - 1989

5662 土井隆雄 宇宙をめざせ 1

･船外活動訓練 ･バーチャルリアリティーによる衛星ス
パルタン捕獲訓練 ･宇宙への旅立ち ･衛星スパルタン
放出と回収失敗 ･土井飛行士の船外活動 ･衛星スパル
タン回収 ･帰還

34
小･中
高･般

- 1998

5663 土井隆雄 宇宙をめざせ 2

･大気の特徴 ･宇宙環境の特徴 ･初期の与圧装置 ･初期
の宇宙飛行と宇宙服 ･アポロ計画 ･スペースシャトル
と宇宙服 ･宇宙服の装着と手順 ･宇宙服の土井飛行士
･船外活動

18
小･中
高･般

- 1998

5759 東京モーターショー 1999
日本をはじめ15か国･287社･6政府1団体が出品。出品各
社が次世代の先進技術を使って展示。燃料電池電気自
動車､ハイブリットカーが人気を集めた。

30 般 - 1999

5672 飛びだそう宇宙へ!
宇宙での無重力作業､宇宙への夢､憧れの歴史､宇宙ス
テーション､国際協力などについて分かりやすく紹介し
ている。

30
小･中
高･般

- 1999

5609
鳥や魚の群に学んだ
未来の自動車交通

自動車走行データ伝達システム 22 般 - 1997

5210
21世紀へのブレークスルー
新しい素材を求めて

21世紀の物質材料系化学技術に焦点を当てる。 30 般 - 1991

5211
21世紀へのブレークスルー
ニューフロンティア

宇宙に飛ぶ､住む､利用する､の3つの面から宇宙化学技
術に迫る。

30 般 - 1991

5517 橋は生きている 瀬戸大橋の建設工事記録 34 般 - 1996

5664 発進!国際宇宙ステーション
国際宇宙ステーションの製作､各国の協力による運営､
飛行士の訓練､ステーションでの実験をCGなどの映像で
紹介。

21
小･中
高･般

- 1998

5761 人､モノ､文化を運んで

バス･トラック･バンや建設現場で働く車などの商用車
が､私たちの生活や社会に深く関わっていることを､用
途と機能別に紹介し､併せて福祉車両や災害現場で活躍
する車も取り上げる。

19 小 - 2000

5668
人にやさしい
3次元映像をめざして

三次元映像テクノロジーの進歩による映像効果の変化､
産業界変化､医療や人材育成等での利用や生体に関する
影響や効果について分かりやすく説明している。

19
中･高
般

- 1998

5126 広がるコンピュータの世界 コンピュータの基本構成とその役割を紹介する。 18 般 - 1987

5665
プラスチックのリサイクルと油
化

21世紀を迎える今､地球環境保全は私たちにとって大き
な課題である。中でも､廃プラスチックを石油に戻す｢
油化｣の技術が開発され､大きな期待を集めている。そ
の技術を紹介する。

17
中･高
般

- 1998

5939
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
①巨大台風から日本を守れ

富士山頂･男たちは命をかけた。入札制度を無視した官
民プロジェクトを結成。標高3700mという高地での史上
例のない大規模土木工事､乱気流が渦巻く世界有数の危
険空域での空輸……。

43
中･高
般

- 2002

5940
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
②窓際族から世界規格を作った

VHS･執念の逆転劇。日本人が始めて生み出した世界規
格｢VHS｣。その快挙は当時､弱小といわれていた家電
メーカーの技術者たちの｢意地｣の成果だった。その執
念を描く。

43
中･高
般

- 2002

5941
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
③友の死を超えて

青函トンネル･24年の大工事。その青函トンネル工事に
人生をかけたトンネルマンたちの苦悩と情熱を描く。

43
中･高
般

- 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5942
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
④ガンを探し出せ

完全国産･胃カメラ開発。人間の体内をのぞき､ガンを
早期発見したい…。医学界､積年の夢を世界に先がけて
実現したのは日本医師と技術者によるチームだった。
その姿を描く。

43
中･高
般

- 2002

5943
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
⑤世界を驚かせた1台の車

名社長と戦った若手社員たち。新しい排ガス規制を始
めてクリアしたのはホンダの｢CVCCエンジン｣。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。

43
中･高
般

- 2002

5944
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
⑥執念が生んだ新幹線

老友90歳･飛行機が姿を変えた。｢東京～大阪3時間の可
能性｣に旧陸海軍出身の技術者は､次々に新しい技術を
開発し､欧米の鉄道界をも劇的に変えるその姿を描く。

43
中･高
般

- 2002

5945

プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
⑦海底ロマン!深海6500Mへの挑
戦

潜水調査船･世界記録まで25年。"海の本当の姿を知り
たい"この夢と憧れを25年間抱き続け､未知なる極限の
世界にかけた技術者たちの挑戦を描く。

43
中･高
般

- 2002

5946
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
⑧厳冬黒四ダムに挑む

断崖絶壁の輸送作戦。工事の最大の焦点は､秘境･黒部
に60万トンに及ぶ資材の運搬だった。館山の尾根をブ
ルドーザーで越える前代未聞の挑戦と越冬隊の様子を
描く。

43
中･高
般

- 2002

5947
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
⑨翼はよみがえった1

YS-11･日本初の国産旅客機。昭和32年通産省はプロ
ジェクトチーム｢輸送機設計研究協会(輸研)｣を結成。
頭から信用しなかった政府から予算を獲得した…。

43
中･高
般

- 2002

5948
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅰ期
⑩翼はよみがえった2

YS-11･運命の初飛行。初飛行から横安定性の問題点を
抱えていた。それを克服したのは戦時中多くの航空機
を設計してきた技術者のもとで学んだ若手技術者たち
だった。

43
中･高
般

- 2002

5949

プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
①妻たちに贈ったダイニング
キッチン

勝負は一坪･住宅革命の秘密。昭和30年宝くじに当たる
より難しいといわれ人気を集めた｢ステンレス流し台付
公団住宅｣のプロジェクトチームとその背景にあった夫
婦愛の物語を伝える。

43
中･高
般

- 2002

5950
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
②東京タワー 恋人たちの戦い

世界一のテレビ塔建設･333Mの難工事。わずか15ヶ月と
いう驚異的な突貫工事の末に完成した東京タワー。こ
の工事に命を賭けた若い技術者と職人の意地と心意気
の物語。

43
中･高
般

- 2002

5951
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
③ツッパリ生徒と泣き虫先生

伏見工業ラグビー部･日本一への挑戦。20年前､わずか
数年で全国制覇を果たした京都市伏見工業高校ラグ
ビー部。公式戦での記録的な大敗から全国制覇までの
熱血教師の奮闘の物語。

43
中･高
般

- 2002

5952
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
④よみがえれ 日本海

ナホトカ号重油流出･30万人の奇跡。平成9年1月､日本
海沿岸を襲った真っ黒な重油。流れ出した量はドラム
缶3万本。浜と漁師を救ったのは3万人のボランティア
と地元青年達だった。

43
中･高
般

- 2002

5953
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
⑤町工場 世界へ翔ぶ

トランジスタラジオ･営業マンの闘い。ソニーが開発し
た｢トランジスタラジオ｣が世界各国で爆発的に売れる
までには敗戦を背負い､日本の再建を願う営業マンたち
の奮闘のドラマがあった。

43
中･高
般

- 2002

5954
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
⑥奇蹟の心臓手術に挑む

天才外科医の秘めた決意。心臓病の患者に生への希望
を与える新しい手術への挑戦を続ける医師達と､自らの
生命を医師達に預け再び人生を取り戻した患者の姿を
通して､命の尊さを描く。

43
中･高
般

- 2002

5955

プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
⑦男たちの不屈のドラマ瀬戸大
橋

世紀の難工事に挑む。昭和63年､18年の歳月を経て1㎞
を超える橋の上を列車が往来する世界でも例のない巨
大な橋､瀬戸大橋が完成。様々な難関を克服し工事を成
し遂げる物語。

43
中･高
般

- 2002

5956
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
⑧えりも岬に春を呼べ

砂漠を森に･北の家族の半世紀。昭和28年､森が砂漠化
し､死んだ大地となった。その森をゼロから木を植え森
を作る。漁師家族の物語を軸に､自然再生のドラマを伝
える。

43
中･高
般

- 2002

5957
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
⑨運命の船｢宗谷｣発進1

南極観測･日本人が集結した88日。昭和30年東大理学部
教授の元に､世界各国共同で道の大陸･南極へ行こうと
要請があった。老輸送船｢宗谷｣と予算も時間も無いプ
ロジェクトが始動。

43
中･高
般

- 2002

5958
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅱ期
⑩極寒 南極越冬隊の奇跡2

南極観測･11人の男たち。生きていくだけでも困難な状
況の中11人の隊員は創意工夫をしてさまざまな自然現
象の観測に挑戦し､1年後無事生還。世界の科学者を
あっと驚かせる。

43
中･高
般

- 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5959
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
①液晶 執念の対決

瀬戸際のリーダー･大勝負。シャープ研究所の和田は米
国大手企業でも実用化をあきらめた｢液晶表示装置｣の
開発に打ち込む。プロジェクトは何も知らない新入社
員と開発失敗の技術者だった。

43
中･高
般

- 2002

5960
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
②耳を澄ませ赤ちゃんの声

伝説のパルモア病院誕生。京都府立医科大学病院の小
児科医･三宅廉は縦割り医療の限界を感じ｢パルモア病
院｣を設立。日本の医療界に革命を起こした医師たちの
感動のドラマを描く。

43
中･高
般

- 2002

5961

プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
③日本初のマイカーてんとう虫
町をゆく

家族たちの自動車革命。富士重工業の技術者たちの執
念が不可能といわれた4人乗り軽自動車を世に送り出す
までの､彼らと家族の物語を描く。

43
中･高
般

- 2002

5962

プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
④霞が関ビル超高層への果てな
き戦い

地震列島日本の革命技術。日本初の超高層ビル･霞が関
ビルは昭和43年完成した。この難工事に35歳以下の技
術者を揃え二階盛は挑む。その姿を描く。

43
中･高
般

- 2002

5963
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
⑤炎上 男たちは飛び込んだ

ホテルニュージャパン･伝説の消防士たち。昭和57年の
ホテル火災。一昼夜にわたって燃え続け､犠牲者33人､
奇跡的に救出された人は66人。東京消防庁の精鋭部隊
の救出劇を克明に描く。

43
中･高
般

- 2002

5964
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
⑥通勤ラッシュを退治せよ

世界初･自動改札機誕生。立石電機社長が｢立石電機7人
の侍｣と呼ばれた若手を集め､完成するまでに8年を費や
した磁気技術の革命とは――。その壮絶な開発物語を
描く。

43
中･高
般

- 2002

5965
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
⑦逆転 田舎工場 世界を制す

クオーツ･革命の腕時計。信州の小さな腕時計工場が熱
意と執念で奇跡の時計開発に挑み､超小型化､超省電力
化を完成させるまでの極めて困難な道のりと故郷復活
をかけた挑戦を描く。

43
中･高
般

- 2002

5966
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
⑧絶体絶命 650人決死の脱出劇

土石流と闘った8時間。平成5年8月6日集中豪雨が鹿児
島を襲う。警察官有村新市は､取り残され､逃げ場を
失ったパニック寸前の650人に､決死の避難誘導をはじ
めたが……。

43
中･高
般

- 2002

5967

プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
⑨炎のアラビア一発必中油をあ
てろ

実業家･山下太郎は｢アラビア石油｣を設立し､サウジ
へ。｢一発目で石油をあてる｣絶対的使命の前に､想像を
絶する酷暑､妨害､火災事故が技術者を苦しめる。

43
中･高
般

- 2002

5968
プロジェクトX 挑戦者たち
第Ⅲ期
⑩起死回生アラビアの友よ

巨大油田に挑んだ技術者たち。日本を襲ったオイル
ショック。大量の石油を求め日本は石油技術者･細井弘
を難所中の難所･アブダビに送る。石油の安定確保に挑
んだ男たちの執念のドラマ。

43
中･高
般

- 2002

6114 舞の海のとれたて日本
とれたてハンター舞の海が､旬の味覚や伝統食､郷土料
理など､その地方に息づく味わい深い食文化をおいしく
紹介する。

70
小･中
高･般

- 2005

5364 みらいテレビ 科学でGO!
フライト･シュミレータ､コンピュータ･グラフィックス
から､うわさのニューメディアまで。最先端科学情報を
満載。

25 般 - 1993

5138 未来への創造
シャープという企業のもつ先進性､技術力､国際性を事
業本部別にその規模､開発技術をとおして紹介し､世界
における日本のエレクトロニクス技術を理解する。

29 高 - 1987

6119 森と共に -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､日本の木の文化の重要性
を訴求する。吉野杉のスギの種採り名人など。

34
中･高
般

2006 2006

6116 森を創る -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､日本の木の文化の重要性
を訴求する。木曽林業など。

32
中･高
般

2005 2005

5317 和菓子 その美と心 和菓子の歴史と製造工程 25 般 - 1992

5159 私の名はでんき
今や私たちの生活とは切り離せない電気と､｢もっと
もっと仲良く付き合って欲しい｣という願いで電気事業
連合会が制作した。

19 般 - 1989

5684
NHKスペシャル 1
アインシュタインロマン
黄泉の時空から

時空のはざまにある死者が行く｢黄泉の国｣から､アイン
シュタインの魂が語りかける精神的な自叙伝のスタイ
ルをとりながら､その生涯を描く。他に例を見ない異色
のドキュメンタリー。

90
中･高
般

- 1999

自然科学

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5685
NHKスペシャル 2
アインシュタインロマン
相対性理論 考える+翔ぶ!

