
NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0028 美しく豊かな言葉をめざして①
①聞き上手②敬語（丁寧語）
③幼児の言葉のしつけ（０歳から３歳
ごろまで）

50 国語
中・高・一

般

V－0029 美しく豊かな言葉をめざして②
①旅の出会い、ことばの出会い（もの
の尋ね方）②美しい日本語、楽しい語
源（その３）　③心に残るスピーチ

48 国語
中・高・一

般

V－0030 美しく豊かな言葉をめざして③
①敬語を適切に②話し方をわかりや
すく　③正確な用語で

46 国語
中・高・一

般

V－0031 美しく豊かな言葉をめざして④
①「ことばの国の裁判」（誤解を招かな
い表現）②「美しい日本語、楽しい語
源」　③「暮らしの中の音声訓練」

51 国語
中・高・一

般

V－0032 美しく豊かな言葉をめざして⑤
①言葉はパスワーク（頼む時・断る時）
②美しい日本語、楽しい語源（その２）
③朗読の魅力

46 国語
中・高・一

般

V－0033 美しく豊かな言葉をめざして⑥
①適切な言葉遣い（敬語を中心に）
②暮らしの中の音声（談話を中心に）

45 国語
中・高・一

般

V－0105 美しく豊かな言葉をめざして⑦
①適切な言葉遣い(敬語を中心に)
②暮らしの中の音声(談話を中心に)

59 国語 中･高・一般

V－0250
I speak「名言・格言・諺」     総集
編

日常会話で役立つ名言、格言,諺をド
ラマで紹介しています。

30 国語 一般

V－0388 わらぐつの中の神様（アニメ）

新潟県高田を舞台にした杉みき子の
名作をアニメ化。原作のみずみずしい
表現を生かしながら、雪国独特の風俗
も忠実に映像化した。

22 国語 小・一般

V－0398 みんなよい子よいことば

日常生活の会話をとらえ、低学年の児
童が言葉への関心を高めながら、「聞
くこと」「話すこと」の能力を養い、言語
の指導に役立ちます。

20 国語 小

V－0525 手ぶくろを買いに（アニメ）

新美南吉の著名な童話をアニメ化。子
ぎつねとお母さんぎつねの、人間に対
する心の変化を美しくほのぼのと描い
ています。

15 国語 幼・小

V－0526 ごんぎつね（アニメ）

「ごん、お前だったのか、いつも、くりを
くれたのは。」ごんは、ぐったり目をつ
ぶったまま、うなずきました。新美南吉
の代表作をアニメ化。

20 国語 幼・小

V－0561 美しく豊かな言葉を目指して⑧
①慣用的な表現
②暮らしの中の音声

41 国語
中・高・一

般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0648 どんぐりと山猫（アニメ）

一郎に山猫から森のどんぐり達の裁
判に出席するよう手紙がとどきます。
秋の山を色彩豊かに描く宮沢賢治原
作のアニメ化。

20 国語 全般

V－0711
児童文学アニメビデオ①
花いっぱいになあれ

松谷みよ子の名作を、原作に忠実に
アニメ化。美しい情景や優しいゴンの
気持ちを的確な映像で表現していま
す。

12 国語 幼・小

V－0712
児童文学アニメビデオ②
たぬきの糸車

きこりのおかみさんと狸の間に芽生え
た人間と動物のほのぼのとした心の
交流を描く。岸なみ作の童話を忠実に
アニメ化。

12 国語 幼・小

V－0713
児童文学アニメビデオ③
くじらぐも

子供たちが、体操をしていると、大きな
真っ白い雲のくじらが…。雲のくじら
は、みんなを乗せて、大空を元気いっ
ぱい泳ぎます。

11 国語 幼・小

V－0714
児童文学アニメビデオ④
かさこじぞう

岩崎京子の有名な昔話をアニメ化。じ
いさまとばあさまのやさしい心や、民
話独特の世界をあたたかく描いていま
す。

12 国語 幼・小

V－0715
児童文学アニメビデオ⑤
王様でかけましょう

王様の部屋の窓の上に、今年もつば
めがやってきました。王様はつばめが
いたというアフリカにいってみたくなり
ました…。ユーモラスな作品。

12 国語 幼・小

V－0716
児童文学アニメビデオ⑥
ちいちゃんのかげおくり

たったひとりでかげおくりをするちい
ちゃん。戦争が奪った小さな女の子の
命、その悲しさを描いています。あま
んきみこ作の感動的な話を忠実にア
ニメ化。

14 国語 小

V－0717
児童文学アニメビデオ⑦
つりばしわたれ

「くやしかったらつり橋渡ってかけてこ
い。」山の子供たちがはやしました。
都会っ子のトッコは、怖くて渡れませ
ん。   詩情溢れる物語。

13 国語 小

V－0718
児童文学アニメビデオ⑧
白いぼうし

あまんきみこの名作を原作に忠実に
アニメ化。美しい幻想的な物語をさわ
やかに表現しています。

12 国語 小

V－0719
児童文学アニメビデオ⑨
やまなし

小さな谷川の情景を幻想的に描いた
宮沢賢治の童話を原作に忠実に影絵
化。独特な言葉の響きとあいまって、
光と影がファンタジックな世界を描きま
す。

15 国語 小

V－0818
小学校国語資料1年
もりのどうぶつたち

3つの森の物語。日本の信州の森の
猿、アフリカの大草原に近い森のライ
オンやゾウ、オーストラリアの森のコア
ラやカンガルーが登場します。

15 国語 幼・小

V－0819
小学校国語資料1年
とりとなかよし

サイとウシツツキ、ゾウとアマサギなど
動物と鳥とのおもしろいなかよし関係
を描いています。

15 国語 幼・小

V－0820
小学校国語資料2年
たんぽぽのひみつ

なかまを増やすために、多くの知恵を
働かせるたんぽぽ。その秘密を感動
的に綴っています。ビデオならではの
特撮によって克明に観察しています。

15 国語 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0821
小学校国語資料3年
海辺の生き物

海辺には、いろいろな生き物がいる。
中でも、小さな生き物たちは、よく見る
とそれぞれにおもしろい生き方をして
います。

15 国語 小

V－0822
小学校国語資料3年
ありの世界

女王ありの巣作り、「行列の秘密」の
解明を中心に、ありの特徴や暮らし・
習性を探ります。ありたちの見事な集
団生活を描いています。

15 国語 小

V－0823
小学校国語資料4年
キョウリュウのなぞ

化石などを手がかりにして、キョウリュ
ウの骨格や体の特徴を調べ、当時の
自然環境も探ります。今の爬虫類や
鳥類と比較し、生態を追及していま
す。

20 国語 小

V－0824
小学校国語資料5年
地球は生きている

大陸移動の証拠は、様々な形で地球
上の各地に残っています。雄大な大陸
移動のドラマを追い、今なお活動を続
ける地球の姿を紹介しています。

20 国語 小

V－0825
小学校国語資料6年
生命がつきるとき

地球環境の変化に適応できず絶滅し
た動物は多い。例としてキョウリュウを
挙げています。一方特殊な環境に適
応して進化したハチドリも紹介してい
ます。

20 国語 小

V－0872
小学校国語資料１年
どうぶつの赤ちゃん

さまざまな動物の赤ちゃんのかわいら
しさや成長ぶりを追います。ライオン
やグアナゴなどが出て、驚きと感動に
充ちた映像です。

15 国語 幼・小

V－0873
小学校国語資料２年
モンゴルに暮らす人々

今もゲルという移動住宅に暮らし、野
生の馬を飼い馴らし、羊を狙いながら
狼と戦うモンゴルの人々の姿を描いて
います。

15 国語 小

V－0874
小学校国語資料３年
ありの世界

女王ありの巣作り、「行列の秘密」の
解明を中心に、ありの特徴や暮らし・
習性を探ります。ありたちの見事な集
団生活を描いています。

15 国語 小

V－0875
小学校国語資料３年
オトシブミのロールキャベツ

ロールキャベツとそっくりのオトシブミ
のゆりかご。その作り方や工夫を詳し
く映像で捉えています。

15 国語 小

V－0876
小学校国語資料４年
命を守る小さな戦い

さまざまなシステムを備えて命を守っ
ている私たちの体。白血球やリンパ球
などがいかに人体を守っているか、わ
かりやすく解説しています。

20 国語 小

V－0877
小学校国語資料５年
宇宙の仲間を求めて

人類は、古くから宇宙についてさまざ
まな想像をしてきました。今も続く、は
るか遠くの銀河系に知的生命体の存
在を探る壮大な試みを紹介します。

20 国語 小

V－0878
小学校国語資料６年
附子

筆写が自ら演じると共に、日本語の原
点が生きる狂言のせりふや舞台、しぐ
さについてやさしく解説している映像
資料です。

15 国語 小

V－0879
小学校国語資料６年
自然を守る、尾瀬

尾瀬を愛し守り続けた平野長蔵・長
英・長靖の三代の努力の歴史を中心
に説明し、自然保護・環境問題を考え
ます。

20 国語 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0883 敬語

敬語はなぜ必要か、どんな時にどのよ
うに使えばよいか。正しく美しい敬語を
進んで使おうとする気持ちを起こさせ
る作品。

20 国語 小

V－0884 日本俳句紀行１春

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。白
梅や北野の茶店にすまい取（蕪村京
都）

40 国語
中･高･  一

般

V－0885 日本俳句紀行２春

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。髭
剃る上野の鐘の霞む日に（正岡子規
上野）他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0886 日本俳句紀行３春

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。菜
の花の中に城あり郡山（許六京都）他
２５首

40 国語 中･高･一般

V－0887 日本俳句紀行４夏

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。五
月雨を集めて早し最上川（芭蕉酒田）
他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0888 日本俳句紀行5夏

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。萬
緑の中や吾子の生え初むる（草田男
深大寺）他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0889 日本俳句紀行6夏

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。十
年の汗を道後の湯に流へ（子規松山）
他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0890 日本俳句紀行７秋

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。ひぐ
らしや絨緞青く山に住む（多佳子小
倉）他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0891 日本俳句紀行８秋

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。送ら
れつ別れつ果ては木曽の秋（芭蕉木
曽路）

40 国語 中･高･一般

V－0892 日本俳句紀行９秋

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。松
山や秋より高き天守閣（子規松山）他
２５首

40 国語
中･高･  一

般

V－0893 日本俳句紀行１０冬

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。大
根引大根で道を教えけり（一茶信州）
他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0894 日本俳句紀行１１冬

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。初
日大輪大和三山みなみどり（草田男
奈良）他２５首

40 国語 中･高･一般

V－0895 日本俳句紀行１２冬

芭蕉、蕪村、一茶から子規、虚子、山
頭火をはじめ現代俳諧師の句も。我も
死して碑に辺りせむ枯尾花（芭蕉京
都）他２５首

40 国語 中･高･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1080 美しく豊かな言葉を目指して⑨

日常生活でだれもが体験する「おわび
とお礼」の言葉や、場面にふさわしく相
手に失礼にならない言葉の使い方な
どを取り上げます。

37 国語 中･高･一般

V－1185
筆づかいの基本
文部省選定

初めて毛筆を手に取る小学校中学年
を対象に、毛筆書写のいろいろな心得
や、たて画、よこ画、はらい、はねな
ど、筆づかいを中心とした基本的な書
法を解説します。

20 国語 小

V－1203 くもの糸(アニメ）

地獄に落ちたカンダタの目の前に一
本のクモの糸が垂れてきました。ワラ
をもつかむ気持ちで昇るカンダタが、
ふと下を見ると大勢の亡者達が先を
争って細い糸を昇ってきます。芥川龍
之介原作作品。

15 国語 小･中

V-1246
漢詩紀行①
李白早に白帝城を発す

中国・唐代に活躍した詩人の足跡と故
郷を訪ね、詩の朗読と解説に美しい映
像をおりまぜながら、漢詩の世界へと
案内します。中国各地を放浪し、奔
放・雄大な詩風で愛されている李白。
故郷の四川省を訪ね、「早発白帝城」
の舞台、山峡下り等も紹介します。

30 国語
中・高・  一

般

V-1247
漢詩紀行②
杜甫国破れて山河あり

安禄山の乱に遭い、傷ついた心を「国
破れて山河あり」とうたった杜甫。人間
愛と正義感にあふれた杜甫の心のふ
るさとを、洛陽・西安に訪ねます。

30 国語
中・高・  一

般

V-1248
漢詩紀行③
陶淵明・猛浩然・王維悠然として
南山を見る

「帰去来の詩」で知られる田園詩人・
陶淵明をはじめ、自然をこよなく愛した
猛浩然・王維を紹介しながら、廬山・西
安を中心に中国の雄大な自然を追い
ます。

30 国語
中・高・  一

般

V-1249
漢詩紀行④
白楽天香炉峰の雪は簾をかかげ
てみる

玄宗皇帝と楊貴妃のロマンをうたった
「長恨歌」の舞台、西安郊外の華清池
をはじめ、洛陽・九江市を訪ね、白楽
天の人となりを描きます。

30 国語
中・高・  一

般

V-1250
漢詩紀行⑤
張継・杜牧・蘇東坡月落ち鳥なき
霜天に満つ

「詞」という新形式の第一人者・蘇東坡
の足跡を訪ね、唐末期から宋への時
代の移り変わりを、数々の詩人の詩を
交えながら美しい風景の中に描きま
す。

30 国語
中・高・  一

般

V-1251
漢詩紀行⑥
英雄のうた項羽と劉邦

大きく揺れ動く歴史の変動の中で、
様々な運命に翻弄されながら生きた
詩人たちの心を描きます。「秦」の滅亡
後、覇を競ったのは楚の項羽と漢の劉
邦でした。二人が繰り広げた戦いの足
跡を軸に、英雄たちのうたに込められ
たものを描きます。

25 国語
中・高・  一

般
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V-1252
漢詩紀行⑦
陶淵明と謝霊運田園と山水のう
た

「田園詩人」と呼ばれ、平凡な生活の
中に真理を見出そうとした陶淵明。上
流貴族の家に生まれ、「山水詩人」と
呼ばれた謝霊運。唐代の詩に影響を
与えた、生き方も詩風も異なる二人の
自然詩を味わいます。

25 国語
中・高・  一

般

V-1253
漢詩紀行⑧
杜甫と李白戦乱の中で

自由奔放な李白と、まじめでひたむき
な杜甫。洛陽の地で運命的に出逢っ
た二人は、意気投合して大いに酒を酌
み交し、詩について語り合いました。
二人の詩を紹介しながら、杜甫の李白
に寄せた心を描きます。

25 国語
中・高・  一

般

V-1254
漢詩紀行⑨
亡国の悲歌

陳叔宝（陳の後主）は、詩歌管弦の遊
びに明け暮れていましたが、隋の軍勢
によって捕らわれの身となります。李
煜（南唐の後主）も宋の軍勢に捕らわ
れて宋の都に護送されます。二人の
運命や人生を比較しながら、亡国のう
たに秘められた思いを辿ります。

25 国語
中・高・  一

般

V-1255
漢詩紀行⑩
蘇東坡と王安石配所のくらし

北宋の詩人蘇東坡と王安石は、政治
的には敵対する間柄でありながら、詩
人としてはお互いの才能を認め合い、
尊敬しあっていました。唐の詩人たち
が詠わなかった、新しい詩の表現を開
拓した二人の足跡と詩を探ります。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1256
漢詩紀行⑪
三国志の世界
人の世は夢のごとし

｢三国志」の中で最も名高く、最も激し
い戦であった「赤壁の戦い」。三国時
代の起点ともいえるこの戦いは、曹
操・周瑜･孔明の心理戦によって展開
し、ドラマチックな結末を迎えました。
それだけに、赤壁と詠んだ名詩は多い
です。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1257
漢詩紀行⑫
漂泊の王侯詩人曹植流転して常
のところなし

「三国志」第一の実力者・曹操は、武
人であり詩人でもありました。父の才
能をそれぞれに継いだ息子の曹丕と
曹植。歴史を動かしたかもしれない王
侯に生まれながらも、その才能を発揮
できなかった曹植。乱世に押し流され
た彼の生涯をたどります。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1258
漢詩紀行⑬
杜甫孔明をうたう遥かに思う老臣
の心

「三国志演義」後半の主人公、諸葛孔
明。劉備の「三顧の礼」、白帝城での
劉備の死、名文「出師の表」、病を押し
て戦った五丈原での死。杜甫の詩を
中心に、劉備の死から五丈原に倒れ
るまでの孔明の半生を詩で再現しま
す。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1259
漢詩紀行⑭
詩聖杜甫
長安詠懐

現在もなお、人々の心に深い感銘を
与え続けている「詩聖」杜甫。中国の
雄大な自然を背景に、苦難にみちた５
９年の漂泊の人生を辿りながら、杜甫
が生涯をかけて創造し続けた多様な
詩の世界を探ります。

25 国語
中・高・  一

般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1260
漢詩紀行⑮
詩聖杜甫
西南放浪

安禄山の乱の後、杜甫は左遷され、
貧苦を極めた生活の中から詩のテー
マを見出していきます。放浪の果て
に、成都でようやく落ち着いた生活を
取り戻し、細やかな自然観照の詩など
多くの詩をつくりあげます。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1261
漢詩紀行⑯
詩聖杜甫
江湖漂泊

強い望郷の思いから再び漂泊の旅に
出た杜甫。老いと病に苦しみながらも
詩風はさらに深みを帯び、杜甫は、詩
人としての円熟期を迎えます。帰郷の
夢を抱いたまま、遥か洞庭湖の南、舟
中で５９歳の生涯を静かに閉じまし
た。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1262
漢詩紀行⑰
盛唐・王維
半官半隠の詩人

唐王朝の最盛期、盛唐時代、王維は
詩才に加え、絵や音楽にもすぐれ、時
代の寵児でした。若くして高級官僚の
道を歩むが、左遷の憂き目にあい、後
半生は、宮廷詩人のかたわら、山荘で
の生活を楽しみました。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1263
漢詩紀行⑱
中唐・韓愈
直諌の硬骨官僚

監察御史として首都長官の暴政を弾
劾し、法務次官として皇帝に直言した
ため左遷された韓愈。しかし、歎きの
色はなく、彼の詩からは信念を貫き通
した潔さが感じられます。理想を全さ
せることに人生の真実を見出した韓愈
を描きます。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1264
漢詩紀行⑲
晩唐・杜牧
黄昏の風流才子

晩唐を代表する杜牧。将来を嘱望され
たが、地方官暮らしを余儀なくされ、不
遇の才子の屈折した心理は洗練され
た感覚とあいまって洒脱な味わいの
詩を生みだしていきます。「風流才子」
と呼ばれる杜牧の詩の真実に迫りま
す。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1305 美しく豊かな言葉をめざして⑩

ドラマ「伝わっていますか？」を視聴し
た会社員、女子大生、中年女性、元商
社社員の４人がそれぞれの場面につ
いて、なぜ、誤解が生じたのか、どの
点が不備だったのか、成功の要因等、
各自の視点から検討します。

14 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1352 万葉集

額田王、柿本人麻呂、志貴皇子、山上
憶良など、代表的歌人の歌をはじめ、
東歌の「信濃路は 」「韓衣｣の歌も収
録。「万葉」の風土を想起させる美しい
映像と相俟って見る者を懐かしい想い
に誘います。

25 国語
中・高・  一

般

Ｖ－1353 源氏物語

冒頭の「桐壺」と「若紫」の一部を紹介
し、作者と作品の概要を簡潔に示し
て、「源氏物語」へのいわば入門で
す。朗読と貴重な映像で「源氏物語」
への関心をさそいます。

25 国語 中･高･一般

Ｖ－1354 奥の細道

作品の前半を中心に編成し、紹介しま
す。芭蕉が歩いた関東、東北、北陸等
の各地の風光が読者を魅了して、そ
の旅心をかきたて、さらに、芭蕉のあ
こがれた遠い古代、中世の歴史と人
物への想いをさそいます。

25 国語 中･高･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1403 四季・万葉紀行①春の歌

多くの万葉の歌から四季の自然にス
ポットをあてたものを選び、その歌が
詠まれた時代に、その場所を訪ねて
います。（大和・近江・越中・筑前・因
幡）

45 国語 中･高･一般

Ｖ－1404 四季・万葉紀行②夏の歌 （大和・近江・紀伊・越前・安芸・越中） 45 国語 中･高･一般

Ｖ－1405 四季・万葉紀行③秋の歌 （大和・常陸・伊勢・山城・石見・筑前） 45 国語 中･高･一般

Ｖ－1406 四季・万葉紀行④冬の歌
（大和・難波・播磨・筑前・安芸・紀伊・
常陸・駿河）

45 国語 中･高･一般

Ｖ－1422 古今和歌集

「古今和歌集」は二十一種に及ぶ勅撰
和歌集の最初の歌集です。ここでは、
成立事情からはじまり、代表的な名歌
を取り上げその作者にも触れます。歌
に詠み込まれた情景への想像を誘う
多彩な映像は、日本の四季折々の自
然美を実感します。

25 国語 中･高･一般

V-1434 新古今和歌集

後鳥羽上皇の命による第八番目の勅
撰和歌集です。歌としての達成度はす
こぶる高く、古典文学史の中で万葉
集、古今和歌集とともに際立った存在
感を示す歌集です。このビデオでは、
代表的な歌を中心に、詠まれた景観
をしのばせる映像、選者である藤原定
家をはじめとする歌人たちの姿を伝え
る絵などを用いて、作品を鑑賞してい
きます。

25 国語 中・高

V-1478 美しく豊かな言葉を目指して⑪

原宿で、「かっわいい」「超安い」など、
お客さんのひんしゅくを買った女子大
生たち。ところが香道の教室を訪れ、
真剣に精神を集中して香を聞くうち
に、「かわいい」一辺倒だったのが
「ぱっと華やかで晴れ晴れしい感じ」な
ど、その人らしい言葉で表現するよう
になります。日本語の豊かな語彙や表
現を失わないように、日常使っている
ことばを見直していきます。

42 国語 中・高

V-1618
豊かな生活を目指して１相手を
理解する～言葉の背景を見つめ
ると…～

私たちは言葉を用いることで、たくさん
の情報や複雑な内容も伝えることが
出来ます。しかし、その一方で、言葉
をめぐって当惑したり、違和感を感じた
り、時には誤解や摩擦も起こります。
そういったとき、どのようにすればよい
のかを考えていきます。

37 国語 中･高･一般

V-1649
万葉集の心
文部省選定、教育映画祭優秀作
品賞

それぞれの歌がどのような環境のもと
に詠まれたかを知ることによって、味
わいの深さは倍増します。代表的歌人
の作品や東歌、防人の歌をとりあげ、
今日残る自然や遺跡などから古代の
詩情豊かなロマンの世界を鮮やかに
甦らせ、万葉の歌の心に迫ります。

25 国語 中･高･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1701
コミュニケーションの「丁寧さ」「ほめ
る」という働きかけ

コミュニケーションの「丁寧さ」…２７分
第１話どんなときに丁寧な言葉を使い
ますか？他　「ほめる」というはたらき
かけ…１８分
第１話「ほめる」とは？　他

45 国語
中・高・
一般

Ｖ－1704

おおきなかぶ（アニメ）
サンケイ児童出版文化賞大賞受賞
作品
厚生省中央児童福祉審議会推薦図
書

一年生国語教科書に採用されてい
る、トルストイの作品。おじいさんが植
えたカブは、ひとりで抜けないほど大
きくなりました。おばあさん、孫娘、動
物たちと力を合わせて引き抜きます。

21 国語 小

Ｖ－1705

おおきなかぶ（アニメ）
（副音声、字幕入り）
サンケイ児童出版文化賞大賞受賞
作品
厚生省中央児童福祉審議会推薦図
書

一年生国語教科書に採用されてい
る、トルストイの作品。おじいさんが植
えたカブは、ひとりで抜けないほど大
きくなりました。おばあさん、孫娘、動
物たちと力を合わせて引き抜きます。

21 国語 小

Ｖ－1706 木龍うるし（アニメ）文部省選定

五年生国語教科書に採用されてい
る、木下順次の作品。渕のそこに上質
の漆がいっぱい溜まっているのを見つ
けた二人のきこり。権八は木の龍作っ
て水底に沈め、藤六を脅かして漆を独
り占めしようとしますが…。

20 国語 小

Ｖ－1707
まんが　ことわざ事典　１　①（ア
ニメ）

人々の生活の実体験の中から生ま
れ、今に語り継がれてきた諺の、本来
の意味、生まれた背景、使い方を分か
りやすく説明しています。
犬も歩けば棒にあたる／蓼食う虫も好
き好き／覆水盆に返らず／飛んで火
にいる夏の虫

23 国語 全般

Ｖ－1708
まんが　ことわざ事典　１　②（ア
ニメ）

人々の生活の実体験の中から生ま
れ、今に語り継がれてきた諺の、本来
の意味、生まれた背景、使い方を分か
りやすく説明しています。とらぬ狸の皮
算用／ひょうたんから駒が出る／灯台
もと暗し／人の口に戸は立てられぬ

23 国語 全般

Ｖ－1709
まんが　ことわざ事典　１　③（ア
ニメ）

人々の生活の実体験の中から生ま
れ、今に語り継がれてきた諺の、本来
の意味、生まれた背景、使い方を分か
りやすく説明しています。過ぎたるは
なお及ばざるがごとし／郷にいっては
郷に従う／五十歩百歩／因果応報

23 国語 全般

Ｖ－1710
まんが　ことわざ事典　１　④（ア
ニメ）

人々の生活の実体験の中から生ま
れ、今に語り継がれてきた諺の、本来
の意味、生まれた背景、使い方を分か
りやすく説明しています。地獄で仏／
早起きは三文の徳／人は見かけによ
らぬもの／雨降って地固まる

23 国語 全般
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Ｖ－1711
まんが　ことわざ事典　１　⑤（ア
ニメ）

人々の生活の実体験の中から生ま
れ、今に語り継がれてきた諺の、本来
の意味、生まれた背景、使い方を分か
りやすく説明しています。捨てる神あ
れば拾う神あり／針小棒大／背に腹
はかえられぬ／君子あやうきに近寄ら
ず

23 国語 全般

Ｖ－1712 落語アニメ　おばけ長屋（アニメ）

古典落語の中でも愉快なストーリーで
知られるおばけ長屋。長屋の空き部
屋を物置代りに使っていましたが、大
家に見つかって荷物を出すように言わ
れてしまいます。なんとか空家のまま
にしておけないか策をめぐらせるので
すが…。

20 国語 全般

Ｖ－1742
注文の多い料理店
（オリジナルタイプ）
（アニメ）

都会の紳士が山へ猟に出かけ、山道
で迷子になり、空腹で困った時に一軒
の西洋料理屋を見つけて大喜び！店
に入りますが、さてどんな料理が？

23 国語 全般

Ｖ－1743
注文の多い料理店
（副音声、字幕入り）
（アニメ）

都会の紳士が山へ猟に出かけ、山道
で迷子になり、空腹で困った時に一軒
の西洋料理屋を見つけて大喜び！店
に入りますが、さてどんな料理が？

23 国語 全般

Ｖ－1744 泥棒と殿様

山本周五郎作品。幽閉された殿様の
あばら屋に、初仕事に忍び込んだ泥
棒は殿様の人柄に惹かれ、屋敷に住
み献身的な世話をします。友情を感じ
た二人ですが、身分の違いが共に生
きることを許しませんでした。

60 国語 全般

Ｖ－1745 かあちゃん

山本周五郎作品。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で
したが、裕福になるにつれて金の亡者
となります。強盗に入った勇吉にお勝
は金箱を渡します。そして金の亡者と
言われても銭を貯める訳を話します。
その理由とは。

60 国語 全般

Ｖ－1757 ディベートを楽しもう
教育映像祭優秀作品賞

実際のディベートの授業を通して、ディ
ベートの手順・ルール・用語を優しく解
説しています。

20 国語 小

Ｖ－1758 三年とうげ（アニメ）

転ぶと３年しか生きられないといわれ
る三年とうげで、急いでいたおじいさん
が転んでしまいました…。さあ、たいへ
ん！教科書に掲載されている李錦玉
の原作のアニメ化。

13 国語 小･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1770 方言の旅

方言とは、どのような言葉で、どのよう
に捉え、考えればよいか、方言が実際
に使われている様子や資料によって
考えていきます。第１話：方言と出会う
（２７分）　  第２話：方言を考える（２５
分）

52 国語
中・高・一

般

Ｖ－1773 竹取物語（アニメ）

「冒頭」「5人の貴公子の求婚」「帝の執
心」「かぐや姫の昇天」を中心に物語
の劇的な展開を朗読、解説を交えて
描いています。

19 国語 中･高・一般

Ｖ－1774 枕草子（アニメ）

清少納言の見た宮中の出来事や自然
への思いを教科書部分を中心に紹介
し、作者の生涯や性格、その時代など
について触れています。

16 国語 中･高・一般

Ｖ－1775 平家物語（アニメ）

平曲の調べにのせて哀れ深く語る琵
琶法師。平家の栄華、源氏の台頭、滅
亡する平家を紹介、物語の概略を示し
ます。

15 国語 中･高・一般

Ｖ－1776 徒然草（アニメ）

「つれづれなるままに」「神無月のこ
ろ」「丹波に出雲という所あり」「高名の
木登り」「八つになりし年」を取り上げ
紹介。兼好法師の生き方、考え方、無
常観についても触れ、作品の概要と時
代背景等についても解説しています。

19 国語 中･高・一般

Ｖ－1777 おくのほそ道（アニメ）

教科書でお馴染みの「序章」「平泉」を
中心に「那須野」「遊行柳」「白河」「松
島」等を紹介しています。芭蕉が出
会った各地の人々と風景、中世の歴
史と人物への想いなどを朗読とアニメ
で描いています。

19 国語 中･高・一般

Ｖ－1778 万葉集（アニメ）

柿本人麻呂、山上憶良、山部赤人、大
伴家持、額田、東歌、防人の歌等、広
く知られた親しみやすい歌を取り上
げ、作られた背景、心情等詩情豊かに
描いています。

19 国語 中･高・一般

Ｖ－1779 手紙（アニメ）

小学5年生の教科書に掲載されてい
る、宮本輝原作の作品。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、１通
の手紙でした…。

18 国語
小・中・高･

一般

Ｖ－1780 吉四六どん（アニメ）
文部省選定

小学4年生の教科書に掲載されてい
る、大分の民話。殿様までがカブトを
ぬいだ吉四六どんの頓知・頓才振りを
楽しく描いています。

19 国語 全般

Ｖ－1866 暮らしの中の「あいまいな表現」

第１話　断り方に見る「あいまいな表
現」　　　第２話　簡潔でわかりやすい
表現　　　　　　　第３話　「あいまいな
表現」で問題が起     こったら・・・

35 国語
中・高・一

般

V-1875 暮らしの中の「あいまいな表現」

第１話：断り方に見る「あいまいな表
現」　　　　　　　　　　　第２話：簡潔でわ
かりやすい表現
第３話：「あいまいな表現」で問題が起
こったら…

35 国語
中・高・
一般
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V-1879
金子みすゞやさしさの風景
（アニメ）

金子みすゞのやさしくあたたかい詩の
世界を、朗読とアニメにより映像化し
ています。

17 国語 小

V-1880
源氏物語①
六条御息所

青年時代の源氏を惹きつけた誇り高く
趣味豊かな女性。苦渋の道を歩む御
息所を、車争図屏風、嵯峨野野の宮
風景等の映像を通して描いています。

30 国語 一般

V-1881
源氏物語②
紫の上

光源氏の最愛の伴侶。北山での出会
い、二条院、六条院における明るい半
生、女三の宮の降嫁を機とする試練
の晩年。その生涯を絵巻を軸をし、多
彩なカメラワークにより辿ります。

30 国語 一般

V-1882
源氏物語③
大君

没落して宇治に住む皇族の姫君。薫
中将の熱心な求愛をしりぞけ、妹君の
幸せと仏道帰依を願いつつ短い一生
を終えます。宇治の風景を背景に、後
ろ盾のない貴族の女性の生きがたい
世界を描いています。

30 国語 一般

V-1957 夏目漱石

漱石は、生の暗明を問い続け、２０世
紀初頭の日本文学を切り開いた作家
です。『吾輩は猫である』『坊ちゃん』な
どの作品を通して、作品と作家に迫り
ます。

30 国語
中・高・
一般

V-1969 日本語の音声に耳を傾けると・・・
第１話：気持ちや意図を伝える音声
第２話：方言の中の音声
第３話：外国人の話す日本語の音声

32 国語 一般

V-1971 本の楽しさを伝えよう
クイズや人形劇を取り入れるなど、子
どもたちが様々な工夫を凝らしてブッ
クトークに挑戦します。

24 国語 小・一般

V-1972 読書ゲームにチャレンジ
児童によるゲームの準備・発表の様
子を通じて、アニマシオンゲームの
ルールや楽しみ方を紹介します。

24 国語 小・一般

V-1973 声に出して読んでみよう
児童による朗読・群読の活動の様子
や、詩の朗読を競い合う「詩のボクシ
ング」を紹介しています。

24 国語 小・一般

V-1974 漢文の読み方

訓読法を中心に漢字の性質、熟語の
構成、漢文の基本構造など、漢文入
門の基礎である漢文の読み方につい
て音声と映像で分かりやすく解説しま
す。

25 国語 高・一般

V-1975 格言と故事
学問的な立場から出典や背景などを
解説し、漢文に親しみながら格言と故
事を味わいます。

25 国語 高・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1976 漢詩の鑑賞

漢詩の特徴である定型、押韻、平仄
式を分かりやすく解説し、日本語朗
読、現代中国語と８世紀の中国語の
朗読も交えて鑑賞します。

25 国語 高・一般

V-1977 中国の史話

「戦国策」「史記」「十八史略」の中から
興味深い話を選び、朗読・鑑賞すると
ともに、歴史散文の原文に関する事柄
や背後の人間関係などを解説、長文
に親しみながら史話の面白さを味わい
ます。

25 国語 高・一般

V-1978 中国の思想

儒家と道家を中心に著名な原典をひ
いて、思想家の人と考えを平易に解説
し、漢文に親しみながら諸子百家の概
要についても紹介します。

25 国語 高・一般

V-2065 氷河ねずみの毛皮（アニメ）
文部省選定

イーハトーブの駅から北の果てのベー
リングへ向かう列車に毛皮商人を捕ま
えようとする赤狐のスパイが乗り込ん
でいます。人間と動物の複雑な思いは
列車の中でどう展開されていくので
しょう・・・。      宮沢賢治原作。

24 国語 全般

V-2066
氷河ねずみの毛皮（アニメ）
（バリアフリー）
文部省選定

イーハトーブの駅から北の果てのベー
リングへ向かう列車に毛皮商人を捕ま
えようとする赤狐のスパイが乗り込ん
でいます。人間と動物の複雑な思いは
列車の中でどう展開されていくので
しょう・・・。      宮沢賢治原作。

24 国語 全般

V-2136
中学生のディベートシリーズ
入門編

ディベートとは何か、どうすればよい
か、その手順と形式を、「日本の学校
はボランティア制度をつくるべきであ
る」という論題をめぐって、実際の中学
生が生き生きと展開しています。論題
の設定から判定までポイントを解説し
ています。