世界で初めてアカデミー･オリンピアにおける話し合い
の場を再現した。アインシュタインの頭脳の中に浮か
んだイメージを疑似体験し､知的討論に加わる楽しさを
味わえる。

90
中･高
般

- 1999

5686
NHKスペシャル 3
アインシュタインロマン
光と闇の迷宮

映画的なSFXによって映像化された｢光カー｣が光の不思
議な世界を案内し､光と素粒子について分かりやすく描
く。｢量子力学｣の世界が多重合成技術によって美しく
表現されている。

90
中･高
般

- 1999

5687
NHKスペシャル 4
アインシュタインロマン
時空･悪魔の方程式

ある科学者は完全な無があったと言い､時空を超えた異
次元の世界があったと言う科学者もいれば､神の存在を
認める科学者もいる。知に関わる世界最前線の科学者
たちの百花繚乱の宇宙像。

90
中･高
般

- 1999

5688
NHKスペシャル 5
アインシュタインロマン

E=mc2隠された設計図

黒子が文楽人形の手足を拾い集め､アインシュタインは
廃墟の中から蘇る。そして､原子爆弾の開発へと進んで
いく。アインシュタインと原爆の悲劇をデジタル映像
を駆使して描く。

90
中･高
般

- 1999

5689
NHKスペシャル 6
アインシュタインロマン
アインシュタイン・最後の挑戦

息もつかせぬ迫真のドキュメント。奇想天外､大爆笑の
連続。いったい何が真実で､何が嘘か。君の想像力が試
される。ドラマとドキュメンタリーの境界をつく究極
の知的挑戦状である。

90
中･高
般

- 1999

4500
驚異の小宇宙 人体Ⅰ
①生命誕生

ひとつの受精卵から､どのようにして銀河系の星の数百
倍もの細胞が作られるか? 生命の設計図､染色体に隠さ
れた秘密とは?

50
中･高
般

- 2000

4501
驚異の小宇宙 人体Ⅰ
②しなやかなポンプ

1日8トンもの血液を送り出している心臓は､人体という
小宇宙の太陽とも言える存在である。心臓と血管の謎
を探る体内の旅。

50
中･高
般

- 2000

4502
驚異の小宇宙 人体Ⅰ
③消化吸収の妙

現代人のストレスを映し出す臓器でもある胃腸。その
メカニズムを探り､生物としての人間と環境のかかわり
を見つめ直す。

50
中･高
般

- 2000

4503
驚異の小宇宙 人体Ⅰ
④壮大な化学工場

500以上もの機能を同時に瞬時にこなす肝臓は､人体の
大化学工場。体内の浄化装置である肝臓と腎臓のメッ
セージに耳を傾ける。

50
中･高
般

- 2000

4504
驚異の小宇宙 人体Ⅰ
⑤なめらかな連携プレー

ロボットには難しい2本足の歩行が､なぜ人間には楽に
できるのだろう。筋肉と骨による絶妙な連携プレーの
謎に迫る。

50
中･高
般

- 2000

4505
驚異の小宇宙 人体Ⅰ
⑥生命を守る

生命維持に欠かせない免疫のメカニズムとは。白血球､
リンパ球など､ミクロの戦士たちが繰り広げる壮大なス
ペクタクル。

50
中･高
般

- 2000

4506
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
①心が生まれた惑星

一説には､6万年前のネアンデルタール人までさかのぼ
ることができるという人間の｢心｣の芽生え。脳と心の
進化の謎に迫る。

50
中･高
般

- 2000

4507
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
②脳が世界をつくる

人間が物を見るとき､目から入った情報は､脳の中で分
解･再統合され､立体的なイメージを結ぶ。視覚の全プ
ロセスを映像化。

50
中･高
般

- 2000

4508
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
③人生をつぐむ臓器

脳に刻み込まれた記憶を失ったとき､人は人生そのもの
を失ってしまう。脳の中で繰り広げられている記憶の
メカニズムを解明する。

50
中･高
般

- 2000

4509
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
④人はなぜ愛するか

｢愛｣とは何か? 人はなぜ｢愛｣という感情を持つのか?
情動の座である大脳辺縁系にスポットを当て､感情のメ
カニズムに迫る。

50
中･高
般

- 2000

4510
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
⑤秘められた復元力

最近の研究で､脳には予想をはるかに上回る復元力や柔
軟性があることが分かってきた。その力を呼び覚ます
ものは……。

50
中･高
般

- 2000

4511
驚異の小宇宙 人体Ⅱ
⑥果てしなき脳宇宙

天才芸術家の創造の秘密とは? 神秘体験とは? 意識下
の世界にひそむ脳のはたらきの神秘に迫っていく。

50
中･高
般

- 2000

4512
驚異の小宇宙 人体Ⅲ
①生命の暗号を解読せよ

体質や体の形を決める人間の設計図は､遺伝子にどのよ
うに書かれているのか? 遺伝子に秘められた｢生命の暗
号｣のからくりを解読していく。

50
中･高
般

- 2000

4513
驚異の小宇宙 人体Ⅲ
②つきとめよガン発生の謎

細胞の守護神と呼ばれ､細胞のガン化をあの手この手で
防いでくれる｢P53遺伝子｣が､他の遺伝子にはたらきか
けてガン化を防ぐ脅威のメカニズム。病気と遺伝子の
関係を解き明かす。

50
中･高
般

- 2000

4514
驚異の小宇宙 人体Ⅲ
③日本人のルーツを探れ

遺伝子･DNAを見れば､何世代も前の先祖を探せるとい
う。DNAに残された足跡を手がかりに､ヒトのルーツを
さかのぼり､人類の設計図を解明する。

50
中･高
般

- 2000

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4515
驚異の小宇宙 人体Ⅲ
④命を刻む時計の秘密

遺伝子操作で､ハエや線虫の寿命を延ばすことが可能に
なった。不老不死は実現するのか? 遺伝子に刻まれた
命の時計のメカニズムに迫る。

50
中･高
般

- 2000

4516
驚異の小宇宙 人体Ⅲ
⑤秘められたパワーを発揮せよ

もし､私たちの性格や行動までも決めてしまう遺伝子が
あるとしたら……。遺伝子の研究は｢心｣の領域にまで
踏み込もうとしている。いま､次々と明らかになる｢心
の遺伝子｣の世界を探る。

50
中･高
般

- 2000

4517
驚異の小宇宙 人体Ⅲ
⑥パンドラの箱は開かれた

遺伝子操作が､私たち人類の未来にどのように影響を与
えるか。確実に訪れようとしている近未来の衝撃を予
測し､未来人の設計図を考える。

50
中･高
般

- 2000

6159
素晴らしいサイエンスの世界1
独楽とスピン

独楽の回転には物理や科学の要素が詰まっている。 わ
が国の面白い独楽を紹介し､また､宇宙やミクロの世界
での独楽の運動(スピン)にもふれる。

29 高･般 1999 2007

6160
素晴らしいサイエンスの世界2
｢コリオリの力｣って何?

私たちには常にコリオリの力が働いているが､実際には
感じることのない見かけ上の力である。 大気や海洋の
流れ(気象)にも影響を与える不思議な力､コリオリ力に
迫る。

29 高･般 1999 2007

6161
素晴らしいサイエンスの世界3
ベルヌーイの定理

翼の上下の流速差によって生じる揚力は､ジャンボ
ジェット機を空に浮かべる。 ベルヌーイの定理が関与
する手軽な実験を見せ､おもしろい流体の世界へ招待す
る。

29 高･般 1999 2007

6162
素晴らしいサイエンスの世界4
不幸な猿
放物運動と落下運動

私たちの住む地球では重力が働き､物を投げると放物線
を描きながら進み､やがて落下する。 いろいろな実験
を通して､放物運動(落下運動)の基本を解説する。

29 高･般 1999 2007

6163
素晴らしいサイエンスの世界5
熱の不思議

温度や比熱､熱伝導などの熱現象を理解することは､現
代科学文明を理解する第一歩である。 温度と熱の正し
い理解を促すとともに､比熱の概念に焦点を当て解説す
る。

30 高･般 1999 2007

6164
素晴らしいサイエンスの世界6
エンジンと｢逆エンジン｣

一度動かしたら永久に動き続ける｢永久機関｣のさまざ
まなアイデアを紹介し､それに挑戦する。

31 高･般 1999 2007

6165
素晴らしいサイエンスの世界7
｢エントロピー｣って何?

エントロピーとは乱雑さの程度を表す概念である。 水
に広がるインク､紙オムツや吸水ポリマーの実験でエン
トロピー増大とは何かを探る。

27 高･般 1999 2007

6166
素晴らしいサイエンスの世界8
静電気の不思議

静電気は異なった物質同士を擦り合わせることで起こ
る。ストローを使った実験やさまざまな｢静電気マジッ
ク｣を通して､静電気の正体に迫る。

30 高･般 1999 2007

6167
素晴らしいサイエンスの世界9
磁気の世界

磁気の源はいったい何か? ミクロの世界で起こる磁気
の世界からリニアモーターカーまで､いろいろな例を通
して磁気の謎を探る。

30 高･般 1999 2007

6168
素晴らしいサイエンスの世界10
生活の中の電磁波

電磁波は､電界と磁界が作る､空間に押し出された電磁
界エネルギーの波のことである。 身のまわりにあふれ
ている電磁波をヘルツの実験などを通して探求する。

30 高･般 1999 2007

6169
素晴らしいサイエンスの世界11
身近な半導体

半導体の優れた能力(整流作用､発光作用､発電作用な
ど)を､さまざまな身のまわりの素材を利用した実験を
通して実体験する。

29 高･般 1999 2007

6170
素晴らしいサイエンスの世界12
赤い星と青い星
ドップラー効果

ドップラー効果は音や光､電波など波の持つ特性によっ
て起こる現象である。 さまざまな実験で｢ドップラー
効果｣を見て､宇宙やミクロの世界の観察にドップラー
効果がいかに使われているかまで言及する。

27 高･般 1999 2007

6171
素晴らしいサイエンスの世界13
四次元時空

時間はどこでも一定で流れているのか? 時間は絶対的
なものなのか? 光速度不変の原理に基づき､アインシュ
タインの特殊相対性理論について考える。

29 高･般 1999 2007

6172
素晴らしいサイエンスの世界14
原子に触る

走査型トンネル顕微鏡(STM)や原子間力顕微鏡をもって
すれば､原子を見ることも触ることもできる。 STMを徹
底的に取材し､原子､電子の世界に迫る。

27 高･般 1999 2007

6173
素晴らしいサイエンスの世界15
定常波の秘密

楽器の奏でる音色は､上下に振動するだけで波形が進行
しない波(エネルギーを運ばない波)､定常波によるもの
である。 さまざまな実験をを通して､定常波とはどう
いうものかを解説する。

30 高･般 1999 2007

5414
SEVEN IN WONDERLAND
北野博士､女性サイエンティスト
と語る

工学博士･北野大さんが7人の女性科学者にインタ
ビューして､遺伝子･原子･海底･宇宙などの不思議を解
き明かす。

25 般 - 1994

5999 手をつなぐ海と森

藻場環境保全の大切さを啓発。秋田県象潟町の鳥海山
を例に"豊かな藻場は豊かな森から生まれる"と､大切な
水産資源を守るために植林などのさまざまな活動を紹
介。

18 般 2003 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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制作
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5678

20世紀の科学技術を
振り返って
“不思議がひらく科学のとび
ら”

科学の出発点は､｢なぜだろう､不思議だな｣という素朴
で純粋な驚きと興味である。そうした不思議の種を探
しながら扉を一つ一つ開けて､科学技術の成果を具体的
に映像で紹介する。

42 小･中 - 1999

5987
日本のエネルギー
光と影1

石油､天然ガス､石炭､環境､省エネ､原子力､国際エネル
ギー情勢などの分野に分けて､専門家が詳しく分かりや
すく解説。 《エネルギーってなに(日本のエネルギー
概説)》