32 国語 中

V-2137
中学生のディベートシリーズ
モデル・ディベート編

ディベートをより充実したものにするに
はどうしたらよいか、全国大会でも活
躍した中学生たちが、「日本は炭素税
を導入すべきである」の議論で、目的・
リスク方式によって議論をかみ合わせ
ながらモデル・ディベートを行います。

32 国語 中

V-2226 ビデオ文学館　第1期① 伊豆の踊り子/川端康成 68 国語
中・高・一

般

V-2227 ビデオ文学館　第１期② 富嶽百景/太宰治 53 国語
中・高・一

般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2228 ビデオ文学館　第１期③ 芋粥・蜜柑/芥川龍之介 75 国語
中・高・一

般

V-2229 ビデオ文学館　第１期④ 螢/織田作之助 45 国語
中・高・一

般

V-2230 ビデオ文学館　第１期⑤ 性に眠覚める頃/室生犀星 160 国語
中・高・一

般

V-2231 ビデオ文学館　第２期⑥ 清兵衛と瓢箪・赤西蠣太/志賀直哉 80 国語
中・高・一

般

V-2232 ビデオ文学館　第２期⑦
あすなろ物語より　深い深い雪の中で
/井上靖

85 国語
中・高・一

般

V-2233 ビデオ文学館　第２期⑧ 坊ちゃん（前編）/夏目漱石 109 国語
中・高・一

般

V-2234 ビデオ文学館　第２期⑨ 坊ちゃん（後編）/夏目漱石 130 国語
中・高・一

般

V-2235 ビデオ文学館　第２期⑩ 羅生門・トロッコ・舞踏会/芥川龍之介 62 国語
中・高・一

般

V-2236 ビデオ文学館　第３期⑪ たけくらべ/樋口一葉 118 国語
中・高・一

般

V-2237 ビデオ文学館　第３期⑫
風の又三郎・注文の多い料理店
/宮沢賢治

150 国語
中・高・一

般

V-2238 ビデオ文学館　第３期⑬ 千曲川のスケッチ/島崎藤村 68 国語
中・高・一

般

V-2239 ビデオ文学館　第３期⑭ 小さき者へ/有島武郎 48 国語
中・高・一

般

V-2240 ビデオ文学館　第３期⑮ 大和路・信濃路/堀辰雄 115 国語
中・高・一

般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2241 ビデオ文学館　第４期⑯ 潮騒（前編）/三島由紀夫 130 国語
中・高・一

般

V-2242 ビデオ文学館　第４期⑰ 潮騒（後編）/三島由紀夫 130 国語
中・高・一

般

V-2243 ビデオ文学館　第４期⑱ 遠野物語/柳田国男 75 国語
中・高・一

般

V-2244 ビデオ文学館　第４期⑲ 風琴と魚の町/林芙美子 80 国語
中・高・一

般

V-2245 ビデオ文学館　第４期⑳
なめとこ山の熊・どんぐりと山猫・
狐森と笊森、盗森/宮沢賢治

80 国語
中・高・一

般

V-2246
宮沢賢治
－ほんとうの幸いを求め
て－

宮沢賢治が生涯のほとんどを過ごし
た
岩手の自然と、そこから生み出された
作品、そして文学者としてだけでなく、
教育者、科学者、宗教者、農村改革の
実践者として生きた賢治の人生が描
かれています。

30 国語
中・高・一

般

V-2247 太宰　治

「走れメロス」は、小・中学生に最もよ
く知られている小説の一つです。その
作者・太宰治の人生と作品が映像で
描かれています。

30 国語
中・高・一

般

V-2295 芥川　龍之介

「羅生門」は、23歳の大学生が書い
たものとは思われないほどの完成
度の高い小説です。「鼻」「蜜柑」な
ど、芥川の作品の跡をたどっていま
す。

30 国語
中・高
一般

V-2295 芥川　龍之介

「羅生門」は、23歳の大学生が書い
たものとは思われないほどの完成
度の高い小説です。「鼻」「蜜柑」な
ど、芥川の作品の跡をたどっていま
す。

30 国語
中・高
一般

V-2296 樋口　一葉

「一葉日記」を中心に、その生涯や
「たけくらべ」の美登利をはじめとし
て、厳しい現実に立ち向かう一葉
作品の女主人公たちの生き方が
描かれています。

30 国語
中・高
一般

V-2324

教室コミュニケーション入門
～音声言語の指導の実際～

①教室コミュニケーション
の指導

コミュニケーションの意味・重要性、
音声言語の指導の基礎的な事項、
応用的な技能に属する事項につ
いて、解説されています。

25 国語 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2325

教室コミュニケーション入門
～音声言語の指導の実際～

②対話・話し合い

比較的指導のしやすい「対話」の
基本的な形から始まって、改まった
場面での「対話」について、さらに
「対話」から発展した形の「話し合い」
についてさまざまな具体例で解説さ
れています。

25 国語 小

V-2326

教室コミュニケーション入門
～音声言語の指導の実際～

③スピーチ

「スピーチ指導の形態」や「教室で
のスピーチ学習」の実際、「スピーチ
指導の留意点」「スピーチ評価」に
ついて、具体的な映像で解説されて
います。

25 国語 小

V-2327

教室コミュニケーション入門
～音声言語の指導の実際～

④討論

教室での学習指導に実際に活用
できる形で、自由討論（司会者なし・
司会者付）、会議、パネル・ディス
カッション、ディベートについて、そ
れぞれの具体的な方法・手順が
具体的な映像で解説されています。

25 国語 小

V-2328

教室コミュニケーション入門
～音声言語の指導の実際～

⑤音読・朗読・群読

「音読」「朗読」の位置付けと効用、
「音読」「朗読」の指導上の留意点
が、映像で実例を挙げながら具体
的に解説されています。

25 国語 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0004
石油の探査から生産まで（アニ
メ）

石油の探査から試掘・分析、そして開
発までのいわゆるアップストーリー面
をわかり易くアニメーションで描いてい
ます。

20 社会
小･中･　一

般

V－0005 原油から製品まで（アニメ）
原油から製品にいたるまで、目で見る
ことの石油精製行程をわかり易くアニ
メーションで描いています。

20 社会 中･高･一般

V－0011
海運シリーズ１
日本とオーストラリアを結ぶ海運

産業と貿易を通して－日本とアメリカ
合衆国の貿易を通して、海運の働きと
役割について紹介しています。

18 社会 中･高･一般

V－0012
海運シリーズ２
日本とアメリカ合衆国を結ぶ海運

産業と貿易を通して－日本とアメリカ
合衆国の貿易を通して、海運の働きと
役割について紹介しています。

18 社会 中･高･一般

V－0013 日本の海運

－船が支える日本の暮らし－日本の
様々な産業活動や日常の暮らしにとっ
て海運が大切な役割を果たしていま
す。

30 社会 中･高･一般

V－0014
ぼくらの工場見学
石油化学コンビナート

石油化学製品の特質に目を向け、「石
油化学工業」について、その実際の姿
を見ながら、基礎的な理解力と豊かな
応用力を養います。

22 社会
小･中･　一

般

V－0034 私の名はでんき
明け方から真夜中まで、電気が走りま
わる１日の旅を、カメラの眼を通して追
いかけています。

19 社会 小･中

V－0035
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、小学生向けに
わかりやすく紹介したもので、貿易海
上輸送への理解を深めます。

21 社会 小

V－0051 クルマのできるまで
クルマができるまでの生産行程を通し
て、小学生にもわかるように説明した
日産自動車の広報用VTR。

27 社会
小･中･　一

般

V－0052
海運シリーズ３
日本とヨーロッパを結ぶ海運
文部省選定

日本とヨーロッパを結ぶ海運の様子
と、そのはたらきや役割の重要性を、
産業と貿易を通して描いています。

20 社会 中･高･一般

V－0057
行ケヤ海ニ火輪を転ジ－
明治初年・岩倉使節団

明治４年岩倉使節団の足跡を欧米各
国にたどりながら、近代日本の舞台裏
を浮き彫りにし、　　２１世紀の日本の
選択を考えます。

45 社会
小･中･　一

般

V－0058 惑星アトン－税の働き（アニメ）

カン太は惑星アトンへ。そこは税金の
ない国、そして学校も病院もない。
困ったら王様が何とかしてくれる国。
税について考えます。

30 社会 中･高

V－0059
ぼくたちの探検
－税の働き

税はなぜあるのか、その使い道はと
いった点を、ドラマを通じて考えます。

30 社会 中･高



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0099 ザ・石油　オイルマンの熱い日々
現代文明を支える石油。それに各分
野で携っているオイルマン活動を紹介
しています。

27 社会 中･高

V－0108 安心へのステップ’９１
石油は日本産業の基盤石油の備蓄分
の必要性、備蓄の仕組み、備蓄基地
の紹介。

20 社会 中･高･一般

V－0135 クイズなるほど・ザ・郵便局
局の数、手紙投函からの旅、料金と距
離などのクイズを通して郵便局の働き
や機能を理解します。

20 社会 小

V－0138 日本の海運
資源の少ない日本は、長距離用の
様々な船で物質を輸出入してきまし
た。その実態を学びます。

30 社会 中･高

V－0141
石油危機に備えて
－石油備蓄が活躍する時－

輸入依存の石油、それだけに緊急時
の備蓄分の放出は？

17 社会 中･高･一般

V－0142 古代の海の贈り物

国内で自給できる年間２億トンの石灰
岩は、古代の海の贈り物。高度な技術
で生産し生活と産業を支えている様子
を説明。

30 社会
小･中･高･

一般

V－0143 道のはなし（１９９２年３月）

愛媛県の小学校４年生を主な対象とし
た社会科の資料です。社会生活の基
盤である道を通して幅広い視点から編
集しました。

17 社会 小

V－0145 川のはなし

愛媛県の小学校４年生を主な対象とし
た社会科の資料です。社会生活の基
盤である川を通して幅広い視点から編
集。

17 社会 小

V－0146 日本の沿岸漁業

漁業経営体の９５％をしめる沿岸漁
業。代表的な漁法や水産資源を保護
するための努力などをわかりやすく紹
介します。

20 社会
小･中･　一

般

V－0170 紙・ワンダーランド
紙の物知り博士になれるよう、紙・製
紙産業を様々なテーマから紹介してい
ます。

20 社会 一般

V－0191
海運シリーズ４
日本とアジアを結ぶ海運
文部省選定

中学社会地理分野関連。日本とアジ
アを結ぶ海運の様子と、その働きや役
割の重要性を産業と貿易を通して描き
ます。

20 社会 中･高･一般

V－0197

海運シリーズ５
日本と西アジア・アフリカ・中南米
を結ぶ海運
文部省選定

中学社会地理分野関連。資源や工業
製品を運ぶ海運について、西アジア・
アフリカ・中南米の産業と貿易を通じ
て描きます。

20 社会 中･高･一般

V－0198 港区版忠臣蔵　江戸の花道

江戸時代の大事件、忠臣蔵の義士の
墓地泉岳寺のある港区が史実と伝説
の区内に残された史跡を紹介していま
す。

28 社会 一般
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V－0213 農村の役割ってなあに？
食料の生産だけでなく国土や環境の
保全、自然との触れ合い等の理解を
深めます。

15 社会 小・中

V－0227

海運シリーズ６
日本と世界を結ぶ海運
文部省選定
産業映画祭受賞

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
係を通して描いています。

20 社会 中・高

V－0240
安心への物語
－国家石油備蓄の安全防災体
制

石油備蓄に関する疑問を、基地の安
全や防災にスポットをあてて、わかり
やすく解説しています。

14 社会 小・中・高

V－0254 ミチの雨傘（アニメ）
町の今と昔を調べて分かった事は、私
達の暮らしの身近なところで税金が役
立っている事でした。

19 社会 小・中

V－0262 卸売市場のしくみと働く人たち
野菜や魚の流通過程を通して、市場
の仕組みとそこで働く大勢の人々のこ
とを考えます。

15 社会 小

V－0263
宇宙からみた日本列島
上･下

日本列島の姿（１５分）
日本列島を解析する（２０分）

35 社会 小･中

V－0264 憲法とわたしたちの生活
憲法の基本的な考え方を、子どもの目
を通して具体的に探り、民主政治の在
り方に目を向けます。

20 社会 小

V－0527
工場見学シリーズ１
パン工場

パンができるまでの工程、原料の仕入
れ先や販売先を通しての他地域との
結び付きを描きます。

14 社会 小

V－0528
工場見学シリーズ２
かまぼこ工場

製品になるまでの工程、原料の仕入
れ先や販売先を通しての他地域との
結び付きを描きます。

12 社会 小

V－0529
工場見学シリーズ３
しょうゆ工場

しょうゆが作られるまでの工程をアニ
メで紹介。銚子市に工場が作られた理
由、原料の仕入れ先を通しての他地
域との関係にもふれています。

17 社会 小

V－0531 海ではたらく人たち

マグロ漁を通して海で働く人たちの苦
労を見ていきます。協力し工夫しなが
ら災害防止に努力している様子を描き
ます。

21 社会 小

V－0566
豊かさを運ぶ海の道
エネルギー資源

石油や天然ガスを産地から日本に、
多量にしかも安全に運ぶための工夫
について解説しています。

21 社会 小・中・高

V－0571 太陽の子メグちゃんの農業案内
米作りで種まきから収穫までの作業を
詳しく描いています。多種類の取り入
れなど農業の様子を説明しています。

15 社会 小
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V－0576
小学校４年
いろいろな土地　1巻

低地の人々のくらし 15 社会 小

V－0577
小学校４年
いろいろな土地　2巻

高原の人々のくらし 15 社会 小

V－0578
小学校４年
いろいろな土地　3巻

雪の多い土地のくらし 15 社会 小

V－0579
小学校４年
いろいろな土地　4巻

あたたかい土地のくらし 15 社会 小

V－0580
歴史に現れた人物シリーズ　　1
巻

聖徳太子と飛鳥分化
中大兄王子と大化の改新

30 社会 小

V－0581
歴史に現れた人物シリーズ　　2
巻

聖武天皇と大仏開眼
藤原道長と平安貴族

30 社会 小

V－0582
歴史に現れた人物シリーズ　　3
巻

源頼朝と鎌倉幕府
北条時宗と室町幕府

30 社会 小

V－0583
歴史に現れた人物シリーズ　　4
巻

足利義満と室町幕府
織田信長と戦国時代

30 社会 小

V－0584
歴史に現れた人物シリーズ　　5
巻

豊臣秀吉と天下統一
徳川家康と江戸幕府

30 社会 小

V－0585
歴史に現れた人物シリーズ　　6
巻

西郷隆盛と明治維新
伊藤博文と国際的地位の向上

30 社会 小

V－0679

わたしたちの市と公共施設シリー
ズ
上水道・下水道のしくみとわたし
たちのくらし

役所は国や県、周辺の市と協力して
仕事を進めている。その様子と上下水
道の仕組みを説明しています。

20 社会 小

V－0680
わたしたちの市と公共施設シリー
ズ
消防署のしごと

地域の消防署を例に、平常あまり人
目にふれない火災予防活動や訓練な
ど、見学だけでは掴めない様々な活
動を描いています。

20 社会 小

V－0681
わたしたちの市と公共施設シリー
ズ
安全な生活を守る

真夜中でも交通事故や災害から人々
を守るために活動している警察官の
働きを通して、安全を守るための協力
体制について説明しています。

20 社会 小
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V－0682
わたしたちの市と公共施設シリー
ズ
わたしたちのくらしとごみのしまつ

ゴミを始末してくれる人々の働く様子
や工夫、悩みや問題点を示し、ゴミを
減らすにはどうしたらよいか考えま
す。

20 社会 小

V－0683 水産資源を求めて

日本は水産物の約半分を遠洋漁業で
まかなっています。その現状と、世界
各国ときょうりょくしながら水産資源を
得ているすがたなどを描いています。

20 社会 小

V－0684 育てる漁業
文部省選定

養殖漁業や栽培漁業の現状をさぐり、
生産を高めるための方法や努力して
いる姿を描いています。

21 社会 小

V－0685 果物づくりのさかんな地域

リンゴとミカンの産地を対比的に描き、
自然の条件を活かして生産の向上に
励む傍ら質の良い果物を作る努力を
していることを説明しています。

20 社会 小

V－0765
日本史ビデオ①
ヒミコ

謎の国ヤマタイ国の女王ヒミコ。ヤマタ
イ国はどこにあり、ヒミコはどんな女性
だったのでしょう。

20 社会 小・中

V－0766
日本史ビデオ②
蘇我馬子

大陸分化を取り入れた強大な権力者
蘇我馬子。蘇我氏は多くの渡来人を
指示し、その知識と技術を思うままに
し、権力をのばしました。

20 社会 小・中

V－0767
日本史ビデオ③
聖武天皇

国の平和を願って大仏を建立した聖
武天皇。この時代は国の仕組みが整
い文化が栄えたが、伝染病の流行な
ど心配も多くありました。

20 社会 小・中

V－0768
日本史ビデオ④
藤原道長

わが世の春をうたった貴族藤原道長。
父が摂政になるとともに、高い位に登
り、ついに朝廷第1の権力者になりまし
た。

20 社会 小・中

V－0769
日本史ビデオ⑤
源頼朝

武士の世のため弟義経を討った源頼
朝。武士の世の基を築きました。

20 社会 小・中

V－0770
日本史ビデオ⑥
足利義満

金閣寺に日本国王の願いをこめた足
利義満。金閣で知られる北山の別荘
は、  義満の勢いを最もよく示していま
す。

20 社会 小・中

V－0771
日本史ビデオ⑦
戦国の武将

盛り上がる一揆に苦しんだ戦国の武
将。戦国の武将は、隣国との戦いに加
え、信仰によって固く団結した農民の
一揆にも苦しみました。

20 社会 小・中

V－0772
日本史ビデオ⑧
織田信長

鉄砲の力で戦いを変えた奇才織田信
長。いち早く鉄砲の威力に注目し、鉄
砲隊を組織して戦いました。

20 社会 小・中

V－0773
日本史ビデオ⑨
豊臣秀吉

天下統一の夢を大阪城ではたした豊
臣秀吉。大阪城は、大きさ、見事さで
諸大名を圧倒したが、天下統一の夢
を示すものでもありました。

20 社会 小・中
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V－0774
日本史ビデオ⑩
徳川家光

大名統制や鎖国で幕府の基礎を固め
た徳川家光。諸大名をはじめ農民や
キリシタンを抑え、外には鎖国をする
など、強力な政治を進めました。

20 社会 小・中

V－0775
日本史ビデオ⑪
提督ペリー

黒船で鎖国日本をゆるがした提督ペ
リー。来航やその後の開国で、国内の
政治・社会の様子が大きく変わりまし
た。

20 社会 小・中

V－0776
日本史ビデオ⑫
西郷・大久保

近代国家を目指した明治維新と西郷・
大久保。倒幕の同士として、また新し
い政治の方向付けのために活躍した
が、相争う立場となりました。

20 社会 小・中

V－0862
地に山に海に
―農林水産リポート

世界の農林水産業の現状や日本の農
林水産業の現状を知らせ、それぞれ
の産業の課題や対策について紹介す
る。

60 社会 中･高･一般

V－0866 新しい田園社会を目指して

かごしま･アジア太平洋農業農村会議
でアジアモンスーン地帯とのかかわり
から日本の農業・農村を考え、討論し
た記録。

39 社会 中･高･一般

V－0868
太陽の子メグちゃんの水産業案
内

沿岸・沖合・遠洋漁業で取れる魚、魚
の加工の様子、魚市場～魚が台所に
来るまでを説明しています。養殖・栽
培漁業にも触れています。

15 社会 小

V－0897
日本の歴史１
川と文明

世界最古の文明は４つの大河の流域
に発生しました。これらの古代文明の
発生を自然条件との関連、文字の使
用などの観点から学習します。

12 社会 小・中・高

V－0898
日本の歴史２
縄文の器

縄文式土器や土偶から、縄文時代の
人々の暮らしを探ります。貝塚やたて
穴式住居から狩りや漁を中心とした採
集生活であったことがわかります。

12 社会 小・中・高

V－0899
日本の歴史３
むらからくにへ

各地の遺跡に残る水田の跡や農耕具
などを見ながら、稲作と金属器の伝来
にともなってむらからくにへと社会の変
化が生じたことが分かります。

12 社会 小・中・高

V－0900
日本の歴史４
古墳と埴輪

古墳やその出土器から、各地に分立
したくにが次第に統一され、大和朝廷
に発展したことが分かります。豪族た
ちの生活も紹介します。

12 社会 小・中・高

V－0901
日本の歴史５
飛鳥文化

聖徳太子による政治革命とその理念
を調べます。当時の文化が仏教と中
心とした大陸文化の影響を強く受けて
開花したことが分かります。

12 社会 小・中・高

V－0902
日本の歴史６
奈良の都

遷都の意味や、遣唐使の役割を考え
ます。平城京から発掘した遺物など
で、     中央集権国家の仕組みや
人々の暮らしを見ていきます。

12 社会 小・中・高

V－0903
日本の歴史７
国風文化

平がな、片かなの考察と「源氏物語」
などのかな文化が生まれた事，建築
では平等院などの代表例を紹介し、浄
土信仰にもふれます。

12 社会 小・中・高
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V－0904
日本の歴史８
武士の起こり

１０世紀以降各地で起こった争乱と武
士の台頭のありさまを見ながら、平氏
による武家政権の誕生、鎌倉幕府の
成立までが分かります。

12 社会 小・中・高

V－0905
日本の歴史９
鎌倉文化

貴族文化や禅宗の影響を受け入れな
がら、武士の簡素で雄大な気風を映し
た、写実的な文化が広まった事が分
かります。

12 社会 小・中・高

V－0906
日本の歴史１０
蒙古襲来

モンゴル帝国の発展による１２世紀の
アジアの状況を知り、文永・弘安の役
という蒙古襲来が日本の政治や社会
に与えた影響を見ます。

12 社会 小・中・高

V－0907
日本の歴史１１
花の御所

室町幕府成立の事情と３代将軍義満
の花の御所での政治、日明貿易など
の理解、金閣に代表される北山文化
の特色を紹介します。

12 社会 小・中・高

V－0908
日本の歴史１２
東山文化

銀閣にならぶ東求堂は、禅宗寺院の
様式を取り入れた書院造であること、
またこの時代の花や茶の湯が盛んに
なったことを紹介します。

12 社会 小・中・高

V－0909
日本の歴史１３
宗教革命と大航海

ルネッサンス、宗教革命、地理上の発
見など大航海時代の出来事を通して、
ヨーロッパ人が日本に渡来するように
なった背景が分かります。

12 社会 小・中・高

V－0911
日本の歴史１５
将軍と大名

徳川家康・秀忠・家光の３代で基礎が
確立した江戸幕府。参勤交代などの
大名統制策を調べ、幕藩体制の仕組
みを説明します。

12 社会 小・中・高

V－0912
日本の歴史１６
鎖国

１７世紀の日本を取り巻く国際情勢を
説明します。キリシタン禁教令や島原
の乱を通して、江戸幕府はどのように
して鎖国をしたのかが分かります。

12 社会 小・中・高

V－0913
日本の歴史１７
元禄文化

元禄期に上方を中心に開花した、現
実的で、はつらつとした町人文化の特
色と、その担い手となった都市商人の
繁栄を描いています。

12 社会 小・中・高

V－0914
日本の歴史１８
ヨーロッパの近代化とアジア

イギリスと産業革命と、ヨーロッパ諸国
の近代化の様子を調べます。列強の
インド・中国への進出と日本への開国
要求の国際的背景が分かります。

12 社会 小・中・高

V－0915
日本の歴史１９
化政文化

滑稽本や浮世絵などから、江戸に花
咲いた独特の庶民文化を見ます。交
通路の整備、寺社参りの盛行で中央
と地方の交流が進んだことを描きま
す。

12 社会 小・中・高

V－0916
日本の歴史２０
欧米諸国の接近と幕政改革

天保のききん、大塩平八郎の乱など、
この頃の国内情勢と天保の改革を調
べます。欧米諸国の接近と幕府の対
応のあらましを描きます。

12 社会 小・中・高

V－0917
日本の歴史2１
黒船来航

ペリーの日本来航の背景となった世
界情勢を調べます。開国当時の国内
の混乱と開国・攘夷・尊皇・佐幕に分
かれた諸藩の動きを紹介します。

12 社会 小・中・高
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V－0918
日本の歴史22
明治維新

明治政府が成立した過程を調べ、新
政府が新しい政策を次々と推し進め、
近代国家社会の基礎づくりに努めたこ
とが分かります。

12 社会 小・中・高

V－0919
日本の歴史23
文明開化

明治維新後、急速な近代化をせまら
れた政府の殖産興業政策と都市を中
心とした生活、風俗における西洋文明
の影響が分かります。

12 社会 小・中・高

V－0920
日本の歴史24
自由民権運動

藩閥政治に反対する自由民権運動
が、国民の中から高まってきたことを
調べます。また、大日本帝国憲法制定
への過程が分かります。

12 社会 小・中・高

V－0921
日本の歴史25
日露戦争

日露の対立と戦争の過程を描きます。
二つの戦争の結果、紡績業を中心に
軽工業、鉄鋼業を中心に重工業が発
展した日本の産業革命の特色を学び
ます。

12 社会 小・中・高

V－0922
日本の歴史26
第一次世界大戦

第１次世界大戦勃発時の国際関係
と、日本が参戦した経緯を調べます。
また、大戦後の平和実現のための各
国の協調外交の動きを描きます。

12 社会 小・中・高

V－0923
日本の歴史27
日中戦争

世界恐慌で国内経済も不況が深刻化
し社会も混乱しました。こうした中で軍
部が台頭し、大陸進出が行なわれ、日
中戦争が始まった事が分かります。

12 社会 小・中・高

V－0924
日本の歴史28
太平洋戦争

太平洋戦争の原因と経過を調べま
す。国家総動員法などによる統制、本
土空襲、原子爆弾などにより国民に大
きな惨禍をもたらしたことを描きます。

12 社会 小・中・高

V－0925
日本の歴史29
新しい日本

第２次世界大戦に敗れた日本は連合
国の指導のもとに、新しい憲法の制
定、農地改革などあらゆる分野で民主
的な改革を進めたことを学びます。

12 社会 小・中・高

V－0926
日本地理第1巻
九州地方

歴史的遺産を訪ねます。クリーク・シラ
ス台地・さんご礁といった変化に富ん
だ自然環境のもとで暮らしている人々
の様子も紹介します。

15 社会 中

V－0927
日本地理第2巻
中国・四国地方

日本海岸・瀬戸内・太平洋岸気候のそ
れぞれ特色ある農業の様子や広島カ
キの養殖を描いています。水島製鉄
所を例に瀬戸内工業地域を紹介しま
す。

15 社会 中

V－0928
日本地理第3巻
近畿地方

経済の中心大阪、伝統的な文化や産
業を守る奈良、京都、国際貿易港のあ
る神戸市を紹介します。若狭湾や志摩
半島、びわこ周辺なども紹介します。

15 社会 中

V－0929
日本地理第4巻
中部地方

北陸では雪国のくらしぶりと伝統工業
を、中央高地では高冷地農業や精密
機械工業を、東海では台地と低地のく
らしと工業地帯を紹介します。

15 社会 中

V－0930
日本地理第5巻
関東地方

首都東京やその周辺地域に広がる新
しい都市づくりの現状や工業生産の
様子を空中撮影で紹介します。観光と
農業についても紹介しています。

15 社会 中
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V－0931
日本地理第6巻
東北地方

農業では、米作りやりんご・さくらんぼ
といった果樹栽培を紹介。会津漆器な
どの伝統工業やまぐろの水揚げなど
特色ある漁業も紹介します。

15 社会 中

V－0932
日本地理第7巻
北海道地方

ラベンダー畑・湿原・草原などの自然
の宝庫を見せます。開発の歴史を紹
介する中で、雄大な自然の牧畜や漁
業・農業を描きます。

15 社会 中

V－1057 日本の海運

戦後５０年を歩んだ海運の軌跡をみつ
め、今後、アジアの一員としてアジア
の国々と共に発展する必要性を強調
しています。

30 社会 小･中

V－1070 おしえて！アグリ

平成９年度に放映された「日本の農林
水産業の現状と将来を考える」の総集
編。食料問題・海外協力・環境への配
慮等を解説しています。

45 社会 小

V－1072 太陽の子メグちゃんの林業案内

私達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
森林のもつ働き、木材のすばらしさを
分かりやすく解説しています。

15 社会 小

V－1144
豊かさを運ぶ海の道
コンテナ船

なぜ、コンテナなのか？コンテナ誕生
の歴史をアメリカに探ります。冷凍コン
テナをはじめ、さまざまな種類のコンテ
ナが生まれ活躍しています。

21 社会 小･中

V－1156 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
の日常生活に自動車が時代ごとにど
のように関わってきたかを貴重な映像
で振り返ります。

28 社会 一般

V－1160 近代土木遺産を訪ねて

日本の明治時代の優れた土木遺産、
北防波堤ドーム、藤倉ダム、耶馬渓
橋、牛伏川砂防、布引ダム。鴇波洗
堰、脇谷洗堰等の優れた技術と美し
さ、公共性を紹介します。

20 社会
中・高・一

般

V－1163
太陽の子メグちゃんの蓄産業案
内

私たちが毎日食べている、牛肉、豚
肉、鶏肉、そして卵や牛乳などの畜産
物はどのようにして私たちの食卓に
やってくるのでしょうか。

15 社会 小

V－1179
わたしたちの民主主義
立法と選挙

中学校－公民－で学習する民主主
義。政治のしくみやはたらきを三権分
立の面から実写や国表等でわかりや
すく解説するシリーズ。立法府である
国会のしくみとはたらきを紹介するとと
もに選挙についてくわしく解説します。

20 社会 中

V－1180
わたしたちの民主主義
行政と地方自治

行政を担う内閣について解説し、各省
庁、地方行政についても紹介します。

20 社会 中

V－1181
わたしたちの民主主義
司法

我が国の裁判所のはたらき、種類、裁
判官等を紹介し、司法とはなにかをわ
かりやすく紹介します。

20 社会 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1294
笑顔の達人①
旅行会社スタッフ

お客様とのコミュニケーションを大切に
し、旅行のお手伝いをするカウンター
業務スタッフ、各地を飛び回り、いろん
な人に出会える団体セールススタッ
フ、スタッフの営業支援を行う支店フロ
ントマネージャー、お客様の笑顔と出
会い、世界を旅するツアーコンダク
ターを紹介しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1295
笑顔の達人②
ホテルスタッフ

リゾートホテル、シティホテル、観光ホ
テル、家族向けホテルなど、お客様の
「満足」を一番の喜びとし、自分が楽し
く仕事をしてるからこそお客様も楽しめ
ると笑顔を大切にしているフロントス
タッフ、またホテル経理担当スタッフな
どを紹介しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1296
笑顔の達人③
旅館スタッフ

それぞれの個性が発揮できる旅館
サービススタッフ、旅館に町全体の理
想や美しさを取り入れたいと考える旅
館渉外スタッフ、笑顔のおもてなしとお
客様のくつろぎを考える旅館支配人、
旅館お風呂番、旅館板長を紹介して
います。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1297
笑顔の達人④
民宿・ペンションスタッフ

アットホームな環境の中で、アルバイト
が加わる夏と冬は忙しいけれど、お客
様に気持ち良く過ごしていただくようあ
らゆる所に気を配っているペンション・
民宿スタッフを紹介しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1298
笑顔の達人⑤
飲食・おみやげ品店スタッフ

人を楽しませることが好きというウエイ
ター、おもてなしの心と気配りのプロ意
識をもって仕事をしているといレストラ
ンスタッフ、商品をよく知っておけば自
信が持てるというショップスタッフ、お
客様から直接作品の感想をいただけ
るのが楽しいという製作スタッフを紹
介しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1299
笑顔の達人⑥
体験型観光施設スタッフ

日本全国から集まる観光地での仕事
で、お客様にお礼をいわれたり、笑顔
で会話を楽しんだりの押し花作り体験
教室・ドライフラワーアレンジメント教
室インストラクター。お客様との交流が
生きがい・以前指導したお客様が連絡
をくれたりと感激はかけがえのないも
のという体験指導スタッフ、観光農園
スタッフを紹介しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1300
笑顔の達人⑦
テーマパーク・スポーツインストラ
クター

お客様に楽しみ方のアドバイスをした
り、また自分の成長にもつながるア
ミューズメント施設スタッフ、お客様と
感動を共にできる植栽管理スタッフ・
園内ガイド。安全に楽しく、アクティブ
な個性をいかせるマリンスポーツイン
ストラクラーを紹介しています。

24 社会 小･中･高



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1301
笑顔の達人⑧
イベントスタッフ

安全の確保とお客様にストレスを感じ
させないことをモットーとする運営ス
タッフ。心からのおもてなし精神と笑顔
で自分を磨きあげる仕事でもあるコン
パニオン。人と人とがふれあう空間を
創る仕事の会場施工スタッフを紹介し
ています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1302
笑顔の達人⑨
ガイドスタッフ

自然や民族の知識がお客様のお役に
たてるのがうれしいというエコツアーガ
イド。町の生きた情報を持っている自
信が笑顔になるという観光案内所ス
タッフ。言葉の壁を越えてわかり合え
る瞬間が最高という通訳ガイドを紹介
しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1303
笑顔の達人⑩
交通機関接客スタッフ

自然に思いやりの心が身に付き、人
から慕われる喜びにやりがいがあると
いう鉄道会社客室乗務員・バスガイ
ド。気持ちよく旅立っていただくことを
務めとして、ありがとうという言葉がい
ただけたらうれしいという空港アテンダ
ントを紹介しています。

24 社会 小･中･高

Ｖ－1306 おしえてアグリ！
日本の農林水産業の現状等について
「食料・農業・農村基本法」の考え方に
沿って紹介しています。

45 社会 小

Ｖ－1307 近代土木遺産を訪ねてⅢ

近代土木遺産として本庄水源池（広
島）、羽村取水堰（東京）、万代橋（新
潟）、富岩運河（富山）、三角西港（熊
本）を紹介しています。

19 社会 一般

Ｖ－1309 人・モノ・文化を運んで

バス・トラックをはじめワゴン・バンなど
働くクルマを多数登場させ、商用車が
私たちの生活や社会にいかに深く関
わっているか幅広い用途と機能別に
紹介しています。

19 社会 一般

Ｖ－1313
太陽の子メグちゃんの農林水産
業

農林水産業は食料の他に、環境保全
にも大きな役割を果しています。この
作品は、農業、林業、水産業が環境と
どのような関係があるのか、そこで働
く人々が環境を守るためにどのような
努力をしているのかなどを解説しま
す。

15 社会 小

Ｖ－1355 寒い土地の人々のくらし

雪が多く、気温の低い地域に住む
人々の長い冬と、多雪という気候にそ
なえたくらしの工夫や克雪・利雪の姿
を、新潟県十日町市を例に描きます。

19 社会 小

Ｖ－1400
マリンとヤマト
不思議な日曜日

公園で不思議な妖精を助けた小学生
の姉弟、マリンとヤマト。「何でも願い
をかなえよう！」大地の妖精コッピと
クッピの言葉に２人が考えたことは？

17 社会 小

Ｖ－1412 現代日本の歩み①
近代国家の誕生

明治時代（政治編） 40 社会 高・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1413 現代日本の歩み②
国際協調主義と軍部

大正～昭和初期（政治編） 40 社会 高・一般

Ｖ－1414 現代日本の歩み③
日本帝国主義への道

昭和初期～日中戦争（政治編） 40 社会 高・一般

Ｖ－1415 現代日本の歩み④
皇室

明治・大正・昭和（社会編） 40 社会 高・一般

Ｖ－1416
現代日本の歩み⑤
 関東大震災と復興

大正時代（社会編） 40 社会 高・一般

Ｖ－1417 現代日本の歩み⑥
統後の庶民

日中戦争～太平洋戦争終結（社会編） 40 社会 高・一般

Ｖ－1418
現代日本の歩み⑦
 大正デモクラシー

大正～昭和初期（経済編） 40 社会 高・一般

Ｖ－1419
現代日本の歩み⑧
 交通革命

大正～昭和　飛行機・鉄道・指導者
（経済編）

40 社会 高・一般

Ｖ－1427
列島新世紀
ぶらり道の旅

四国と本州を結ぶ明石海峡大橋、瀬
戸大橋付近の道の駅を尋ねながら橋
による変化を経済・物流・観光・地場
産業等の面から紹介します。

48 社会 一般

V-1432 おしえて！アグリ平成１２年度

日本の農林水産業について次の３点
からリポートしています。①農村、山
村、漁村の役割について考えます②
農林水産業の持続的な発展について
考えます③食料の安定供給について
考えます。

40 社会 小

V-1472 近代土木遺産を訪ねてⅣ

近代土木遺産としての丸沼ダム、河内
貯水池、長篠流堤、犬吠崎灯台、一の
戸橋梁、小樽運河をあげ、それぞれの
施設がその役割、歴史と社会資本の
意義、心和ませる風景を紹介していま
す。

20 社会 一般

V-1473 That's預金保険制度
「預金保険制度」について石井プロ
デューサーが事件の謎を解く探偵の
ごとくリズミカルに解説したものです。

17 社会 一般

V-1476
考えてみよう、私たちの未来、２１
世紀の税制

税制が公的サービスの財源を賄うた
め十分な税収を確保しつつ、経済社
会の構造変化に対応していくために
は、今後どのような見直しを行い、ど
のような税体系を築いていくことが望
ましいのでしょうか…。税調答申のポ
イントを分かりやすく解説しています。

20 社会 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1481
TOGETHER   HUMAN　LIFE
四国の電気・歴史と未来

日本で電気が使われるようになって
120年あまりが経ちます。私たちの暮
らしは電気の登場でめざましい進化を
遂げてきました。このビデオでは、明
治時代からの家庭生活の移り変わり
をドラマで再現しながら  、資料写真や
資料映像を使って、電気と私たちの暮
らしの関わりと移り変わりを紹介して
いきます。

24 社会 一般

V-1484 アグリンの農林水産ワールド

この作品は、わたしたちの食生活を見
直し、生ゴミ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 社会 小

V-1497 朝日百科・日本の歴史① 宇宙と人類の誕生から縄文のくらし 45 社会
小・中・高・

一般

V-1498 朝日百科・日本の歴史②
弥生時代と古代王権ー霊の支配から
知の支配へ

45 社会
小・中・高・

一般

V-1499 朝日百科・日本の歴史③
仏教伝来と聖徳太子の時代ー天皇制
の出現

40 社会
小・中・高・

一般

V-1500 朝日百科・日本の歴史④
律令制度と平城京ー古代国家の完成
そして…

46 社会
小・中・高・

一般

V-1501 朝日百科・日本の歴史⑤ 平安京ー変革の土壌 40 社会
小・中・高・

一般

V-1502 朝日百科・日本の歴史⑥
源氏物語の時代ー王朝社会の成熟と
解体

40 社会
小・中・高・

一般

V-1503 朝日百科・日本の歴史⑦ 中世社会と民衆の実像 42 社会
小・中・高・

一般

V-1504 朝日百科・日本の歴史⑧
蒙古襲来をめぐるふたりの悪党
一遍智真と竹崎季長の中世

49 社会
小・中・高・

一般

V-1505 朝日百科・日本の歴史⑨
南北朝の時代ー動乱そして自立の胎
動

40 社会
小・中・高・

一般

V-1506 朝日百科・日本の歴史⑩
金閣と銀閣ー下克上としての室町文
化

42 社会
小・中・高・

一般
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V-1507 朝日百科・日本の歴史⑪
戦国時代と「天下統一」－「クニ」から
「国家」へ

45 社会
小・中・高・

一般

V-1508 朝日百科・日本の歴史⑫
アジールの内と外ー中世の時空から
近代へ

47 社会
小・中・高・

一般

V-1509 朝日百科・日本の歴史⑬
元禄時代ー太平の世を支えた身分制
度と家制度

40 社会
小・中・高・

一般

V-1510 朝日百科・日本の歴史⑭
近世の国土開発ー日本列島大改造の
光と影

40 社会
小・中・高・

一般

V-1511 朝日百科・日本の歴史⑮ 百姓一揆　　身分制と鎖国 48 社会
小・中・高・

一般

V-1512 朝日百科・日本の歴史⑯
意次と定信の時代ー一国平和の時代
の華やぎとかげり

42 社会
小・中・高・

一般

V-1513 朝日百科・日本の歴史⑰
近世から近代へー変革主体の登場と
黒船

46 社会
小・中・高・

一般

V-1514 朝日百科・日本の歴史⑱
維新と世直しー変革の世を生きる民
衆

42 社会
小・中・高・

一般

V-1515 朝日百科・日本の歴史⑲
近代日本の形成ー明治の「国家」と
「国民」

46 社会
小・中・高・

一般

V-1516 朝日百科・日本の歴史⑳
近代国家の展開ー明治天皇と大日本
帝国

45 社会
小・中・高・

一般

V-1607
いっしょに考えよう
２１世紀の日本と首都機能移転

首都機能移転についてわかりやすく
解説し、首都機能移転への理解と関
心が深まり、国民的な議論の喚起が
図られることを期待します。

26 社会 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1615 アグリンの農林水産ワールド
～水田はどんな働きをしていの？

埼玉県にある見沼たんぼの自然観察
会に参加したヒロシとカオルの兄妹。
水田のあぜ道でカオルがヒロシに米
作りについて聞きますがうまく答えら
れません。そこで、アグリンを呼び、教
えてほしいと頼みます。アグリンは快く
引き受け、２人に米作りの１年を紹介
します。２人はアグリンの話から米作り
を理解することの大切さを知っていき
ます。

15 社会 小・中

V-1670 海の大動脈　内航海運
文部省選定

船は、国内物流の主要な運送機関の
一つです。海運業界は、いかに低コス
トで、安全に、決められた日時に、目
的地まで運ぶかという課題に取り組ん
でいます。その結果、様々な工夫や新
しい技術を取り入れた様々な種類の
船が日本全国で活躍しています。この
ビデオは、産業の発展と人々の暮らし
を支え続けている内航海運のはたらき
を紹介します。

19 社会 中

V-1675 ペリーの来航

この教材ではアメリカ合衆国の艦隊の
司令官ペリーの来航をとり上げ、ペ
リー来航の目的やペリーの上陸の様
子、日米和親条約などについて紹介し
ています。そしてこれらの映像から、ペ
リーの率いたアメリカの艦隊、黒船の
圧力によって我が国は200年に渡る鎖
国をといて開国したことをとらえさせよ
うとしています。

10 社会 小・中

Ｖ－1676 大久保利通と遣欧米使節団

この教材では、1871年に横浜から出
発した遣欧米使節団をとり上げ、大久
保利通を中心に、アメリカやイギリス、
ドイツにおける使節団の見聞の様子を
紹介しています。そして、これらの映像
から、使節団が欧米の先進的な産業
や文化を吸収して、成果を近代日本
の出発に役立てたことをとらえさせよう
としています。

10 社会 小・中

Ｖ－1677 板垣退助と自由民権運動

この教材では、自由民権運動に尽くし
た板垣退助をとり上げ、板垣が明治維
新の新しい国づくりに参加する様子
や、明治の新政府を去って自由民権
運動に尽くす様子などを紹介していき
ます。そして、これらの映像から、自由
民権の運動がどのように広がっていっ
たかを、板垣退助の働きを中心にとら
えさせようとしています。

10 社会 小・中

Ｖ－1678 条約改正につくした人びと

この教材では、不平等条約をとり上
げ、ノルマントン号事件を契機に高
まった条約改正への動きを明らかにし
ながら、条約改正に尽くした井上馨や
陸奥宗光、小村寿太郎を紹介してい
ます。これらの映像から、我が国が近
代国家として国際的な立場を強めるこ
とによって、条約改正に成功したことを
とらえさせようとしています。

10 社会 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1679 明治の科学者
－北里柴三郎と野口英世－

この教材では、破傷風の血清療法を
発見した北里柴三郎や、黄熱病の研
究に尽くした野口英世をとり上げなが
ら、世界的な科学者になるための様子
を具体的に紹介しています。そしてこ
れらの映像から、明治の日本には、自
然科学の分野で世界的な研究に尽く
した何人かの科学者がいたことを、と
らえさせようとしています。

10 社会 小・中

Ｖ－1713
情報とわたしたちの暮らしシリー
ズ　ニュース番組を作る人びと

情報がどのように作られ活用されてい
るかを紹介し、情報がわたしたちの生
活に果たしている役割を説明していま
す。            ①テレビ局の編集会議②
記者たちの取材活動③放送開始まで
の動き④より速く、正確に伝える工夫

16 社会 小

Ｖ－1714
情報とわたしたちの暮らしシリー
ズ
くらしをささえる情報

情報がどのように作られ活用されてい
るかを紹介し、情報がわたしたちの生
活に果たしている役割を説明していま
す。            ①コンビニエンスストアの
ひみつ②レタスづくりで活かす情報③
宇宙から魚群をさがす④情報を発信し
よう

16 社会 小

Ｖ－1759 スーパーマーケットのひみつ
スーパーマーケットの１日を紹介しな
がら、買い物客の願いに応える様々な
工夫や努力を紹介しています。

13 社会 小

Ｖ－1771
アグリンの農林水産ワールド
農村ってなんだろう？

農村が果たしている多面的な機能を
紹介しながら、都市と農村の交流が農
村の持つ様々な機能を守っていく力と
なっていることを学びます。

10 社会 小

Ｖ－1781
古代オリエントとギリシャ・ ローマ
文明

メソポタミア文明からローマまでの古
代文明の成立と発展、消滅の様子を
オリエントとギリシャ、ローマを中心に
紹介しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1782 アジアの古代文明
インダス文明、黄河流域の秦・漢等の
中国古代文明を中心にアジアの古代
文明を紹介しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1783 イスラム世界の形成と発展
イスラム世界の形成と発展を１４世紀
イスラムの旅行家の活動を通じて紹
介しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1784
ヨーロッパ世界と内陸アジアの変
貌

中世のヨーロッパ文明の舞台は、地中
海から西欧に移り、フランク王国が成
立。一方、内陸アジアでは、チンギス・
ハンがモンゴル帝国を築きます。ヨー
ロッパ世界と内陸アジアの変貌を紹介
しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1785 大航海時代とルネサンス

幾多の地理上の発見が行なわれた大
航海時代。イタリア都市社会を母体と
した文芸と芸術における古典復興運
動ルネサンスの姿を紹介しています。

20 社会 高・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1786 フランス革命と産業革命

ヨーロッパは絶対主義国家の競合か
ら、啓蒙思想の影響を受けた市民革
命によって大きく変化、フランス革命、
ナポレオンの登場と、その後のウィー
ン体制を見ていき、産業革命を経て資
本主義社会への成立を紹介していま
す。

20 社会 高・一般

Ｖ－1787 アメリカ大陸の発展

１９世紀に入るとアメリカも産業革命が
進み、着々と発展し太平洋岸にいたる
領土を完成し、南北戦争を経て近代
的統一国家を形成します。ラテンアメ
リカでは各国の独立が相次ぎます。１
９世紀のアメリカ大陸の発展を紹介し
ています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1788 アジア・アフリカの変動

明・清の両帝国は中国歴史上最大の
帝国といわれています。１７世紀以降
のアジア・アフリカにおける列強の進
出を紹介しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1789 帝国主義と第一次世界大戦

ヨーロッパ列強の帝国主義政策は国
際間の緊張を高め、１９１４年ついに
第一次世界大戦が勃発しました。この
歴史上かつてなかった戦争の姿を紹
介しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1790 ファシズムと第二次世界大戦

第一次世界大戦後、ドイツ･イタリアで
ファシズムが台頭。米国から始まった
世界恐慌。第二次世界大戦の過程と
結果を紹介しています。

20 社会 高・一般

Ｖ－1791 日本の位置とまわりの国々

①日本のはしの島を見てみよう（沖ノ
鳥島、択捉島等）　②まわりの国々を
訪ねてみよう（ロシア連邦、中国、韓
国、フィリピン他）

14 社会 小

Ｖ－1792 空から見た日本の地形 海岸・山・川・盆地・平野の様子 14 社会 小

Ｖ－1793 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
太平洋側の気候の違い

14 社会 小

Ｖ－1794 調べてみよう北海道
文部科学省選定

自然の様子、自然の人々の暮らしと関
わり、アイヌの人たちの生活、暮らしを
支える産業、札幌の特色、北方四島と
返還運動

16 社会 小･中

Ｖ－1795 調べてみよう山形県
文部科学省選定

交通との関わり、最上川、庄内平野の
農耕、南陽市のビニールハウス栽培、
果樹栽培、昔からの産業、農業の変
貌

16 社会 小･中

Ｖ－1796 調べてみよう東京都
文部科学省選定

政治と歴史、経済、文化、東京駅、浅
草の特色、京浜工業地帯、野菜市場
と魚市場、公害問題、周辺都市、都市
機能

16 社会 小･中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1797 調べてみよう愛知県
文部科学省選定

戦後復興と都市計画、中京工業地
帯、濃尾平野・知多半島の開発、名古
屋市郊外の開発

16 社会 小･中

Ｖ－1798 調べてみよう大阪府
文部科学省選定

日本一の商業都市、観光、中之島、梅
田地下街、近郊住宅街、千里ニュータ
ウンと金剛ニュータウン、関西空港、
商業街の現状、阪神工業地帯

15 社会 小･中

Ｖ－1799 調べてみよう広島県
文部科学省選定

地形、観光、広島市・呉市・福山市・尾
道市・三次市の産業変化、瀬戸内海
の交通、因島の造船工業、カキの養
殖、厳島神社

16 社会 小･中

Ｖ－1800 調べてみよう愛媛県
文部科学省選定

松山市の歴史、吉田浜の工業地帯、
新居浜の工業地帯、道後温泉、宇和
島の養殖業、みかんの生産

15 社会 小･中

Ｖ－1801 調べてみよう福岡県
文部科学省選定

古代中国との交流、蒙古襲来、大企
業の分布図、交通、北九州工業地帯、
かつての筑豊炭田・三池炭田、筑後
川、有明海

16 社会 小･中

Ｖ－1802 調べてみよう沖縄県
文部科学省選定

アメリカ軍基地、観光、文化、織物、琉
球漆器、石垣島、竹富島・西表島・波
照島の産業や観光、家の造りや防風
林、飲料水を得る工夫

16 社会 小･中

V－1849 調べてみよう！銀行の仕事
子どもたちが実際に銀行に行って、預
金の種類や利息、金利、融資、決裁な
ど銀行の仕事を学んでいきます。

15 社会 小

V-1883 米をつくる農家の人びと
苗を育てる/稲の生長をたすける仕事
/米の保管/田おこし、代かき、田植え
/昭和３０年代の米作りの様子

9 社会 小

V-1884 ダムと取水ぜきを見てみよう
ダムの役割/ダムで働く人びと/取水
ぜきのやくわり

9 社会 小

V-1885 下水処理場を見てみよう
下水処理場の役割/汚泥を処理する
仕組み/下水をきれいにする仕組み/
下水処理場で働く人びと

9 社会 小

V-1886 浄水場を見てみよう
水をきれいにする仕組み/浄水場で働
く人びと/おいしい水を作る技術/水は
限りある資源

8 社会 小

V-1949 自動車工場を見てみよう
自動車の車体/組み立て/検査/出荷/
人や環境にやさしい自動車

10 社会 小

V-1950 製鉄所を見てみよう
原料から鉄をつくる/銑鉄を鋼に変え
る/鋼を製品に/製鉄所とリサイクル

10 社会 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1951 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 社会 小

V-1952 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/ガスを安全に届けるしくみ/環
境を考える都市ガス

11 社会 小

V-1953 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 社会 小

V-1954 市場を見てみよう
マグロが運ばれてきた/なかおろしの
店/せりのようす/市場を支える人びと

9 社会 小

V-1958 工業をささえる運輸と貿易
空から見た横浜港/コンテナふ頭の様
子/自動車の届くまで/おもな輸入品と
輸出品/これからの貿易

15 社会 小

V-1979 新聞社の仕事を見てみよう
取材する/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

10 社会 小

V-1980 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 社会 小

V-1981 養しょく漁業で働く人びと
宇和島市ではまちの養殖漁業に取り
組む一家を追いながら、養殖漁業に
生きる人々の姿を描いています。

15 社会 小

V-1982 条約改正と日清・日ロ戦争
不平等条約を改正せよ/中国やロシア
と戦う/立ち上がる民衆

22 社会 小・中

V-2047 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 社会 小

V-2067
米づくりの始まりと国の統一
（一部アニメ）

米づくりのむらとくらし/むらからくにへ
/  巨大な古墳のひみつ

20 社会 小

V-2068
大仏づくりにたくされた願い
（一部アニメ）

聖武天皇と大仏づくり/貴族のくらしと
日本風の文化

21 社会 小

V-2069
源頼朝と武士の世の中
（一部アニメ）

武士の館を訪ねてみよう/源頼朝が鎌
倉幕府を開く/元との戦い

19 社会 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2070
天下をめざした３人の武将
（一部アニメ）

織田信長が天下統一をめざす/豊臣
秀吉が全国を統一する/徳川家康が
江戸幕府を開く

23 社会 小

V-2071
徳川家光と江戸幕府
（一部アニメ）

大名行列をさぐってみよう/キリスト教
の禁止から鎖国へ/鎖国の中での交
流－朝鮮通信使－

21 社会 小

V-2072
新しい学問と町人文化
（一部アニメ）

伊能忠敬と日本地図/杉田玄白と蘭
学/近松門左衛門と歌川広重

23 社会 小

V-2073
明治維新をつくりあげた人々
（一部アニメ）

若い武士が歴史を動かす/文明開化
と福沢諭吉/自由民権運動が広がる

22 社会 小

V-2074 条約改正と日清・日ロ戦争
不平等条約を改正せよ/中国やロシア
と戦う/立ち上がる民衆

22 社会 小

V-2075 長く続いた戦争と人々のくらし
広がる戦争/戦争中の国民生活/沖
縄・広島・長崎そして敗戦

18 社会 小

V-2076 平和な日本をめざして
焼け跡から立ち上がる/もう戦争はし
ない/平和で豊なくらしをめざして

18 社会 小

V-2077 野菜の生産に取り組む人びと

深谷市で畑作に取り組む農家の工
夫・努力を紹介し、また、高原野菜や
促成栽培も取材して、輸送と通信が野
菜の大量生産を支えていることを描い
ています。

10 社会 小

V-2078 果物の生産に取り組む人びと

宇和島のみかん作りを舞台にして、１
本1本の果樹に対して注がれる農家の
愛情を描き出し、農家の悩みも紹介し
ています。

10 社会 小

V-2079 畜産に取り組む人びと（酪農）

北海道の釧路台地に広がる酪農地帯
の一日の仕事、１年の作業暦などを紹
介。機械化などによる作業の変化とと
もに、飼料の輸入、乳製品の自由化な
ど、酪農の抱える問題も紹介していま
す。

10 社会 小

V-2080 畜産に取り組む人びと（養鶏）

一宮市の養鶏団地を舞台にして、機
械化による作業の能率化、養鶏の集
団化など、様々な工夫をしながら卵の
生産に取り組む人たちの姿を紹介して
います。

10 社会 小

V-2081 戦後５０年の歩み
文部省選定

終戦時の廃墟から復興、そして高度
成長への発展の道を、当時のニュー
スフィルムや写真などで紹介していま
す。

20 社会 小

V-2214 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
熱を利用する技術

9 社会 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2215
都道府県県庁所在地
おぼえマップ
（アニメ）

各都道府県の県庁所在地が、名所や
特産物とともに楽しい歌で紹介されて
います。

13 社会 小

V-2216
武士の時代の幕開け
-源頼朝と鎌倉武士-

武士の時代へ移りゆく中で、大きく力
を伸ばしていった平氏と源氏。
平氏と源氏の激しい戦いを追いなが
ら、武士とはどのような人たちか、そ
して武士たちがどのようにして勢力を
強めていったのかが描かれています。

20 社会 小

V-2298 日本の成り立ち
①縄文時代のくらしと文化
②弥生時代のくらしと文化
③国々の誕生と古墳

22 社会 小

V-2299 古代国家の歩み
①聖徳太子がめざした政治
②平城京と人々のくらし
③平安貴族の政治と文化

23 社会 小

V-2300 武家政治の始まり
①武士の台頭と鎌倉幕府
②モンゴルの襲来
③今に伝わる室町文化

22 社会 小

V-2301
ヨーロッパ人の来航と
全国統一

①ヨーロッパ文明との出会い
②織田信長と豊臣秀吉の統一事業
③兵農分離と朝鮮侵略

24 社会 小

V-2302 江戸幕府の成立と鎖国
①江戸幕府の成立と支配のしくみ
②キリスト教の禁止から鎖国へ
③鎖国の中での交流

24 社会 小

V-2303 江戸時代の文化と学問

①近松門左衛門と人形浄瑠璃
②浮世絵
③杉田玄白と蘭学
④伊能忠敬と日本地図

24 社会 小
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V－0193 そろばんと友だち

子どもたちが思考しながら、学習する
楽しさを味わえるよう計算の仕方を学
んでいく様子をドキュメンタリータッチ
で描いています。

30 算数・数学 小

V－0265 小学校１年　算数　第1巻
①かず②５までのかず③１０までのか
ず④なんばんめ

23 算数・数学 小

V－0266 小学校１年　算数　第2巻
⑤いくつといくつ⑥たしざん１⑦ひきざ
ん１⑧２０までのかず

22 算数・数学 小

V－0267 小学校１年　算数　第3巻
⑨ながさくらべ⑩かさくらべ⑪とけい
⑫ひろさくらべ

23 算数・数学 小

V－0268 小学校１年　算数　第4巻
⑬３つのかずのけいさん⑭たしざん２
⑮ひきざん２⑯たしざんとひきざん

24 算数・数学 小

V－0269 小学校１年　算数　第5巻
⑰いろいろなかたち⑱かたちづくり
⑲１００までのかず⑳わけかた

23 算数・数学 小

V－0400 秋山仁の算数大好き① 数の表し方、整数の問題 53 算数・数学 小

V－0401 秋山仁の算数大好き② 整数と奇数、対応と分類 50 算数・数学 小

V－0402 秋山仁の算数大好き③ 逆思考法、いろいろな形とその特徴 51 算数・数学 小

V－0403 秋山仁の算数大好き④
展開図と最短距離、三角形と四角形
の性質

51 算数・数学 小

V－0404 秋山仁の算数大好き⑤ 規則性と十進法の仕組み 51 算数・数学 小

V－0405 秋山仁の算数大好き⑥ 立体と断面図、規則性と暗号解読 52 算数・数学 小

V－0406 秋山仁の算数大好き⑦ 数の図式化、手順と論理 51 算数・数学 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0407 秋山仁の算数大好き⑧ 算数的思考法 51 算数・数学 小

V－0408 秋山仁の算数大好き⑨ 規則性と対応、十進法と余りの数 52 算数・数学 小

V－0409 秋山仁の算数大好き⑩ 相似比、有限と無限 52 算数・数学 小

V－0410 秋山仁の算数大好き⑪ 数の列と黄金比、手順とつるかめ計算 52 算数・数学 小

V－0411 秋山仁の算数大好き⑫
図形の分類、算数博士のなんでも相
談

54 算数・数学 小

Ｖ－1315
「１」を決めるために？
単位の話

１８世紀末のメートル法の誕生以来、
世界中のみんなが共通の単位を使お
うという考えが盛んになってきました。
このビデオでは、その中でもなじみ深
い「メートル」、「キログラム」、「秒」、と
いう単位の誕生の歴史などについて
わかりやすく説明しています。

33 算数・数学 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0002 北の牧馬
日本在来馬の１種である北海道和種
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ています。

30 理科 一般

V-0003 お前の名はサラブレッド

１頭のサラブレットにどれだけの歴史
と人間の情熱が注がれているかを、モ
ンテプリンス、サーヘンプリンスの関係
者を中心に描きます。

33 理科 一般

V-0039 板ガラスの世界
人々の生活に明るい光を届けてくれる
板ガラスの様々な役割、歴史、製造方
法などを紹介しています。

20 理科 中

V－0106 不思議がひらく科学のとびら
科学の不思議の種を探しながら、科学
技術の成果を具体的に映像で紹介し
ています。

42 理科 中・高

V－0111 ニューフロンティア　宇宙

宇宙を飛ぶ・住む・利用するの三面か
ら、わが国のロケット開発、宇宙飛行
士毛利さんの訓練などを紹介していま
す。

29 理科 一般

V－0112 ライフサイエンスの未来
好アルカリ性細菌、走磁性菌、脳のメ
カ解明、がんの、解明などに焦点を当
て映像化し紹介しています。

29 理科 一般

V－0113 新しい素材を求めて

薄膜ダイアの合成、超電導材料の開
発、金の超微粒子観察、原子・分子レ
ベルでの材料の機構解明などを紹介
しています。

29 理科 一般

V－0126
ウルトラマンのシュワッチ！
宇宙探検

１９９２年の国際宇宙人口衛星などを
ウルトラマンが訪ね、宇宙の様子を紹
介します。

27 理科 中・高

V－0128 信濃川とさかなたち

イワナ、ヤマメ、カジカ、ウグイ、アユな
ど５０～６０種類の魚が住む川を上・
中・下流ごとに紹介し、人間生活との
関わりを説明します。

20 理科
小･中･ 一

般

V－0147
キミ科学する？
暮らしを変える先端技術

台所からの先端技術を紹介。テフロン
加工、CD、電子レンジなど。

21 理科 中・高

V－0149 高圧力の世界

圧力は温度と並んで、物質の性質を
支配する要素で、常識では考えられな
い現象が起こります。無限の可能性、
不思議な世界を紹介します。

23 理科 高

V－0179 なるほど血液ゼミナール
酸素や老廃物の運搬、病原菌を殺す
血液の働きや活用を学びます。

15 理科 中・高

V－0184 みらいテレビ化学でＧＯ！
フライト・シュミレータ・グラッフィクから
ニューメディアまで、最先端の科学を
紹介しています。

25 理科 中・高



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0192 科学技術が世界を結ぶ
現在の日本の科学技術は、世界各国
と手を結び進められています。技術の
先端を紹介しています。

20 理科 中･高･一般

V－0212 自然の叡智の結晶　塩ビ
塩化ビニールとはなにでしょう？その
製造方法や用途例、リサイクルなどに
ついて解説しています。

20 理科 一般

V－0214 今どき化学はおもしろい
レーザー、超音波、ソーラーなど５つ
の題材を実験を交えて、楽しく説明し
ています。

28 理科 小・中

V－0216
Seven in Wonderland
―北野博士、女性サイエンティス
トと語る

遺伝子・原子･海底・宇宙など不思議
を解き明かし、日本の科学技術を支え
る７人の女性科学者の世界を覗いて
みましょう。

25 理科 一般

V－0217 自然の宝庫・屋久島（総合版）
屋久島の自然に魅せられ、移り住ん
で十余年間見つめてきた素顔の屋久
島を紹介しています。

47 理科 一般

V－0218 屋久島・森と水（音楽版）

杉本竜一の音楽にのせておくる日下
紀三撮影の屋久島の自然。１９９２年
ブラジルでの地球環境サミットで紹
介。

48 理科 一般

V－0219 Yakushima Island（英語版）
世界遺産の屋久島の魅力を紹介して
います。

48 理科 一般

V－0255 科学のふしぎ実験隊
身近な疑問、化学の一歩の疑問につ
いて実験を通じて解説します。

43 理科 小・中

V－0323
動物たちの世界
オーストラリア編

他の大陸では見られない野生動物、
有袋類などが多くいます。コアラ、カン
ガルー、カモノハシなどを保護する対
策などを学びます。

25 理科 全般

V－0324
動物たちの世界
中国編

蒙古の野生馬を家畜に、草原の羊、ラ
クダの代表的な家畜以外のガゼル、ク
ロズル、恐ろしいオオカミなど野生動
物も紹介しています。

25 理科 全般

V－0325
動物たちの世界
北アメリカ編

北アメリカの国立公園は、野生動物の
棲み家として保護の役割をはたしてい
ます。人間と野生動物が共生している
様子を紹介しています。

25 理科 全般

V－0326
動物たちの世界
南アメリカ編

秘境アマゾンの流域は、野生動物の
世界。イグアナ、アナコンダ、アルマジ
ロ、ハチドリ、ピラニアなどを紹介して
います。

26 理科 全般

V－0328 雷鳥・アルプスの四季
北アルプス立山、ライチョウのヒナが
七月に５羽かえり、これから１年間の
追跡記録。

25 理科 全般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0391 森林の恵み
文部省選定

森林の営みによる自然のエアコン効
果、防風、防音、保水など人間や生物
への関わりや、森林浴による人体へ
の影響などの恩恵を学びます。

16 理科 中

V－0412
岩波ビデオ教材シリーズ
小学校理科①

流速の違いを体感させ、石の大きさや
水の運搬力の関係から河原の堆積状
態を説明します。上中下流の川の姿
の変化も見ていきます。

15 理科 小

V－0413
岩波ビデオ教材シリーズ
小学校理科②

ジャガイモの植え方、育て方を体験し
ながら、でんぷんの存在、成長とでん
ぷん量の関係、日照による芋のでき
かたなどを実験します。

15 理科 小

V－0414
岩波ビデオ教材シリーズ
小学校理科③

モンシロチョウを例に昆虫のライフサ
イクルを観察します。畑で産卵行動、
卵の観察や幼虫の摂食の様子を観察
した後、教室で飼育します。

15 理科 小

V－0415
食べ物の旅
消化器のしくみとはたらき

内視鏡などの特殊撮影、アニメ画像、
わかりやすい実験を通して、食物が体
の中の消化管をどう通って養分として
吸収されるのかを描いています。

18 理科 小

V－0443
新しい地球の科学
日本列島の誕生

プレート・テクトニクスをもとに、日本列
島はどのように形成されたのでしょう
か。四万十帯の地層の重なり方などを
手がかりにその謎にせまります。

30 理科
中･高･  一

般

V－0444 大きく育て！アオウミガメ

小笠原は、絶滅の危機にあるアオウミ
ガメが産卵に訪れる数少ない産卵地
の一つです。環境保全や生物の保護
の大切さと、地道な活動を描きます。

29 理科
中･高･  一

般

V－0446 驚異の世界① サメの神秘に迫る 48 理科 一般

V－0447 驚異の世界② クーガーの秘密 48 理科 一般

V－0448 驚異の世界③ クロコダイルの逆襲 48 理科 一般

V－0449 驚異の世界④ ヘビの王国 48 理科 一般

V－0450 驚異の世界⑤ 美しい殺し屋（シャチの秘密） 48 理科 一般

V－0452 驚異の世界⑦
ハーバード家の秘密（家にすみつく生
き物たち）

48 理科 一般
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V－0455 驚異の世界⑩ 発明家の世界 48 理科 一般

V－0530 花から実へ
文部省選定

花と思えないトウモロコシの花とヒゲに
焦点を当て、花から実ができる時の様
子、成長と土の働きについて学びま
す。

21 理科 小

V－0565
せまってみよう３つのキーワード
日常生活と科学技術

リサイクル、自然エネルギーの利用、
情報化社会という３つの視点から身近
にある科学技術について解説します。

33 理科 小･中

V－0574
未来を開く光電池
文部省選定、通商産業省推薦、全国都
道府県教育委員会連合会推薦

乾電池を使った車と光電池を使った車
で、光電池の特徴を知ります。また、
化石燃料と比較し、太陽エネルギーの
重要性も説いています。

12 理科 小

V－0597 月の位置と太陽の位置
月は見える形が周期的に変化するこ
と、月の明るい側に常に太陽があるこ
となどを説明しています。

10 理科 小

V－0598 太陽と月の表面のようす
太陽と月の表面の様子を映像資料を
ふんだんに使って解説しています。

10 理科 小

V－0696
天気の変化①
気温の変化と天気

晴れの日、雨の日の天気や１日の気
温の変化を調べ、気温は太陽高度と
関係があることを学びます。また、雲
や風、気温の変化なども調べます。

15 理科 小

V－0697
天気の変化②
四季の天気の変化

台風の動きと各地の天気、また、春夏
秋冬の天気などについて、気象衛生
ひまわりの雲画像を利用しながら説明
します。

15 理科 小

V－0698 空気中の水の変化

ダイヤモンドダストなど普段見られな
い現象を映像で見、みえなくなる水、
空気中の水の変化などについて理解
を深めます。

15 理科 小

V－0757
わくわくビデオ図鑑①
カブトムシ

カブトムシの生態 25 理科 幼・小

V－0758
わくわくビデオ図鑑②
クワガタムシ

クワガタムシの生態 25 理科 幼・小

V－0759
わくわくビデオ図鑑③
アメリカザリガニ

アメリカザリガニの生態 25 理科 幼・小

V－0760
わくわくビデオ図鑑④
アリとアリの巣

アリとアリの巣の生態 25 理科 幼・小
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V－0761
わくわくビデオ図鑑⑤
チョウ

チョウの生態 25 理科 幼・小

V－0762
わくわくビデオ図鑑⑥
ミツバチ

ミツバチの生態 25 理科 幼・小

V－0763
わくわくビデオ図鑑⑦
カタツムリ

カタツムリの生態 25 理科 幼・小

V－0764
わくわくビデオ図鑑⑧
キョウリュウ

キョウリュウについて 25 理科 幼・小

V－0778
昆虫大パレード①
虫の王様かぶとむし

カブトムシの生態から探し方、飼い方
まで

15 理科 小･中

V－0779
昆虫大パレード②
小さな猛獣たち

捕食にみる昆虫たいの素顔 15 理科 小･中

V－0780
昆虫大パレード③
野山の人気者たち

昆虫たちのさまざまな誕生物語 15 理科 小･中

V－0781
昆虫大パレード④
水辺のスターたち

水・陸・空と住みかえる昆虫の生態 15 理科 小･中

V－0782
昆虫大パレード⑤
小さな楽士たち

鳴く虫の発音、観察学 15 理科 小･中

V－0783
昆虫大パレード⑥
戦士たちの城づくり

社会性昆虫の知恵と行動 15 理科 小･中

V－0784
昆虫大パレード⑦
幼児たちのタイムカプセル

母性が残す貯蔵、食いつき保育室設
計集

15 理科 小･中

V－0785
昆虫大パレード⑧
虫の忍者たち秘伝公開

守り、攻める、昆虫たちの生き残り戦
略

15 理科 小･中

V－0786
海のいきもの図鑑①
イカやタコには足がない！？

貝殻を持たない軟体動物巧みな捕食
と身を守る行動

15 理科 小･中
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V－0787
海のいきもの図鑑②
ムツゴロウは水がきらい！？