54 般 2003 2002

5988
日本のエネルギー
光と影2

《石油はいつまで持つか･魔法の水､石油･日本の石油の
供給は》

90 般 2003 2002

5989
日本のエネルギー
光と影3

《安定供給の絆･最後の手段石油備蓄･誰が決めるの?原
油価格》

90 般 2003 2002

5990
日本のエネルギー
光と影4

《救世主の天然ガスⅠ･救世主の天然ガスⅡ･見直され
る石炭資源》

90 般 2003 2002

5991
日本のエネルギー
光と影5

《化石燃料･いま地球で何が･温暖化防止への取り組
み》

90 般 2003 2002

5992
日本のエネルギー
光と影6

《省エネ最前線･暮らしの中の省エネ》 60 般 2003 2002

5993
日本のエネルギー
光と影7

《新エネルギーとは･新エネルギー普及への課題》 60 般 2003 2002

5994
日本のエネルギー
光と影8

《原子力ってなに?･原子力発電所 災害への備え･事故
からの教訓 原子力の安全策》

90 般 2003 2002

5995
日本のエネルギー
光と影9

《核燃料サイクル･放射性廃棄物･世界の原子力発電》 90 般 2003 2002

5996
日本のエネルギー
光と影10

《石油をめぐる国際情勢･世界の資源戦略と外交》 60 般 2003 2002

5997
日本のエネルギー
光と影11

《小さい頃から積み重ね 身につく教育を･持とう｢危機
意識｣地域､家庭で行動を》

60 般 2003 2002

5998
日本のエネルギー
光と影12

《クイズで知るエネルギーの将来》 54 般 2003 2002

5612 脳科学への招待

平成9年､科学技術庁の最重要プロジェクトとして､脳科
学研究が開始された。研究の最前線を支える個性豊か
な研究者の声を紹介しながら､脳科学研究の現状と未来
を展望する。

24 高･般 - 1998

5470
向井千秋の宇宙教室1
宇宙への限りなき夢

人類はなぜ宇宙を目指すのか……。日本初の女性宇宙
飛行士･向井千秋が行った宇宙での生命科学実験の様子
を紹介する。

30 般 - 1995

5471
向井千秋の宇宙教室2
宇宙で生きるための挑戦

生命は､地球以外の環境で生きていけるのか……。宇宙
開発の最前線と､宇宙での人類の可能性を描く。

30 般 - 1995

6124
海･青き大自然 1
いのちの物語

巨大なシロナガスクジラから小さなプランクトン､海鳥
や深海魚まで､様々な生命の絶大なる支えとなっている
海。｢The Blue Planet～青き地球｣の規模､力､そして神
秘を紹介する。

50 般 2003 2006

6125
海･青き大自然 2
深海探検

山岳地帯､永久的な夜､想像を絶する水圧と冷気…､また
世にも奇妙な生物たちがここにはいる。絶え間なく続
く驚きと未知なる世界への航海。

50 般 2003 2006

6126
海･青き大自然 3
外洋のハンターたち

どこまでも続く青色は､あらゆる方向に伸びている。空
には照りつける太陽､そして暗い深海。自分を守る術は
何もない。そこに生命のバランスはどのように存在す
るのか?

50 般 2003 2006

6127
海･青き大自然 4
氷の海のサバイバル

北極･南極では､冬になると外気が零下7度になるほど凍
りつく。そこでは氷が融け出し太陽の光が水面に差し
込む春先のみ､再び生命の誕生が見られる。

50 般 2003 2006

6128
海･青き大自然 5
海の中の四季

コンブ科の海藻で形成された海の森は､数多くの生命の
助けとなっている。豊かな海に生息する生物には､サメ
やカワウソ､イソギンチャク､イカの他にもまだ色々い
る。

50 般 2003 2006

6129
海･青き大自然 6
さんご礁に生きる

サンゴ礁は多くの命のよりどころである一方､激しい生
存競争の場でもある。超スローカメラで捕らえた映像
には､サンゴの生態と絶滅が劇的に映し出されている。

50 般 2003 2006

6130
海･青き大自然 7
潮流のドラマ

潮は海洋の生態系を司っている。干満の間､食べ物や空
気のなくなった砂地で虫やアサリ､エビ等の生物が次の
潮の流れをじっと待っている。

50 般 2003 2006

自然
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6131
海･青き大自然 8
海と陸のはざまで

大海原から数百万もの海鳥たちが卵を産むために陸地
へやってくる。ウミガメは砂の中に産卵し､アザラシた
ちは出産のため姿を現す。

50 般 2003 2006

5016 海の神秘
魚やクラゲ群の中をダイバーがスポットライトを当て
て撮影し､磯の驚異を描く。

20 般 - 1982

5017 永平寺
雲水の生活を中心に､永平寺を取り囲む北陸地方の美し
い風景を描く。

45 般 - 1982

5128 おまえの名はサラブレッド
一頭のサラブレッドに､どれだけの歴史と人間の情熱が
注がれているかを描く。

35 般 - 1987

5127 北の牧馬(ﾏｷｳﾏ)
｢北海道和種｣の牧馬と呼ばれる馬の生態を,放牧中に四
季を通じて記録した。

16 般 - 1987

5015 黒部峡谷 険しく雄大な黒部の姿を､空陸両面から描く。 50 般 - 1982

5020 黒部の大自然 険しく雄大な黒部峡谷の姿を紹介する。 30 般 1976 1982

5415 自然の宝庫･屋久島
屋久島の自然に魅せられて元NHKカメラマンの日下田紀
三が､十余年見つめ続けてきた素顔の屋久島。

47 般 - 1994

6152
素敵な宇宙船地球号
｢アフリカ動物孤児院物語｣

アフリカ･ケニアにある野生動物の孤児院。 野生に戻
すため､獲物の取り方まで教える。

13 般 - 2007

6155
素敵な宇宙船地球号
｢イギリスの大自然を守る｣

イギリスの民間ボランティア団体｢ナショナルトラス
ト｣が海岸線等を買い取り､維持管理する活動を描く。

13 般 - 2007

6153
素敵な宇宙船地球号
｢イルカと暮らす楽園｣

ブラジルのサントアントニオ湖に伝わる漁法は､人間と
イルカの共同作業。

13 般 - 2007

6154
素敵な宇宙船地球号
｢干拓農地を自然の森に｣

せっかくの干拓地にわざわざ水を引き､自然の森に作り
変えたオランダの様子。

13 般 - 2007

6146
素敵な宇宙船地球号
｢黒サイを森に帰す日｣

アフリカ･ジンバブエの農場主たちは､黒サイを密猟者
から守るため､自らの土地を保護区として提供した。

13 般 - 2007

6151
素敵な宇宙船地球号
｢砂漠をフルーツの里に｣

砂漠化が深刻なアフリカ･チャド共和国で､緑化を目指
す日本人 菅川さんの苦難の日々。

13 般 - 2007

6147
素敵な宇宙船地球号
｢救え!世界最大のサンゴ礁｣

オーストラリア･グレートバリアリーフのサンゴ礁が､
森林伐採による土砂の流入で死滅の危機を迎える。

13 般 - 2007

6149
素敵な宇宙船地球号
｢戦火を生きのびた地球最後のゴ
リラ｣

アフリカ･ルワンダに住むマウンテンゴリラは､内戦の
影響で絶滅の危機に瀕している。

13 般 - 2007

6150
素敵な宇宙船地球号
｢地球のエステに賭ける!｣

一人のヨットマンが発案した｢クリーンアップ･オース
トラリア｣は､今や国を挙げての一大イベントとなっ
た。

13 般 - 2007

6148
素敵な宇宙船地球号
｢ヤングワイルドライフ･チャン
ピオン｣

イギリスに住むダニエルは､1年以上も蛾の生態を研究
している。

13 般 - 2007

5018 谷川岳 空と陸から谷川岳の初夏の大自然を描く。 30 般 1977 1982

5027 日本の自然 カニの世界 日本のカニ数種を取り上げ､その生態を描く。 27 般 - 1982

5023 日本の自然 黒潮に舞う 海辺の岩場に住む鳥たちの繁殖期の姿を描く。 27 般 - 1982

5022 日本の自然 渓流に生きる 山渓の渓流に住む鳥や虫たちの姿を描く。 27 般 - 1982

5026 日本の自然 高山のチョウ 高山蝶の生態を半年にわたって取材した記録。 27 般 - 1982

5025 日本の自然 タカ
クマタカの繁殖期の生態を中心に､鷹匠の技術などを紹
介する。

27 般 - 1982

5029 日本の自然 テントウムシの世界 テントウムシの習性など､その生態を描く。 27 般 - 1982

5028 日本の自然 ハチの世界 日本のハチの生態を描く。 27 般 - 1982

5021 日本の自然 水鳥の愛情
干拓地に繰り広げられる水鳥の夫婦･親子の愛情生活を
描く。

27 般 - 1982

5024 日本の自然 ライチョウ 特別天然記念物･ライチョウの四季の生活を描く。 27 般 - 1982

5789 日本水紀行 ①

環境庁選定｢名水百選｣水のある美しい風景の映像も多
く､BGVとしても楽しめる。【北海道】○羊蹄のふきだ
し湧水 ○甘露泉水 【青森】○富田の清水 ○渾神の清
水

50
中･高
般

- 2000

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5790 日本水紀行 ②
環境庁選定｢名水百選｣【岩手】○龍泉洞地底湖の水 ○
金沢清水【秋田】○六郷湧水群 ○力水【山形】○小見
川

50
中･高
般

- 2000

5791 日本水紀行 ③
環境庁選定｢名水百選｣【山形】○月山山麓湧水群 【宮
城】○広瀬川 ○桂葉清水 【福島】○磐梯西山麓湧水
群 ○小野川湧水

50
中･高
般

- 2000

5792 日本水紀行 ④
環境庁選定｢名水百選｣【東京】○御岳渓流 ○お鷹の
道･真姿の池湧水群 【茨城】○八溝山湧水群 【栃木】
○尚仁沢湧水群 ○出流原弁天池湧水