干潟の水陸両性魚進化の生き証人た
ちの生活

15 理科 小･中

V－0788
海のいきもの図鑑③
タツノオトシゴって本当に魚

育児嚢を持つ海の変わり種 15 理科 小･中

V－0789
海のいきもの図鑑④
カニ・エビとあわせて足何本

附属肢の多様な働きが明かす習性 15 理科 小･中

V－0790
海のいきもの図鑑⑤
ヤドカリってなぜ宿がいの？

すぐれた寸測りの名人芸 15 理科 小･中

V－0791
海のいきもの図鑑⑥
どちらが本当？海のサギ師

小さな変装師たちの知恵比べ 15 理科 小･中

V－0792
海のいきもの図鑑⑦
武器は何？殺し屋たち

刺胞などを持つ海の生物 15 理科 小･中

V－0793
海のいきもの図鑑⑧
何が得？一緒に暮らす敵味方

共生する海の生物 15 理科 小･中

V－0794 野鳥観察図鑑① イヌワシ、オオワシ、オジロワシ 15 理科 小･中

V－0795 野鳥観察図鑑② キキツキ、フクロウ、カッコウ 15 理科 小･中

V－0796 野鳥観察図鑑③ ヤマセミ、カワセミ、カワガラス 15 理科 小･中

V－0797 野鳥観察図鑑④ ツル、ハクチョウ、ガン 15 理科 小･中

V－0798 野鳥観察図鑑⑤ オシドリ、オナガガモ、カイツブリ 15 理科 小･中

V－0799 野鳥観察図鑑⑥ タカ、ハヤブサ、トビ 15 理科 小･中
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V－0800 野鳥観察図鑑⑦ カラス、オナガ、モズ 15 理科 小･中

V－0801 野鳥観察図鑑⑧ ツバメ、ヒバリ、スズメ 15 理科 小･中

V－0802 野鳥観察図鑑⑨ ウミウ、アビ、ウミガラス 15 理科 小･中

V－0803 野鳥観察図鑑⑩ アホウドリ、カツオドリ、ウミツバメ 15 理科 小･中

V－0804 野鳥観察図鑑⑪ 干潟の鳥たちウォッチング編 15 理科 小･中

V－0805 野鳥観察図鑑⑫ めずらしい鳥たちウォッチング編 15 理科 小･中

V－0806 ふれあい動物図鑑① ウサギの里の物語 15 理科 小･中

V－0807 ふれあい動物図鑑② はしれ小鹿たち 15 理科 小･中

V－0808 ふれあい動物図鑑③ リスたちの森 15 理科 小･中

V－0809 ふれあい動物図鑑④ ラッコ親子のほのぼの海岸 15 理科 小･中

V－0810 ふれあい動物図鑑⑤ カンガルー草原とコアラたち 15 理科 小･中

V－0811
身近ないきもの図鑑①
メダカの兄弟誕生の不思議

川でみられるメダカ・ドジョウ・ナマズ
の生態

15 理科 小･中

V－0812
身近ないきもの図鑑②
こんにちは！サリガニ母さん

田園、小川でみられるザリガニ・タニ
シ・カブトエビの生態

15 理科 小･中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0813
身近ないきもの図鑑③
カタツムリ雨の日の恋人さがし

庭、公園でみられるカタツムリ・カエ
ル・クモの生態

15 理科 小･中

V－0814
身近ないきもの図鑑④
モグラ君は地面の下の働き者

土の中で暮らすモグラ・ヒミズ・ミミズの
生態

15 理科 小･中

V－0815 山の魚図鑑① 清流の貴族アユ 15 理科 小･中

V－0816 山の魚図鑑② 渓流に踊るイワナ、ヤマメ 15 理科 小･中

V－0817 山の魚図鑑③ 幻の魚ヒメマス、イトウ 15 理科 小･中

V－0860
旅客機を支える見えない力
電波と飛行機

旅客機の通行の安全の全てに電波が
かかわっていることを説明していま
す。

17 理科 小

V－0863 教えて！ボルタ先生

台所でできるおもしろ理科実験―レモ
ン電池のような手軽な実験を通して、
科学の楽しさや不思議さを味わいま
す。

24 理科 小・中・高

V－0934
季節と生き物シリーズ①
春のころ

校庭の桜や児童が植えた稲、ヘチマ
の苗の様子を観察します。春の野山
にどんな動物や植物が見られるか、
活動や成長を観察します。

10 理科 小

V－0935
季節と生き物シリーズ②
夏のころ

校庭の桜や児童が植えた稲、ヘチマ
の変化を観察したり、夏の野山にどん
な動物や植物がみられるか、活動や
成長を観察します。

9 理科 小

V－0936
季節と生き物シリーズ③
秋のころ

校庭の桜や児童が植えた稲、ヘチマ
の変化を観察したり、秋の野山にどん
な動物や植物がみられるか、活動や
成長を観察します。

9 理科 小

V－0937
季節と生き物シリーズ④
冬のころ

寒い冬を迎えて野山は雪が降り積もり
銀世界へと変わります。動物や植物
の冬を越す様子を描きます。

9 理科 小

V－0938 運動と人のからだ

運動すると体にどのような変化が起こ
るのかという疑問を手がかりに、吸う
空気と吐く空気の違いを理解し、肺と
心臓の働きを紹介します。

15 理科 小

V－0939 星の動き①夏の夜の星

七夕などの星座の話から天の川、夏
の大三角、白鳥座、さそり座などを実
写し、星の位置の観測のしかたなどを
説明します。

15 理科 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0940 星の動き②冬の空の下

オリオン座の動く様子を観測し、記録
します。北天の星の動きも実写し、全
天の星の動きを示します。北極星の見
つけ方も説明します。

15 理科 小

V－0941 大地のでき方

地層の様子や現在も活動している火
山の様子を理解し、地層や火成岩、堆
積岩ができるわけを映像化し、大地の
できかたを描きます。

15 理科 小

V－0942
地層の変化シリーズ
地層のでき方

地層を観察し、重なり方や各層を構成
する物質の特性を理解し、地層は主
に流水の働きでできたことをモデル実
験で示します。

15 理科 小

V－0943
地層の変化シリーズ
化石と地層

地層の様子やそこに含まれているい
ろいろな種類の化石を見て、化石ので
き方や化石ができた当時の様子など
を描きます。

19 理科 小

V－0944
地層の変化シリーズ
地層の広がりを調べる

川原の砂泥の堆積の様子や崖に見ら
れる地層の広がりを調べ、地層は川
の流れや海水の働きでできていること
を説明します。

22 理科 小

V－0945
地層の変化シリーズ
地層の成り立ち

川辺の崖に現れた地層に焦点を当
て、風成層と水成層があることを理解
し、大地の成り立ちを説明します。

20 理科 小

V－0946
地層の変化シリーズ
岩石を調べる

児童が川原で見つけた白い石と黒い
石。川を上流にさかのぼり、どこから
流れてきたのか調べ、岩石の粒の様
子や成因の違いを理解します。

20 理科 小

V－0947 雲のいろいろ
蒸発して目に見えなくなった水が,上空
で雲になることを描きます。雨雲、雷
雲など様々な雲を紹介します。

15 理科 小

V－0948 台風
台風時の町や海の様子、台風の通り
道、台風のでき方などを説明します。

15 理科 小

V－0949 動物の誕生
卵生と胎生について描いています。雄
雌の役割を示し、動物の退治の成長
や出産の様子なども説明します。

15 理科 小

V－0950 男と女の体の作り
成長による男女の体つきの違いを明
かにしています。人の男女の性器の
つくりとその働きを明かにします。

15 理科 小

V－0951 人の胎児の成長と誕生
子宮内部の様子を調べ、受精のしくみ
と胎児の成長を描いています。

15 理科 小

V－0999
野生の王国1巻
イヌワシ風の砦

豪快なハンティングや兄弟殺しなど、
謎といわれていたイヌワシの生態を初
めて捉えた貴重な記録です。

70 理科 中･高･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1000
野生の王国2巻
クマタカの森の精

森閑とした森の中で、クマタカの未知
の部分を明かそうとした生態記録で
す。

40 理科 中･高･一般

V－1001
野生の王国3巻
トキよ舞い上がれ巣立ちの記録

国際保護鳥の飛翔を記録した貴重な
映像。野生のトキの巣立ちの様子など
を描きます。

23 理科 中･高･一般

V－1002
野生の王国4巻
ニホンザル物語　家族

猿のモズ親子に見た家族の強い絆。
大きな感動と共に生きるとは何かを語
りかけます。

90 理科 中･高･一般

V－1003
野生の王国5巻
密林の王者ベンガル虎

地球最強の猛獣、密林の王者ベンガ
ルトラの生態を描きます。

45 理科 中･高･一般

V－1004
野生の王国6巻
ゴリラ

赤道直下ザイールの森からの報告。
ゴリラに大接近し、その行動や生態を
追います。

45 理科 中･高･一般

V－1005
野生の王国7巻
サシバ　海を渡るタカ

自然林に囲まれた里山、自然環境が
失われつつある今、日本で繁殖する
サシバの将来を考えます。

35 理科 中･高･一般

V－1006
野生の王国8巻
不思議の海　サンゴ礁

沖縄を中心とした海峡に点在する
島々、それを取り囲むさんご礁は不思
議な生態を持つ生き物の宝庫です。

45 理科 中･高･一般

V－1069 能科学への招待

人はなぜ心をもつのか。２１世紀に残
された最大の謎脳と心の世界に、脳を
知る・脳を守る･脳を創るの３つの領域
からせまります。

24 理科 高・一般

V－1071 光の正体を教えて
太陽の光やランプのあかりで、光の性
質をさぐるいろいろな実験を行ない、
光と色の神秘的な世界をのぞきます。

21 理科 小

V－1145
対決！エレクとマグネの真剣勝
負

ケンタのゲームマシーンが、突然動か
なくなりました。そこに現れたのは、電
気の化身『エレク』と磁気の化身『マグ
ネ』。二人は様々な電気と磁気の実験
で対決していきます。

25 理科 小･中

V－1195 科学へのいりぐち
文部省選定

磯で遊んでいた子供たちはある日潮
の満ち千に興味を持ち、博物館の科
学クラブで海水面の変化を測ってみる
ことにしました。すると海水面の変化
は月の満ち欠けに関係があることが
わかってきました。私たちの身近にも
ふだん見過ごしている不思議がたくさ
んあるはずです。

21 理科 全般

Ｖ－1236
生きもの図鑑①
かぶとむし・くわがたむし

昆虫の王様、かぶとむし。幼虫、さな
ぎ、成虫と、移り変わる姿を観察しま
しょう。大きなアゴで何でも挟むくわが
たむし。その成長する様子や不思議な
食べ物の秘密を集めました。

26 理科 小
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Ｖ－1237
生きもの図鑑②
にいにいぜみ・はんみょう

せみは、幼虫として何年も地中で暮ら
します。だから成虫になると楽しそうに
鳴いているのでしょうか？きれいな模
様のはんみょうは、生きたエサをばり
ばり食べる肉食の昆虫。

26 理科 小

Ｖ－1238
生きもの図鑑③
あげはちょう・ななほしてんとう

ひらひらと飛ぶあげはちょうを、ハイス
ピード撮影でキャッチ。不思議な羽の
動かし方をじっくり見ましょう。サーカス
のピエロのように派手な色をしたてん
とうむし。植物にたかるあぶらむしをエ
サにしています。

26 理科 小

Ｖ－1239
生きもの図鑑④
おおかまきり・とのさまばった

さっと昆虫を捕まえてしまうかまきり。
細い体や細い腕で、大きなくまぜみ
だって餌にします。とのさまばったは、
大きな後ろ足で、力強く飛び回ります。

26 理科 小

Ｖ－1240
生きもの図鑑⑤
みつばち・あり

不思議な六角形の巣を作る、みつば
ち。はちみつはどこにあるのでしょう？
仲間を守り、天敵と戦います。地中深
く掘られる、ありの巣穴。どうやって作
るのでしょう。

26 理科 小

Ｖ－1241
生きもの図鑑⑥
かたつむり・なにたべるの？

ねばねば汁を出しながら歩くかたつむ
りは、巻き貝の仲間。２本の角で、もの
を見たり、匂いをかいだり。昆虫は、普
段何を食べているのでしょう？樹液、
花のみつなど、みんな違うものが好き
なんですね。

26 理科 小

Ｖ－1242
生きもの図鑑⑦
あめりかざりがに・あまがえる

ざりがには、はさみをふりまわして戦
います。怪我をしても、脱皮すれば
治ってしまうから、らんぼうなの？喉を
ふくらませて、大きな声で鳴くあまがえ
る。おたまじゃくしからの、不思議な成
長を観察しましょう。

26 理科 小

Ｖ－1243
生きもの図鑑⑧
めだか・たいこうち

ちょっとした小川や池にいけば、めだ
かが群れになって泳いでいます。どん
な工夫をしているのかな？水に住む
昆虫　　、たいこうち。水の上にピョコン
としっぽを出して、息を吸っています。

26 理科 小

Ｖ－1244
生きもの図鑑⑨
ほたる・ぎんやんま

ほたるは、おしりをボウッと光らせてい
る、水辺の昆虫。オスとメスでは光か
たも違います。スイスイと飛ぶぎんや
んま。その秘密は、薄くて丈夫な羽と、
周りがよく見える複眼にあります。

26 理科 小
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Ｖ－1245
生きもの図鑑⑩
やどかり・あかてがに

やどかりは、住んでいる貝が狭くなる
と、海底に落ちている巻貝を見つけま
す。そうじの後で引越しです。あかて
がには、泡をふいて、体を湿らせてい
るから、陸上でも暮らせます。でも、卵
の孵化は海の中です。

26 理科 小

Ｖ－1279 音の正体をつかめ！

音は、反射したり、反響したり、屈曲し
たり、回折したり、共鳴したりする夢の
ある世界。音の性質を探り、実際に音
を作ってみたりしながら、音の世界を
探る実験をします。

25 理科 中・高

Ｖ－1319
体験！電気って何だ？
（総合的な学習の試み）

８人の小学生が、生活に身近な電気
をテーマに、四国各地の発電所を訪
ねながら、エネルギー問題について考
えていきます。

26 理科 中・高

Ｖ－1340 森林から見た日本の気候

森林が気候を総合的に反映し、森林
の姿によって、気候の違いが眼でとら
えられることを確認した上で、日本に
ついても、森林分布に着目して、日本
の気候の特色や区分を眼でとらえるこ
とを試みています。

21 理科 小・中

Ｖ－1401
白神山地
ブナ林と動植物の豊かなつなが
り

白神山地は、広大なブナ林が原生林
に近い姿で残っている世界的も、稀な
森です。その森では、さまざまな動植
物の豊かなつながりに森全体が活発
に息づいている様子を見ることができ
ます。

20 理科
中・高・
一般

Ｖ－1402
サイエンス指令
熱をさぐれ！

２０××年。ここは近未来のサイエン
ス調査室。調査室長のドク博士から連
絡が入りました。「宇宙ゴミが大気圏に
進入してくる。これを防ぐには摩擦熱
で燃え尽きさせてしまえば良いのだ
が、熱の情報が必要だ。」調査員たち
は、「熱」に関するさまざまな事項を手
分けして調査、やがて調査・報告が始
まります。

25 理科 小・中

V-1457
どうぶつ奇想天外！
絶滅寸前の動物たち①

密林の王者ゴリラ（１７分）ゴールデン
ライオンタマリン（１５分）

34 理科 小･中

V-1458
どうぶつ奇想天外！
絶滅寸前の動物たち②

絶滅の危機の中に生きるベンガルトラ
（１３分）ムカシトカゲ、絶海の孤島に
生き延びた太古の忘れ物（１２分）北
オーストラリア、ワニの王国を行く！
（１３分）

40 理科 小･中

V-1459
どうぶつ奇想天外！
羽仁進マザーアフリカ①

チーターの母子物語（２４分）出産直
前！チーターの一番長い日（１５分）

41 理科 小･中
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V-1460
どうぶつ奇想天外！
羽仁進マザーアフリカ②

ライオンの赤ちゃん悲話（１１分）母な
る大地（１５分）かしこいライオンの戦
略とバッファローの大逆襲（１２分）

40 理科 小･中

V-1461
どうぶつ奇想天外！
小谷実可子・クジラへの想い

絶滅を免れたミナミセミクジラ、その驚
異の生態のすべてに迫る（３４分）

35 理科 小･中

V-1462
どうぶつ奇想天外！
小谷実可子・イルカとの絆

バハマ～ある一家とイルカたちの感動
の出会い（１６分）小谷美可子４年目
の春　困難をのり越えた新たな出会い
（１７分）

35 理科 小･中

V-1463
どうぶつ奇想天外！
岩合光昭・アフリカ非情の掟

生死をかける！非情の乾季、岩合光
昭が語るサバンナのハンター（１９分）
草原の光と影、岩合光昭が撮るサバ
ンナの掟（１７分）

37 理科 小･中

V-1464
どうぶつ奇想天外！
海、そのドラマチックな世界

恐怖の報酬、伝説ホウジロザメと３０
日（１９分）極地の夏に生きる。氷・人
間・ベルーガの世界（２１分）

42 理科 小･中

V-1465
どうぶつ奇想天外！
極寒の氷原、赤ちゃんの誕生

極寒の氷原に生きるタテゴトアザラシ
の世界（１２分）果てしない物語（２３
分）

37 理科 小･中

V-1466
どうぶつ奇想天外！
真剣子育て

風の島に生きるイワトビペンギン（２７
分）原始のサル　ベローシファカの不
思議な世界（１７分）

46 理科 小･中

V-1480
気象を科学する
～緑の地球を守るために～

太陽と地球、四季の移り変わり、大気
の循環や水循環、高度に発達した気
象観測技術、又南極観測隊のオゾン
ホールの発見、南極の氷床コアに秘
められた万年単位の地球の気候の歴
史、忍び寄る地球温暖化への警鐘な
ど、地球をとりまく「気象現象」の数々
をわかりやすく解説し、さらに緑の地
球を守るために世界各国で国境を超
えた協力をしていることも紹介します。

27 理科 小・中

V-1495
奄美の森の動物たち
文部省特選、科学技術映画祭長官賞、
教育映画祭最優秀作品賞

奄美・沖縄を含む南西諸島は、アマミ
ノクロウサギをはじめ世界でも類例の
ない特異な動物相を示しています。こ
の映画は、病虫害研究のために赴任
した一青年研究者が、奄美の原生林
にわけ入り、独創的な工夫と推理に
よって貴重な動物たちの観察をつづけ
た記録で、自然研究の喜び、その保
護の重要性を訴えたものです。

27 理科 小・中・高

V-1547
やってみよう何でも実験１
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「レモンや炭でびっくり電池-①レモン
電池②人間も電池になる？③炭電池
④活性炭で電池づくり」「おどろき！う
ずまきパワー①ペットボトルでみずの
うずをつくろう②炭酸水でたつ巻をつく

51 理科 小・中

V-1548 やってみよう何でも実験2
日本科学技術振興財団推薦

「バチッとキメよう静電気ー①静電気く
らげ②ライデンびんで100人おどし③
静電気でうごくフランクリンモーター」
「君も熱中・熱の正体-①水晶とガラス
玉の見分け方②空気温度計をつくろう

51 理科 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1549
やってみよう何でも実験3
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「タネ明かし種子のひ・み・つー①アル
ソミトラは飛行機のモデルだった②い
ろいろなタネを飛ばそう③ヒマヤラス
ギの模型をつくろう他」「マジックパ
ワー酸とアルカリ―①虹の色をつくる
②ドライアイスで液体の色を変える③
アルカリでハムを溶かそう」

51 理科 小・中

V-1550
やってみよう何でも実験
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「手作りカメラでおもしろ写真ー①レン
ズのいらないピンホールカメラ②スリッ
トカメラでおもしろ写真③写真を現像し
てみよう」「ススキやキャベツで紙に挑
戦ー①ススキやキャベツで紙づくり②
紙なべで煮た紙をたべる！？」

51 理科 小・中

V-1551
やってみよう何でも実験5
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「ふしぎ？不思議！粉の化け学ー①
火薬のいらない線香花火②即席カイ
ロづくり③鉄粉でお湯をわかそう」「地
球は磁石だ。磁力を探れー①磁鉄鉱
を探そう②磁石のおもちゃをつくろう③
磁性流体をつくろう」

51 理科 小・中

V-1552
やってみよう何でも実験6
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「天高く飛べ　竹とんぼー①竹とんぼ
はなぜ飛ぶのだろう②竹とんぼの滞
空時間とおもりの関係③紙ブーメラン
つくり」「古代の超合金！青銅鏡をつく
ろうー①銅が金に変わる！②青銅鏡
づくり③ガラスで鏡をつくるー銀鏡反
応」

51 理科 小・中

V-1553
やってみよう何でも実験7
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

｢昔むかしの火おこしに挑戦ー①もみ
ぎり式発火法②圧気式発火法③火口
づくり」「忍法！氷点の術でアイスク
リームー①ひもで氷を釣る！？②アイ
スクリームづくり③過冷却現象をみよ
う」

51 理科 小・中

V-1554
やってみよう何でも実験8
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「すべるも止まるもまさつしだいー①ま
さつの力で、電話帳がくっついた②ま
さつで金属もくっついた③風船ホー
バークラフトをつくろう」「アワぶくぶく
せっけんの秘密ー①せっけん水で墨
に穴あける②油よごれはどうおちる③
やわらかいせっけんをつくろう」

51 理科 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1555
やってみよう何でも実験9
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

「超能力？？振り子のなぞを探れ！－
①振り子の周期と重さの関係②フー
コーの振り子③共振振り子をつくろう」
「おかしな砂糖でおかしに挑戦ー①
べっこうあめづくり②カルメ焼きをつく
ろう③わたがしをつくろう」

51 理科 小・中

V-1556
やってみよう何でも実験10
文部省選定、日本科学技術振興財団推
薦

｢どこまでとどく？君の声ー①糸でんわ
で遊ぼう！②炭素棒でマイクをつくる
③ペットボトルに声を録音」「海はから
いな　しょっぱいなー①海水と真水の
見分け方②海水から塩を取り出して
みよう③電気の力で濃い海水をつく
る」

51 理科 小・中

V-1557 やってみよう何でも実験11
日本科学技術振興財団推薦

「ラジオを作って電波をさぐれー①パチ
ンコ玉のコヒーラー検波器②鉱石や金
属のさびでラジオを聞こう③身近な材
料を使ってラジオをつくろう」「見逃す
な！砂の不思議ー①砂が鳴く？！砂
のすきまに秘密あり！②液状化現象
のしくみを探る③砂時計や砂絵をつく
ろう」

51 理科 小・中

V-1558 やってみよう何でも実験12
日本科学技術振興財団推薦

「キミも試そうタマゴの不思議ー①生タ
マゴとゆでタマゴの見分け方②タマゴ
の上に人が乗る？！③ぶよぶよタマ
ゴを作ろう」「梅雨だ！湿気を吹き飛ば
せー①湿気を吸って踊るセロハン②
湿気が多いとどうしてつらい③乾燥剤
をつくろう」

51 理科 小・中

V-1559 やってみよう何でも実験13
日本科学技術振興財団推薦

「手作り検知器で放射線をキャッチー
①放射線を使って念写に挑戦②家で
も作れるガイガーカウンター③霧箱を
使って放射線の軌跡を見よう」「作って
ともそうメルヘンろうそくー①石けんや
蜂の巣からろうそくを作ろう②燃えてる
のは「芯」？それとも「ろう」？③タマゴ
ろうそくを作ろう」

51 理科 小・中

V-1560 やってみよう何でも実験14
日本科学技術振興財団推薦

「太陽のおくりものソーラーパワー①
太陽電池の仕組みをさぐる②太陽の
光エネルギーを利用している植物③
ソーラークッカーを作ろう」「ふしぎ不思
議ミラクル化学反応ー①化学反応で
色マジック！②化学反応で膜を作って
枝がのびる③入浴剤を作ろう」

51 理科 小・中
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V-1561 やってみよう何でも実験15
日本科学技術振興財団推薦

「飛べ！手作り軽飛行機ー①グライ
ダーを作ろう②ゴム動力の軽飛行機
を作ろう③飛行機がうかびあがるしく
み」「クールに変身　 ドライアイスｰ①ド
ライアイスの上に浮くシャボン玉②簡
単霧箱③ロケットやホッケーゲームを
作ろう」

51 理科 小・中

V-1582 オーロラ(AURORA)
神秘とロマンにあふれる未曾有の映
像体験！アラスカの夜空に輝くオーロ
ラを世界水準で収録しました。

34 理科 中・高

V-1583 われわれの住む宇宙

NASA(アメリカ航空宇宙局）が宇宙探
査のために打ちあげたパイオニア、ボ
イジャーなどの探査機から送られて来
たデータをもとにNASAの依頼でジェッ
ト推進研究所などが一般向けに開発・
制作した「宇宙・太陽系探査計画のビ
デオ」です。

27 理科 中・高

V-1585 わくわく動物ランド① チンパンジーとニホンザル 21 理科 幼・小

V-1586 わくわく動物ランド② キリンとシマウマ 20 理科 幼・小

V-1587 わくわく動物ランド③ ライオンとチーター 18 理科 幼・小

V-1588 わくわく動物ランド④ ゾウとカバ 19 理科 幼・小

V-1589 わくわく動物ランド⑤ パンダとクマ 20 理科 幼・小

V-1590 わくわく動物ランド⑥ コアラとカンガルー 19 理科 幼・小

V-1591 わくわく動物ランド⑦ リスのなかま 20 理科 幼・小

V-1592 わくわく動物ランド⑧ いろいろなペンギン 19 理科 幼・小
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V-1593 わくわく動物ランド⑨ ラッコとアザラシ 20 理科 幼・小

V-1594 わくわく動物ランド⑩ クジラとイルカ 19 理科 幼・小

V-1604
おもしろ理科実験
水の惑星を守れ！

　科学実験好きな兄弟。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。アクアは、あるメッセージを地球人
に伝えるため、汚染された水の星か
ら、この地球にやってきたようです。宇
宙船のメインコンピュータに導かれつ
つ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。
そして、旅の終わりにアクアが兄弟に
託したメッセージとは…。

25 理科 小・中

V-1617
野鳥図鑑３
美しき歌い手たち
ウグウス・ヒタキ・ツグミなど５２種

藪や草むらに住む鳥たちは何故か、
地味で目立たない姿のものが多いで
す。しかし、繁殖期、彼らは素晴らしい
特技を発揮します。さえずりという特技
を……。ノゴマ・ウグイス・コヨシキリ…
…。草原の歌い手たちの美しい調べと
ともに林や藪に住む小鳥たち５２種を
紹介します。

31 理科 小･中

V-1669
生命に満ちた島―屋久島の森を
探る

屋久島には、世界的にも稀な樹齢数
千年の屋久杉をはじめ、多くの固有種
や絶滅のおそれのある動植物など、
多様な生物が見られる貴重な森があ
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
関わりを見つめています。

20 理科 一般

Ｖ－1697
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はなく、私
たちの環境を守ってくれています。地
球の温暖化を抑制する森と海の働き
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
かを学びます。

13 理科 小

Ｖ－1803 植物の細胞分裂の観察

材料の選び方、プレパラートの作り方
など観察方法を丁寧に紹介。学校で
の観察が難しい細胞分裂時の染色体
の挙動などが見られます。

13 理科 中
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Ｖ－1804 無性生殖
単細胞生物の分裂、群体の分裂、ヒド
ラの出芽、ミジンコの単為発生などい
ろいろなタイプの無性生殖を紹介。

14 理科 中

Ｖ－1805 有性生殖と卵細胞分裂
動物の受精と卵割を中心に紹介。ウ
ニ、メダカ、イモリ。

13 理科 中

Ｖ－1806 皆既日食のふしぎ

２００１年６月アフリカ南部で観察され
た皆既日食の映像を中心に、なぜ起
こるのか、見られる時と場所が限られ
ているのはなぜか考えます。また、金
環日食との違い、皆既月食についても
考えます。

13 理科 小･中

Ｖ－1807 大地のつくりと変化

大地の内部に広がった地層の様子
と、そのでき方、さらに大地は長い年
月の間に周囲から力を受けて変化す
る事を取り上げます。

20 理科 小

Ｖ－1808 モンシロチョウを育ててみよう

モンシロチョウの産卵、孵化、脱皮、さ
なぎへの変化、羽化の様子など、観察
が難しい事象を丁寧に映像化した資
料性の高い作品。

13 理科 小

Ｖ－1809 ヘチマを育てよう
発芽、つるののび、開花、結実など
を、時間を縮めた映像で紹介していま
す。

12 理科 小

Ｖ－1810 メダカの育ちかた

ヒメメダカの飼育、観察の中で、観察し
にくい、産卵、孵化の瞬間など、卵の
変化から孵化、そして親になるまでの
メダカの成長を長期にわたり追跡して
います。

12 理科 小

V-1887 宇宙ってなんだろう

宇宙に地球が生まれ、地球のなかに
命が生まれ、わたしたちがいます。わ
たしたちは星のかけらからうまれまし
た。

20 理科
小・中・高・

一般

V-1888 宇宙を感じてみよう

宇宙人っているんだろうか？いま、地
球から宇宙へ、呼びかけの電波は送
られています。そして、その返事を耳
を澄まして待っています。

24 理科
小・中・高・

一般

V-1889 かげのうごきと太陽
移動する影に自国語との印をつけ、太
陽の位置との関係を調べます。

15 理科 小

V-1890 月のうごき
半月の動きを連続して監察すると、太
陽と同じ様に東から上って西に沈むこ
とが分かります。

14 理科 小

V-1891 すがたをかえる水

巨大な袋で空気中の水を捕らえる、水
を冷やして氷を作るなど実験を通じて
水の三態を紹介し、自然の中でその
姿を探ります。

15 理科 小

V-1892 発芽の条件
インゲンマメを用い、発芽の過程を時
間を縮めた映像で見せています。

15 理科 小
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V-1893 花粉のはたらき

オシベの花粉がメシベに運ばれる様
子と花粉の役割を、かぼちゃの花を用
いて実験します。花粉を運ぶための花
の様々な工夫も紹介します。

15 理科 小

V-1894 天気と気温
毎日の気温を測定・記録し、天気の違
いによる温度変化の違いを確かめま
した。

15 理科 小

V-1983 ガリレオとふりこ
ガリレオの紹介/振り子の実験/振り子
の応用

12 理科 小

V-1984 塩をとりだそう
海水に含まれる塩/日本の塩田/メキ
シコの巨大な塩田/岩塩/再結晶あそ
び

13 理科 小

V-1985 梅ぼし・色のひみつ
梅ぞしつくり/赤しその煮出し汁で実験
/他の植物の色素で実験

13 理科 小

V-1986 燃焼のひみつ
火の燃え方/燃焼に必要な気体/酸素
の働き/生活の中の燃焼

12 理科 小

V-1987 電磁石の利用
電磁石の性質/モーターのしくみ/電磁
石の強さ/電磁石の利用

12 理科 小

V-2082 星を見よう

星の探し方を紹介しています。夏の星
は、夏の大三角とそれに関わる星座、
冬の星は、冬の大三角とそれに関わ
る星座を紹介しています。

19 理科 小

V-2083 星の明るさと動き

千葉と岡山の小学生がインターネット
を通じて知り合い、お互いの星の観察
結果の違いに気付きます。その後、一
緒に観察し、星の明るさと動き方の規
則性を見つけ出していきます。

13 理科 小

V-2151 血液の流れとはたらき 血液の流れ/主な働き/心臓の働き 12 理科 小

V-2304

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

循環器系　１
－心臓と循環器系－

「心臓の発達」「心臓のしくみ」「心臓
収縮のしくみ」「体循環」の４シーク
エンスで構成されています。
心臓を中心とする循環器系のつなが
りを示す資料。

10 理科 中

V-2305

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

循環器系　２
－循環器系のはたらき－

「循環器系」「栄養物の吸収・運搬」
「不要物の運搬と血液の浄化」
「肺での気体の交換」の４シーク
エンスで構成されています。
循環器系のはたらきを示す資料。

10 理科 中
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V-2306

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

循環器系　３
－血液と免疫－

「赤血球」「白血球」「血小板」「血しょ
う」「リンパ管とリンパ液」「免疫細胞
のはたらき」の６シークエンスで構成
されています。
血液成分のはたらきを示す資料。

10 理科 中

V-2307

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

消化器系　１
－消化器系のつながり－

「消化器官の発達」「消化器官の道
すじ」「消化器官の付属器官」の３
シークエンスで構成されています。
消化器系のつながりと構成器官を
示す資料。

10 理科 中

V-2308

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

消化器系　２
－消化のしくみ－

「胃の消化のしくみ」「十二指腸」
「小腸」「大腸」の４シークエンスで
構成されています。
各消化管の内部の様子や、その
はたらきを示す資料。

10 理科 中

V-2309

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

消化器系　３
－栄養分のゆくえと肝臓
　のはたらき－

「脂肪のゆくえ」「糖・アミノ酸のゆくえ」
「肝臓のしくみとはたらき」の３シーク
エンスで構成されています。
消化・吸収された栄養分のゆくえなど
の資料。

10 理科 中

V-2310

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

感覚・運動器官　１
－骨格と筋肉－

「骨格の発達」「骨格と筋肉の関係」
「骨のしくみ」「骨再生のしくみ」「筋肉
のしくみ」の５シークエンスで構成され
ています。
骨と筋肉の、しくみやはたらきを示す
資料。