50
中･高
般

- 2000

5793 日本水紀行 ⑤
環境庁選定｢名水百選｣【埼玉】○風布川･日本水 【千
葉】○熊野の清水 【群馬】○箱島湧水 ○雄川堰 【神
奈川】○秦野盆地湧水群

50
中･高
般

- 2000

5794 日本水紀行 ⑥
環境庁選定｢名水百選｣【徳島】○剣山御神水○江川の
湧水【香川】○湯船の水【愛媛】○観音水○うちぬき

50
中･高
般

- 2000

5795 日本水紀行 ⑦
環境庁選定｢名水百選｣【高知】○四万十川【愛媛】○
杖の淵【福岡】○清水湧水 ○不老水 【佐賀】○清水
川

50
中･高
般

- 2000

5796 日本水紀行 ⑧
環境庁選定｢名水百選｣【長崎】○島原湧水群 ○轟渓流
【熊本】○轟水源 ○白川水源 ○菊池水源

50
中･高
般

- 2000

5797 日本水紀行 ⑨
環境庁選定｢名水百選｣【熊本】○池山水源 【大分】○
竹田湧水群 ○男池湧水群 ○白山川 【宮崎】○出の山
湧水

50
中･高
般

- 2000

5798 日本水紀行 ⑩
環境庁選定｢名水百選｣【鹿児島】○屋久島宮之浦岳流
水 ○霧島山麓丸池湧水 ○清水の湧水 【宮崎】○綾川
湧水群 【沖縄】○垣花樋川

50
中･高
般

- 2000

5799 日本水紀行 ⑪
環境庁選定｢名水百選｣【新潟】○龍ｹ窪の水 ○杜々森
湧水【富山】○黒部川扇状地湧水群 ○穴の谷の霊水
○瓜裂の清水

50
中･高
般

- 2000

5800 日本水紀行 ⑫
環境庁選定｢名水百選｣【富山】○立山玉殿湧水 【石
川】○弘法池の水 ○御手洗池 ○古和秀水【福井】 ○
瓜割ノ滝

50
中･高
般

- 2000

5801 日本水紀行 ⑬
環境庁選定｢名水百選｣【福井】○鵜の瀬 ○お清水
【岐阜】○長良川 /中流域○宗祗水 ○養老の滝・菊水
泉

50
中･高
般

- 2000

5802 日本水紀行 ⑭
環境庁選定｢名水百選｣【長野】○姫川源流湧水 ○猿庫
の泉○安曇野わさび田湧水群 【三重】○智積養水 ○
恵利原の水穴

50
中･高
般

- 2000

5803 日本水紀行 ⑮
環境庁選定｢名水百選｣【静岡】○柿田川湧水群 【山
梨】○八ヶ岳南麓高原湧水群 ○白州/尾白川 ○忍野八
海 【神奈川】○酒水の滝

50
中･高
般

- 2000

5804 日本水紀行 ⑯
環境庁選定｢名水百選｣【滋賀】○十王村の水 ○泉神社
湧水【愛知】○木曽川/中流域 【京都】○伏見の御香
水 ○磯清水

50
中･高
般

- 2000

5805 日本水紀行 ⑰
環境庁選定｢名水百選｣【大阪】○離宮の水 【兵庫】○
布引渓流 ○宮水 ○千種川 【奈良】○洞川湧水群

50
中･高
般

- 2000

5806 日本水紀行 ⑱
環境庁選定｢名水百選｣【鳥取】○天の真名井 ○壇鏡の
滝湧水 ○天川の水 【和歌山】○紀三井寺の三井水 ○
野中の清水

50
中･高
般

- 2000

5807 日本水紀行 ⑲
環境庁選定｢名水百選｣【岡山】○塩釜の冷泉 ○雄町の
冷泉○岩井 【山口】○別府弁天池湧水 ○桜井戸

50
中･高
般

- 2000

5808 日本水紀行 ⑳
環境庁選定｢名水百選｣【山口】○寂地川 【広島】○太
田川/中流域 ○出会清水 【高知】○安徳水 【佐賀】
○竜門の清水

50
中･高
般

- 2000

5396 ハクガン
北極からカリフォルニアへ､約5000kmを渡る白雁。その
群れは年々規模を小さくしている。彼らの行く先々で
一体何が起こっているのだろうか。

24 般 - 1993

5014 氷雪の春
北海道オホーツク沿岸の自然を､空･陸･海から立体的に
描く。

50 般 - 1982

5416
YAKUSHIMA ISLAND
(英語版)

世界的な自然を保護する世界遺産条約の登録候補地と
して推薦されている屋久島の魅力を英語で紹介する。

48 般 - 1994

5417 屋久島･森と水
杉本竜一の音楽にのせて贈る､元NHKカメラマン日下田
紀三撮影の屋久島の自然。

48 般 - 1994

4473
源氏物語の世界 第1巻
平安京と貴族の住い

○紫式部と源氏物語の諸本 ○平安貴族の経済 ○平安
京について ○寝殿造りと平安時代の庭園 ○寝殿内部
と調度 ○牛車について

45 小･中 - 1999

文学

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-74  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

4474
源氏物語の世界 第2巻
平安貴族の生活

○装束について ○加持祈祷について ○管弦の遊びと
舞楽

45 小･中 - 1999

5520 子どもたちへのメッセージ
1996年に創設されたモービル児童文学賞の
30年の歩み。受賞作品の紹介。

37 般 - 1996

6202 イギリスの水彩画

郡山市立美術館収蔵作品を紹介。イギリス水彩画の歴
史に沿って1746年頃水彩画の父と呼ばれるアレクサン
ダー・カズンズからサンドビー、ターナー、ガーティ
ンなどの作品を紹介する。

10
中･高
般

1997 2014

6200
イギリス版画の魅力
ロバート・ローダー氏を訪ねて

郡山市立美術館が所蔵するイギリス版画と本のコレク
ションは500点に及ぶ。その質の高い作品の数々を収集
したロバート・ローダー氏のインタビューを交えなが
らイギリス版画の魅力を紹介。

22
中･高
般

1995 2014

6201
描かれた東海道
知られざる明治の画家亀井竹二
郎

郡山市立美術館所蔵の画家亀井竹二郎。大津から品川
までの東海道５３駅を描いた油絵作品に現われている
洞察力、感性、技術について解説している。

15
中･高
般

1996 2014

6197
クリスタルガラスの旋律
佐藤潤四郎の世界

郡山市立美術館では、郷土が生んだ偉大な工芸作家、
佐藤潤四郎の業績を永遠に伝えるため、積極的に作品
を収集、展示を行っている。佐藤潤四郎とその作品を
紹介。

14
中･高
般

1993 2014

6199
郡山市立美術館
ご案内

イギリスおよび日本の近代美術、郷土ゆかりの美術、
本（版）の美術という四つの柱をもとに成り立ってい
る、郡山市立美術館を紹介。

4
中･高
般

1994 2014

6196
自然とともに
華麗なるイギリス近代美術の流
れ

郡山市立美術館所蔵作品紹介とバーン＝ジョーンズ、
ターナー、ウィリアム・ホーガーズなどの華麗なるイ
ギリス近代美術の流れを解説する。

22
中･高
般

1992 2014

6203 日本の近代版画
刷り物から創作版画へ変貌を遂げた日本の版画。浮世
絵に見られる分業から一人ですべて仕上げる「版画」
への道筋。郡山市立美術館所蔵作品を紹介し解説。

15
中･高
般

1999 2014

6198 日本の水彩画

郡山市立美術館所蔵作品を紹介。1890年以降イギリス
人水彩画家の来日とチューブ式絵具の開発に伴い水彩
画が普及し屋外で描くことが出来るようになった。当
時から近代にかけての作品を紹介する。

13
中･高
般

1995 2014

5400
バルテュスの世界
神秘と官能の白日夢

東京ステーションギャラリーの｢バルテュス｣展と篠山
紀信写真集｢Balthus｣刊行を契機に企画された映像。

45 般 - 1993

6204
雪村周継
四季山水図屏風

晩年雪村が暮らした、郡山市内中田町の雪村庵。雪村
の生涯と16世紀後半の作とされる紙本墨画「四季山水
図屏風」（六曲一双）を解説する。郡山市立美術館所
蔵作品紹介。

10
中･高
般

2007 2014

5164 第4回国民文化祭さいたま89
1989年11月に埼玉県の大宮ソニックシティをメイン会
場にして開かれた国民文化祭の様子と埼玉県の紹介を
する。

57 般 - 1989

5152 炭酸ガスでウォーム･ダウン

水泳などのハードなスポーツは､厳しい練習に耐え､い
かに疲労を上手に取り去るかが､競技力向上のポイント
になる。炭酸ガスのお風呂が疲労回復に顕著な効果が
あることを紹介する。

8 般 - 1988

5563
ひたろう･ふれあおう･
みつめあおう大自然の中で

宮城県の西北部にある国立花山少年自然の家の四季
折々の様子を描く。

14 般 - 1996

5252 夢みるひとよ めざめよ 凧に乗って英仏海峡に挑む人たちを描く。 30 般 - 1991

5336
はじめてのパソコン1
コンピュータって何

NHK趣味の百科 さまざまなコンピュータ 30 般 - 1992

5337
はじめてのパソコン2
パソコンのわき役たち

NHK趣味の百科 パソコンの基本的な入力
装置

30 般 - 1992

5338
はじめてのパソコン3
ソフトウェアのためのソフト
ウェア

NHK趣味の百科 オペレーションシステムの役割 30 般 - 1992

5339
はじめてのパソコン4
パソコンの基本をマスターする

NHK趣味の百科 キーボードの解説 30 般 - 1992

5340
はじめてのパソコン5
文字で遊ぼう

NHK趣味の百科 MS-Windowsによるワープロソフトの基
本操作

30 般 - 1992

芸術・音楽

スポーツ・レクリエーション

創作・趣味

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-75  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5341
はじめてのパソコン6
ワープロ徹底活用術

NHK趣味の百科 MS-DOSによるワープロソフトの基本操
作

30 般 - 1992

5342
はじめてのパソコン7
電子の表で計算ラクラク

NHK趣味の百科 加減乗除や表計算の基本概念 30 般 - 1992

5343
はじめてのパソコン8
チャーミングな表を作ろう

NHK趣味の百科 表計算ソフトで価格設定のシュミレー
ション

30 般 - 1992

5344
はじめてのパソコン9
欲しいときに欲しい情報

NHK趣味の百科 知人､友人の住所録データベースづくり 30 般 - 1992

5345
はじめてのパソコン10
パソコンデータベース自由自在

NHK趣味の百科 住所録を加工して､お中元､お歳暮欄を
作る

30 般 - 1992

5346
はじめてのパソコン11
ビジュアルツールとしてのパソ
コン

NHK趣味の百科 幼児のパソコンアート教室 30 般 - 1992

5347
はじめてのパソコン12
音を操る

NHK趣味の百科 コンピュータと電子楽器をつなぐ 30 般 - 1992

5348
はじめてのパソコン13
パソコンが窓を開けば

NHK趣味の百科 モデムとパソコン通信 30 般 - 1992

5584 ありがとう
進行性筋肉萎縮症(筋ジストロフィー)のために23歳で
生涯を終えた青年とその家族の記録。

55 般 - 1997

5436
片足の鉄人
もうひとつのトライアスロン

鉄人レース･トライアスロンに義足でアタックする一人
の青年と彼を支える技術者のさわやかな挑戦記録。

99 般 - 1994

6121 神の子たち

フィリピン ケソン市パヤタスゴミ捨て場でゴミを生活
の糧としている人々の､過酷な環境にありながら誇りを
失わず､逞しく堂々と生きる住民たちの姿を克明に描
く。

105 般 2001 2006

5787
自転車
北海道一周サイクリング

国道､トンネル､上り坂。大自然の中を無心に黙々と自
転車をこぐ。獣のように食べ､泥のように眠る……全編
移動撮影の映画。迫りくる子供たちの表情は､何を物語
るのか。

30
中･高
般

- 2000

5523 独り立ち
ニホンザルの観察･研究を続けている伊東紘先生が､ニ
ホンザルの赤ちゃんが独り立ちをしていくまでを描
く。

29 般 - 1996

5142 マザー･テレサとその世界
世界最悪の居住地帯といわれるインド･カルカッタのス
ラム街に身を投じて､愛と献身の活動を行うマザー･テ
レサの生き方の記録。

55
中･高
般

- 1987

6092 青葉学園物語

敗戦後の戦災孤児収容施設･青葉学園を舞台に､貧しい
境遇にもめげず､人間として一番大切なやさしさや､お
もいやり､人と人とのかかわりのルールを体得しながら
成長していく姿を描く。

103
中･高
般

- 2005

6034 明日にスウイング
結婚を考える若い二人が周囲の無理解と偏見に対し､
ジャズを通して集まった仲間の協力を得ながら､差別に
立ち向かっていく姿をさわやかに描く。

50 般 2003 2003

5333 明日へ輝け
ある少年が母親の入院や友人の死などに直面して､次第
に人間として成長していく過程を描き､生命の尊さを訴
える。

30
中･高
般

- 1992

5888 いのちのあさがお
実話に基づくこの映画は､急性白血病のため7歳で亡く
なった新潟県中条町の丹後光祐くんとその家族の愛情
の物語です。

36
小･中
高･般

- 2001

5390 おじいちゃんのみこし
ふとしたことから町内の神輿作りに手を貸した元大工
のおじいさんが､やがてそこに生きがいを見つけていく
姿を描く。

35
般
高齢

- 1993

6025 お助けマン参上!
生きがいは十人十色。定年退職した六人が見つけた生
きがいは･･･。豊かな老後を過ごすために重要な｢生き
がい｣をユーモラスに描きます。

30 般 2003 2003

6183 おにぎり

バイクに乗って東京から駆け落ちしてきた慎二と友美
は､訳ありな人たちと｢大日本生き残り隊｣を結成して明
るく暮らす農家の主人と出会い､コメ作りを通して､悩
みながらも成長していく。(2004年/日本)

120 般 - 2008

5226 おばあちゃんのお手玉
お年寄りと息子夫婦との間に起きた小さなトラブルか
ら生まれた気まずい雰囲気を､おばあちゃんのお手玉が
和らげてくれた。

36
中･高
般

- 1991

ドキュメンタリー

ドラマ・映画

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-76  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5479 親と子の小さな旅
ある休日､思わぬことから祖母の家まで歩くことになっ
た一家。日ごろ見失いがちな家族の絆を考える。

30 般 - 1995

5971 かあちゃん
女手ひとつで4人の子どもを育てるお勝は､情が厚く､評
判の女だった。ただ裕福になるにつれてお金に汚くな
り､今では金の亡者と呼ばれている。その真相は……。

60
中･高
般

- 2002

5583 帰っておいでチェリー
生まれてすぐに親元を離され､訓練を受けて盲導犬と
なったチェリーと多くの人々との交流を描く愛の物
語。

54
小･中
高･般

- 1997

5809 ガキ大将行進曲
新鋭大沢豊監督が､｢子供たちが自信をもち､その目に本
来の輝きが戻った時､そこからはじめて本当のガキ大将
が生まれる｣と全力を投じて描きあげた作品。

75
中･高
般

- 2000

5691 キュリー夫妻

伝説のヒロイン･キュリー夫人ではなく､夫と冗談を交
えながら研究を続けたり､自転車で遠出して自然の中で
戯れたり､自宅で過ごしたりしている姿が軽快なタッチ
で描かれている。

104
中･高
般

- 1999

5694 心のおくりもの
栃木県藤岡小学校5年生細谷浩介君の作文｢拾った五千
円｣を映像化した作品。小学生と警察官の心の交流を描
く。全国作文コンクール文部大臣奨励賞受賞。

21 小 - 1999

5661 秋桜(ｺｽﾓｽ)

輸血でHIV感染した17歳の女子高校生が母と一緒に本宮
町に帰ってきた。親友とともに秋の文化祭に向けて張
り切っていたが……。ボランティア参加による本宮町
でのオールロケ。

103
小･中
高･般

- 1998

6038 米百俵

越後長岡藩は戊辰戦争で政府軍に敗れ､人々が苦しみあ
えいでいた時､教育こそ､人間形成の要諦という理想を
掲げ､あえて救援米｢米百俵｣を換金し学校の設立に投じ
た。明治3年のことである。

98
中･高
般

1993 2003

5693 金色のクジラ

白血病の小さな弟を救うために､家族が力を合わせて努
力する姿を実話に基づいて描く。命の大切さ､家族愛の
すばらしさ､ボランティア精神に支えられた人間愛が美
しい。

105
小･中
高･般

- 1999

6070 坂の上のマリア
北九州八幡｢やまさかのまち｣に住んでいる､一老婦人マ
リアの日常生活を通して､高齢者の生き方や地域コミュ
ニティの在り方を探る。

70
中･高
般

- 2004

6073 身障犬ギブのおくりもの
生まれつき前足の不自由な犬ギブを飼った少女が､周囲
の人々に支えられギブを育てていく。

39
中･高
般

2002 2004

5241 青春 Heart Beat
暴走運転は､他人に迷惑をかけるばかりでなく､尊い生
命をも簡単に奪いかねない。

31 中･高 - 1991

6089 セッちゃん
優等生の加奈子は､学校でいじめにあっている。いつま
でも続くいじめに耐えられず､ある日から架空の｢セッ
ちゃん｣を話題にするようなった･･･。

34
中･高
般

2004 2005

6091 せんせい

原爆症をテーマに実在の教師の一生を綴った感動作。
長崎の小学校へ赴任してきた川口竹子は､明るく生徒た
ちの人気者になる。ある日､急病で倒れ､白血病である
ことが判明する。

103
中･高
般

- 2005

6134 父と暮せば
愛する者たちを一瞬の閃光に奪われ､生き残った娘。そ
の恋のときめきからこの世に舞い戻ったおとったん。
ひたむきな魂の再生の物語。

99 般 2004 2006

6191 TOMORROW 明日
1945年8月8日長崎､原爆投下24時間前。そこには愛が､
友情が､魂があった。数々の映画賞を独占した感動の名
作。報知･毎日映画賞受賞作品。黒木和雄監督。

105 般 1988 2010

6026 泥棒と殿様
山本周五郎シリーズ第二回作品 時代劇 権力争いに巻
き込まれ幽閉された若殿と､初仕事で忍び込んだ泥棒
の､身分を越えた友情と過酷な運命を描く。

60 般 2003 2003

6065 春男の翔んだ空
献身的に障害児と共に生き､飛行機事故で志なかばで倒
れた特殊学級教師野村春男と､その教え子たちの生活を
描く。

117
中･高
般

- 2004

5981 学び座
昭和60年代･北海道日本最北端の街､稚内…。稚内市立
稚内南中学校で実際に起きた出来事をもとに再構成さ
れたいじめ､登校拒否などを町ぐるみで克服した物語。

102
中･高
般

- 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6187 真昼の暗黒

1951年におきた八海事件は､5人による犯行か単独犯行
かで争われた。4人は一貫して無実を主張したが､17年
間に裁判が7回やり直され､死刑判決3回､高裁へ差戻し2
回､無罪判決2回という理不尽な冤罪(裁判)事件であ
る。

125 般 1956 2008

5931
山下清物語
裸の大将放浪記

山下清の表面的なイメージだけでなく､その少年時代の
苦難､八幡学園の教師をはじめとする周囲の努力､そし
て有名になりすぎた晩年の悲哀などを描く。【アニ
メーション】

117
小･中
高･般

- 2002

5783 友情

白血病に冒されながらも､生命への情熱を燃やしてさわ
やかに生きる少女を主人公として､14歳という多感な時
期の少年少女たちと周囲の人々の愛を､共感をもって描
く。

103
小･中
般

- 2000

6078 ラブレター
｢人はみんなに愛される資格がある｣ 心に傷を持つ少女
が､かつて差別を受けながらも､介護ヘルパーの資格を
取ろうと勉強している女性との交流を描く。

54 中･高 2003 2004

5926 わが心の朝

女性の側から女性が社会へ出て働き始めようとして出
会う様々な障害や差別を描き､それを乗り越えていこう
とする様子をドラマ化したもので新しい視点から男と
女の生き方を探る。

53 般 - 2002

5847 赤いカーネーション

昔から毎年行っている季節ごとの行事の中から､５月の
母の日を取り上げ､アニメーションシリーズにした。楽
しく夢のあるお話を通して､行事や祭りの意味を教え
る。【アニメーション】

10 幼･小 - 2001

6047 ASTRO BOY･鉄腕アトム

手塚治虫ワールド アトムは心を持つロボットとして､
お茶の水博士によって目覚めた。アトムは素晴らしい
能力を使って､人々を危機から救うため活躍する。【ア
ニメーション】

24 幼･小 - 2004

6100 あったてんがのお
越後弁の持つやさしい語りで､ボタとカエル､さとり､き
つねのちょうちん､三枚のお札の四話。【アニメーショ
ン】

30 幼･小 - 2005

5551
アニメ世界名作劇場1
赤毛のアン

孤児院にいた空想好きの女の子アンは､グリーンゲール
ズのカスバート家に引き取られて育つ。【アニメー
ション】

30 幼･小 - 1996

5552
アニメ世界名作劇場2
母をたずねて三千里

アルゼンチンへ出稼ぎに行った母親を捜してはてしな
い旅に出た少年マルコ。どんな困難にも負けないマル
コの勇気とやさしさが深い感動を与えてくれる。【ア
ニメーション】

30 幼･小 - 1996

5553
アニメ世界名作劇場3
小公女セーラ

お姫様のような生活を送っていたセーラは､父親の突然
の死によって独りぼっちになり､家政婦として暮らすこ
とになった。どんな辛いときでも明るくやさしい心が
幸せを呼び込む。【アニメーション】

30 幼･小 - 1996

5554
アニメ世界名作劇場4
ふしぎの国のアリス

ルイス･キャロル原作。アリスは､時計を持って走るウ
サギを追いかけて､夢のような不思議の世界へ入ってし
まった。【アニメーション】

30 幼･小 - 1996

5555
アニメ世界名作劇場5
トム･ソーヤーの冒険

マーク･トウェイン原作。トムは､いたずら好きでわん
ぱくな男の子。親友のハックルベリー･フィンと一緒
に､わくわくするような冒険を繰り広げる。【アニメー
ション】

30 幼･小 - 1996

5556
アニメ世界名作劇場6
愛の若草物語

L･M･オルコット原作。南北戦争下のアメリカを舞台に､
マーチ家の4姉妹が繰り広げるすばらしい物語。【アニ
メーション】

30 幼･小 - 1996

5557
アニメ世界名作劇場7
ピーターパンの冒険

不思議な男の子ピーターパンに連れられて､ウェンディ
は弟たちとネバーランドへ向かう。ウェンディは､たく
さんの子供たちと一緒に楽しい日々を過ごしていたが
…。【アニメーション】

30 幼･小 - 1996

5558
アニメ世界名作劇場8
あらいぐまラスカル

動物好きの男の子スターリングは､ある日､森の中でア
ライグマの赤ちゃんを拾い､ラスカルと名付けて育て始
めた。【アニメーション】

30 幼･小 - 1996

5559
アニメ世界名作劇場9
愛少女ポリアンナ物語

両親を亡くした少女ポリアンナは､どんなに辛く苦しい
ときでもお父さんに教わった"よかったさがし"をして､
周りの人の不幸までも幸せに変えていった。【アニ
メーション】

30 幼･小 - 1996

キッズ・ファミリー

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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制作
年度
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5560
アニメ世界名作劇場10
みつばちマーヤの冒険

おてんばで知りたがりやのマーヤは､憧れの外の世界へ
とひとり旅立つ。美しい花や緑にマーヤは大喜び。青
バエやトンボたちと出会って､自然のしくみや友情の大
切さを学ぶ。【アニメーション】

30 幼･小 - 1996

6051 雨ふり小僧

手塚治虫ワールド 分校に通う中学生モウ太は､傘の妖
怪雨ふり小僧と出会う。雨ふり小僧はモウ太の履いて
いる新品の雨靴が気に入ってしまった。【アニメー
ション】

24 幼･小 - 2004

6052
雨ふり小僧
(バリアフリー)

手塚治虫ワールド 分校に通う中学生モウ太は､傘の妖
怪雨ふり小僧と出会う。雨ふり小僧はモウ太の履いて
いる新品の雨靴が気に入ってしまった。【アニメー
ション】

24 幼･小 - 2004

6011 あらいぐまラスカル

動物好きの少年スターリングは､森で母親を亡くしたあ
らいぐまの赤ちゃんをみつけます。スターリングはこ
のあらいぐまに｢ラスカル｣と名づけて大切に育てま
す。【アニメーション】

90 幼･小 2003 2003

6012
あらいぐまラスカル
(バリアフリー)

動物好きの少年スターリングは､森で母親を亡くしたあ
らいぐまの赤ちゃんをみつけます。スターリングはこ
のあらいぐまに｢ラスカル｣と名づけて大切に育てま
す。【アニメーション】

90 幼･小 2003 2003

5582
いじめっこザルと
正直カニさん

楽しくて分かりやすい昔話の"さるカニ合戦"をもとに､
"いじめ"の問題を考える。【アニメーション】

12 幼･小 - 1997

5328 稲むらの火

地震後に津波の襲来を察知した庄屋五兵衛は、村人た
ちに知らせようと稲むらに火をつけた。生命の尊さ、
災害時に冷静に判断する大切さを学ぶ。【アニメー
ション】

16 幼･小 - 1992

5936 いのりの手

｢真心を持って接する｣｢相手のことを思いやり､親切に
する｣｢友達と互いに理解し､信頼し､助け合う｣というこ
とを描く。また現代の子どもたちに｢友情とは何か｣と
いうことを投げかけている。【アニメーション】

18 幼･小 - 2002

6069 うぐいす姫
旅の男が一夜の宿を頼みました。4つ目の蔵は決して見
ない約束をしたのに､旅の男はその約束を破ってしまい
ます。【アニメーション】

15 幼･小 - 2004

5597 瓜っこ姫とアマンジャク
瓜から生まれた瓜っこ姫が､森の動物たちと力を合わせ
てアマンジャクのいたずらを懲らしめる愉快なお話。
【アニメーション】

19 幼･小 - 1997

5595 狼森とざる森､ぬすと森
宮沢賢治原作。岩手山の噴火が鎮まると､野原には草木
が生え出し､狼森･ざる森･ぬすと森という3つの森がで
きた。【アニメーション】

19 幼･小 - 1997

6185 おこんじょうるり
いたこの婆さまとキツネのおこんが出会い､ユーモラス
でほのぼのとしたやり取りを繰り広げる。【人形劇】

25
小･中
高･般

- 2008

5886
おじいちゃんは
ぼくのヒーロー

昔から毎年行っている季節ごとの行事の中から､９月の
敬老の日を取り上げ楽しく夢のあるお話を通して､行事
や祭りの意味を教える。【アニメーション】

10 幼･小 - 2001

5780
おじゃる丸
ちっちゃいものの大きなちから

千年前の平安朝からやってきたみやびな｢おじゃる丸｣
が､カズマや電ボ､アカネたちと爽快な出来事を繰り広
げ､助け合いの大切さを学んでいく。【アニメーショ
ン】

11 幼･小 - 2000

6072 お月様とうさぎ
年中行事アニメーション お母さんが縁側でお月見をし
ている幼子にお話を始めます。 ウサギの母子の悲しく
も愛情あふれたお話を。【アニメーション】

10 幼･小 1998 2004

6194 おにたのぼうし

昔から鬼は｢人間に災いを起こす悪いもの｣とされてい
るが、おにた(黒鬼の子ども)は人間が喜ぶことを何か
したいと思ってひっそりと暮らしている。でも、おに
たにとって嫌な節分の日がやってきた。【アニメー
ション】

18 幼･小 - 2012

5848 鬼の子とゆきうさぎ

鬼の子と人間の女の子ユキとの不思議な友情の中から､
私たちが忘れている､やさしさや､おもいやりの心､家族
のぬくもりが､あたたかい感動として伝わってくる作
品。【アニメーション】

22 幼･小 - 2001

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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6037 おばけ長屋

長屋の空き家に､ある日借り手がやってきた。長屋に住
む杢兵衛と源兵衛は追い出そうと作戦を練るのだ
が･･･。古典落語の愉快なストーリーの中の一話【アニ
メーション】