10 理科 中

V-2311

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

感覚・運動器官　２
－脳と神経系のしくみ－

「神経細胞のしくみ」「神経のしくみと
発達」「脳の発達」「ヒトの脳・神経系
のしくみ」の４シークエンスで構成され
ています。
神経系のつながりと発達を示す資料。

10 理科 中

V-2312

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

感覚・運動器官　３
－感覚と運動－

「判断と行動」「大脳のはたらき」
「反射」の３シークエンスで構成され
ています。
大脳のしくみとはたらき、反射のしく
みを示す資料。

10 理科 中

V-2313

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

受精・出産　１
－生殖器官のしくみ－

「生命誕生」「生殖器のしくみ」「卵子
と精子のしくみ」の３シークエンスで
構成されています。
ヒトの生殖細胞のしくみやはたらきを
示す資料。

10 理科 中

V-2314

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

受精・出産　２
－受精・発生のしくみ－

「ドジョウの発生」「ヒキガエルの受精
と発生」「ヒキガエルの分化」「ヒトの
排卵」「着床」の５シークエンスで構成
されています。
発生過程を示す資料。

10 理科 中

V-2315

ＮＨＫスペシャル「驚異の小宇宙・
人体」より　　中学校　人体資料集

受精・出産　３
－胎児の成長と出産－

「妊娠」「胎盤のしくみ」「胎児の成長」
の３シークエンスで構成されていま
す。
ヒトの妊娠の過程、胎盤のしくみ、
胎児の成長と出産を示す資料。

10 理科 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0279
名曲アルバム①
未完成交響曲

①未完成交響曲②モーツァルトのメヌ
エット③春の声④皇帝円舞曲⑤花の
ワルツ

25 音楽 小・中

V－0280
名曲アルバム②
田園交響曲

①田園交響曲②新世界第２楽章③ア
リオーソ④グリーグの夜想曲⑤交響
詩（モルダウ）

25 音楽 小・中

V－0281
名曲アルバム③
英雄交響曲

①リンツ第４楽章②交響曲(春）③協奏
交響曲（イタリア）④ブラームスの交響
曲第１番～４楽章⑤英雄第１楽章

25 音楽 小・中

V－0282
名曲アルバム④
グリークのピアノ協奏曲

①グリーグのピアノ協奏曲②カンツォ
ネッタ③協奏交響曲④フルートとハー
プのための協奏曲⑤ロマンス

25 音楽 小・中

V－0283
名曲アルバム⑤
ます（室内楽曲編）

①五重奏曲（ます）②フルート四重奏
曲③七重奏曲④ブラームスの六重奏
曲⑤弦楽四重奏曲

25 音楽 小・中

V－0284
名曲アルバム⑥
月の光（ピアノ曲編）

①ショパンのワルツ②月光の曲③こど
もの情景から④月の光⑤華麗な大円
舞曲

25 音楽 小・中

V－0285 リコーダーの基礎技法①
自然な呼吸をリコーダーにおける呼吸
法へと発展させ、音の切り方、続け方
へと進みます。

32 音楽 小・中

V－0286 リコーダーの基礎技法②
リコーダーの持ち方、わかりやすい指
づかい、アーティキュレーションによる
表現練習。

32 音楽 小・中

V－0287 リコーダーの基礎技法③
各時代、各地域の音楽を時代に適し
た音楽様式に合わせて演奏します。

33 音楽 小・中

V－0416
音楽指導ビデオ集①
１・２年鑑賞編

<１年>①アメリカン・パトロール（オー
ケストラ）②〃（マリンバ）③おどるこね
こ④おもちゃのへいたい⑤しろくまの
じぇんか⑥おもちゃのシンフォニー⑦こ
いぬの映像<２年>⑧かじやのポルカ
⑨出発(組曲「冬のかがり火」）から⑩ト
ルコこうしんきょく（オーケストラ）⑪ト
ルコこうしんきょく（ピアノ連弾）⑫かっ
こうワルツ⑬くまはちはとぶ⑭ぞうの
映像

37 音楽 小

V－0417
音楽指導ビデオ集②
１・２年鑑賞編

<１年>①うみ②かたつむり③ひのまる
④ひらいたひらいた<２年>⑥かくれん
ぼ⑦あそびの映像⑧春がきた⑨虫の
こえ⑩夕やけこやけ⑪楽器の奏法

43 音楽 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0418
音楽指導ビデオ集③
３・４年鑑賞編

<３年>①歌劇「けいきへい」序曲②ボ
ロネーズ(管弦楽組曲）第２番から③
「メヌエット」ト長調④きらきら星⑤天体
について⑥「トランペットふきの休日」
の主題⑦ピチカート（バレエ組曲「シル
ヴィア」から）<４年>⑧ノルウェー舞曲
第２番⑨白鳥⑩「ホルン協奏曲第１
番」から大楽章⑪オーケストラとブラス
⑫いたちの映像⑬クラリネット・ポルカ
の主題

37 音楽 小

V－0419
音楽指導ビデオ集④
３・４年表現編

<３年>①春の小川②うさぎ③ふじ山④
茶つみ<４年>⑤さくらさくら⑥もみじ⑦
とんび⑧まきばの朝⑨楽器の奏法⑩
指揮のしかた

34 音楽 小

V－0420
音楽指導ビデオ集⑤　　　　　　５
年鑑賞編

①管弦楽のための木挽歌②ピアノ五
重奏曲「ます」から第４楽章③ピアノ五
重奏曲「ます」参考教材ますの映像④
「滝廉太郎の歌曲」⑤声の種類⑥歌劇
「ウィリアム・テル」序曲

49 音楽 小

V－0421
音楽指導ビデオ集⑥
５年表現編

①こいのぼり②子守歌(１）③子守歌
(２）④冬げしき⑤スキーの歌⑥日本の
ふし・世界のふし

37 音楽 小

V－0422
音楽指導ビデオ集⑦
６年鑑賞編

①山田耕筰の歌曲②春の海③組曲
「道化師」④組曲「ペールギュント」第１
⑤ソルベーグの歌⑥「つるぎのまい」
の主題

55 音楽 小

V－0423
音楽指導ビデオ集⑧
６年表現編

①おぼろ月夜②ふるさと③われは海
の子④越天楽今様⑤オーケストラの
楽器

49 音楽 小

V－0599
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　1
巻

①春（和声と創意の試み第１集「四季」
から）②春の海③山道を行く(組曲「大
峡谷」から）④魔王

30 音楽 中

V－0600
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　2
巻

①マルダウ<ブルダバ>(連作交響詩）
「わが祖国から」②歌劇「売られた花
嫁」序曲③雅楽越天楽（①雅楽の楽器
②演奏平調音取）④管弦楽による越
天楽

30 音楽 中

V－0601
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　3
巻

交響曲第５番ハ短調作品６７「運命」<
全楽章>②「ホルン協奏曲第１番から
第１楽章③歌劇「タインホイザー」から
大行進曲

30 音楽 中

V－0602
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　4
巻

①小フーガト短調パープオルガンバッ
ハの生涯②ポロネーズ<管弦楽組曲」
>第２番から③組曲水上の音楽④山形
民謡によるバラード

30 音楽 中

V－0603
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　5
巻

①ミラノ・スカラ座歌劇「アイーダ」全曲 30 音楽 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0604
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　6
巻

①ノベンバー・ステップス第１番②川中
島③鶴の巣籠

30 音楽 中

V－0605
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　7
巻

①筝曲「６段の調べ」筝の調弦につい
て筝の奏法②さくら変奏曲③尺八曲
鹿の遠音④尺八の奏法

30 音楽 中

V－0606
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　8
巻

①アランフェス協奏曲②ある貴神のた
めの幻想曲③水の戯れ④月の光（「ベ
ルガマスク組曲」から）

30 音楽 中

V－0607
中学校音楽鑑賞ビデオ集　　　9
巻

①長唄観進帳②長唄に使われる楽器
（①三味線について②小鼓について③
太鼓について④能管と篠笛について
⑤合奏例）③長唄越後獅子

30 音楽 中

V－0880 能ー鑑賞入門

能について、その歴史をはじめとして、
能舞台、能面と装束、演技の特色等を
紹介、わかりやすく解説をくわえたも
のです。

25 音楽 中･高･一般

V－0881 文楽ー鑑賞入門

文楽の舞台、人形、演技の特徴等を
紹介し、「新版歌祭文」などの演目を
見ます。映像による文楽鑑賞の手引
きです。

25 音楽 中･高･一般

V－0882 狂言ー鑑賞入門
狂言について、舞台や演技の特色等
について、実演を交えながらわかりや
すく紹介しています。

25 音楽 中･高･一般

V－0952 佐藤しのぶ
第１部－私がカルメン（『カルメン』よ
り）。第２部オペラ・アリア集－愛の神
よ照覧あれ（『フィガロの結婚』より）他

80 音楽 全般

V－0953
ＮＨＫ名曲アルバム
イギリス・フランス

王宮の花火の音楽・フィンガルの洞窟
の序曲・スコットランド交響曲・故郷の
空・時計交響曲・タイスの瞑想曲・組曲
『アルザスの風景』菩提樹の下

40 音楽 全般

V－0954
ＮＨＫ名曲アルバム
フランス編

白鳥・幻想即興曲・歌劇『椿姫』前奏曲
女学生

20 音楽 全般

V－0955
ＮＨＫ名曲アルバム
イタリア編

『四季』から春・サンタルチア・朝の歌
歌劇『ジョコンダ』から時の踊り

20 音楽 全般

V－1171 音楽の世界　中世の音楽 グリゴリオ聖歌／ネウマ譜、吟遊詩人 30 音楽
中・高・一

般

V－1172
音楽の世界　ルネッサンスの音
楽

ルネッサンスの絵画・彫刻・建築と音
楽とのかかわり／ポリフォニーとホモ
フォニー／当時の楽器、その形と音色
／パレストリーナ、デ・プレなど

30 音楽
中・高・一

般
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V－1173
日本音楽への招待
祭囃子の楽器

太鼓の種類、響きの違い、作り方／篠
笛／能管その他の神秘的な音色／鉦
／阿波踊り

30 音楽
中・高・一

般

V－1174
日本音楽への招待
日本の声・日本の民謡

江刺追分その魅力とルーツ／追分／
八木節／安来節／佐渡おけさ／稗つ
き節

30 音楽
中・高・一

般

V－1175
作曲家への招待
バッハ／ベートーベン

偉大な音楽家の人間像に迫る音楽教
育用ビデオ。人間臭い彼らの生き方を
知ることで、自然と彼らの音楽にも親
しみを感じるようになります。バッハ、
ベートーベン。

30 音楽
中・高・一

般

V－1176
作曲家への招待
シューベルト／ベルディ

偉大な音楽家の人間像に迫る音楽教
育用ビデオ。人間臭い彼らの生き方を
知ることで、自然と彼らの音楽にも親
しみを感じるようになります。シューベ
ルト、ベルディ。

30 音楽
中・高・一

般

V－1177
作曲家への招待
マーラー／シューンベルク

偉大な音楽家の人間像に迫る音楽教
育用ビデオ。人間臭い彼らの生き方を
知ることで、自然と彼らの音楽にも親
しみを感じるようになります。マー
ラー、シューンベルク。

30 音楽
中・高・一

般

V－1178 オーケストラの楽器

小学生にも親しみやすい曲ばかり20
数曲を演奏し、オーケストラの楽器の
しくみとそれぞれのはたらきをていね
いにわかりやすく、そして楽しく解説し
ました。

52 音楽 小･中

Ｖ－1356
たのしい器楽合奏
打楽器の基礎

トライアングル、タンブリン、大太鼓、
小太鼓を中心にして、それぞれの楽器
の構造及取り扱い方や、良い打ち方と
練習法などについて、その箇所を具体
的に教えてくれる実際的な教材です。

30 音楽 小

Ｖ－1357
楽器紹介編
音楽鑑賞を１０倍楽しむ基礎知
識

弦楽器（バイオリン、ビオラ、チェロ、コン
トラバス、ハープ）
管楽器（フルート、オーボエ、クラリネッ
ト、ファゴット）
金管楽器（トランペット、トロンボーン、ホ
ルン、チューバ）
打楽器（ティンパニ）

23 音楽 小

Ｖ－1715
自然の音から音楽の音へ
文部大臣賞受賞作品

自然の音、人工の音などと各民族の
関わり方の違いなどを探り、民族の音
楽表現の独自性を考えます。

21 音楽
中・高・
一般

Ｖ－1811 さまざまな声の魅力
文部省選定

マンネベルクヨーデル（スイス）、ホー
ミー（モンゴル）、鶴の舞（アイヌ）、舟
謡（新潟）、ユーカラ（アイヌ）、ラビナ
ルアチ（グアテマラ）、ラップミュージッ
ク（アメリカ）、声明（三千院門跡）、グ
レゴリオ聖歌（スペイン）、アマリリ麗し
（イタリア）、浄瑠璃（竹本住大夫）、ケ
チャ（インドネシア）、孫悟空（中国）、
木遣り唄（長野県）

20 音楽 一般
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Ｖ－1812 歌舞伎の魅力―舞踊
文部省特選

歌舞伎を支える、重要な要素のひとつ
である”舞踊”の傑作とされる舞台の
いくつかから、その成り立ちや所見を
解説。

30 音楽
中・高・一

般

V-1895 たのしさいっぱい！郷土の音楽

郷土の音楽のよさを再認識するととも
に、子ども達のも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
様子を紹介しています。

20 音楽
小・中・一

般

V-1896 つるのおん返し
日本の伝統的な舞台を生かした人形
劇で「つるのおん返し」を映像化してい
ます。

20 音楽 小

V-1988
荒城の月－滝廉太郎物語（アニ
メ）
文部省選定

滝廉太郎の生涯を、実写も交えたアニ
メーションで、名曲とともに描いていま
す。

21 音楽 小・一般

V-2150
江戸歌舞伎の華－荒事入門
文部省選定、日本紹介映画コンクール入
賞

初代市川團十郎が創始した荒事は、
江戸歌舞伎の原点ともいえます。演技
の基礎訓練、歴史、典型的な舞台を
取り上げています。

45 音楽 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1358 見つけた材料で作る
文部省選定、教育映画祭優秀作品賞

ものを大切にすることは今日的な課題
です。ものづくりの新たなる視点を示
すとともに、デザインの手順､方法を理
解させます。造形活動を通して創造的
表現の能力をのばし、造形能力を生
活に生かす態度を育てます。

20 図工・美術 小

V－0288 ＡＲＴ　ＬＩＦＥ夢工房① いきいき粘土遊び 50 図工・美術 小・中

V－0289 ＡＲＴ　ＬＩＦＥ夢工房② 縄文土器をつくろう 50 図工・美術 小・中

V－0290 ＡＲＴ　ＬＩＦＥ夢工房③ ゆかいに動く紙のおもちゃづくり 55 図工・美術 小・中

V－0291 ＡＲＴ　ＬＩＦＥ夢工房④ 新しい切り紙造形 48 図工・美術 小・中

V－0292 ＡＲＴ　ＬＩＦＥ夢工房⑤ 誰でもできる新しい張子づくり 49 図工・美術 小・中

V－0293 ＡＲＴ　ＬＩＦＥ夢工房⑥ 紙パックでハガキをつくろう 50 図工・美術 小・中

V－0294 デザインの楽しさ
調和のとれたデザインを楽しむことの
大切さや、デザインとは何かについて
わかりやすく解説します。

20 図工・美術 小・中

V－0424
新しい図画工作①
低学年Ⅰ

①すきな動物と遊びたい②ふしぎな道
を歩こう③森の中のお話をしよう

25 図工・美術 小

V－0425
新しい図画工作②
低学年Ⅱ

①いろいろな紙と友だち②身近な材料
と遊ぶ③へんてこりんなおもちゃ④考
えたお話の工作

28 図工・美術 小

V－0426
新しい図画工作③
中学年Ⅰ

①描きながら思いを広げる②おわりの
ない絵③内側と外側の世界④楽しく伝
え合いたい⑤空き瓶を生かして伝える

29 図工・美術 小

V－0427
新しい図画工作④
中学年Ⅱ

①材料から活動を見つける②抱えて
いたもの③立体迷路④怖くて面白い
おばけ

28 図工・美術 小

V－0428
新しい図画工作⑤
高学年Ⅰ

①思い出をたくわえる箱②顔をかくす
顔

30 図工・美術 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0429
新しい図画工作⑥
高学年Ⅱ

①好きだと思った作品②いろいろな国
の作品③表現の工夫と美しさ④生活
を豊かにしているもの

29 図工・美術 小

V－0532 表現といのち　　　　　　　　　　　文
部省特選

木を写生する授業を通して、感じる心
－感性についてわかりやすく教え、そ
の心を素直に表現する大切に気付か
せます。

20 図工・美術 中

V－0608
創造力を育てる小学校の図工教
室１

土のお面と土偶づくり。世界のさまざ
まな民族仮面・土偶などを参考にして
創造的なお面を楽しく作ります。

30 図工・美術 小

V－0609
創造力を育てる小学校の図工教
室2

やさしい土鈴・土笛づくり。中空になっ
た造形と音を出す仕組みを知り、鳥や
動物などの造形を楽しく作ります。

30 図工・美術 小

V－0610
創造力を育てる小学校の図工教
室3

縄文土器を作ろう。変化に富んだ文様
や見事な装飾を施した縄文土器を作
ります。

30 図工・美術 小

V－0611
創造力を育てる小学校の図工教
室4

だれにでもできる土器の野焼き。窯な
どの特別な設備が無くても、空き地な
どで、短時間で簡単に土器を焼き上げ
ます。

30 図工・美術 小

V－0612
創造力を育てる小学校の図工教
室5

小枝や小石の造形遊び。自然との関
わりを通じて、楽しい造形の世界にひ
たり豊かな制作をします。

30 図工・美術 小

V－0613
創造力を育てる小学校の図工教
室１

よく飛ぶ紙のおもしろい飛行機。空中
に投げ出された１枚の紙の動きから、
自然な発想に基づく造形活動をしま
す。

30 図工・美術 小

V－0614
創造力を育てる小学校の図工教
室2

ゆかいに動く紙の生き物たち。ただの
平たい紙が、さまざまの生き物に変身
して命あるもののように動きます。

30 図工・美術 小

V－0615
創造力を育てる小学校の図工教
室3

ふしぎふしぎ！紙切り遊び。四角い紙
を折ってハサミで切り、虫かご・止まり
木のオウムなどをつくります。

30 図工・美術 小

V－0616
創造力を育てる小学校の図工教
室4

新聞紙でつくる楽しい動物園。新聞紙
と身近な材料を使い、楽しく色鮮やか
な動物たちをつくります。

30 図工・美術 小

V－0617
創造力を育てる小学校の図工教
室5

帳子のお面とゆかいな虫たち。伝統的
な技法を、もっと自由に、だれでも楽し
める作り方を紹介します。

30 図工・美術 小

Ｖ－1813
絵に見る日本の美術のよさ
文部科学省特選、教育映像祭最優秀作
品賞、文部科学大臣賞

日本の美術の特質を理解し、日本的
で多様な表現方法を作品を見ながら
考えます。

23 図工・美術
小･中･高･

一般
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V-1897 色と形で伝える

色や形によるコミュニケーションとは何
か、これからの社会でどのように大切
なものになるか、どのような表現・活用
の方法があるかを具体的に説明して
います。

23 図工・美術
中・高・一

般

V-1989
生活に生きている日本の美術文
化
文部科学省特選

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
生活等に焦点をあて、日本の美術文
化の特徴についてわかりやすく説明し
ています。

22 図工・美術
中・高・一

般

V－0006 その日、晴れやかに

初潮の迎え方で、子供の生理に対す
る考え方は違ってきます。初潮の持つ
意味や正しい知識、お子様への対応
のあり方等をわかり易く描きます。

15 保健体育 一般

V－0007 ようこそ小さなレディたち
初潮の意味や正しい知識、メカニズ
ム、レディとしてのエチケット等を会話
形式でわかりやすく描きます。

15 保健体育 中

V－0036
子どもたちへのいのちと愛のメッ
セージ

『愛』とは、『性』とは、『いのち』とは、ど
のようなものでしょうか。性の正しい考
え方の理解を深めます。

55 保健体育 小

V－0061 エイズの予防
エイズやエイズウィルスの特徴をわか
りやすく説明し、予防のノウハウを具
体的に示します。

20 保健体育 中･高･一般

V－0178 ＡＩＤＳ　正しい理解と行動
教育こそワクチン、エイズを予防し、偏
見、差別を払拭するには、正しい知識
を持つ事が大切です。

21 保健体育 高・一般

V－0180 成分献血入門（アニメ）
輸血の歴史、血液自給の現状、最新
の成分献血をアニメでわかりやすく紹
介します。

12 保健体育 中･高・一般

V－0220
実践！エイズ対策①
エイズの知識と予防

必要なエイズの知識と具体的な予防
法をわかりやすく説明。

17 保健体育 一般

V－0221
実践！エイズ対策②
エイズカウンセリング

医療現場、または学校や企業等にお
ける実際の場面を想定して、具体的な
対処法を分かりやすく説明。

60 保健体育 一般

V－0295
器械運動シリーズ4年
鉄棒

さかあがり・腕立て後転・前回りおり足
かけ上がり・ふみおこし足かけ後転・
転向前おり

10 保健体育 小

V－0296
器械運動シリーズ4年
マット

前転（開脚前転）・後転（開脚後転） 8 保健体育 小

V－0297
器械運動シリーズ4年
とび箱

腕立て開脚とび・腕立て閉脚とび・
台上前転

10 保健体育 小
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V－0298
器械運動シリーズ5年
鉄棒

さかあがり・腕立て後転（連続）・前回
りおり足かけ上がり・足かけ後転（連
続）・転向前おり

9 保健体育 小

V－0299
器械運動シリーズ5年
マット

前転・開脚前転・前転・飛び込み前転・
腕立て側転

10 保健体育 小

V－0300
器械運動シリーズ5年
とび箱

腕立て開脚とび・腕立て閉脚とび・
台上前転

10 保健体育 小

V－0301
器械運動シリーズ6年
鉄棒

さかあがり・腕立て前転・振りとび・
足かけ上がり・足かけ前転・前回おり

10 保健体育 小

V－0302
器械運動シリーズ6年
マット

後転・開脚後転（連続）・後転とびこみ
前転・前転・腕立て側転（連続）

10 保健体育 小

V－0303
器械運動シリーズ6年
とび箱

腕立て開脚とび・腕立て閉脚とび・
台上前転

8 保健体育 小

V－0430
男の子と女の子シリーズ①
（アニメ）文部省選定

<男の子と女の子の体>１話　男の子
／　２話　女の子

8 保健体育 小

V－0431
男の子と女の子シリーズ②
（アニメ）文部省選定

<思春期>３話　女の子の思春期　／
４話　男の子の思春期

8 保健体育 小

V－0432
男の子と女の子シリーズ③
（アニメ）文部省選定

<精子と卵子の受精>５話　精子と卵子
／　６話　性本能

8 保健体育 小

V－0433
男の子と女の子シリーズ④
（アニメ）文部省選定

<愛の発見-性交->７話　体の発見
／　８話　愛の発見

8 保健体育 小

V－0434
男の子と女の子シリーズ⑤
（アニメ）文部省選定

<赤ちゃん誕生>９話　受胎　／
１０話　赤ちゃん誕生

8 保健体育 小

V－0533
楽しい水泳教室
～はじめて泳ぐ人のために～

水に慣れ、浮き、泳げるようになる水
泳の基礎を興味を持たせながら指導
する楽しい映画。先生方の指導方法
の研究にも最適です。

25 保健体育 小

V－0564 ＡＩＤＳ　支えあう時代へ
普段からエイズのことを話し、みんな
で支えあって生きる社会はどのように
したら実現できるかを考えます。

27 保健体育 中･高･一般
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V－0618
地球っ子
厚生省・中央児童福祉審議会児童文化
財推薦

エイズを理解することを通して、未来を
築く子供たちがあらゆる命のつながり
を知り、生や性を正しく考えます。

83 保健体育 小・中

V－0709
手を出さない！！絶対に！
文部省選定、教育映画祭最優秀作品
賞、文部大臣賞

薬物乱用に対する科学的な知識と、
その背景にある社会構造を説明して
います。

29 保健体育 中・高

V－0967 警告！たばこが体を蝕む
禁煙者が受けるさまざまな害をわかり
やすい科学的な映像で説明していま
す。

20 保健体育 中・高

V－1086
ゴンはオスでノンはメス
文部省選定
1995年教育映画祭優秀作品賞受賞

ニホンザルの生態を通して、生命と性
の関係をわかりやすく描き、生命の神
秘さ・尊さ・すばらしさを見せます。

31 保健体育 小

V－1114 ストップ！ＤＲＵＧ

安易に薬物に手を出してやがて依存
症へ。一瞬の好奇心が人間の一生を
狂わせてしまいます。心身への影響を
描き、乱用防止を訴えます。

20 保健体育 中･高

V－1115
アルコールの害
未成年者の飲酒

成長期にある未成年が飲酒すると、体
内で何が起きるのでしょう。アルコー
ルの心身に及ぼす恐るべき影響を描
いています。

24 保健体育 中･高

V－1182
中学・陸上競技シリーズ
走り高跳び
文部省選定

はさみとり、ベリーロールの技術を段
階的な練習とともに分析解説。あわせ
て、競技会で多く使われる背面とびの
技術も示しました。

12 保健体育 中

V－1183
中学・陸上競技シリーズ
走り幅跳び
文部省選定

助走から着地までの走り幅跳びの一
連の技術を分析解説し、その段階的
な練習法も示しながら、中学生の初心
者にもよくわかるように構成しました。

12 保健体育 中

Ｖ－1318
ストップ・ザ・薬物
自分を大切にしよう

薬物を乱用してはいけないということ
を「自分を大事にする気持ちや行動の
結果」として結び付け、訴えていきま
す。「薬物はこわいよ」という大人のお
どしではなく、小学生たちが自分で考
え、気づいていくよう配慮しています。

28 保健体育 小･中

Ｖ－1359

タバコは体になぜ悪いのか！
文部省選定
優秀映画鑑賞会推薦
厚生省中央児童福祉審議会推薦

タバコは健康な体にどのような影響を
及ぼしているのか、そこに含まれてい
る有害物質がいかに猛毒で体に悪影
響を与えるのかを数々の実験を通して
子供達にわかりやすく理解してもら
い、「タバコは絶対に吸わない」という
強い意志を育てていきます。

20 保健体育 小･中

Ｖ－1360
性教育ビデオ
小学校　 第①巻
小学校小・中学年用

さそいにのらない：低学年の児童に誘
拐などの危険について知らせそれを
避けるよう心がけさせます。
男女いっしょに：３・４年生になると男
子と女子集団に分離して行動したり言
い争ったりします。男女にこだわらず、
協力しあう大切さを理解させます。

16 保健体育 小
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Ｖ－1361
性教育ビデオ
小学校　 第②巻
小学校高学年用

おとなに近づく：二次性徴の発現に伴
う戸惑い・不安を解消し大人に成長し
ていく自己に適応させます。異性の友
達、高学年になると異性に関心をもっ
たり、親しくしたいと思うようになります
が、人によって感じ方・考え方が違う
ので、異性をよく理解するよう知らせま

26 保健体育 小

V-1433 受精・妊娠・出産の生理
「受精」「妊娠」｢出産｣のしくみをわかり
やすく解説しています。

20 保健体育 高・一般

V-1565 けがの防止と手当て

　けがの発生要因をそのケースごとに
分析、解説し、その防止方法を考えま
す。また、手当の必要性と簡単な手当
の方法を紹介します。

12 保健体育 小

V-1606
輝く明日へのステップ中学生は
飲酒にＮＯ！！

中学生のような未成年者の飲酒は、
心身の健康のみならず、人格の形成
にも重大な影響を与え、加えて社会に
及ぼす影響の大きいことを指導し、生
徒たちに理解させます。

20 保健体育 中

V-1898 大きくなったよ！ぼく・わたし

小さい頃と比べると、体も心も成長し
ました。成長していくありのままの自分
を受け止め、自分を大切にする気持ち
を育てます。

13 保健体育 小

V-1899
うれしいな！赤ちゃんが生まれる
よ

赤ちゃんが生まれる家庭をドキュメント
で紹介しています。

13 保健体育 小

V-1900 初経と精通

二次性徴をむかえると、男の子には射
精が、女の子には月経が始まります。
お互いの体のメカニズムを理解し、思
いやる心の大切さを伝えます。

15 保健体育 小

V-1901
気になるのはなぜ？
思春期のこころ

思春期のこころは不安定になりがちで
す。心身の発達には、個人差があるこ
とを理解させ、心理的な安定を目指し
ます。

15 保健体育 小

V-1902 いのちはつながる

思春期を迎えると、女子も男子もから
だが成長し、新しい命をつくる準備を
始めます。生命の連続性を伝え、一つ
一つの命がかけがえのないものであ
ることがわかります。

15 保健体育 小

V-1959 生活習慣病は子どもから

心臓病、高血圧病んどの生活習慣病
は偏った食生活や不規則な生活習慣
によって進行します。その予防のため
には、特に子どもの頃からの生活習
慣が重要であることに気づかせます。

14 保健体育 小

V-1990 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
ができます。しかし、誤った処置をする
とかえって症状を悪化させる危険もあ
ります。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を考
えさせます。

12 保健体育 中・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1991 意識がない場合の手当て
人工呼吸、心臓マッサージの仕方を
説明しています。

12 保健体育 中・一般

V-1992 きずの手当て

出血した時に、冷静に対応できるよう
に、出血した場所ごとに適切な止血法
を紹介しています。また、破傷風など
の感染症の危険性の理解と、予防の
ための処置を紹介しています。

11 保健体育 中・一般

V-1993 生物によるきずの手当て

自然環境のなかでは、ハチやクラゲと
いった毒をもつ生物による刺し傷が起
こりえます。手当ての方法や危険な生
物がいる場所、遭遇した場合に被害を
受けないための知識を紹介していま
す。

11 保健体育 中・一般

V-1994 包帯法

包帯をする目的として、患部の保護や
固定、止血圧迫などがあります。目的
や部位に応じて使用する包帯の種類
やそれぞれの巻き方を紹介していま
す。

13 保健体育 中・一般

V-1995 やけどの手当て

やけどの程度の見極め、手当ての仕
方、感染症にならないための対処法を
紹介しています。薬品が目に入った場
合、日焼け、感電の対処の仕方を学
びます。

11 保健体育 中・一般

V-1996
打ぼく
ねんざ・だっきゅう
骨折の手当て

打ぼく、ねんざ・だっきゅう、骨折など
は起こりやすい症状です。まちがって
伝わっている対処法が行われている
ケースも多く、症状の悪化を招くことも
あります。正しい手当てを解説してい
ます。

11 保健体育 中・一般

V-1997 熱中症、脳貧血の手当て

熱中症、脳貧血は、急に倒れるなどの
症状が似ていますが、手当ての仕方
は異なります。判断の仕方や対処法
の違いを説明しています。

11 保健体育 中・一般

V-1998 病気に負けない体
病原体によって引き起こされる病気に
ついて、その発生要因や予防の方法
を説明しています。

14 保健体育 小

V-2084 どうして起こるの？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
を伝えます。また近年問題になってい
る新興感染症や再興感染症など新た
な問題も取り上げています。

17 保健体育 中

V-2085 病気に打ち勝つ！抵抗力と免疫
免疫のしくみについて、アニメを使用し
わかりやすく解説しています。

15 保健体育 中

V-2086
性感染症、エイズにかからないた
めに

エイズや性器クラミジア感染症などを
例に、感染の現状、感染経路などを解
説します。

17 保健体育 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2192
クロールの
じょうずな泳ぎ方

クロールが一通りできるようになった
児童が、より長い距離を続けて泳げる
ようになるため、どんな点に気をつけ
て、どのような練習をしたらよいかが
分かりやすく解説されています。主な
項目は「腕の動作」・「脚の動作」・「呼
吸」・「腕と脚の動作の調和」・「スター
ト」・など。

12 保健体育 小

V-2193
平泳ぎの
じょうずな泳ぎ方

平泳ぎが一通りできるようになった
児童が、より長い距離を続けて泳げる
ようになるため、どんな点に気をつけ
て、どのような練習をしたらよいかが
分かりやすく解説されています。主な
項目は「脚の動作－かえる足－」・
「腕の動作」・「呼吸」・「腕と脚の動作
と呼吸との調和」・「スタート」など。

12 保健体育 小

V-2194 かけっこ・リレー（中学年）

体ほぐしの運動（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（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・バトンパスリレー）・きょう走
しよう（リレーきょう走）

15 保健体育 小

V-2195 ハードル走（中学年）

体ほぐしの運動（ダンボールごえ）・
ハードルになれよう（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
）・きょう走しよう（ハードルきょう走）

15 保健体育 小

V-2196 高とび（中学年）

体ほぐしの運動（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
（高とび記録会）

15 保健体育 小

V-2197 はばとび（中学年）

体ほぐしの運動（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（はばとび記録会）

15 保健体育 小

V-2198
短きょり走・リレー
（高学年）

体ほぐしの運動（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（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）・競走しよう（リレー競
走）

15 保健体育 小

V-2199 ハードル走（高学年）

体ほぐしの運動（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）・競走しよう（ハードル競
走）

16 保健体育 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2200 走り高とび（高学年）

体ほぐしの運動（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 保健体育 小

V-2201 走りはばとび（高学年）

体ほぐしの運動（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 保健体育 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0144 和菓子　その美と心
４つのルールや自然の変化、美しさを
取り入れた、茶の湯の心に通じる五感
の芸術といわれる和菓子の解説。

25 技術家庭 一般

V－0195
森林と暮らし
木を活かす知恵

木の組織・構成を観察して、木の特性
を探りながら、それを活かす日本人の
知恵を紹介します。

20 技術家庭 中

V－0207
The Egg Story １
タマゴが食卓に届くまで

手月に料理できるおいしい卵が、合理
的に生産されていく過程をわかりやす
く紹介しています。

13 技術家庭 一般

V－0208
The Egg Story 2
おいしく・かしこく食べる

卵の持つ栄養的な優位性を成人病予
防という視点を中心に、学問的な実証
とデーターで解説しています。

15 技術家庭 一般

V－0209
The Egg Story 3
いろいろな利用法

起泡性、熱凝固性、乳化性、結着性な
どの卵の性質を活用した様々な料理・
菓子・調味料などを紹介しています。

14 技術家庭 一般

V－0210
The Egg Story 4
タマゴからのメッセージ

安さの秘密、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
の消化率などの疑問に答えます。

15 技術家庭 一般

V－0211
The Egg Story 5
卵料理のコツ

ゆでる、煮る、揚げる、炒める、蒸す、
焼く、６つの基礎料理を解説します。

15 技術家庭 一般

V－0258 砂糖のできるまで

砂糖が実際に工場でどのように作ら
れるかを、目で見てわかるシュミレー
ション実験で確かめながら紹介してい
ます。

13 技術家庭 中･高･一般

V－0259 太陽のエネルギーの結晶・砂糖

砂糖が、エネルギー源としてからだの
中でどんな働きをするかを探り、砂糖
のエネルギーが私たちのからだに果
たす役割を考えます。

13 技術家庭 中･高･一般

V－0260 砂糖の調理科学

砂糖は、甘味をつけるだけでなく、他
にもいろいろな働きがあります。砂糖
の使い方を科学的にとらえ直し上手に
役立てましょう。

19 技術家庭 中･高･一般

V－0305 楽しく学ぶ小学校家庭科① 第１巻　楽しい家庭科 13 技術家庭 小

V－0306 楽しく学ぶ小学校家庭科② 第2巻　被服の着方と選び方 18 技術家庭 小

V－0307 楽しく学ぶ小学校家庭科③ 第3巻　いろいろな縫い方 20 技術家庭 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0308 楽しく学ぶ小学校家庭科④ 第4巻　被服の手入れ 19 技術家庭 小