20 幼･小 2003 2003

6139
おれたち､ともだち!シリーズ
あしたもともだち

狐と散歩している時､狼は熊が大怪我をして困っている
のを発見した。狼はすぐに助けたかったが､できないわ
けがあった。【アニメーション】

13 幼･小 2002 2007

6143
おれたち､ともだち!シリーズ
ごめんねともだち

オオカミはなかよしのキツネとはじめてのおおげん
か。なかなおりがしたいけど…。【アニメーション】

13 幼･小 2002 2007

6020
おれたち､ともだち!シリーズ
ともだちくるかな

たんじょうび､オオカミはだれかさんをまっています。
(約束なんかしなくても､あいつはきっと､やってくるは
ずなのに･･･)【アニメーション】

13 幼･小 2003 2003

6075
おれたち､ともだち!シリーズ
ともだちや

狐が友だち屋を始めました。｢友だち1時間1円～｣と。
本当のお友だちはお金で買えるのかな～?【アニメー
ション】

13 幼･小 2002 2004

6195 笠じぞう

町へ笠を売りに行った帰り、おじいさんが、雪の積
もったお地蔵様に売れ残った笠と自分の笠までかぶせ
てあげた。
お話 佐野浅夫【アニメーション】

15 幼･小 - 2012

6095 かばのポトマス

ポトマスは人間の言葉を話す利口なカバです。マキと
トシはポトマスが,話すことを秘密にしていますが､大
きな地震がマキの町をおそいました･･･。【アニメー
ション】

25 幼･小 - 2005

5426 神様がくれたクリスマスツリー
クリスマスはキリストの誕生日。真心の美しさ､善意の
尊さ。クリスマスにまつわる心温まる物語。【アニ
メーション】

12 幼･小 - 1994

5920 カワウソおやこのぼうけん

大自然を背景に､襲いかかる大フクロウ､狩人と猟犬､わ
なから必死で子どもを守る母カワウソの愛と知恵､命の
尊さを描いた心温まる感動と冒険の物語。【アニメー
ション】

19 幼･小 - 2002

5921
カワウソおやこのぼうけん
(バリアフリー)

大自然を背景に､襲いかかる大フクロウ､狩人と猟犬､わ
なから必死で子どもを守る母カワウソの愛と知恵､命の
尊さを描いた心温まる感動と冒険の物語。【アニメー
ション】

19 幼･小 - 2002

6105 きずだらけのりんご
人間に化けてだました女の子と友だちになったいたず
らタヌキのゲンタ。ゲンタはうそをついていることに
耐えられず悩み苦しむ。【アニメーション】

23 幼･小 - 2005

5330 北風のくれたテーブル掛け
トール少年がお母さんとパンを作る用意をしていると､
突然北風が吹き込んできた……。【人形アニメーショ
ン】

19 幼･小 - 1992

5630 きつねとぶどう

子狐においしいぶどうを食べさせようと､里に出て撃た
れた母狐。ある時子狐は､昔住んでいた巣の近くでぶど
うの木を見つける。子狐はここにぶどうがあるわけに
気づき､母狐に感謝する。【アニメーション】

11 幼･小 - 1998

5375 きつねのかんちがい

奈良地方に伝わる民話を作家の大川悦生が再話し､私た
ちの身近な日常の諸問題をとおして合理的･科学的なも
のの見方､考え方を身につける豊かな心を描いた文学作
品。【アニメーション】

28 幼･小 - 1993

5482 金色のクジラ
白血病の弟のために自分の骨髄を差し出したツトム君
の愛と勇気､家族愛と友情の物語をファンタスティック
に謳い上げる。【アニメーション】

25 幼･小 - 1995

5385 金のがちょう
正直者のハンスが､森の精からもらった金のがちょう。
やがていろいろな幸せをもたらすという心温まるドイ
ツの民話。【人形劇】

19 幼･小 - 1993

5845 グスコーブドリの伝記

ある年の飢饉できこりの子供グスコーブドリはひとり
ぼっちになってしまい､苦労しながら勉強してイーハー
トーブの火山局で人々のために役立つ仕事をすること
になるが…。【アニメーション】

85 幼･小 - 2001

5922 くまのおいしゃさん

美しい自然を背景に展開する家族愛や動物村の皆が助
け合って､平和に暮らしている様子､親子､友人､村人た
ちの信頼の絆の大切さ､優しさや思いやりを描く。【ア
ニメーション】

23 幼･小 - 2002

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-80  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5934 くもの糸

大どろぼうのカンダタは､あるとき､天上から銀色のく
もの糸が､自分の上にたれてくるのを見つけた。喜んだ
カンダタはくもの糸をつかみ､上へ上へと上がり始めま
したが…。【アニメーション】

11 小 - 2002

5329 クリスマスキャロル
みんなでクリスマスを楽しむことの大切さ､人のために
尽くすことの大切さを教える。【アニメーション】

29 幼･小 - 1992

6192 クリスマスのおくりもの

クリスマスプレゼントの新しい人形に心を奪われ､仲良
く遊んでいた古い人形を投げ捨てた女の子。捨てられ
た人形は､自分の悲しい気持ちをわかってもらおうと努
力する。【アニメーション】

18 幼･小 - 2011

5882 源吉じいさんと子ぎつね
一人暮らしのおじいさんとその孫に化けた子ぎつねの
出会いと別れを､美しい秋の山村を舞台に描く､楽しさ
と情感あふれる作品。【アニメーション】

18 幼･小 - 2001

6090 五井先生と太郎

担任の五井先生は､クラスの中で太郎だけをいつも呼び
捨てにする。何で僕だけ呼び捨てなんだ!面白くない太
郎は先生の呼びかけにも耳をふさいだ。【アニメー
ション】

15 中 - 2005

6077 こころの交響楽(シンフォニー)
家庭や身近なところで起こる言葉や力による暴力の問
題を取り上げ､人は一人では生きられないことを優しく
訴えます。【アニメーション】

43 小 - 2004

5854 5等になりたい

小さい頃の病気がもとで､4歳まで立つことすらできな
かった律子ちゃん。律子ちゃんの悲しみを､石橋先生の
想いを､そしていじめっ子たちの孤独を見事に描いた作
品。【アニメーション】

76 幼･小 - 2001

6061 ゴマちゃんの大ピンチ
火の正しい使い方や､火事になった時の非難の方法をゴ
マちゃんと一緒に考える。【アニメーション】

14 幼･小 1992 2004

6144 ごんぎつね
新美南吉作。 いたずら好きのこぎつねのお話。【アニ
メーション】

19 幼･小 - 2007

6068 さだ六としろ

狩の許可証を持たずに隣村の領内に入ってしまったさ
だ六は投獄されてしまいます。猟犬のシロは､さだ六を
助けるために雪の積もった山道をひたすら走ります。
【アニメーション】

15 幼･小 - 2004

5918 サンタさんは大いそがし

ある国の深い森の中。大いそがしで働く人たちがいま
した。それは､サンタさんと森の妖精たちです。世界中
の子どもたちにプレゼントを配った後､次の年の準備を
しているのです。【アニメーション】

12 幼･小 - 2002

5767 塩狩峠

北海道塩狩峠を列車は登る。突然最後尾の一両が､連結
器が外れて逆走し始めた。鉄道員の信夫は､自分を犠牲
にして列車を止めた。実際にあった出来事が題材の三
浦綾子の小説。【アニメーション】

19 小 - 2000

6046 じごくのそうべえ
地獄行きになってしまった軽業師のそうべえと仲間た
ち。ちっともめげずに､あの手この手で大暴れ。【アニ
メーション】

17 幼･小 2004 2004

6071 七五三と子どもたち
年中行事アニメーション ある庄屋さんの子ども､7歳の
お花･5歳の長吉･3歳のお福のお話をもとに､毎年11月15
日にお祝いをする訳を描く。【アニメーション】

10 幼･小 1998 2004

6087 しっぱいいっぱいもいっかい
失敗を食べてくれるババルを探しに森にはいると､バク
さんに出会い､｢もいっかいのタネ｣をもらう。【アニ
メーション】

17 幼･小 - 2005

5696 知らんぷりの目

電車内で酔っ払いが酒ビンを投げ捨てたり､女性がガム
を吐き出したままにしたりしているのに､乗客は"知ら
んぷり"。全国小中学校作文コンクール文部大臣賞作品
より。【アニメーション】

18 小 - 1999

5481 白い馬 -馬頭琴-

羊飼いの少年スーホと白い馬との美しい愛情物語。ま
んが日本昔ばなしや長編アニメーション｢ごんぎつね｣
でおなじみの監督前田康成が演出した。【アニメー
ション】

21 幼･小 - 1995

5579 新 泣いた赤おに
青鬼は､村人たちと仲良くなりたいという赤鬼の願いを
叶えたいと思う。心のやさしい鬼たちの友情を描く。
【アニメーション】

20 幼･小 - 1997

5240 新ちゃんがないた!
ころんだら自分で立つんだ､ゆっくりと。遠くても歩い
て行くんだ､ゆっくりと。教育映画優秀作品賞受賞。
【アニメーション】

36 幼･小 - 1991

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6057 すてきなコンサート

森のお医者さんのくまのお父さんは､歌手のエリザベッ
ツさんからクリスマスコンサートの招待状をいただき
ました。忙しいくまのお父さんはコンサートに間に合
うのでしょうか?【アニメーション】

23 幼･小 - 2004

6058
すてきなコンサート
(バリアフリー)

森のお医者さんのくまのお父さんは､歌手のエリザベッ
ツさんからクリスマスコンサートの招待状をいただき
ました。忙しいくまのお父さんはコンサートに間に合
うのでしょうか?【アニメーション】

23 幼･小 - 2004

5916 ぞう列車がやってきた

戦争から象を守った人々の優しさと勇気を子どもたち
の視点から描く。夢も希望もなくした戦後､｢象を観た
い｣｢象に会いたい｣という子どもたちが｢ぞう列車｣を走
らせるまでを描く。【アニメーション】

80 幼･小 - 2002

5917
ぞう列車がやってきた
(バリアフリー)

戦争から象を守った人々の優しさと勇気を子どもたち
の視点から描く。夢も希望もなくした戦後､｢象を観た
い｣｢象に会いたい｣という子どもたちが｢ぞう列車｣を走
らせるまでを描く。【アニメーション】

80 幼･小 - 2002

5483 竹取物語
日本最古の物語文学と言われる｢竹取物語｣をとおして､
私たちの心のふるさとを探り､愛の美しさ､別れの悲し
さを描く。【アニメーション】

31 幼･小 - 1995

5425 七夕さま
七夕さまにまつわる織姫と彦星のお話。【アニメー
ション】

10 幼･小 - 1994

6023 たぬきの恩返し

潰れかけた旅館に入った従業員は､今は亡き奥山夫妻の
娘にそっくりだった。奥山夫妻と開発一派の闘いは､証
誠寺の狸囃子に乗って､面白く､おかしく､そして悲しく
展開します。【アニメーション】

30 小 2003 2003

5386 旅の音楽師
オーストリア民話より。年老いた旅の音楽師と､心のや
さしい少年との交流を描く。【人形劇】

20 幼･小 - 1993

5769 足袋の季節

郵便局給仕の良夫が大福餅を買うと､餅屋の老婆が釣銭
を間違えた。良夫は足袋が買えるという誘惑に負けて
釣銭をもらったまま帰るが､良心の呵責に苛まれる。
【アニメーション】

19 中 - 2000

5982 だるまちゃんとだいこくちゃん

ある春の日､神社で遊んでいただるまちゃんとだるま子
ちゃん､うちでのこづちをふると､望みの品がでてきま
した。そこにはふしぎな親子がいて､こづちからおにぎ
りやだんごが出てきた…。【アニメーション】

18 幼･小 2002 2002

5836 だるまちゃんととらのこちゃん

遊びは､自分のまわりや､自然の中にたくさん埋もれて
います。ほんの少しの工夫や､アイデアで無限の広がり
をみせるのです。そんな忘れかけたことをだるまちゃ
んと友達､家族で描く。【アニメーション】

30 幼･小 - 2001

5602 チェリーブラッサム

事実を無視したり､関わり合いたくないと回避すること
で､自らの差別性に気づかず無責任な加害者になること
がある。3つのエピソードから同和問題を描く。【アニ
メーション】

42
中･高
般

- 1997

5919 地球が動いた日

阪神･淡路大震災を通して築かれた子どもたちの友情の
物語です。そのなかで､人と人がお互いに支えあい､助
け合い､励ましあいながら成長する子どもたちを描く。
【アニメーション】

76 幼･小 - 2002

5784 ディナー･フォー･トゥー

カナダ国立映画製作庁の作品。アカデミー賞受賞｢シン
デレラ･ペンギン物語｣のジャネット･パールマンの制
作。登場する生き物たちのしぐさや表情がユーモラス
に描かれている。【アニメーション】

7 幼･小 - 2000

6045 手紙
戦争を生き抜いた祖父と現代を生きる孫。すれ違って
いた二人の心を通わせたのは一通の手紙だった･･･。
【アニメーション】

18 小･中 2004 2004

6103 点子ちゃんとアントン
大きな家に住む点子ちゃん。小さな家に住むアント
ン。二人は同級生でとっても仲良し。二人の友情が大
人の心をゆり動かす･･･

108
小･中
高･般

- 2005

6104
点子ちゃんとアントン
(バリアフリー)

大きな家に住む点子ちゃん。小さな家に住むアント
ン。二人は同級生でとっても仲良し。二人の友情が大
人の心をゆり動かす･･･

108
小･中
高･般

- 2005

5230 杜子春
芥川龍之介原作。貧乏人から大金持ちに､それから貧乏
人に…。【人形劇】

21 幼･小 - 1991

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5600 どんぐりと山猫
宮沢賢治原作。ある日､一郎の家に山猫からのおかしな
葉書が届く。"明日面倒な裁判しますから､おいでんな
さい……"【アニメーション】

20 幼･小 - 1997

5855 どんぐりの家

ろう学校の野球部を描いた青春ドラマ｢遥かなる甲子
園｣で聴覚障害者の問題に関わった山本おさむが､手話
を学びながら重複障害者のための共同作業所をモデル
に描く。【アニメーション】

110
小･中
高･般

- 2001

5221 ナイチンゲ-ル物語
ナイチンゲールの物語を分かりやすくしたもの。【ア
ニメーション】

20 幼･小 - 1991

5632 ナオミさんはふたり前!?

仕事をしながら子育てをする"ナオミさん"と10歳の娘
さん。親子の心の交流を素直な娘さんの目を通して
ユーモラスに､また家族愛に目覚めていく様子を感動的
に描く。【アニメーション】

20 幼･小 - 1998

6101 長くつ下のピッピ

ピッピの父は､船から投げ出され行方不明になってしま
いましたが､赤毛のお下げに左右色違いの長くつ下がト
レードマークのピッピはとっても元気でイタズラ好き
な女の子です。ピッピと仲間たちが巻き起こす奇想天
外な大騒動。【アニメーション】

77 幼･小 - 2005

6102
長くつ下のピッピ
(バリアフリー)

ピッピの父は､船から投げ出され行方不明になってしま
いましたが､赤毛のお下げに左右色違いの長くつ下がト
レードマークのピッピはとっても元気でイタズラ好き
な女の子です。ピッピと仲間たちが巻き起こす奇想天
外な大騒動。【アニメーション】

77 幼･小 - 2005

5631 にじいろのふしぎないし

｢きつねの子供の保育園｣を舞台にした､言葉や行為が相
手を傷つけることや､友達と遊ぶことの楽しさなどに気
づき､｢思いやる気持ち｣を幼い子供にはぐくむ。【アニ
メーション】

15 幼･小 - 1998

5782
忍たま乱太郎の
がんばるしかないさ①

野外学習で公園に出かけた忍たま三人組が､困っている
人を助けたり､行列でのマナーやゴミ捨てのルールを体
験したりしながら学んでいくことを描く。【アニメー
ション】

10 幼･小 - 2000

5980
忍たま乱太郎の
がんばるしかないさ③

約束を忘れて､自分勝手に行動してしまう忍たま三人
組。食事当番となった日､失敗をしてしまいますが､仲
間の温かい協力で､カレーができ､約束や社会の決まり
の大切さを学ぶ。【アニメーション】

10 幼･小 1999 2002

5843 猫の事務所

猫の第六事務所で働くかま猫は､三匹の先輩猫に冷たく
され悲しい思いをしていた。友達の山猫が先輩たちを
怒鳴った時､かま猫は､獅子に変身し､壁を壊し山へ消え
てしまう…。【アニメーション】

22 幼･小 - 2001

5384 眠り姫
魔法にかけられ永い眠りにつく美しい王女の物語。フ
ランス民話独特のメルヘンの世界を描く。【人形劇】

19 幼･小 - 1993

5938 野菊の墓

政夫と民子は従姉弟同士。いつかお互いを恋い慕うよ
うになる。しかし､兄嫁たちは嫉妬して二人の仲を裂い
てゆく。やがて民子は嫁ぐが､半年後に病死。手には政
夫の写真と手紙が握られていた…。【アニメーショ
ン】

20 小･中 - 2002

5435 化けくらべ
松谷みよ子原作。ユーモラスな情景､相手を思いやる心
情､自信過剰に対する戒めなどをさりげなく挿入し､楽
しさとともに心を育てる作品。【アニメーション】

31 幼･小 - 1994

5143 はだしのゲン
太平洋戦争末期から敗戦､さらにその後に至る広島市を
背景に､少年ゲンが様々な困難や苦しみに負けずに生き
抜く姿を描く。【アニメーション】

85
小･中
高･般

- 1987

5633 花さき山

少女は山姥に会い､見たこともない美しい花々を見る。
｢この花は､ふもとの人間がやさしいことを一つすると
一つ咲く｣と､山姥は言う。足元には少女の咲かせた花
もあった。【アニメーション】

11 幼･小 - 1998

5937 母うずら

狩りに出かけた少年は､狙った1羽のうずらが傷ついた
ような飛び方をしているのを不思議に思う。やがて猟
犬がうずらをくわえて帰ってきた。少年はうずらのひ
なを見つけ母うずらの心を悟る。【アニメーション】

13 幼･小 - 2002

5634 光の星

天を流れる白い川-その近くに3つの星が並んでいた。
一つは赤く､一つは青く美しく輝いていたが､もう一つ
はかすかな光だった。その星が､ある日金色に輝くよう
になる。【アニメーション】

11 幼･小 - 1998

5229 彦一とんちばなし
村のとんちもの彦一とそのパートナーのお里の明るく
自然な生活を描く。【アニメーション】

18 幼･小 - 1991

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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制作
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購入
年度

5381 ひなまつり

ひな祭りのいわれに疑問をもったヒロコちゃんが､昔に
タイムスリップしていろいろなひな祭りを体験する。
祭りが昔から女の子の健康と幸福を願ってきたことを
浮かび上がらせる。【アニメーション】

19 幼･小 - 1993

5424 ひなまつり
サヨは病気で寝ている妹のために､折り紙でひな人形を
作った。するとその夜､人形たちが動き出し､はやしに
合わせて踊り出した。【アニメーション】

10 幼･小 - 1994

5777 PIPIとべないホタル

自然も､勝手な行動をする大人たちによって"いじめ"ら
れている。お宿を失ったホタルのピピたちは､美しい水
を求めて旅に出る。その旅は､観る者にも自然の大切さ
を教えてくれる。【アニメーション】

90 幼･小 - 2000

5844 氷河ねずみの毛皮

ベーリングに向かう夜行列車に､人間の格好をした白熊
と赤狐のスパイが乗り込んで､毛皮商を捕らえる。しか
し､船乗りの若者の言葉に納得し､お互いに理解しあい
握手をして分かれる。【アニメーション】

24 幼･小 - 2001

5423 福は内!鬼は外!
村人たちが､赤鬼･青鬼のいたずらに困っていると､旅の
僧がよい話を教えてくれた。【アニメーション】

11 幼･小 - 1994

5842 双子の星

笛を吹く役目の可愛い双子のお星様･チュンセとポウセ
は､けんかをして､けがをして傷ついた大ガラスと嫌わ
れ者のサソリを自分たちの命をかけ､必死で手当する
…。【アニメーション】

26 幼･小 - 2001

6190 冬休みだ。 全員集合!

何気なく行っている冬の行事や習慣に､｢こんな意味や
願いがあった。｣など､子どもたちに伝承していきたい
節目節目の冬の行事と習慣を学ぶ。【アニメーショ
ン】

18 幼･小 - 2009

6009 フランダースの犬

ベルギーのアントワープ近くの小さな村。心やさしい
少年ネロは､画家になることを夢見ながらおじいさんと
愛犬パトラッシュ､幼なじみのアロアや友だちに囲まれ
て貧しいが幸せに暮らしていました。【アニメーショ
ン】

90 幼･小 2003 2003

6010
フランダースの犬
(バリアフリー)

ベルギーのアントワープ近くの小さな村。心やさしい
少年ネロは､画家になることを夢見ながらおじいさんと
愛犬パトラッシュ､幼なじみのアロアや友だちに囲まれ
て貧しいが幸せに暮らしていました。【アニメーショ
ン】

90 幼･小 2003 2003

5140 ブンナよ木からおりてこい

トノサマがえるのブンナは､跳躍と木登りが得意で､大
の冒険好き。トンビのえさ場とは知らず､高い椎の木の
てっぺんに登ったばかりに恐ろしい事件に遇い､世の中
の不思議を知った。【アニメーション】

54 幼･小 - 1987

6059 ぶんぶくちゃがま
子どもたちに捕まり､危ういところをおじいさんに助け
られたタヌキが､茶釜に化けておじいさんに恩返しをし
ます。【アニメーション】

15 幼･小 - 2004

5472 ヘレンと共に

目と耳と口が不自由なヘレン･ケラーを支えたアニー･
サリバンの生涯を､ヘレンに光明をもたらそうと悪戦苦
闘した家庭教師時代を中心に描く。【アニメーショ
ン】

20 幼･小 - 1995

5637 ぼくの青空
どんなに辛くとも､生きることをあきらめない! 難病と
闘う義人の心からの叫びが､命の尊さ､大切さを訴え
る。原作:大久保義人【アニメーション】

26 幼･小 - 1998

6060 火垂るの墓
昭和2年6月から9月のかけて､日本の敗戦をはさんだ3ヶ
月間を､14歳の清太と4歳の節子という二人の兄弟がど
う生きたかを描く。【アニメーション】

88 幼･小 - 2004

5605 負けるな!千太
誰の心にもいじめ虫がいる。ドビュッシー｢亜麻色の髪
の乙女｣の調べにのせて素直な心でいじめを考える､あ
る夏の物語。【アニメーション】

24 小 - 1997

5768 マザー･テレサ

インドに渡ったテレサは､36歳の時に神の声を聞き､貧
しい人々や恵まれない人々のために働く。そうしたテ
レサの生涯を教えてもらった大学生ミミコは､テレサの
家で働く。【アニメーション】

20 小 - 2000

5227 マッチ売りの少女
アンデルセン童話より。心にしみる美しさ……。情感
に満ちた作品である。【人形劇】

18 幼･小 - 1991

6013 魔法の指輪

イランの国の心のやさしい王様の悩みは､わがままな王
子のことでした。あるとき､王様は神に王子を｢心のや
さしい人間｣にしてほしいとお祈りをしました。【人形
劇】

28 幼･小 2003 2003

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師

 
ビデオ-84  



番 号
(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

5536 まんが日本昔ばなし1
①花咲か爺さん ②夢を買う ③さるかに合戦 ④たの
きゅう【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5537 まんが日本昔ばなし2
①桃太郎 ②豆つぶころころ ③わらしべ長者 ④田植地
蔵【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5538 まんが日本昔ばなし3
①浦島太郎 ②絵姿女房 ③一休さん ④髪長姫【アニ
メーション】

50 幼･小 - 1996

5539 まんが日本昔ばなし4
①三枚のお札 ②そこつ惣兵衛 ③分福茶釜 ④湖の怪魚
【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5540 まんが日本昔ばなし5
①一寸法師 ②火男 ③カチカチ山 ④大沼池の黒竜【ア
ニメーション】

50 幼･小 - 1996

5541 まんが日本昔ばなし6
①金太郎 ②宝の下駄 ③おむすびころりん ④馬方とタ
ヌキ【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5542 まんが日本昔ばなし7
①養老の滝 ②雀とキツツキと山鳩 ③こがねの斧
④蛙の恩返し【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5543 まんが日本昔ばなし8
①七夕さま ②さだ六とシロ ③河童の雨ごい ④イワナ
の怪【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5544 まんが日本昔ばなし9
①耳なし芳一 ②月見の枝 ③三年寝太郎 ④ひょうたん
長者【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5545 まんが日本昔ばなし10
①舌切り雀 ②龍の淵 ③おいてけ堀 ④河童のくれた妙
薬【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5546 まんが日本昔ばなし11
①うばすて山 ②芋ほり長者 ③だんだらぼっち ④ムカ
デの使い【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5547 まんが日本昔ばなし12
①屁ひり女房 ②旅人馬 ③八郎潟の八郎 ④猿の恩返し
【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5548 まんが日本昔ばなし13
①塩ふきうす ②あとかくしの雪 ③羅生門の鬼 ④大歳
の火【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5549 まんが日本昔ばなし14
①雪女 ②岩屋の娘 ③かしき長者 ④ソラ豆の黒いすじ
【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5550 まんが日本昔ばなし15
①小太郎と母龍 ②オオカミと娘 ③タヌキと彦市
④ねずみの嫁【アニメーション】