V－0309 楽しく学ぶ小学校家庭科⑤ 第5巻　袋やエプロンの製作 19 技術家庭 小

V－0310 楽しく学ぶ小学校家庭科⑥ 第6巻　食物と健康 19 技術家庭 小

V－0311 楽しく学ぶ小学校家庭科⑦ 第7巻　調理器具の扱い方 18 技術家庭 小

V－0312 楽しく学ぶ小学校家庭科⑧ 第8巻　いろいろな調理 20 技術家庭 小

V－0313 楽しく学ぶ小学校家庭科⑨ 第9巻　計画的な家庭生活 19 技術家庭 小

V－0314 楽しく学ぶ小学校家庭科⑩ 第10巻　快適な住まい方 19 技術家庭 小

V－0857
Ｏ－１５７予防のために
衛生管理のチェックポイント

病原性大腸菌Ｏ－１５７を中止に、全
ての食中毒を未然に防ぎ、安全で楽し
い学校給食を実現するために衛生管
理ポイントを点検します。

18 技術家庭 一般

V－0973 Ｏ－１５７と食中毒

病原性大腸菌Ｏ－１５７がどうして危
険なのか、どうしたら感染を防げるの
か。正しい情報と最新の取材映像で、
家族でできる予防対策を紹介。

16 技術家庭 一般

V－2087 家族は一つ

母の急な入院で、憲一の不満がた
まっていきますが、父や妹の努力を見
て、自分も家族の一員として、家族の
快適な暮らしを守るための仕事を分担
していきます。

10 技術家庭 中

V－2088 快適なくらしのために

憲一は、料理の失敗をきっかけにし
て、仕事の手順の重要性を知ります。
快適な暮らしを実現するためには、毎
日の仕事の他にも様々な仕事がある
ことを知ります。

10 技術家庭 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－2089 浜辺のゴミから環境が見える

浜辺のゴミを分類すると、毎日の便利
な暮らしが、いかに環境を汚している
かが見えてきます。中学生として地域
環境を守るためにできる工夫を考えて
いきます。

10 技術家庭 中

V－2090 賢い消費者って？

みち子は、衝動買いしてしまった英会
話教材を返したいときに、父がクーリ
ング・オフ制度を教えてくれ、返すこと
ができました。このことをきっかけに、
父が購入や契約の心構え、賢い消費
者への自立の大切さを説きます。

10 技術家庭 中

V－2091 君も大蔵大臣になれる

祖母の急病で、マウンテンバイクの購
入計画が危うくなったあきらは、初め
は不満でしたが、家計の収支バラン
ス・予算生活の大切さを教えられ、購
入の延期を快く承諾します。

10 技術家庭 中

V－2092 安全な食品の選び方

生鮮食品、加工食品、輸入食品の選
び方。農業食品添加物の安全性。食
品の保存・調理上の注意点。健康で
安心できる食生活について考えていき
ます。

20 技術家庭 一般

V－2093 栄養障害と食生活の工夫

栄養バランスを崩した食生活は骨粗
しょう症や貧血症など様々な成人病を
引き起こします。そこで、栄養障害を
防止するメニューを紹介しています。

19 技術家庭 一般

V-2187
クイズ　知っ得？なっ得！
クーリング・オフ

消費者契約をめぐるトラブルは、時代
の趨勢とともに様々な姿を表します。
最近ではIT技術革新によりインターネ
ット、携帯電話など多様な通信メディア
が普及し、その利便性とともに複雑多
岐にわたるトラブルをもたらしていま
す。こうしたトラブルに巻き込まれない
ために、必ず知っておきたい消費者の
重要な権利、「クーリング・オフ」をクイ
ズ形式を導入し、わかりやすく解説し
ています。

27 技術家庭 一般

V-2220

ビデオ食育シリーズ
食・からだ・くらしの探検①
１日のスタートは朝ごはん
から

好きなものだけを食べていたらどうな
るのか、朝ごはんを食べないで学校
にいったら？朝ごはんの意味、体で
どんなことがおきているのかや、赤・
緑・黄の３つがそろった朝ごはんの
献立のたてかたから作り方までが
紹介されています。

16 技術家庭 小・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2221
ビデオ食育シリーズ
食・からだ・くらしの探検②
どんな食べ方がいいのかな

動物の歯とうんちの関係から、動物
と人間の食べるものの違いが解説
されています。また、食事（主食・主
菜・副菜）の考え方から、適切なおや
つの選び方まで紹介されています。

18 技術家庭 小・一般

V-2222
ビデオ食育シリーズ
食・からだ・くらしの探検③
地域に伝わる料理を大切にしよう

小麦をキーワードに食の世界を探検
すると、うどん・おやき・ひっつみなど
それぞれの地域によって小麦が大
変身します。地域の自然・気候・風土
の中で食文化が育まれます。

18 技術家庭 小・一般

V-2223

ビデオ食育シリーズ
食事バランスガイドで健や
かに①
食事バランスガイドって
何？

食事バランスガイドとは？食事バラ
ンスガイドの「主食」「副菜」「主菜」
「牛乳・乳製品」「果物」、それに水
分と運動の大切さが紹介されていま
す。18 技術家庭 小・一般

V-2224
ビデオ食育シリーズ
食事バランスガイドで健やかに②
私たちの食事バランスガイド

望ましい日本型食生活。適量摂取・
理想的なエネルギーバランス・主食
の多様なﾊﾟﾀｰﾝ、そして毎日の食生
活と食事バランスガイドを考えながら
地元の食材を使い、親子でクッキン
グ。

18 技術家庭 小・一般

V-2225

ビデオ食育シリーズ
食事バランスガイドで健や
かに③メタボリックシンドロームを
防ぐ食事バランスガイド

メタボリックシンドロームとは何か。
主人公の２０歳の若者に、お腹の
出た２０年後の中年の姿が・・・。
２０～３０代の生活習慣が中高年の
体質に影響を与えます。食事バラン
スガイドを活用して、中高年の自分
が改造される様子がコミカルに描か
れています。18 技術家庭 一般

V-2250
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、迂闊な金融商品の購入、
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
ブルが紹介されています。そして、
被害にあったときの対応について解
説されています。

18 技術家庭 中・高・一般

V-2337
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してい
る作品です。

16 技術家庭 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0252 とんび家族

子供のモデルであるべき大人や親の
あり方が、大きく問われています。不
安定な中学生の子供の親の対応は非
常に大切です。

54 道徳・特活 一般

V－0271
小学校１年　生活科①
みつけようシリーズ

はるをさがそう、あきをみつけよう 14 道徳・特活 小

V－0272
小学校１年　生活科②
そだてようシリーズ

ウサギやチャボをかおう、たねをまい
てみよう

15 道徳・特活 小

V－0273
小学校１年　生活科③
つくってあそぼうシリーズ

はっぱであそぼう、きのみであそぼう 16 道徳・特活 小

V－0274
小学校１年　生活科④
あそぼうシリーズ

すなであそぼう、こうえんであそぼう 13 道徳・特活 小

V－0275
小学校２年　生活科①
見つけようシリーズ

水に住む生き物をみつけよう、林や草
むらの生き物をみつけよう

16 道徳・特活 小

V－0276
小学校２年　生活科②
そだてようシリーズ

ザリガニやカタツムリをそだてよう、大
豆やサツマイモをそだてよう

15 道徳・特活 小

V－0277
小学校２年　生活科③
つくってあそぼうシリーズ

おもちゃランドをつくろう１，２ 17 道徳・特活 小

V－0278
小学校２年　生活科④
あそぼうシリーズ

のはらであそぼう、むかしのあそびを
やってみよう

15 道徳・特活 小

V－0315
小学校１年　道徳
第1巻（人形劇）

第１巻　「タカハシクンガンバレ！」人
形劇

12 道徳・特活 小

V－0316
小学校１年　道徳
第2巻（アニメ）

第2巻　「きんいろのクレヨン」　アニ
メーション

12 道徳・特活 小

V－0317
小学校１年　道徳
第3巻（影絵）

第3巻　「あかとんぼ」　影絵 14 道徳・特活 小

V－0318
小学校2年　道徳
第1巻（人形劇）

第１巻　「ふたりのへや」人形劇 12 道徳・特活 小
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V－0319
小学校2年　道徳
第2巻（アニメ）

第2巻　「ぐみの木と小鳥」　アニメー
ション

14 道徳・特活 小

V－0320
小学校2年　道徳
第3巻（影絵）

第3巻　「つばめの親子」　影絵 12 道徳・特活 小

V－0321
小学校低学年道徳
第7巻

第７巻　「授業編」 33 道徳・特活 小

V－0345
ひとことのやさしさ
ナースストーリー
文部省選定、厚生省推薦

看護婦と言う職業を通して、懸命にい
きる３人の姿を描いています。

51 道徳・特活 中・高

V－0396 裏庭での出来事

授業に直接使えるビデオ資料（１５分）
と授業例で構成され、道徳の時間に
広く使われている役割演技などを紹介
しています。

43 道徳・特活 一般

V－0397 うばわれた自由

授業に直接使えるビデオ資料（１５分）
と授業例で構成され、道徳の時間に
広く使われている役割演技などを紹介
しています。

46 道徳・特活 一般

V－0439
大自然の中のふれあい
新入生オリエンテーション

少年自然の家を利用して、新入生を
早く学校になじませ、学校と施設の連
帯のあり方や生徒の主体的な参加の
様子を描いています。

32 道徳・特活 中

V－0442 金色のクジラ（アニメ）
兄は自分の骨髄液で、白血病の弟の
命を救うために手術室に入ります。兄
弟愛と勇気・家族愛と友情の物語。

25 道徳・特活 小

V－0472 妹と私（真の思いやり）

誤って、おばあさんの耳を傷つけて苦
しむ小１の妹と、小６の姉や家族達と
の係わり合いを描き、思いやりとは何
かを考えます。

44 道徳・特活 小･中

V－0474 えんぴつくんのおねがい
擬人化した文房具に粗末に扱われる
悲しみを語らせながら、物を活かして
大切に使う態度を学びます。

15 道徳・特活 幼･小

V－0575 Ｖサイン

授業に直接使えるビデオ資料（１５分）
と授業例で構成され、道徳の時間に
広く使われている役割演技などを紹介
しています。

42 道徳・特活 一般

V－0777
とべないホタル（アニメ）
文部省選定
教育映画祭優秀作品賞

生まれながらに下羽がちぢみ、飛ぶこ
とが出来ないホタルを励まし助け合う
仲間たち。やさしさと思いやり、心の豊
かな人間性を学びます。

17 道徳・特活 小

V－0871 ブランコ乗りとピエロ

授業に直接使えるビデオ資料（１５分）
と授業実践例で構成。小集団の話し
合い、思考を深く書く活動、発問の工
夫、役割演技などが紹介されていま
す。

54 道徳・特活 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0956 小さな勇気

公園を掃除しているお年より、皆にの
け者にされている友達に手をさしのべ
られずに胸を痛めている少女の心の
葛藤を描いています。

18 道徳・特活 小

V－0958 水色のハンカチーフ
衝動にかられて物を盗んでしまった少
女の心の葛藤から、反省と苦しみの中
から立ち直る姿を描いています。

20 道徳・特活 小

V－0959 竹とんぼの空

助け合いのあり方をテーマにした児童
劇。相手の立場になって考える事、人
それぞれの能力を認め尊重する事を
訴えています。

25 道徳・特活 小

V－0962 ゴンタとよばれた犬

飼い犬を見失った子どものその後の
努力と工夫の中に、動物と人間の美し
いつながりを発見し、人の心の優しさ
を描いています。

42 道徳・特活 小･中

V－1059 みんなのなかの自分

集団生活の充実と向上、個人のあり
方生き方などについて、クラスで考え
ディスカッションする際の素材となりま
す。

24 道徳・特活 中・高

V－1060 気づけばみんながいた

ホームルームって何だろう、友達って
何だろうと問いかけながら、お互いの
個性や抱えている事情を大切にし合う
関係を描いています。

23 道徳・特活 中・高

V－1077 一番星

授業に直接使えるビデオ資料（１５分）
と授業実践例で構成。小集団の話し
合い、思考を深く書く活動、発問の工
夫、役割演技などが紹介されていま
す。

45 道徳・特活 中

V－1095 みんなのもり（アニメ）
みんなの森に狼がやってきて、子狐と
子狸を人質に子ども図書館に立てこも
ります。さてどうなるのでしょう。

道徳・特活 小

V－1166 「おーい、みんなおいでよ！」

日頃何気なくやっていることで、生活を
明るく、楽しくすることを阻害しているこ
とがあります。これを五つの場合につ
いて気づかせ、「どうしたらいいんだろ
う、みんなで考えてみよう」といった形
式で解決法を示します。

33 道徳・特活 小

V－1187 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『生きている』こと
への感動と、家族への愛、将来への
希望、友情の大切さを見つめていきま
す。

15 道徳・特活 小

V－1196 君の未来を開くために

中学生の誰しもが直面する進路問
題、それをドラマ形式で描き、その重
要性と、自分の個性を生かした進路を
決めるべき事を生徒に理解させ、啓蒙
する作品です。

20 道徳・特活 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1201
一人ぼっちの狼と７匹の子やぎ
（アニメ）

みんなから恐れられ、仲間はずれにさ
れていたオオカミは、丘の上に住んで
いる仲の良いやぎ一家がうらやましく
て仕方ありませんでした、ある日、や
ぎのパパとママがでかけることになり
ました。そこでオオカミは…。

18 道徳・特活 幼・小

V－1202 コン太と森の仲間たち（アニメ）
文部省選定

ふとしたことから魔法使いがくれた「し
あわせの花」の種を育てることになっ
た３人の森の仲間たち…仲良く協力す
るとはどういうことでしょうか、お互い
に助け合う心、がんばりぬいて何かを
やりとげることとはどういうことでしょう
か。

20 道徳・特活 幼・小

Ｖ－1278 チビ六二死満塁

青空にのびる白球！少年野球チーム
エッグスを中心に町の人気者チビ六
の勇気と友情を笑いと涙で描く児童劇
大作です！

51 道徳・特活 小

Ｖ－1288 生きものと教室の仲間たち

小学校３年生のある学級に起こった飼
育係をめぐる一事件を中心にして、子
供たちの成長の姿を描くとともに、「い
のち」の大切さを訴えようとする児童
劇の映画。青虫の命もハムスターの
命もそして僕の命の大切さを学びま
す。

43 道徳・特活 小・中

Ｖ－1371 足袋の季節（アニメ）

誘惑に負けがちな人間の弱さと、それ
を乗り越えて自分に誠実に、誇りを
持って生きることの大切さを考えさせ
る物語です。

19 道徳・特活 小・中

Ｖ－1372
知らんぷりの目（アニメ）
文部省選定
教育映像祭文部大臣賞

私達の身の回りではみんなに迷惑を
かける行為だとわかっていても注意す
る勇気がなく、つい「知らんぷり」をして
しまうことがよくあります。それをまわり
を思いやる、勇気ある「温かい目」に
変えていくにはどうしたらいいでしょう
か？

18 道徳・特活 小・中

Ｖ－1373 まじめで悪いか！
教育映像祭優秀作品賞

「少々、不真面目でも、明るい子供の
ほうがいい。むしろ、まじめな子供の
ほうが危険だ！」とよくいわれるため、
自分のまじめな性格を押し隠している
生徒だが、自分の存在が他から認め
られていることに気づき、自信をとりも
どしていきます。

32 道徳・特活 小・中

Ｖ－1376 ぼくの変身
文部省選定

鉄棒やとび箱が苦手の子どもが、挫
折感に襲われながらも、友人たちに励
まされ、弱い心に鞭打って、それを克
服していく姿を描きます。正しい目標
に向かってやりぬく大切さと子どもの
環境としての、親や友人たちとの人間
関係の重要さを示します。

30 道徳・特活 小

Ｖ－1377 万びきはダメ！
教育映像祭最優秀作品賞

「万引き」が「犯罪」であることを子供達
に認識させ、社会のルールを守る大
切さを訴えると同時に、周りの大人が
非行の小さな芽に気づき、きちんと対
応していかねばならないことも示しま
す。

21 道徳・特活 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1378

ちどりと子供たち
文部省選定
優秀映画鑑賞会推薦
日本映画ペンクラブ推薦

ちどりの研究観察を始めた科学クラブ
の子供たちが、巣のある塩田を埋め
立てられるという事件を通して、生命
の尊さや、それを守ることの困難さを
体験していく姿を描いています。

31 道徳・特活 小・中

Ｖ－1392
忍たま乱太郎
決まりを守って協力しあう
（アニメ）文部省選定

約束事を忘れて自分勝手に行動して
しまう忍たま３人組。食事当番となった
日、とんだ失敗をしてしまうが、仲間た
ちの温かい協力でおいしいカレーが完
成。周りへの配慮の大切さを伝えま
す。

10 道徳・特活 幼・小

Ｖ－1424 あいうえお

美しい山村で、のびのび明るく育った
直子の素朴な日常生活を通して自然
や動物、家族への優しい思いやり、殊
に、おばあさんとの深い愛情を大切な
ものとして、ほのぼのと描きます。

42 道徳・特活 小

V-1487 誕生日プレゼント

両親からの誕生日プレゼントに、高価
なゲームソフトを期待していた少年。し
かし、母は、１冊の本を贈りました。悔
しくてふてくされる少年だが、祖母の入
院が続いたある日、もらった本をめくっ
てみると…。

21 道徳・特活 小

V-1562
バトンはVサイン
文部省特選
中央児童審議会推薦

家庭的に恵まれない中１の問題児･香
と、彼女を立ち直らせようと努力する
担任の女教師･磯谷先生やクラスの仲
間たち。みんなで励まし、助け合って
いくことの大切さをうったえます。

51 道徳・特活 中

V-1563

海のあした
文部省選定
教育映画祭文部大臣賞
厚生大臣賞

海辺で育った少年を中心に、海に生き
る一家の生活を描く感動を呼ぶドラマ
です。美しい志摩の海岸を背景に水
中撮影もふんだんにとりいれました。

54 道徳・特活 中

V-1564
わたんべとすばらしい仲間
文部省特選
教育映画祭最優秀賞

級友の心臓手術という出来事に、クラ
スのみんなが相手を思いやり行動して
いくあたたかな心のふれあいが笑いと
涙と緊張の連続の中から、ほのぼのと
伝わってくる感動の物語です。

40 道徳・特活 一般

V-1625 青の洞門（アニメ）
文部省選定

村人の生命を奪う大絶壁に洞窟を通
すため、僧了海は５年、１０年とつちを
ふるい続けます。親の仇として了海を
ねらう実之助は、その姿に仇討ちをた
めらいます。掘り始めて２１年、洞窟は
貫通しました。その時実之助は…。

14 道徳・特活 小･中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1627 美しいお面（アニメ）
文部省選定

この世で一番美しく優しい女性の面を
打て…殿様にこう命じられた面作りの
春満は、モデルになる美しく優しい顔
の女性を探して隣の国にまで出かけ
ます。旅の途中で病に倒れた春満は
高熱の中で、求める顔の女性を見る
のでした。

14 道徳・特活 小･中

V-1628 心の花たば（アニメ）
教育映像祭優秀作品賞

石垣と石段だらけの町に引っ越してき
たおじいさんが、少しでも土のあるとこ
ろに花の種をまき始めました。町の人
は遠くから見ているだけでしたが、一
人の小さな女の子だけは、おじいさん
と一緒に花の種をまきました。春に
なって、やがて町のいろいろな所に
…。

13 道徳・特活 幼・小

V-1629 塩狩峠（アニメ）
文部省選定

北海道塩狩峠。急な勾配の線路で、
暴走を始めた列車を止めるために自
らの命を捨てて、乗客の命を救った主
人公、信夫の行動を描きます。しかも
信夫には婚約者、ふじ子がいました。
その愛を振り切って自ら犠牲になった
信夫の心中はどうだったでしょうか。
極限における人間の気高い生き方が

19 道徳・特活 小･中

V-1630
二度と通らない旅人
（アニメ）

嵐の夜、山の中の一軒家に一人の旅
人が訪れて宿をこいました。しかし、重
病の娘を抱えていた一家はその願い
をすげなく断ってしまいます。その旅
人は、苦しむ娘を哀れみ、薬を与えて
去って行きました。医者にも見放され
ていた娘は、その薬を飲んで回復に
向かいます。一家は改めて自分たち

17 道徳・特活 小･中

V-1633

５等になりたい (アニメ）
文部省選定、中央児童福祉審議会推
薦、日本PTA全国協議会推薦、法務省人
権擁護委員会推薦

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。小学校に
入っても、皆と同じように歩くことがで
きず、クラスメイト達にからかわれるの
でした。傷心の律子は、足のマッサー
ジ師石橋先生から『人としての本当の
やさしさ、強さ』を教わります。それを
きっかけに…。

76 道徳・特活 小･中

V-1634

ぼくに涙はにあわない
文部省特選
教育映画祭最優秀作品賞
中央児童福祉審議会推薦

これは実際にあったことを基にして作
られた物語です。高校時代、ラグビー
の試合中、不幸にも首の骨を折り、手
足の自由を奪われ、悲しみのどん底
から、新しい可能性に向かって、一つ
一つ挑戦、前進して行く一人の高校生
を描いた力強い感動の作品です。

50 道徳・特活 中・高

V-1640

こむぎいろの天使
文部省特選
中央児童福祉審議会推薦
日本PTA全国協議会推薦

この作品は雀との交流を思い出にも
つ後藤監督が、その映像化を狙い続
けてついに実現したものです。雀とい
う小さな生命との出会い、その『死』と
の直面―その体験の中で今ある生命
を大切にする心を養ってゆき、又、生
物の成長をつぶさに観察する中で、事
実を自分の眼で確かめ自分で考え行
動するという科学的な判断力を身につ
けていきます。

75 道徳・特活 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1643 小さな勇気の物語
文部省選定

『勇気』とは、必ずしも英雄的、冒険的
行為だけとは限りません。自分の弱い
気持ちに打ち克ったり、誤りを自ら正
すという、一見些細な内面の敵との戦
いもまた、立派な勇気ある行為と言え
るでしょう。この作品には、小さな過ち
を素直に告白しなかったために悩み、
苦しみながらも、担任教師の暖かい目
や、級友の友情の中で、自分の弱さに
打ち克っていく少年の小さな魂の成長
が、明るく感動深く描かれています。

39 道徳・特活 小・中

Ｖ－1716 字のないはがき（アニメ）

向田邦子原作。家族に対する思いや
りと愛情を温かいまなざしで描いた作
品。元気な日はマルを書いてポストに
入れなさいと父は疎開する妹にはがき
を渡します。

18 道徳・特活 全般

Ｖ－1717
七つのほし（アニメ）
文部省選定

日照りが続いたとき、少女は病気の母
のために水を探しに出かけます。よう
やく手に入れたひしゃくいっぱいの水
を、子犬や老人に分けた時、ひしゃく
は天に上がって北斗七星になりまし
た。

12 道徳・特活 幼・小

Ｖ－1718
ある森のおはなし
るるるのるーる （アニメ）

天知る、地知る、我知る、人知る、「四
知」として有名なこの言葉をキーワー
ドにエコロジーやモラルについて考え
る、ちょっと不思議なある森のお話で
す。

16 道徳・特活 幼・小

Ｖ－1719 みんなで跳んだ（アニメ）

たくさんのテレビ番組で紹介され、日
本中の人々を感動の渦に巻き込ん
だ、大縄跳びの実話アニメ。クラス対
抗の大縄跳び、勝つことを選ぶのかク
ラスの和か？みんなは一つの選択を
します。

28 道徳・特活 小・中

Ｖ－1720 盲導犬クイールの一生 （アニメ）

全国の人々の瞳を感動の涙で濡らせ
た物語のアニメ。盲導犬として、静か
に、いっしょうけんめい生きたクイール
の一生の物語です。

25 道徳・特活 全般

Ｖ－1814 野菊の墓（アニメ）

伊藤左千夫原作。政夫と民子は従姉
弟同士、いつしか互いに恋い慕うよう
になりますが、兄嫁たちに仲を引き裂
かれます。やがて民子は他の男性の
元に嫁ぎ、その半年後病死。その手に
は政夫の写真と政夫からの手紙が握
られていました。

20 道徳・特活
小･中･高･

一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1850 いのりの手（アニメ）

５００年ほど前のドイツ。デューラーと
ハンスという美術工房で働く若い見習
職人がいました。デューラーはハンス
の手を描きました。これが「祈りの手」
と呼ばれるデューラーの代表作です。
名作に残された友情物語。

18 道徳・特活
小･中･
一般

V-1903
ホシガリ姫の冒険（アニメ）
文部省選定

なんでも欲しがるわがままなカトリーヌ
姫が、こらしめのために魔法をかけら
れてお城を追い出され、苦労の後にお
金や物を大切に扱う堅実な子どもに
なっていく姿を描いています。

20 道徳・特活 幼・小

V-1999
きいちゃん（アニメ）
文部科学省選定
２００３年教育映像祭優秀作品賞

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
あっても前向きに生きています。

21 道徳・特活 小・一般

V-2094 知りたい仕事ライブラリー①
動物看護士（２５分）/トリマー（２５分）
/動物訓練士（２５分）

90 道徳・特活 中・高

V-2095 知りたい仕事ライブラリー②
歯科衛生士（２８分）/歯科技工士（28
分）

66 道徳・特活 中・高

V-2096 知りたい仕事ライブラリー③
介護福祉士（28分）/理学療法士（20
分）/作業療法士（20分）

83 道徳・特活 中・高

V-2097 知りたい仕事ライブラリー④
美容師（29分）/リフレクソロジスト（14
分）/スポーツインストラクター（１８分）

76 道徳・特活 中・高

V-2098 知りたい仕事ライブラリー⑤
フードコーディネーター（２５分）/パン
職人（２５分）/料理人（２５分）

90 道徳・特活 中・高

V-2099 知りたい仕事ライブラリー⑥
CGクリエーター（28分）/Webデザイ
ナー（２８分）

66 道徳・特活 中・高

V-2100 知りたい仕事ライブラリー⑦
一級建築士（２５分）/測量士（２５分）/
とび職（２５分）

90 道徳・特活 中・高

V-2101 知りたい仕事ライブラリー⑧
コンシェルジュ（２４分）/ウエイター（２
０分）/フロント（１９分）/施設管理（１７
分）

85 道徳・特活 中・高

V-2102 知りたい仕事ライブラリー⑨
フワラーコーディネーター（２８分）/ブ
ライダルコーディネーター（２８分）

66 道徳・特活 中・高



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2103 知りたい仕事ライブラリー⑩
エディター（２５分）/ミキサー（２５分）/
フォトグラファー（２５分）

90 道徳・特活 中・高

V-2134
しっぱい　いっかい　もいっかい
（アニメ）

失敗ばかりで悩んでいた子供たちが、
ある日失敗を食べてくれるババルを探
しに森へいきます。そこで出会ったパ
クさんに「もいっかいのタネ」と考える
力や勇気をもらいます。やがて子供た
ちは、失敗を乗り越える喜びを知りま
す。

17 道徳・特活 小

V-2138

とも子ちゃんとわたし（アニメ）
全国小・中学校作文コンクール文部科学
大臣賞奨励賞作品
教育映像祭優秀作品賞

子どもたちにとって、とも子先生はあこ
がれの存在です。いつみちゃんは先
生の幼かった頃のとも子ちゃんを夢想
しながら、教室や日常をいきいきと小
学2年生の新鮮な目線で作文につづっ
ていくアニメ作品です。

20 道徳・特活 小

V-2139
ぼくのダイエット大作戦（アニメ）
全国小・中学校作文コンクール文部科学
大臣賞奨励賞作品

肥満度の高い小学２年生の少年が何
度もくじけそうになりながら、家族の温
かい励ましもあって次第に目標に近づ
いていく姿を描いています。

18 道徳・特活 小

V-2162

エベレストでつかんだ勇気
～野口　健物語～
前編：挫折をのりこえて
文部科学省選定

世界七大陸最高峰を当時世界最年少
の25歳で登頂という偉業を成し遂げた
野口健。挫折から這い上がり、自ら人
生を切り開いてきた彼のパーソナルヒ
ストリー。前編では、問題の多かった
小・中・高時代から自ら人生を切り開
き
エベレスト登頂を成功させるまでの苦
節

26 道徳・特活
小・中

高・一般

V-2163

エベレストでつかんだ勇気
～野口　健物語～
後編：地球にやさしい清掃登山
文部科学省選定

世界七大陸最高峰を当時世界最年少
の26歳で登頂という偉業を成し遂げた
野口健。挫折から這い上がり、自ら人
生を切り開いてきた彼のパーソナルヒ
ストリー。後編では、エベレスト清掃
登山を始めとする環境問題への取り
組みが紹介されています。

26 道徳・特活
小・中

高・一般

V-2217 六千人の命のビザ

第二次世界大戦中、海外駐在の外
交官であった杉原千畝氏。
ユダヤ人をナチスの迫害から救うた
め、国の方針に背き、自分の家族の
安全を気遣いながらもユダヤ人の生
命を救うため、ビザと書類を発給し、
約六千人の命を救いました。

15 道徳・特活 中

V-2218

にんげんってなんだろう
相田みつを作品より
（ドキュメンタリー）
文部省選定

優しさとぬくもりのある作品を数多く
残した相田みつをの人生のエピソー
ドと、「自分自身に関する」数編の
作品が紹介されています。また、そ
の詩に出会って変わった人々の
インタビューなども紹介されています。

20 道徳・特活 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0038 いじめっ子いじめられっ子

いじめっ子、いじめられっ子の実例を
通して、その原因の背景を探りなが
ら、いじめっ子、いじめられっ子の問題
を克服して行くには、親と教師が協力
し合ってどう対処するかを考えます。

31
同和・

人権教育
一般

V－0062 全国水平社の思想と闘いに学ぶ
全国水平社創立の経過や背景、その
思想と闘いの歴史的意義をわかりや
すく説明しています。

48
同和・

人権教育
一般

V－0063 渋染一揆に学ぶ
同和教育、人権啓発の教材として学
習に使えるよう、渋染一揆の経過と背
景をわかりやすく説明しています。

17
同和・

人権教育
中･高･一般

V－0131 熱い筆―那賀川町識字学級

１９９０年徳島県同和問題発表会での
劇「赤い筆」や識字学級の学習、地域
挙げての差別の解消に向かって取り
組む様子を紹介しています。

31
同和・

人権教育
中･高･一般

V－0229

心のどこかに
文部省選定、優秀映画鑑賞会推薦、青
少年育成国民会議推薦、映倫青少年映
画審議会推薦

人間は、この世に同じ様に生を受けな
がら、出生地や住所によって差別をう
ける、そんな不合理な事があっていい
のでしょうか？

30
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0230 ザ・会社

えせ同和行為に直面したある会社の
担当者を主人公に、何に悩み、どう対
処し、解決していくのかをわかりやすく
描いています。

30
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0231 私たちと人権（課題編）
自分自身の人権意識を問いなおし、
自ら考え、行動することを学びます。

30
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0232 あなたへの問いかけ
同和教育を受けたことがなかった保護
者の率直な疑問を述べる事から、同
和問題を考えていく映像記録。

35
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0233 けがれと差別意識

差別を生む日本人の精神構造とは？
芸能や庭園造りをはじめ日本の代表
的な芸術を生んだのはどんな人々で
あったか？

54
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0330
人の世に熱あれ　人間に光あれ
①

部落の歴史―前近代 40
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0331
人の世に熱あれ　人間に光あれ
②

部落の歴史―近代 38
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0332
人の世に熱あれ　人間に光あれ
③

部落の歴史―現代 45
同和・

人権教育
中・高・一

般

V－0333 いじめ

ある中学の生徒の討論を通じて、その
本音の中で生命の重さに気づく過程を
描き、理解しあうことの大切さを訴えま
す。

45
同和・

人権教育
中・高・一

般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0389 私たちと人権（職場編）
職場での人権意識を高めるために
は、どうすればよいのでしょうか？
様々な角度から問題を提起します。

29
同和・

人権教育
一般

V－0390 さわやかスーパーウーマン

パート女性が職場で経験する大小
様々な差別に気づき、不合理に立ち
向かう姿を描きながら、人権問題や女
性の生き方を考えます。

54
同和・

人権教育
一般

V－0456 学校に行けない子どもたち
登校拒否の初期段階といえる小学生
に焦点をあて、実例をあげ、どうしたら
防ぐ事が出来るかを考えます。

30
同和・

人権教育
一般

V－0539 いじめがおきる時
認め合い、心の絆をかたくすることが、
いじめと深い係わり合いがあることを
訴えています。

31
同和・

人権教育
一般

V－0629

春を待つ雪
文部省選定、日本ＰＴＡ全国協議会推
薦、映倫青少年映画審議会推選、青少
年育成国民会議推薦、優秀映画鑑賞会
推薦

結婚相談員の具体例を通して、その
要因や背景、結婚成立後の課題にせ
まります。

53
同和・

人権教育
中･高・一般

V－0630 江戸時代の朝鮮通信使
文部省選定、日本映画ペンクラブ推薦

鎖国体制をとる江戸時代、日本と朝鮮
の間で国交がありました。朝鮮が日本
に与えた文化・学術的影響をたどりま
す。

50
同和・

人権教育
中･高・一般

V－0631 許すないじめ
いじめの典型的な事例を描きながら
様々な問題を提起し、もう傍観者では
いられないのだということを訴えます。

26
同和・

人権教育
中･高・一般

V－0632 勇気ある選択

いじめは基本的人権を踏みにじった卑
劣な行為です。こうした行為を根絶す
るために、問題が起きた時どうしたら
よいか、その糸口を考えます。

25
同和・

人権教育
中･高・一般

V－0699 やえちゃんとわたし
いじめる立場の子どもの心の移り変わ
りを描く事により、真の勇気とは何か
を考えます。

31
同和・

人権教育
小･中

V－0700
シリーズいじめ
ドキュメント１０００の叫び

大河内清輝君の両親に寄せられた全
国の手紙を紹介しています。

30
同和・

人権教育
中･高・一般

V－0701
シリーズいじめ②
僕は死にたくない

いじめには、常に多くの傍観者がいま
す。彼らには彼らの言い分があり、そ
うした彼らが主人公になって展開され
るもうひとつのいじめのドラマ。

30
同和・

人権教育
中･高・一般

V－0702
シリーズいじめ③
大人たちへのメッセージ

繰り返されるいじめの実態。手紙によ
る子供達の声、カウンセラー、精神科
医による分析、学校と親の責任などを
紹介しています。

30
同和・

人権教育
一般

V－0703
いじめ早期発見チェックポイント３
５

いじめの実態を認識し、言葉や暴力に
よって、傷つき挫折していく子ども達の
切実な悩みを、いかにして早期発見す
るか実例でしめしています。

60
同和・

人権教育
一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0704 くもりのち晴れ（アニメ）

いじめのため無口になった少女の話し
をきっかけに、先生を中心にクラス全
員が人権問題に気づき、成長した実
践の記録をアニメ化しています。

40
同和・

人権教育
中

V－0960 わたしだけが

他校から転校してきて、いわれない差
別を受ける小学６年の秋子。傍観者も
差別を支え温存させている事を理解さ
せ、差別を見逃さないように訴えてい
ます。

15
同和・

人権教育
小

V－0961
天気になあれ（字幕入り）（アニ
メ）

子供達に部落差別の理不尽さを訴え
かけ、解決のためにどうすればよいか
語り合い、考えて実行するよう訴えて
います。

41
同和・

人権教育
中･高･一般

V－1096 友情のキックオフ（字幕入り）

小学校のサッカーチームにすごい選
手が転校してきました。サッカーと友
情をバックにいじめや差別を許さない
事を訴えます。

29
同和・

人権教育
小

V－1097
人権を考える！女性と子どもと母
親

キャリアウーマンとして働く女性と幼い
子どもを持つ母親が同和問題に直面
し、女性差別・在日外国人差別などの
解消へと行動します。

16
同和・

人権教育
一般

V－1189 にんげんの詩　（アニメ）
教育映画祭優秀作品賞受賞

友達のアキオが、部落と関係あるらし
いからと、両親から交際を止められた
ミツコが、江戸期、明治期へとタイムス
リップし、部落差別の根源を探る旅を
続けていきます。

24
同和・

人権教育
中

V－1197
セクシャル・ハラスメントと女性の
人権

男女で感じ方、考え方に大きな差のあ
るセクシュアル・ハラスメント。その認
識の違いが職場でのセクハラを引き
起こします。セクハラの要因をはじめ、
事業主の責任、セクハラへの対応策
等、知りたい事をわかりやすく示して
いきます。

24
同和・

人権教育
一般

Ｖ－1277 世界人権宣言
国連で決められた世界人権宣言３０条
を１条からできるだけわかりやすく解
説したものです。

21
同和・

人権教育
小・中

Ｖ－1285
人権ってなあに①（入門編）
あなたへのメッセージ

あなたの周りで、「これって変だな」と
疑問に思うことって、きっとあるはず。
そのきっかけは学校、友達、恋人、職
場など。でもそれに縛られることなく、
軽やかに生きている各界で活躍して
いる５人の方からのあなたへのメッ
セージ集です。

41
同和・

人権教育
中･高

Ｖ－1286
人権ってなあに②（女性編）
ジェンダーフリー

セクハラ、女性への暴力、賃金格差、
夫婦別姓、家事・育児の役割分担など
現代社会をとりまく女性の人権問題の
根底には「ジェンダー」が深く関わって
います。性による差別を乗り越え、女
と男が自由に生きるために、「ジェン
ダー・フリー」を目指す人々の姿を紹
介します。

25
同和・

人権教育
高・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1287 ぼくは負けない

いじめっ子いじめられっ子が大きな社
会問題になっています。子供たちに、
自己潜在能力を自覚させ、自信をもっ
て生きていく気構えを確立させるととも
に、相手の心をも理解し、思いやりの
心を育むよう働きかける社会的雰囲
気作りを呼びかけます。

31
同和・

人権教育
小・中

Ｖ－1374 純がくれた命
教育映像祭優秀作品賞

いじめに耐え兼ねて、自殺をはかった
少年と難病と闘う少年が病院で同室
になりました。生命に対して全く違う二
人の想いを通して、生きるということに
ついて考えます。

20
同和・

人権教育
小・中

Ｖ－1380
風と大地となしの木
故郷はひとつ　第１巻

信彦一家へ、大学での親友高岡が帰
郷してきました。彼は同和地区の出
身。信彦の母は、世間体を考え、付き
合いを断ります。高岡は言いました「こ
の大自然はふるさとを分けない。故郷
はひとつだ」何がこんなに人を分ける
のでしょうか、自分達に今できることは
…。

45
同和・

人権教育
高・一般

Ｖ－1381
風と大地となしの木
カナエの結婚　第２巻

信彦のたった一人の妹カナエが結婚
の報告に帰ってきました。その相手
は、車椅子に乗っている障害者でし
た。「考え直せ、人生は甘くない。なぜ
お前がしょいこむんだ」信彦は反対し
ます。そんな信彦を見て高岡は「お前
は俺を通して何を学んできたんだ」と
叱咤します。

40
同和・

人権教育
高・一般

Ｖ－1382
風と大地となしの木
老いのいきさき　第３巻

男社会が作ってきた女性への理不尽
な差別のため家を出た志津。信彦は
その夫に「自分を認める気持ちを相手
にも向けてください」といいます。いっ
ぽう志津は前向きに「やらなくてはなら
ないことに気がついた」と告げました。

54
同和・

人権教育
高・一般

Ｖ－1383 雲が晴れた日
文部省選定、優秀映画鑑賞会推薦

祖母の介護の問題に直面したある家
族が、高齢者、女性、障害者、外国
人、同和地区住民だからといった差別
をしていたことに気づき、それを克服し
て助け合っていこうとするまでの物語
です。

53
同和・

人権教育
高・一般

Ｖ－1384 部落の心を伝えたい
更池の語りべ、吉田小百合さんが自ら
のおいたちを語ることで差別とは何か
を訴えます。

30
同和・

人権教育
高・一般

V-1485 わたしたちの試み第１部

差別問題は本音で語らないと解決に
つながらない…と言われていますが、
実際はどうでしょうか？一般公募で集
まった１６人の高校生が、差別問題に
ついて本音をぶつけ合い激論をする
なか、対立や分裂を経ながら語り合っ
た８日間のドキュメントです。第１巻。

53
同和・

人権教育
高
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V-1486 わたしたちの試み第2部

差別問題は本音で語らないと解決に
つながらない…と言われていますが、
実際はどうでしょうか？一般公募で集
まった１６人の高校生が、差別問題に
ついて本音をぶつけ合い激論をする
なか、対立や分裂を経ながら語り合っ
た８日間のドキュメントです。第２巻。

55
同和・

人権教育
高

V-1492 美しいメッセージ

日本の大阪の片隅で、一人の少女が
「差別はおかしい」と心のさけびを上げ
ます。その小さなメッセージが、多くの
若者達を経て世界中に伝わり人々の
心の門を叩きます。そして、たくさんの
人達がそれに応え明かりを点滅させる
のです。感動に震えながら、少女たち
はいつまでもその美しいメッセージを
見つづけていました。

27
同和・

人権教育
中・高・一

般

V-1493
人権ってなあに③ (在日外国人
編）　　          　わいわいごちゃご
ちゃ

神戸市長田区・神奈川県川崎市を舞
台に、在日韓国・朝鮮人の取り組み
と、共に活動する日本人の姿を紹介。
「在日」の歴史も織りまぜ、「わいわい
ごちゃごちゃ」街に暮らす様々な民族
の人たちが共に生きていくことの大切
さを探ります。

34
同和・

人権教育
高・一般

V-1494
人権ってなあに④（部落編）
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、浅草に、被差別民衆
が担ってきた芸能の歴史をたどりま
す。

43
同和・

人権教育
高・一般

V-1644
人権ってなあに⑤（移住外国人篇）
いっしょに歩こう

８０年代後半からたくさんの外国人が
働く場を求め日本にやってきました。し
かしそこに横たわっていたのは低賃
金、社会保障なしの劣悪で不安定な
労働条件、そして、企業地域社会での
根深い偏見や差別でした。様々な人
権侵害の中、外国人たちは自ら声を
上げ、手を結び、日本社会の中で生き
ようとしています。２１世紀における日
本社会の有り方が、今問われていま
す。

45
同和・

人権教育
中・高・
一般

V-1645
人権ってなあに⑥（子ども篇）
いきいき生きる

子どもたちが自立に向けいきいきと活
動している姿を追い、虐待やいじめ、
性的搾取などの問題にも触れ、本当
の意味でのエンパワメントの有り方を
探ります。

35
同和・

人権教育
中・高・
一般

V-1646 同級生

この作品は、３０年前、部落差別が原
因で物別れになってしまった二人の父
親が、子ども達や家族同士のふれあ
いの中で再び部落差別と向き合いな
がら友情を取り戻して行く姿を描いて
います。

30
同和・

人権教育
中・高・
一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1650 夢の箱

この映画は、結婚を機に日本で生活
することになったタイ出身の女性を中
心に、彼女と彼女の家族が出会う
様々な場面を通して、一人一人が、互
いの文化や生活習慣の違いを認め合
い、理解して行く事の大切さを描いて
います。

50
同和・

人権教育
小・中・高

Ｖ－1721 気づくことがはじめの一歩
文部科学省選定

家庭と地域を舞台に、男女共同参画
の意識を持って仕事も、家庭も、子育
ても行っている夫婦と、旧来からの役
割分担意識で生活している夫婦を対
比させながら男女共同参画について
考えます。

24
同和・

人権教育
一般

Ｖ－1722
いじめ１４歳のメッセージ
（アニメ）

１４歳の女の子が学校で実際にイジメ
にあい、それを乗り越えて書かれ、第
１８回小学館パレットノベル大賞審査
員特別賞を受賞した同名小説のアニ
メ。

25
同和・

人権教育
小・中・高

Ｖ－1723
いじめっこザルと正直カニさん
（アニメ）

バランスの良い豊かな心を育み、楽し
くて分かりやすい昔話をテキストに、い
じめという問題を考えていきます。

12
同和・

人権教育
幼・小

Ｖ－1760 ふたりのタロウ（アニメ）

小学６年生のタロウは、ある日、江戸
時代のタロウに導かれ、江戸幕府下
の人権無視の差別の様子を実体験
し、人権尊重の意識に目覚めていきま
す。

26
同和・

人権教育
小

V-1769
きずな　人間の詩パート２
（アニメ）

親の反対を押し切って結婚したミツコ
が、両親との離反、夫の死後多くの辛
酸をなめながら人間として成長して行
く姿を描いています。

30
同和・

人権教育
高・一般

Ｖ－1815 きつねのかんちがい（アニメ）
文部省選定

「そうごろう」の村で、植えた苗がことご
とく抜かれてしまう事件が起きました。
疑われたのは、きつねたちでしたが
…。

28
同和・

人権教育
小･中･  一

般

Ｖ－1816 新しい風

振興住宅地に住む夫婦が、仕事や地
域活動と通じて、児童虐待やドメスティ
クックバイオレンスの問題と関わり、家
庭内の人権について考えていきます。

30
同和・

人権教育
一般

Ｖ－1817 桂文福のふれあい人権噺
吃音のハンディをバネに、落語家人生
３０年の、桂文福さんの自分の体験を
もとにした「ふれあい人権噺」。

25
同和・

人権教育
一般

Ｖ－1818 ハンセン病　剥奪された人権
文部科学省選定

「長島愛生園」などの療養所に入り、
入寮者の証言からハンセン病への差
別と偏見を探ります。

25
同和・

人権教育
一般

V－1851 アミーゴ友だち（アニメ）

島から転校した兄と妹。ブラジルから
帰国したサッカー少年。言葉や習慣、
しきたりなど、異文化に接した子どもた
ちが、違いを認め合い、真の友情を築
くまでを描いています。

15
同和・

人権教育
小・中・
一般

V－1852 夢、空高く（アニメ）

自治体で行われる凧上げ大会の準備
に多くの人が関わっていく中で、親や
子どもの自立、他人と共生し協力して
いくことがなぜ大切なのか投げかけて
います。

41
同和・

人権教育
小・中・
一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1904 ワオくんのはね（アニメ）

「イヤだ」を我慢しすぎたワオくんは、
ある日、火を噴いて大暴れ。幼児が自
分と相手の気持ちを大切にし、仲良く
なるまでを、愉快なアニメと歌で描い
ています。

17
同和・

人権教育
幼・小

V-1905 サラムという名の隣人

就職を目指す在日三世の女子大生の
目を通して、在日コリアンがなぜ日本
で暮らすようになったのか、そして就
職差別、住宅入居差別、結婚の問題
など、様々な問題を考えていきます。

38
同和・

人権教育
一般

V-1906 鉢かづき姫（アニメ）
文部省選定

いじめと差別の中で、苦境にもめげ
ず、力強く生きた鉢かづき姫の物語。

34
同和・

人権教育
幼・小

V-1907 クレヨンの星（立体アニメ）
文部省選定

クレヨンが住んでいる星に、金の星の
王子がやってきて、「クレヨンの星で一
番エライ人に会いたい」といいます。エ
ライという価値観が分からないクレヨン
たちは…。

15
同和・

人権教育
幼・小

V-1908 チェリーブラッサム（アニメ）
友情や愛情の関わりの中で、差別に
直面したとき、どうするのか？という問
いかけを映画化しています。

42
同和・

人権教育
小・中・高・

一般

V-2000 もう一度、あの浜辺へ
文部科学省選定

老いた親の介護をする家族に起きた
事件を通じて、痴呆や介護に関する正
しい理解の必要性や高齢者の人権や
家庭介護のあり方を考えます。

38
同和・

人権教育
一般

V-2001 職場の男女差別をなくそう

職場における女性ゆえの差別の具体
的問題点を示すとともに、「ポジティ
ブ・アクション」等の理念をわかりやす
く解説しています。

28
同和・

人権教育
一般

V-2002
セクシャル・ハラスメントと女性の
人権

セクハラの要因をはじめに、事業主の
責任、セクハラへの対応策等を分かり
やすく解説しています。

22
同和・

人権教育
一般

V-2003
友ある老後
文部省選定
１９９５年教育映画祭最優秀作品賞

中高年の社会参加を考える会、やす
らぎの家、熟年のためのパソコン教
室、シルバー奉仕員などを紹介してい
ます。

30
同和・

人権教育
一般

V-2004 一枚の絵手紙（アニメ）

一人暮らしをしている祖母を訪ねた中
学生が、祖母が通っている高齢者の
絵手紙クラブを取材しました。そこから
始まった交流を通じて高齢者問題や
女性問題などの人権問題を考えてい

43
同和・

人権教育
小・中・一

般

V-2035 風の旅人（アニメ）

ベット式の車椅子を通りがかりの人々
におしてもらい、旅をする・・・。人々の
間を風のように駆け抜けた、実在で愛
媛県出身の重度障害者の感動的な生
き様を描いています。

30
同和・

人権教育
小・一般

V-2049 ごめんね、ミーちゃん（アニメ）

どんな生き物にも尊いいのちがあるこ
と、それを大切にしなければならない
のだということを、やさしく、そして力強
く、描いています。

12
同和・

人権教育
幼・小

V-2050 金太郎　心のちからもち（アニメ）

いじめには必ずといっていいほど、嘘
やうわさや勘違いや作り話がからんで
います。相手ではなく自分の心に立ち
向かい、心を鍛えてほしいものです。

13
同和・

人権教育
幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2051 しらんぷり（アニメ）

いじめと対峙した少年の心の葛藤のド
ラマをリアルに描いています。特に、
少年の心の叫びが爆走するラスト
シーンは胸を打ちます。

21
同和・

人権教育
小

V-2052 クラスメイト
文部省選定

いじめグループが分裂して派閥を作
り、クラスを巻き込んだ対立を始めた。
いつしかいじめの標的は中立を保つ
公子の方へ向かいます。それまでいじ
められていた聡はその時・・・。

20
同和・

人権教育
小・一般

V-2053
ひとりぼっち
文部省選定
１９９７年教育映像祭優秀作品賞

紀子はいつもいじめられて一人ぼっ
ち。ある時、素直になれないハルおば
あさんと友達になり、人の優しさを受け
止めることの大切さをハルから学ぶこ
とになります。

21
同和・

人権教育
小・一般

V-2054 被害者の心の叫び
文部省選定

多くの痛ましい体験をもとに、被害者
の苦しみと心に刻まれた傷の重さを伝
えています。

16
同和・

人権教育
中

V-2055
いじめを克服する
文部省選定
１９９８年教育映像祭最優秀作品賞

もといじめられっ子たちがいかにいじ
めを克服したか、その体験を語りま
す。

15
同和・

人権教育
中

V-2056
今・中学生として
文部省選定
１９９８年教育映像祭最優秀作品賞

中学生は、「友だち」「いじめ」について
どう考えているのでしょうか？中学生
に考えを聞かせてもらいました。

14
同和・

人権教育
中

V-2057 加害者の心の弱さ
文部省選定

なぜいじめにはしるのか、なぜ傍観す
るのか。中学生男女から幅広く意見を
集めました。

14
同和・

人権教育
中

V-2058 スクールカウンセリング① 「言葉にならないことば」を感じ取る 36
同和・

人権教育
一般

V-2059 スクールカウンセリング② 不登校・いじめとその対応 41
同和・

人権教育
一般

V-2060 スクールカウンセリング③ 教師・悩みと成長 35
同和・

人権教育
一般

V-2061 いじめ・親として

いじめを受けている我が子の現状に
正面から向き合うための親としての対
応の仕方や、子どもに対する接し方を
教育カウンセラーが解説しています。

30
同和・

人権教育
一般

V-2062
ぼくだって、きれいにしたいんだ
（アニメ）
文部省選定

服装のみだれから、「すすけのマーヤ
ン」とあだ名され、差別に苦しむ正夫
君の例を取り上げ、一人の問題を皆で
解決していきます。

15
同和・

人権教育
小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2104 あすに生きる(字幕入り）
文部科学省選定

厳しい競争の中で忘れられがちな企
業内の人権問題（障害者、女性、リス
トラ等）を考えることにより、企業内で
の社員同士の人権や企業が社員を大
切にすることの重要性を訴えていま
す。

35
同和・

人権教育
一般

V-2105 ベロ出しチョンマ（アニメ）

同和教育教材『いのち』に掲載されて
いる作品。江戸時代、厳しい身分制度
があった頃の話。権力による身分支配
が、人間性を損なうことを理解しやすく
描いています。

15
同和・

人権教育
小

V-2106
名前・・・それは燃えるいのち（ア
ニメ）（字幕入り）

４年３組の新しい担任になったのは、
姜明子（カン・ミョンジャ）先生でした。
姜先生は、自分の名前のことを調べ
て、発表してくださいと宿題を出しま
す。両親の深い愛情に気づいたより
か、ブラジルに移民した祖父を誇りに
思う平吉、そして姜先生にも、自分の
名前への深い思いがありました。

18
同和・

人権教育
小・中

V-2107 老いを生きる
認知症の家族を介護する姿を通じて、
高齢者介護・虐待について考えます。

35
同和・

人権教育
一般

V-2133 二匹の猫と元気な家族（アニメ）

神戸の震災で、ともに生きることの大
切さを知った春野家の人々と２匹の
猫。引っ越してきた東京で、新しい生
活や身近に起こるいじめや差別にとま
どいながらも、それを乗り越えていくた
めには、先ずお互いをよく知り、認め
合う事だと認識します。

25
同和・

人権教育
小・中・高・

一般

V-2188
えっ！これも人権？
－４コマ劇場より－

日常生活のふとした出来事などを例
に
あげ、「なるほどこれも人権問題なん
だ」とその大切さに気づく作品になって
います。４コマ・マンガと実写でわかり
やすく構成されています。

30
同和・人権

教育
一般

V-2208 みんな友だち（アニメ）

自分のことをペンギンと知らないプウ
は、
カモメたちが自由に空を飛んでいるの
を
見て、うらやましく思います。どうにか
して
空を飛ぼうとするプウ。
悩み疲れたペンギンが気付いた自分
の
可能性。いじけ、いじめ、そして友情。

15
同和・人権

教育
幼･小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2209 よーいドン！（アニメ）

30人の団体競技「30人３１脚」に出場
す
ることになった５年１組３３人の子ども
た
ちにふりかかった難問は、３０人しか
出
場できないということ。練習が始まる
と、
一人ひとりの様々な違いがぶつかり
合
い、３０人が足を結び合って５０メート
ル
を走ることの難しさがでてきます。勝つ

18
同和・人権

教育
小

V-2210 ひまわりのように（アニメ）

小学6年生の沙也香の家族は、父・洋
平のリストラ、転職、心の病と困難に
直
面しながらも、周囲の支えや理解、そ
し
て何よりも家族の絆で、困難を乗り越
えていきます。

42
同和・人権

教育
小・一般

V-2211
へんてこなボランティア
（アニメ）

文字の読み書きができないため、家
族
との交流も、人としてごくあたりまえの
社会生活をすることも制限されてきた
おばあさんと、ボランティアでおばあさ
ん
に読み書きを教えてあげることになっ
た中学生との交流を通して、同和問
題、

46
同和・人権

教育
中・一般

V-2219
いじめはゼッタイわるい！
（アニメ）

ハッキリといじめを嫌悪し、いじめに加
担
せず、先生や親に知らせる。
そうした行動を描いたいじめ防止アニ
メ
ーションです。

12
同和・人権

教育
小

Ｖ－2251 メール（字幕入り）
２００１年教育映像祭優秀作品賞

ホームページに覚えのない差別メー
ルを書き込まれた女子高生。精神的
な苦しみから立ち直っていく女子高
生と同級生や周囲の大人たちの交
流が爽やかに描かれています。

54
同和・人権

教育
中・高・
一般

Ｖ－2252
ケータイ・パソコン
その使い方で大丈夫？

ケータイやパソコンを使う際のルール
とマナーや、トラブルに遭わないため
にはどうすればいいのか。また、遭っ
た時の対応策がドラマ仕立てでわか
りやすく描かれています。

22
同和・人権

教育
中・高・
一般

V-2253
夕映えのみち
（字幕入り・副音声付き）
教育映像祭優秀作品賞

もし、わが子がインターネットを使っ
て他者の人権を侵してしまったら、
逆にわが子がその被害者になり、
「いじめ」にあったら。あるいは、
学校や地域に同じ様な事件が起き
たら。「あなたなら、どうしますか？」
と問いかけられる作品です。

38
同和・

人権教育
中・高・
一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2281
ホームタウン
朴英美（パク・ヨンミ）のまち

看護師として前向きに生きようとする
在日韓国人３世の姿を通し、在日外
国人が学校や社会で経験するさまざ
まな葛藤が描かれています。

54
同和・

人権教育
一般

V-2282
人権を行動する
－その時あなたはどうしますか？
－

私たちの暮らしの中で、人権を守るこ
との大切さがわかっていながら、なか
なかそれを行動にうつせないことは多
いものです。人権をいかに行動につな
げていくかを考えていきます。

25
同和・

人権教育
一般

V-2283

「部落の心を伝えたい」
ビデオシリーズ⑧ぬくもりを感じ
て
－刺激的ナイスガイ 中倉茂樹－

「部落差別をなくすことに、人生をかけ
たい」と力強く語る中倉さんの講演活
動が紹介されています。講演では、体
験を通した自らの心情が具体的に語
ら
れています。

30
同和・

人権教育
一般

V-2284
部落の歴史（中世～江戸時代）
～差別の源流を探る～
教育映像祭優秀作品賞

歴史研究が進み、大きな部落史観の
転換がありました。起源から現代まで
映像を通して、新しい部落史像が描か
れています。

27
同和・

人権教育
一般

V-2285
部落の歴史（明治～現代）
～近代化が存続させた差別～

歴史研究が進み、大きな部落史観の
転換がありました。起源から現代まで
映像を通して、新しい部落史像が描か
れています。

26
同和・

人権教育
一般

V-2288
アイム　ヒア
僕はここにいる

知的には遅れはないものの、発達が
アンバランスなために学校や社会の
中で生きにくさを感じ、苦しんでいる
発達障害の人たちのことを理解し、
すべての人の人権が尊重される豊か
な社会の実現について考える作品で
す。

54
同和・

人権教育
一般

V-2323
夢のつづき
（アニメ）
教育映像祭優秀作品賞受賞

高齢者の尊厳を守り、誰もが自分
らしく生きられる社会を作るために
は・・・。異なる世代の人との交流
を通じ、様々な立場の人々が絆や
生きがいを感じていく様子が描か
れています。

40
同和・

人権教育
一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0234
シベリアの６０人
強制収容所の生と死

強制収容の実態から、戦争の愚かさ、
悲劇を見つめています。

48 平和教育
中・高・一

般

V－0341 ひろしまのピカ
不朽の名作、丸木俊の絵本「ひろしま
のピｶ」のビデオ化。

25 平和教育
中・高・一

般

V－0466
十六地蔵物語（アニメ）
文部省選定、大阪府教育委員会推薦、
大阪市教育委員会推薦

私は真光寺を訪ね、ひとり霊前に額づ
きました。耳をふさいでも聞こえてくる
子供達の悲鳴に身を震わせました。

26 平和教育 幼･小

V－0545 100番目のサル（アニメ）
私達の小さな力でも地球を救うことが
出きる事を１００番目のサルが教えて
くれるお話です。

15 平和教育 幼・小

V－0572
レクイエム５０
占取島の戦後

昭和２０年８月１８日に、ソ連軍と激戦
した占取島での遺骨、遺品収集の様
子をくわしく描いています。

60 平和教育 一般

V－0644 さよならカバくん（アニメ）

昭和２０年、東京大空襲後、多くの動
物たちは絶食死という方法で殺されて
いきました。動物園の人気者のカバも
…。

25 平和教育 幼・小

V－0645

おばけ煙突のうた（アニメ）
文部省選定、中央児童福祉審議会推
薦、優秀映画鑑賞会推薦、東京都青少
年健全育成審議会推薦、東京都知事推
奨

昭和２０年、東京大空襲で少年達の夢
と友情は打ち砕かれるが、戦時下を明
るく逞しく生きる下町の少年たちの姿
を描いています。

42 平和教育 幼・小

V－0706 はだしのげん１（アニメ）

太平洋戦争末期から原爆投下、さらに
敗戦にいたる広島で、ゲンが、困難や
苦しみにめげず生きぬく様を笑いと涙
で描いています。

85 平和教育 小・中

V－0707 はだしのげん２（アニメ）
国際平和記念作品

「はだしのげん」の続編。ゲンの母親
は原爆病で倒れ、背負われて病院に
行く途中、ゲンの背中で息絶えます。

30 平和教育 小・中

V－0708 夏服の少女たち（アニメ）

戦時中、あこがれの女学院に入学し
たものの、物質不足で制服が手に入
らず、母親たちのお古をほどいて制服
を縫いましたが…。

30 平和教育 中・高

V－0970 クロがいた夏（アニメ）

戦争という時代の中で、ひとりの少女
とその家族の生活、子猫のクロの命を
一瞬に奪った原爆の悲劇を描いてい
ます。

80 平和教育 小

V－0971 一つの花（アニメ）

小４の国語教科書に掲載されている
作品のアニメ化。おなかをすかせてお
にぎりをねだる幼い我が子に、父はコ
スモスの花を１つ手渡して出征しま
す。

23 平和教育 小

V－0972 お母さんの声が聞こえる
文部省特選

東京空襲の悲惨な体験をもとに平和
を訴える作品。

31 平和教育 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1310
望郷
（シベリア強制拘留者の証言）

太平洋戦争終了後、６０万人もの日本
兵がシベリアの収容所に強制連行さ
れました。厳しい寒さの中、過酷な労
働と空腹に耐えながら生きぬいてきた
抑留者の証言です。

30 平和教育 一般

Ｖ－1311
語りつぐ労苦
フィリピン編

「平和の礎」の本を基にした太平洋戦
争のフィリピンでの軍人軍属短期在職
者の戦乱の証言です。

30 平和教育 一般

Ｖ－1312
娘よ！満州編
（海外引揚者の証言）

開拓団として両親に連れられて満州に
渡り、農業を営み平和な生活でした。
しかし、昭和２０年８月９日、ソ連軍の
侵攻。終戦になるとソ連による男狩り。
兵士として父親をとられ、母親の手で
苦労の末、帰国した様子を娘に伝えま
す。

30 平和教育 一般

Ｖ－1369

ヒロシマ・ナガサキ
核戦争のもたらすもの
日本紹介映画コンクール金賞
教育映画祭最優秀作品賞

原子爆弾被爆の体験は決して過去の
ものではありません。核兵器が巨大
化、高性能化した今日であればこそ、
その事実を日本、世界の全ての人に
知ってもらいたいのです。広島・長崎
市共同企画映画です。

46 平和教育
中・高・
一般

Ｖ－1370 見上げればひまわり

長崎原爆の被害者として核兵器廃絶
を訴え続け、多くの人々に深い感動を
与えた渡辺千恵子さん。被爆直後の
人間不信、虚無の泥沼から人間連帯
の道へ。原水爆禁止運動の原点を再
確認しつつ、千恵子さんの人間改革
のドラマを描きます。

30 平和教育
中・高・
一般

V-1375 しんちゃんの三輪車（アニメ）

ヒロシマの原爆資料館の赤さびた三
輪車にまつわる実話。伸ちゃんは当時
三才、隣の君ちゃんとこの三輪車に
乗って楽しくあそんでいて原爆にあい
ました。お父さんは「もう伸一は焼かな
い」と、君ちゃんと手を結ばせ、三輪車
とともに埋めます。

24 平和教育 小

V-1430 平和の礎

戦争の悲惨さ、戦後のソ連での強制
収容所の過酷な労働等を紹介し、平
和の尊さを訴えます。最後に平和祈念
展示資料館を紹介します。

30 平和教育 一般

V-1482 PeaceKeeping　Operations

国際平和を維持していくための国際連
合のはたらき。特にＰＫＯの活動、日
本とＰＫＯ等についての、実態と今後
のあり方を取材しています。

24 平和教育 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1491 天に焼かれる(アニメ）

人間の痛み、悲しみ、家族の愛情、そ
して原爆の恐怖を絵を通して子供達に
語り掛けます。この映画は、被爆直後
の惨状を描いた評判の平和紙芝居を
アニメ「はだしのゲン」の監督平田敏
夫が最新アニメ技術を駆使し感動的
な作品にしました。

17 平和教育 小･中・一般

V-1566 ちゅらしまうちなー

　「沖縄の歴史と文化」「沖縄戦の悲
劇」「摩文仁からのメッセージ～平和を
願う・沖縄の心～」「現代、そして未来
へ」の４部で、構成されており、戦没者
の鎮魂と恒久平和を訴え続ける平和
立県・沖縄の姿と独自の歴史や文化、
自然等をわかりやすくまとめた。

30 平和教育 小･中

V-1609
海外引揚者の証言
遠き苦労の道をたどって
－満州・朝鮮半島編－

終戦により、満州や朝鮮半島で生活し
ていた多くの日本人は、日ソ中立条約
を破棄して攻め込んできたソ連軍に捕
らえられ、強制収容される等の状況に
おかれました。そんな中を、着の身着
のままで過酷な逃避行を続け、帰国を
余儀なくされた多くの人達の労苦をし
のび、語り伝えます。

30 平和教育 一般

V-1610
シベリア強制抑留者の証言
歌声に救われた戦友たち
ある国民歌手の軌跡をたずねて

戦後のシベリアに強制抑留された６０
万の人々は過酷な労働と飢えや極
寒、栄養失調等で亡くなられた方も多
くいました。そんな収容所の生活の中
で潤いと励ましを求めて演芸や歌謡
ショーなどが行なわれるようになりまし
た。その中心として活躍した北詰文司
（三波春夫）が当時の様子を語りま
す。

38 平和教育 一般

V-1616 原爆ドーム物語（アニメ）

“私は原爆ドーム。いつ、だれがこの
名をつけたのかは、わからない…”『広
島県産業奨励館』は、1945年8月6日、
名前を失いました。人類が初めて原子
爆弾の凶悪な炎で焼かれた瞬間でし
た。<原爆ドーム>はどんな意味を持っ
ているのでしょうか。

15 平和教育 小･中

V-1635 にんげんをかえせ

１０フィート映画運動三部作のうちの
第一作。広島・長崎に投下された原爆
のキノコ雲、原爆投下後、米国戦略爆
撃調査団が撮影した広島・長崎市街
地の様子、被爆者など当時の惨状を
再現。原爆の恐ろしさ、悲惨さを具体
的に表現しています。

20 平和教育
中・高・
一般

V-1637
はとよひろしまの空を（アニメ）
文部省選定
教育映像祭優秀作品賞

太平洋戦争末期。家族と可愛がってく
れた飼い主の少年を原子爆弾で亡く
し、一羽残されためすの小鳩は、やが
てやさしいおす鳩に出会い、愛の巣を
作り共に卵をかえそうとします。焼け
野原となった町を必死に生き抜こうと
した鳩の姿を通して、あらためて、命と
は、平和とは何かを問いかけます。

21 平和教育 小・中
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V-1651
はだしのゲンＰＡＲＴ３

 ヒロシマのたたかい

第三部は、戦後国民の努力で日本は
驚異的発展を遂げ、今や戦争を知ら
ない世代が国民の過半数を占め、戦
争の悲惨な体験が風化して行く時代と
なりました。戦争を知らない時代に戦
争体験をした人達だけが知らせ得るそ
の実態をどう伝えるか！少年ゲンの
力強い生き方を感動的に描いていま
す。

128 平和教育 小・中・高

V-1673 地球炎上

全面核戦争から一週間の地球の惨状
を描きます。これまでの核実験実写
フィルムや、ＮＨＫが新たに開発した特
撮を駆使し、世界の主要都市に1メガ
トンの核が落ちたらどうなるかを科学
的データにもとづいて想定し、核の破
壊力を映像化しました。

30 平和教育 小・中

V-1674 地球凍結

核戦争から約100年後までに影響する
地球の環境変化を描きます。死の灰
が全世界に拡散し、長期的に人類や
生態系に影響を及ぼすとともに、地球
は『ニュークリア・ウィンター』におそわ
れます。これは、大火災によって発生
した煙により、太陽光線が遮られ、大
気循環が破壊される結果、地上の平
均気温が約40℃低下するというもので
す。

30 平和教育 小・中

Ｖ－1698
松山の戦争を語る
「記憶をたどる証言集」（地域・郷土）

国の総力をあげて戦った太平洋戦争
は、わが松山をも巻き込みました。こ
の記録は、1941年、昭和16年からおよ
そ10年間を体験した人々の記憶をた
どり、その時代の生きた証言を集めた
ものです。

106 平和教育 全般

Ｖ－1699
お城が燃えた
「街に残る戦禍の記憶」

「戦争の形見は語る」 （地域・郷土）

松山と戦争の関わりは、明治時代に
遡ります。戦争の犠牲者には、出征に
よる犠牲と戦場になる犠牲の２種類が
あり、松山はまず、日清･日露･日中戦
争で兵士を送り出し、犠牲を出した。
次いで、太平洋戦争では、空襲を直接
受ける被害にあった。明治時代の戦
争の傷跡から振り返ります。

61 平和教育 全般

Ｖ－1761
おこりじぞう
文部省選定・日本ＰＴＡ全国協議会推薦

（人形アニメ）

昭和２０年、広島に住むひろちゃんは
「わらいじぞう」のおじぞうさんと仲良し
でした。８月６日、原爆投下で一瞬に
街は焼け野原になりました。「水ちょう
だい」とわらいじぞうにすがるひろちゃ
ん。その時わらいじぞうの顔が…。山
口勇子原作。