50 幼･小 - 1996

5890 まんが日本昔ばなし16
①八つ化け頭巾 ②クラゲの骨なし ③座敷童子 ④ナマ
ズの使い【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5891 まんが日本昔ばなし17
①鉢かつぎ姫 ②一軒家の婆 ③ねずみ経 ④にんじんと
ごぼうとだいこん【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5892 まんが日本昔ばなし18
①くわず女房 ②蛙になったぼた餅 ③むりどん ④小僧
がま【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5893 まんが日本昔ばなし19
①きつねの嫁入り ②熊と狐 ③うぐいす長者 ④ミソサ
ザイは鳥の王様【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5894 まんが日本昔ばなし20
①カサ売りお花 ②船幽霊 ③赤ん坊になった婆さん ④
水神さまと虹の橋【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5895 まんが日本昔ばなし21
①牛方と山んば ②よくばり和尚 ③爺婆かぼちゃ
④水の種【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5896 まんが日本昔ばなし22
①みそ買い橋 ②言うなの地蔵 ③猿地蔵 ④エビの腰は
なぜまがったか【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5897 まんが日本昔ばなし23
①狐森 ②乞食のくれた手ぬぐい ③蛸八長者 ④千亀女
【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5898 まんが日本昔ばなし24
①にせ本尊 ②きつね女房 ③としがみさま ④すりばち
をなめた猫【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5899 まんが日本昔ばなし25
①宝のおお釜 ②雷と月と日 ③大年の客 ④天福地福
【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5900 まんが日本昔ばなし26
①かぐまのちから石 ②白狐の湯 ③念仏天狗 ④猫檀家
【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5901 まんが日本昔ばなし27
①かじ屋のばばあ ②百合若大臣 ③大蔵と天狗どん ④
蛸薬師【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

5902 まんが日本昔ばなし28
①梨山の大蛇 ②念仏の鼻 ③へび女房 ④幽霊飴【アニ
メーション】

50 幼･小 - 2001

5903 まんが日本昔ばなし29 
①雷と悪者 ②安珍清姫 ③かみそり狐 ④佐吉舟【アニ
メーション】

50 幼･小 - 2001

5904 まんが日本昔ばなし30
①はなたれ小僧さま ②山伏石 ③木仏長者 ④夢地蔵
【アニメーション】

50 幼･小 - 2001

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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(VHS)

題    名 内     容 分 対象
制作
年度

購入
年度

6049 緑の猫

手塚治虫ワールド 悪の魅力を飼い主の耳にささやく緑
の猫･グリーンに操られる旧友の息子サンボ･ユノーを
救うため私立探偵俊介が立ち上がる。【アニメーショ
ン】

24 幼･小 - 2004

6050
緑の猫
(バリアフリー)

手塚治虫ワールド 悪の魅力を飼い主の耳にささやく緑
の猫･グリーンに操られる旧友の息子サンボ･ユノーを
救うため私立探偵俊介が立ち上がる。【アニメーショ
ン】

24 幼･小 - 2004

5933 みみずくとお月さま

もぐらの子どもたちが楽しく学校ごっこをしている所
へ､乱暴者のいたちが飛び出してきて､先生もぐらにか
みつく。生徒もぐらはこわくなって逃げ出すが､先生も
ぐらが心配になって…。【アニメーション】

11 小 - 2002

6033 みんなで跳んだ
城北中学2年1組の記録。運動会で行われる大縄跳びは
クラス対抗だ。誰かが引っかかってる･･･。勝つことを
選ぶのか､それともクラスの和か?【アニメーション】

28 小･中 2003 2003

5617
椋鳩十 野生のさけび1
山の太郎グマ
カガミジシ

熊と人間の心のふれあいをとおして､愛と勇気を教えて
くれる。/シシ狩の名人とカガミジシとの対決に､動物
の生きることへの知恵が､自然を通して語られる。【ア
ニメーション】

49 幼･小 - 1998

5618
椋鳩十 野生のさけび2
片耳の大シカ
黒いギャング

片耳の大シカをリーダーに､仲良く寄り添い自然の脅威
から身を守る姿に､団結の強さが伝わってくる。/森の
餌場争いで､雛をかばう鶏の姿から､生命の尊さを教え
られる。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5619
椋鳩十 野生のさけび3
山の大将
チビザル兄弟

少年と熊の心の物語。自然の掟の大切さが分かる。/森
林開発が進み､人里近くの餌場で生活する猿の知恵と愛
情は……。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5620
椋鳩十 野生のさけび4
やせ牛物語
山へ帰る

心のやさしいお光に育てられた､やせ牛モーが､闘牛
に。/人間に飼われていたサルが､野生の群れに戻ろう
としたとき､敬遠されて……。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5621
椋鳩十 野生のさけび5
金色の足あと
森の王者

山から拾ってきた子ギツネに､両親ギツネが夜の間に餌
を届けていたのだ。/ジョージの危機に完全と立ち向か
う狼犬ロッキーの姿に､心のつながりの大切さが描かれ
る。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5622
椋鳩十 野生のさけび6
王者の座
みかづきとタヌキ

軍用犬と野犬の群れの対決。軍用犬マチの一生を通し
て､愛の尊さをうたう。/村の悪童につかまった母子ダ
ヌキ。子ダヌキは曲芸師に売られてしまう。【アニ
メーション】

49 幼･小 - 1998

5623
椋鳩十 野生のさけび7
消えた野犬
カワウソの海

野犬の群れに襲われた正一を救ったのは､かつて飼って
いた犬だった。が､一度野犬となった犬は…。/自然の
中で育ったカワウソが檻の中で生活するようになっ
た。仲間は…。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5624
椋鳩十 野生のさけび8
犬塚
森の友だち

狩人がイノシシを追って崖から転落。猟犬は主人のた
めに､水や食料を運ぶ。/大ワシに母を奪われた子ザル
と子を奪われた母ザル。二匹はいつか本当の親子のよ
うになる。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5625
椋鳩十 野生のさけび9
マヤの一生
白いサメ

戦争で食糧難の時代に犬を飼い､非国民呼ばわりされ
た。犬のマヤの行動に平和の尊さを問う。/伝説の巨大
ザメには賞金がかけられていた。二人の少年の対立と
友情を描く。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5626
椋鳩十 野生のさけび10
南島のシシ白耳
月の輪グマ

奄美大島に住む白耳と呼ばれるイノシシ。退治しよう
と子供をおとりにしたのだが…。/熊に殺された狩人
に､息子は失望する。真実は子供を救うために自らが犠
牲となったのだ。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5627
椋鳩十 野生のさけび11
底なし谷のカモシカ
子ジカのホシタロウ

伝説の渓谷に向かうカモシカの群れ。死をかけたリー
ダーの責任感に心打たれる。/海に飛び込む勇気がな
かったばかりに母ジカを野犬の犠牲にする子ジカのホ
シタロウ。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5628
椋鳩十 野生のさけび12
野獣の島
赤い霜柱

兄の命を奪った大鹿を追っているうちに､危うく命を落
としそうになる少年狩人を救ったのは……。/兎とネズ
ミのために次第に枯れ山に。枯れ山を防ごうと立ち上
がる少年たち。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

5629
椋鳩十 野生のさけび13
大空に生きる

みなしごの兄弟ワシ。人間に捕われ飼いならされた兄
ワシに､妹ワシが大空に飛び立てと呼びかける。野生動
物の本当の自由とは何かを､スケールの大きな映像で語
りかける。【アニメーション】

49 幼･小 - 1998

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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5590 むくはとじゅうの名犬物語
椋鳩十原作｢アルプスの猛犬｣より。母を亡くした三吉
少年と山伏太郎の心のつながりを涙と感動で描く愛情
物語。【アニメーション】

20 小 - 1997

6028 盲導犬クイールの一生
盲導犬として活躍し､最後は育ての親のもとに戻ったク
イール。人間で言えば60歳になっていた･･･。【アニ
メーション】

25 小 2003 2003

5591
もぐらのトッピィと森の仲間た
ち1

チェコの名作アニメ。｢トッピィくんとびっくりおめ
ん｣｢トッピィくんとひよこのたび｣｢トッピィくんのだ
いすきなでんわ｣【アニメーション】

15 幼･小 - 1997

5592
もぐらのトッピィと森の仲間た
ち2

チェコの名作アニメ。｢トッピィくんとおほしさま｣ ｢
トッピィくんのだいすきなかさ｣【アニメーション】

15 幼･小 - 1997

5593
もぐらのトッピィと森の仲間た
ち3

チェコの名作アニメ。｢トッピィくんとどうぶつえん｣｢
トッピィくんのにわしごと｣【アニメーション】

15 幼･小 - 1997

5237 木龍うるし
昔々､のどかな山奥の村に大きくて深い淵があった。あ
るとき淵の中に潜ってみると､底にはウルシが積もって
いる。【アニメーション】

20 幼･小 - 1991

5601 約束

アフリカの砂漠に涸れない井戸を作る技術の伝授と緑
を､という日本の海外援助活動を紹介する。また､砂嵐
や干ばつの激しさから水の大切さを実感をもって教え
る。【アニメーション】

16
小

(5･6年)
- 1997

6067 やさしいオオカミ
オオカミは森では悪いやつと思われていましたが､実は
違うのです。オオカミのやさしい一面を描いている。
【アニメーション】

15 幼･小 - 2004

6055 山太郎かえる
手塚治虫ワールド 両親を失い人間に拾われたクマの三
太郎と､目の前を走る蒸気機関車のしい六(C62)との心
の絆を描く。【アニメーション】

24 幼･小 - 2004

6056
山太郎かえる
(バリアフリー)

手塚治虫ワールド 両親を失い人間に拾われたクマの三
太郎と､目の前を走る蒸気機関車のしい六(C62)との心
の絆を描く。【アニメーション】

24 幼･小 - 2004

5638 ゆうかんな十人のきょうだい

長男は力持ち。次男は寒がり。三男は遠くまで見通せ
る千里眼。四男は長い足……。十人が力を合わせて､わ
がままな王様をこらしめ､村の平和を守る痛快なお話。
【アニメーション】

20 幼･小 - 1998

5382 UFOにつかまった子供たち

子供たちがUFOにつかまり､宇宙人の惑星へと連れ去ら
れて､地球上での浪費振りを指摘されるというストー
リー。物やお金を大切にする必要性を､分かりやすく描
く。【アニメーション】

20 幼･小 - 1993

5383 雪むすめ

ある老夫婦が作った雪だるまが､美しい娘に変わり大喜
び。老夫婦と娘は毎日楽しく暮らしていたが､やがて春
を迎えるころに､娘の姿が消えていく……というロシア
民話。【人形劇】

19 幼･小 - 1993

5223 弓の名人ウィリアム･テル
アルプスの山地の国･スイスの伝説上の英雄､ウィリア
ム･テルを主人公にした作品。【人形劇】

19 幼･小 - 1991

5231 ライト兄弟物語
世界最初のエンジン付き飛行機は､初めての実験で12秒
間､26メートル飛んだ。【アニメーション】

20 幼･小 - 1991

6053 るんは風の中
手塚治虫ワールド 学校生活になじめず悩んでいた高校
生アキラは､街に貼ってあった1枚のポスターの中の少
女に恋をする･･･。【アニメーション】

24 幼･小 - 2004

6054
るんは風の中
(バリアフリー)

手塚治虫ワールド 学校生活になじめず悩んでいた高校
生アキラは､街に貼ってあった1枚のポスターの中の少
女に恋をする･･･。【アニメーション】

24 幼･小 - 2004

5473
ロビンソン･クルーソー
無人島の冒険

イギリス人作家ダニエル･デフォー原作。大自然の中
で､知恵と勇気を奮って努力し､次第にたくましく成長
していくロビンソンの姿を描く。【アニメーション】

40 幼･小 - 1995

5764 ワオくんのはね

いじめられっこが､自分の気持ちを大切にし､身近な大
人に見守られて｢いやだ､やめて｣と言えるようになり､
みんなと仲良く遊べるようになるまでを描く。【アニ
メーション】

17 幼･小 - 2000

5373 わすれるもんか!
雪の降りしきるクリスマス･イブの夜､盲学校の生徒た
ちによるギター演奏会が開かれた。心温まるお話。
【アニメーション】

40 幼･小 - 1993

5285 わたしおてつだいねこ

竹下文子原作。エプロンをかけた可愛い子猫ちゃんは､
お手伝いが大好き。だから何にでも手を出し､抱腹絶倒
の失敗を繰り返しながら､みんなの仕事を見つめてい
る。【アニメーション】

19 幼･小 - 1991

【対象】幼…幼児 小…小学生 中…中学生 高…高校生 般…一般 高齢…高齢者 教…教師
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