28 平和教育 全般

Ｖ－1767 銃をなくそう（アニメ）
銃器犯罪の横行する日本。銃のない
安心して住める社会にするために私
たちはどうすればよいのでしょうか？

15 平和教育 全般

Ｖ－1768 明日への伝言～雨にぬれた碑～

高松空襲から５８年が経ち、遺族の待
ち望んだ慰霊碑が完成しました。そこ
に刻まれた多くの方々への想い、戦災
の記憶を伝えています。

23 平和教育 全般

Ｖ－1819 おかあさんの木（アニメ）
文部省選定

教科書に掲載されている大川悦生原
作の作品。戦場に７人の息子を送り出
した母親は彼らが手柄を立て無事に
帰ってくるのを祈りますが…。

22 平和教育
小･中･高･

一般
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Ｖ－1820 戦場を行く　第１巻

民族紛争の真実　旧ユーゴスラビア連
邦のボスニア。独立の是非をめぐって
おきたボスニア内線。１９９３年、激烈
な戦闘の続く首都サラエボからのリ
ポート。

20 平和教育 一般

Ｖ－1821 戦場を行く　第2巻

日本人が見た国連・PKO　１９９３年、
アフリカ、ソマリア。内戦と飢餓に苦し
む人々を救うために派遣された、国連
のPKOは現地の理解と協力が得られ
ず、自らの武力行使で、平和の仲介者
ではなく、当事者となってしまったので
す。

20 平和教育 一般

Ｖ－1822 戦場を行く　第3巻

闘う少年兵士たち　大西洋に面した小
国、シエラレオネ。１９６１年の独立以
来、内戦やクーデターが繰り返され、
国力を疲弊させ、多くの戦災孤児を生
みました。子どもたちは、皮肉にも生き
るために、軍に入り、最前線で戦って
いるのです。

20 平和教育 一般

V-1855 ほむらいろの空
１９４５年８月2日、富山大空襲での体
験を絵本にしたある女性が、平和の大
切さを訴えている姿を追っています。

25 平和教育
小・中・高・

一般

V-1909 黒い雨にうたれて（アニメ）

原爆がもたらした”死の灰”は、今なお
人体に影響を残していました。「はだし
のゲン」の作者・中沢啓治が描く愛と
感動のアニメ大作。

90 平和教育 一般

V-1910 特攻の町　知覧

映画『ホタル』の主人公のモデルと
なった、元特攻隊員の証言、特攻兵と
して出撃した兄を見送った時の悲しみ
など、慟哭の証言が胸を打ちます。

90 平和教育 一般

V-1911 わたしたちと原発（アニメ）

人類誕生から現代まで続く暮らしとエ
ネルギーの歴史を振り返り、人間と原
発とのかかわりと明らかにしていきま
す。

20 平和教育
小・中・高・

一般

V-1962 ヒロシマ 自らの被爆体験を語っています。 70 平和教育 一般

V-1963 オキナワ 沖縄での戦争体験を語っています。 60 平和教育 一般

V-1964 祈りかさねて 神戸空襲の体験を語っています。 30 平和教育 一般

V-2048 イタンキ浜の夏

わずか1時間のうちに、重さ１トンの砲
弾が８６０発打ち込まれた北海道室蘭
艦砲射撃の爪痕を次の世代に伝えよ
うとしている活動を紹介しています。

25 平和教育 一般
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V-2108 さとうきび畑（アニメ）
文部科学省選定

若い世代に戦争の無益と悲惨さを伝
えるために、「さとうきび畑」は平和を
希求する歌として知られています。

11 平和教育
小・中・高・

一般

V－2147 ふるさと・平和の調べ
８回もの大きな空襲を受け、破滅的な
被害を受けた鹿児島市。忘れがたき
空襲の記憶です。

30 平和教育 一般

V-2164
火垂るの墓
第1回モスクワ児童青少年国際
映画グランプリ国際児童青年映画セン
ター賞、日本アニメ大賞

直木賞を受賞した野坂昭如の同名の
短編小説を原作とするこのアニメー
ション映画は、昭和20年6月から9月
にかけて日本の敗戦をはさんだ約３
か月間に、14歳の清太と4歳の節子
というふたりの兄妹がどう生きたかを
描いた作品です。

88 平和教育
小・中・
高・一般

V-2254
明日への伝言
語りつぐ炎の記憶

日本の各地域を襲った戦災・空襲を
次の世代に伝える活動が紹介されて
います。

30 平和教育 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0056 ＯＤＡってなあに？
ODA（政府開発援助）について、具体
的でわかりやすく説明し、先進国の役
割を考えます。

24 国際理解 中･高･一般

V－0097 開発途上国ってどんな国？

良太がアフリカを訪れ、現地の様子や
海外青年協力隊の活動ぶりを紹介
し、開発途上国と先進国の役割につ
いて理解を深めます。

20 国際理解
小･中･高･

一般

V－0140
Welcome to greater HongKong
（発展する華南経済圏）

１９９７年の返還を迎える貿易都市、１
５００社の日本企業、香港の優位性
（位置、港、人々）、新空港や通信コン
テナターミナルの拡張などを紹介。

17 国際理解 中･高･一般

V－0186
熱帯に賭ける夢
―太平洋からのリポート
文部省選定

パプア・ニューギニアの米作りやフィリ
ピンの植林に日本人ボランティアや大
学生のグループが活動している姿を
通して、国際協力とは何かを考えま
す。

27 国際理解 中･高

V－0187 育て！子供の森

アジア太平洋地域を中心に、途上国
の子どもたちの参加による植林活動、
森づくり運動の支援と、教育支援を紹
介。

19 国際理解 小・中

V－0392
世界は友だち－国際社会で活躍
する日本人

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、世界経
済への協力の各分野で国際的に活躍
する日本人を紹介。

26 国際理解 中・高

V－0567 ＡＰＥＣとは何　目指す方向
APECの歴史のあらまし、大阪会議の
意義と成果、２１世紀に向けたわが国
の役割などを解説しています。

26 国際理解 中･高･一般

V－0586
最新版世界地理シリーズ
人々の生活と環境１

世界の食生活－稲･麦・雑穀・いもそ
の他の農作物、家畜や水産業。
世界の衣服－洋服、特色のある世界
の普段着、行事に着られる衣装など。

22 国際理解 小

V－0587
最新版世界地理シリーズ
人々の生活と環境２

世界の住居－木材、レンガ、泥で作ら
れる家、自然と結びついた家など。
世界の人々の生活－インドネシアや
アンデスなどの人々の生活など。

18 国際理解 小

V－0588
最新版世界地理シリーズ
中国・韓国

中国と韓国の自然とあゆみ・開発と産
業・人々の生活と都市など。

25 国際理解 小

V－0589
最新版世界地理シリーズ
東南アジア

東南アジアの国々の自然とあゆみ・開
発と産業・人々の生活と都市など。

18 国際理解 小

V－0590
最新版世界地理シリーズ
インド　サウジアラビア

インドとサウジアラビアの自然とあゆ
み・開発と産業・人々の生活と都市な
ど。

17 国際理解 小

V－0591
最新版世界地理シリーズ
ヨーロッパ

ヨーロッパの国々の自然とあゆみ・開
発と産業・人々の生活と都市など。

29 国際理解 小
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V－0592
最新版世界地理シリーズ
ロシアと近隣諸国

ロシアと近隣諸国の国々の自然とあ
ゆみ・開発と産業・人々の生活と都市
など。

20 国際理解 小

V－0593
最新版世界地理シリーズ
アメリカ合秀国

アメリカ合衆国の自然とあゆみ・開発
と産業・人々の生活と都市など。

27 国際理解 小

V－0594
最新版世界地理シリーズ
ブラジル

ブラジルの自然とあゆみ・開発と産
業・人々の生活と都市など。

17 国際理解 小

V－0595
最新版世界地理シリーズ
アフリカ

アフリカの国々の自然とあゆみ・開発
と産業・人々の生活と都市など。

26 国際理解 小

V－0596
最新版世界地理シリーズ
オセアニア

オセアニアの国々の生活とあゆみ・開
発と産業・人々の生活と都市など。

18 国際理解 小

V－0686
世界の人々とくらし①
生活と環境

アラスカ、トンガ、ペルーオランダ、イン
ド、イランの人々の生活を描き、それ
ぞれの環境に応じた生活をしているこ
とを紹介しています。

24 国際理解 小・中

V－0687
世界の人々とくらし②
アメリカ合衆国

広大な国土と自然、都会で生活する
様々な人々、豊かさを支える産業、日
本との関係などを学びます。

19 国際理解 小・中

V－0688
世界の人々とくらし③
ＥＣ諸国

ヨーロッパの自然、ECと人々の生活、
EC地域内の貿易、外国人労働者、
ヨーロッパ文化、日本との関係などを
学びます。

22 国際理解 小・中

V－0689
世界の人々とくらし④
中・南アフリカ

中・南アフリカの自然と人々の暮らし、
西アフリカの産業、砂漠化と日本の援
助、ヨーロッパの影響などを学びま
す。

20 国際理解 小・中

V－0690
世界の人々とくらし⑤
東南アジア

東南アジアの自然、人々の暮らし、モ
ンスーン、稲作、宗教、産業、森林資
源と環境保護、日本との関係などを学
びます。

19 国際理解 小・中

V－0691
世界の人々とくらし⑥
中国･韓国

中国の自然、人々、中国と韓国の生
活の様子、歴史豊かな産業、日本との
関係などを学びます。

27 国際理解 小・中

V－0692
世界の人々とくらし⑦
オーストラリア

オーストラリアの位置と広大な国土、
歴史と都市、産業、日本との関係など
を学びます。

21 国際理解 小・中

V－0693
世界の人々とくらし⑧
西アジア

乾燥した気候と自然、西アジアの人々
の生活と宗教、石油資源の開発、技
術援助と日本との関係などを学びま
す。

21 国際理解 小・中
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V－0694
世界の人々とくらし⑨
ブラジル

豊かな自然と人々、アマゾンの開発と
環境、農業の多角化と工業の発展、
日本との関係などを学びます。

19 国際理解 小・中

V－0695
世界の人々とくらし⑩
ロシア連邦と回りの国々

民族、変わる人々の生活と環境、豊か
な資源と産業、シベリア開発、日本と
の関係などを学びます。

24 国際理解 小・中

V－0864
国際貢献　はばたけ！
２１世紀を担う青年たち

オイスカが実践している海外での農業
協力、植林活動などをパプア・ニュー
ギニア、ミャンマーで取材し、青年達が
研修している様子を紹介。

25 国際理解
中・高・一

般

Ｖ－1168 ＯＤＡって何だろう？

日本のＯＤＡの様子を紹介していま
す。日本が行っている中米への二国
間援助の有償資金援助、技術援助、
無償資金援助等を紹介します。

21 国際理解 中・高

V-1341
世界のみんなの笑顔のために
（国際協力と日本）

我が国の国際交流や国際協力の様子
を子供たちに分かりやすい具体的な
事例を通して調べ、世界平和の大切さ
と我が国が国際社会において重要な
役割果たしていることを考えることを示
します。

22 国際理解 小・中

V-1496

約束―アフリカ　水と緑
文部省選定
国際産業映画・ビデオ祭審査委員特別
賞

時間を経てなお生きつづける少年たち
の友情を縦軸にまた、広大な砂漠に
緑を広げようとするロマンを横軸に、
技術が受け継がれていく国際協力の
姿を描いたアニメーション映画、西アフ
リカでの地下水開発と緑化計画の二
つの技術協力のプロジェクトを素材
に、特に小・中学生にストーリーを楽し
みながら国際協力について考えてもら
うことを意図しました。

16 国際理解
小・中・一

般

V-1517 地域のアジアを探そう

言葉、商品、習慣など、生活の全領域
の中で、「アジア探し活動」を行いま
す。さらに、韓国の民間行事を擬似体
験することで、アジアへの理解を深め
ていきます。

20 国際理解 小・中

V-1525
日本と関係の深い国
アメリカ合衆国

日本と関係の深いアメリカは広大な国
であり、さまざまな特色をもっていま
す。アメリカの地理的位置、自然と国
土の様子、農業、産業、わが国との貿
易の様子を観察してアメリカと日本の
違いや結びつきを考えさせます。

15 国際理解 小・中

V-1527
アメリカの小麦農家カーターさん
をたずねて

アメリカの大規模農家の家庭を訪れ、
広い小麦畑、大型機械を使っての農
作業の様子や、日常の買い物とスー
パーマーケット、家族の楽しみなどの
様子を見ることにより、アメリカの農業
に従事する人々の生活の様子を理解
させます。

13 国際理解 小・中

V-1529
アメリカの小学生ジェシーくんの１
日

小学校に通う児童の１日の様子を追
い、アメリカの子どもたちの学校生活、
家庭生活を理解させます。通学、授
業、昼食、夕食の手伝いなどから自分
たちの生活と似ているところ、違うとこ
ろの理解を深めます。

15 国際理解 小・中
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V-1531
古くからつながりのある国　　中

国

昔から、さまざまな面で、最もわが国と
関係が深かった中国の位置や自然を
確認し、最近の自由市場や万元戸、
経済特区、農業、工業を通して中国を
理解するとともに、わが国とのつなが
りを考えさせます。

13 国際理解 小・中

V-1533
中国の工場につとめる林さんの
暮らし

中国の平均的な家庭に焦点をあて、
中国の人々の生活を紹介します。通
勤、印刷工場での仕事、買い物夕食
や家族との団欒の様子を追い、児童
が各自の家族と比較してみることもで
きます。

11 国際理解 小・中

V-1535 中国の小学校の１日

小学校の学校生活の様子を、１日の
時間の経過とともに追っていきます。
通学、授業、昼食、クラブ活動などの
様子から、児童が自分たちの学校生
活との比較ができます。

15 国際理解 小・中

V-1537
オーストラリアの産業と人々のく
らし

近年、わが国と急速に関係の深くなっ
たオーストラリア、豊かな自然、産業、
わが国との貿易の様子、さらに人々の
暮らしを紹介します。

13 国際理解 小・中

V-1543 くらしの中から世界を見つけよう

外国の文字で書かれた看板や、外国
産製品のふるさとを調べて、くらしの中
から世界とのつながりを発見しなが
ら、日本と深く結びついているさまざま
な国を紹介します。私たちの生活が、
世界のさまざまな文化を取り入れた
り、いろいろな国の人々に支えられて
いることを描きます。（アメリカ・中国・
韓国・フィリピン・タイ・オーストラリア・
インド）

14 国際理解 小・中

V-1544 世界の子どもたちの遊び

世界の子どもたちはどんな遊びやス
ポーツをしているのでしょう？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します。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・関心を高めます。
（マレーシア・シンガポール・韓国・アメ
リカ・タイ・中国）

14 国際理解 小・中

V-1545 世界の食事を調べよう

子どもたちに人気のあるメニューに
は、外国で生まれたものがたくさんあ
ります。インドの家庭を訪ねて、日本と
は違うカレーの作り方や食べるときの
習慣の違いをおしえてもらったりしな
がら、世界のさまざまな食事を紹介し
ます。世界には、いろいろな食文化
や、食べるときの習慣・、マナーなどが
あることを描きます。（インド・中国・韓
国・アメリカ）

14 国際理解 小・中
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V-1546 世界の学校を訪ねてみよう

世界の子どもたちは 、どんな学校生
活を送っているのでしょうか？ふだん
目にすることのない　世界の学校のよ
うすを、日本と関係の深い国を中心に
紹介します。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きます。
（オーストラリア・タイ・アメリカ・中国・
韓国）

14 国際理解 小・中

V-1612 にっぽん発見！世界の旅

ＯＤＡ（政府開発援助）の活動を通じ
て、多くの日本人が貧困や疫病から脱
却しようとする途上国での『国づくり』
や『人づくり』のための様々な協力活
動の実態を紹介します。

46 国際理解 小・中

V-1613
地球見聞録
ジョルダン篇

造り酒屋の後を継ぐか、考古学者へ
の道を進むか迷っている中上雅己氏
がヨルダンのペトラ遺跡を訪ねなが
ら、ヨルダンにおける日本のＯＤＡの活
動を紹介します。

57 国際理解 小・中

V-1614
地球見聞録
エジプト篇

ギザの三大ピラミッドで有名なエジプト
をリサ・スティッグマイヤーさんが訪
ね、日本のＯＤＡの活動を紹介しま
す。

56 国際理解 小・中

V-1622
世界の国からこんにちは！
ヨーロッパ編

初めにその国の気候や歴史遺産、現
在の文化、自然や環境問題などを紹
介し、最後に『こんにちは』『さようなら』
『ありがとう』など日常会話で良く使わ
れる簡単な挨拶の言葉を紹介してい
ます。ヨーロッパ編です。

30 国際理解 小・中

V-1623 世界の国からこんにちは！
アメリカ・オセアニア編

初めにその国の気候や歴史遺産、現
在の文化、自然や環境問題などを紹
介し、最後に『こんにちは』『さようなら』
『ありがとう』など日常会話で良く使わ
れる簡単な挨拶の言葉を紹介してい
ます。アメリカ・オセアニア編です。

30 国際理解 小・中

V-1624
世界の国からこんにちは！
アジア編

初めにその国の気候や歴史遺産、現
在の文化、自然や環境問題などを紹
介し、最後に『こんにちは』『さようなら』
『ありがとう』など日常会話で良く使わ
れる簡単な挨拶の言葉を紹介してい
ます。アジア編です。

30 国際理解 小・中

Ｖ－1734
南の国の人たちと共に
文部省選定
1993年教育映画祭優秀作品賞

開発途上国の現実に問題を持った高
校生の目を通して世界全体の課題で
もある人口と食料の問題を描き、南北
格差についての理解を深めていきま
す。

21 国際理解 小・中・高
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Ｖ－1735
離陸するアジア
文部省選定
1994年教育映画祭優秀作品賞

インドネシア・ジャワ島東部における日
本の援助プロジェクトを例に、急速な
経済発展を遂げつつあるこの国の姿
を紹介し、途上国への経済協力の大
切さを伝えます。

25 国際理解 小・中・高

Ｖ－1736
世界の国々を調べようシリーズ

日本と関係の深い国、韓国

韓国へ修学旅行に行った中学生を取
材し、過去から現在までの日本と韓国
の歴史や文化的つながり、経済的な
結びつきを紹介します。

20 国際理解 小・中

Ｖ－1737
世界の国々を調べようシリーズ

ニューヨークの多民族社会

ニューヨークに住む様々な家族を訪ね
て、大きく変わる中国の人々の生活を
紹介します。

20 国際理解 小・中

Ｖ－1738
世界の国々を調べようシリーズ

変わりゆく中国
文部省選定

上海に住むいくつかの家族を訪ねて、
大きく変わる中国の人々の生活を紹
介します。

20 国際理解 小・中

Ｖ－1739
世界の国々を調べようシリーズ

タイの人々の生活と産業

仏教国のタイを取り上げ、日本との結
びつきとともに、タイの生活や文化、産
業などをわかりやすく解説します。

20 国際理解 小・中

Ｖ－1740
世界の国々を調べようシリーズ

南半球の国・オーストラリア
教育映画祭優秀作品賞、文部省選定

日本と貿易や文化交流の文面で強く
結びついているオーストラリアの姿を
描きます。

20 国際理解 小・中

Ｖ－1823
乾燥した地域に住む人々のくらし
マリ

高原の村・バンパ。何時間も岩山を歩
き通学する子どもたち、学校では米作
りも学びます。フランスから独立したマ
リでは、フランス語と４種類のアフリカ
言語が公用語で、人々はイスラム教を
信仰しています。

14 国際理解 小・中

Ｖ－1824
寒い地域に住む人々のくらし
イヌイット

カナダ連邦・ヌナブト準州では、冬、気
候が－３０℃以下に下がりますが、家
の中は暖かく過ごしやすく、学校で
は、イヌイット語の表記も学びます。夏
は狩りをするなど、イヌイット文化を受
け継いでいます。

13 国際理解 小・中

V-1912 世界から見た日本　自然
地形や気候についての世界全体の特
色と日本の特色、自然災害と防災に
ついて説明しています。

15 国際理解 中

V-1913 世界から見た日本　人口
世界や日本の人口の特色、日本の過
密・過疎地域や問題点について説明し
ています。

15 国際理解 中

V-2005 世界の中の日本の農業
増える輸入食料品/日本の米づくり/
農業のさかんな地域

7 国際理解 中

V-2006 世界の中の日本の工業
日本の工業の特色/工業のさかんな
地域/世界と結びつく日本の工業

7 国際理解 中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2109

対馬藩にみる鎖国時代の国際交
流
優秀映画鑑賞会推薦、映倫青少年映画
審議会推薦

鎖国をしていた江戸時代に長崎以上
に海外へ大きく扉を開いていたのは対
馬でした。当時、日本にとって唯一の
正式な国交をもった朝鮮との交流を、
残された記録や風俗を訪ねながら描
いています。

20 国際理解 中・高

V-2148
ハローイングリッシュ
せいかつ

歌を歌ってみよう「ABC　Song」/机の
上のもの・乗り物・台所のもの・スポー
ツの名前・食べ物を言ってみよう

18 国際理解 小

V-2149
ハローイングリッシュ
あいさつ

歌を歌ってみよう「Twinckle　Twinckle
Little　Star」/あいさつをしよう/名前を
いってみよう

19 国際理解 小

V-2189
ハローイングリッシュ
かずとからだ

歌を歌ってみよう「Head,Shoulders,
Knees And Toes」/数をかぞえよう/時
間を言ってみよう/としを言ってみよう/
体の場所を言ってみよう

18 国際理解 小

V-2190
ハローイングリッシュ
てんきときせつ

歌を歌ってみよう「London Bridge」/
曜日を言ってみよう/月をおぼえよう/
動物の名前をおぼえよう/場所を言っ
てみよう/てんき、きせつを言ってみよ
う

18 国際理解 小

V-2191
ハローイングリッシュ
ゲームで学ぶ英語

動物当てゲーム/サークルゲーム/
TPR（サイモン・セッツ）/BINGO/リスニ
ングゲーム/反対語ゲーム/チャンツ

30 国際理解 小

V-2248
韓国①
いちばん近い国、韓国

歴史や文化など、日本とさまざまな面
で関係が深い国、韓国。韓国で働く
日本の駐在員の目を通して、人々の
暮らしや発展する工業のようすなど、
さまざまな視点から、韓国と日本の
密接な関係が描かれています。

12 国際理解 小

V-2249
韓国②
韓国の子どもたち

ソウルの小学生ソヒョンさんの家庭を
訪ねて、学校生活や普段の暮らしを
紹介。日本の子どもたちの生活とはい
ろいろな面で異なる韓国の子どもたち
の生活が、日常生活や遊びなど身近
な視点で描かれています。

12 国際理解 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0001 広がるコンピュータの世界
コンピューターの基礎構成とその役割
をわかりやすく紹介しています。

18 情報 一般

V－0015
健太君は編集長
著作権ってなんだ？

小･中学生が何気なくやっている音楽
や写真、著作物の無断借用（複写）に
ついて、「著作権」についてわかり易く
解説したもの。

18 情報 小･中

V－0107 悟空の著作権入門（アニメ）
悟空は冒険の旅を本にしたが、無断
でにせものが出たため売れない。そこ
で…。

20 情報 中･高･一般

V－0127 ウルトラマンのＴＶゲーム大冒険

ウルトラマンが探る第４世代（真空管、
トランジスタ、IC、LSI）コンピューター
の歴史、仕組みなどを紹介していま
す。

27 情報 中･高

V－0399 新しい通信のはたらき

十勝岳再噴火を報道するテレビ局や
新聞社の働きを通して、新しい通信の
仕組みはコンピューターと結びつき、
暮らしを支えている事を解説していま
す。

20 情報 小

V－0435 わたしたちとコンピュータ① 生活の中のコンピュータ 20 情報 中

V－0436 わたしたちとコンピュータ② コンピュータの基礎知識 20 情報 中

V－0437 わたしたちとコンピュータ③ コンピュータの仕組み 20 情報 中

V－0438 わたしたちとコンピュータ④ 情報化社会とコンピュータ 20 情報 中

V－0534 情報社会とコンピュータ

コンピュータの歴史、ハードウェアとソ
フトウェアのはたらき、日常生活や産
業の中でコンピュータが果たしている
役割をわかり易く描きます。

19 情報 中

V－1090 新・情報基礎ビデオ　第1巻

先端的使用現場の映像で、コンピュー
タの素晴らしい能力を伝えます。コン
ピュータが単純な原理を利用して動い
ていることを説明します。

20 情報 中･高･一般

V－1091 新・情報基礎ビデオ　第2巻

制御の具体例を紹介すると共に、自
分の手を使って行う実験も取り上げて
いる。コンピュータで制御したいろいろ
の機械を紹介します。

20 情報 中･高･一般

V－1092 新・情報基礎ビデオ　第3巻
マルチメディア作品を例に、アプリケー
ションソフトを利用して作品を作る手順
を映像化し紹介します。

20 情報 中･高･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1093 新・情報基礎ビデオ　第4巻

コンピュータによる「通信」をテーマに
しています。パソコン通信とインター
ネットを例にして、通信のしくみと機能
を紹介します。

20 情報 中･高･一般

V－1094 新・情報基礎ビデオ　第5巻

コンピュータソフトウェアの違法コピー
に「ＮＯ！」と言える生徒や大人の育
成を目指します。著作権を尊重する理
由を説明します。

20 情報 中･高･一般

Ｖ－1519 お金再発見

普段なにげなく使っているお金につい
て調べます。外国のお金、昔のお金、
未来のお金、お金には、いろんな顔が
あることがわかります。調べたことを、
「マルチメディアお金事典」の形でまと

20 情報 小・中

Ｖ－1825 情報モラル

情報化が社会や生活に及ぼす影響を
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考
えます。

20 情報 中

V-1965 親子で語ろう！テレビの見方
ニュースを題材にメディア・リテラシー
について考えます。
CD-ROM付

23 情報 小・一般

V-2042 デジタル時代の著作権（生徒編）

著作権について、中・高生を対象に学
校生活で気をつけなければいけない
事例を挙げ、わかりやすく解説してい
ます。（生徒編）

17 情報
中・高・一

般

V-2043
デジタル時代の著作権（指導者
編）

著作権について、中・高生を対象に学
校生活で気をつけなければいけない
事例を挙げ、わかりやすく解説してい
ます。（指導者編）

17 情報 一般

V-2110 インターネットはマナーが大切

チャットや掲示板にいい加減なことを
書き込んで問題はないでしょうか？ど
んな時もマナーが大切だということを
訴えています。

18 情報 小・中

V-2111

インターネットのトラブルから身を
守る
文部科学省選定
２００５年教育映像祭優秀作品賞

インターネットは自己責任の世界。トラ
ブルにあったとき、どうやって自分を守
りますか？被害者にならない対策を解
説していきます。

18 情報 小・中

V－0017 これからのエネルギーを考えよう

石炭の液化ガス化、太陽エネルギー、
地熱、風力、海洋、燃料電池、コ・ジェ
ネレーション等暮らしを支える大切なこ
れからのエネルギーを考えます。

27 環境 中

V－0018 新しいエネルギーの話

ユーモラスで物知りなエネルギー博士
が登場し、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しま
す。

26 環境 小

V－0023 新しいエネルギーの利用

開発研究の進められている新エネル
ギーについて、開発の必要性、研究と
利用の現状、将来への期待などを紹
介しています。

20 環境 高・一般

V－0024
考えてみようエネルギー
―ﾏﾘの見た原子力発電

原子力を中心としたエネルギー情勢を
紹介しています。

20 環境 高・一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0025 マッハのエネルギーＱ＆Ａ

エネルギーの歴史、身の回りのエネル
ギー、チェルノブイリ原子力発電所事
故、今後のエネルギーなどを解説して
います。

20 環境 小

V－0026 エネルギーおもしろクイズ
今後のエネルギーに関する問題を、
質問に答える形でわかりやすく解説し
ています。

20 環境 小

V－0027
日本のエネルギー
20世紀から21世紀

石油・石炭・LNG・原子力という現代の
４つの主要なエネルギー源を取り上げ
ます。

26 環境 中

V－0037 ４６億年のおくりもの

４６億年前、銀河系宇宙の片隅で１つ
の星の大爆発により太陽や地球が生
まれ、隕石の衝突で最古のエネル
ギーであるウランなどの鉱石が生まれ
ました。

25 環境 中

V－0053
豊かな暮らしとエネルギー
原子力

資源が少ないわが国の将来のエネル
ギー源について理解を深めます。

20 環境
中・高・一

般

V－0098 森林の働き
文部省選定優秀作品賞

森林の四季の変化を観察し、森林が
地球環境に対して果たす大切な働き
を学びます。

16 環境 中

V－0104 日本列島誕生ものがたり
地下資源が少ない日本。１２億年前の
日本列島誕生と歴史のドラマを振り返
ります。

28 環境 小・中

V－0110 私、電気をつくる人？！
自然の力を生かした新エネルギー（太
陽・風力・地熱発電など）の世界を訪
問します。

28 環境 中・高

V－0114 空と海と陸　地球を知る
地球環境は世界規模で新たな問題が
表面化し、それに対する観測面からの
様子を立体的に紹介しています。

29 環境 一般

V－0129 地球号ＳＯＳ（アニメ）
環境破壊と公害防止・環境保全などに
ついて、国際的視点から先進国日本
の身近な生活を考えさせるアニメ。

20 環境
小･中･高･

一般

V－0134 謎のセールスマン－地球に優しく
謎のセールスマンが見せる地球破滅
への道。公害実態、危機からの脱出。

27 環境
小･中･ 一

般

V－0137 森林の成り立ちと営み
森林が地球環境に果たす役割を学び
ます。

16 環境 中

V－0148
地球環境を守る
エンノスケの旅

孫悟空の子孫エンノスケが調べるク
リーンな地球をつくるための研究・技
術を紹介。

20 環境 小・中
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V－0150 The ALUMINIUM
アルミの歴史は僅かであるが、身近な
金属で自動車の軽量化や資源リサイ
クルの面からも話題です。

21 環境 中・高

V－0167
ある日の藤城さん親子
―原子炉の暴走は防げるか

原子炉の安全運転。そのために続け
られている研究と実験を紹介していま
す。

30 環境 中･高･一般

V－0168
原子力と環境
原子力発電所のしくみ

環境保全の視点から、将来のエネル
ギーを問います。原子力発電所の仕
組み、安全性などを解説しています。

24 環境 中･高･一般

V－0171 紙・地球への思いやり
紙が、製紙産業が、自然との調和を目
指して行なう工夫や努力を紹介してい
ます。

15 環境 一般

V－0182 ウミガメを守る人と浜
ウミガメの保護活動や産卵の様子な
どを取り上げ、自然環境を守ることの
大切さを知ることが出来ます。

20 環境 小・中

V－0185 オモシロ教室　農業と地球環境
不思議な少年の話で、農業と地球環
境との係わり合いを分かりやすく説明
しています。

15 環境 小･中

V－0222
ルーシーの挑戦
エネルギー百万年の旅

１００万年に渡るエネルギー獲得の歴
史。社会が変わる時、そこにはいつも
新しいエネルギーがあります。

25 環境 小

V－0223
プラスチックと地球環境①
軽さは省エネ！

プラスチックの特色である軽いというこ
とが、私達の生活の場でどんな意味を
持つかにスポットを当ててみました。

9 環境 小

V－0224
プラスチックと地球環境②
プラスチックのリサイクル

プラスチックは使い捨てしか道はない
のでしょうか？リサイクルがどこまで進
んでいるか実態に迫ります。

12 環境 小

V－0225
プラスチックと地球環境③
クリーンに燃やす

ゴミ焼却とダイオキシンの発生過程、
危険性、除去方法等について専門家
が解き明かします。

9 環境 小

V－0226 守ろう　水の中の小さな生命

ホタルの姿が見られなくなって数10
年。その生命を守るため、子どもたち
になにができるのかを市内の川の現
状から考えます。

18 環境 小・中

V－0253
くらしを豊かにするごみ焼却エネ
ルギー

余熱の利用、焼却システムと安全性、
減量化、こみ発電、燃料化、ヨーロッ
パの焼却、エネルギーの可能性の視
点から紹介しています。

22 環境 中･高

V－0340 水俣病　その30年
事件３０年目の水俣、これはそのいま
を問うドキュメントです。

43 環境 一般
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V－0394 石油ワンダーツアー
前半は日本のエネルギー・石油事情
に、後半は石油備蓄に焦点をあてて
います。

16 環境 小・中

V－0463
地球と環境①
温暖化・オゾン層

温暖化の仕組みや将来予測、国際的
な取り組み、フロンなどの物質による
オゾン層破壊を食い止める手段など
について考えます。

29 環境 小

V－0464
地球と環境②
熱帯林・酸性雨

ヨーロッパや北米では、工場や自動車
が吐き出す窒素酸化物などにより森
林や湖、歴史的な建造物が被害を受
けています。その実態解明と被害状況
を伝えています。

28 環境 小

V－0465
地球と環境③
海洋汚染･都市公害

人類共通の海を救うために、どのよう
な国際的取り決めがなされてきたので
しょうか？また、過密化に伴うゴミ処
理、交通渋滞、騒音の問題などを考え
ます。

28 環境 小

V－0619 宇宙船地球号ＮＯ．1 新しい地球像 26 環境 中･高

V－0620 宇宙船地球号ＮＯ．2 ５５億人の生活圏 26 環境 中･高

V－0621 宇宙船地球号ＮＯ．3 鳴動する大地 26 環境 中･高

V－0622 宇宙船地球号ＮＯ．4 世界市場 26 環境 中･高

V－0623 宇宙船地球号ＮＯ．5 天候と大地の流れ 26 環境 中･高

V－0624 宇宙船地球号ＮＯ．6 生きている海岸 26 環境 中･高

V－0625 宇宙船地球号ＮＯ．7 大河のゆくえ 26 環境 中･高

V－0626 宇宙船地球号ＮＯ．8 消えてゆく森林 26 環境 中･高

V－0627 宇宙船地球号ＮＯ．9 飽食と飢餓 26 環境 中･高
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V－0628 宇宙船地球号ＮＯ．10 地球の未来のために 26 環境 中･高

V－0639 身近な環境問題を考える

地球環境問題は、掘り起こし方によっ
ては解決可能な身近な問題として捉
える事が出来ます。この視点から地球
環境問題への対応の仕方を描いてい
ます。

30 環境 高・一般

V－0640 愛華ちゃんの地球（アニメ）
文部省選定

学校の宿題を小６の愛華ちゃんが環
境マンガにまとめ、大反響をよびまし
た。その遺作を創り出すまでの彼女の
短い生涯を描いたアニメです。

33 環境 小･中

V－0646
タイコンデロンガのいる海（アニ
メ）

助けを呼ぶ不思議な声に導かれ少年
は夜明けの海に飛び込みます。海を
濁らせ悪臭をだず魔物、タイコンデノン
ガの正体とは？

28 環境 小･中

V－0647

美しい地球をよごさないで
文部省選定、優秀映画鑑賞会推薦、日
本映画ペンクラブ推薦、日本青年団協議
会推薦、国連「子どもの権利条約」批准
促進国民運動実行委員会推薦、（社）日
本動物福祉協会推薦、（社）中央青少年
団体連絡協議会推薦、（財）日本鳥類保
護連盟推薦

ナナは絵本の中の少女と一緒に、森
のささやき、風の歌、地球の歌を聴き
にいきます。しかし、都会の音に慣れ
ているナナには何も聞こえません。

28 環境 小・中

V－0858
うっかり奥さまのＰＥＴボトルリサ
イクル

使用済みのPETボトルを加工して再利
用する方法について理解を深め、資
源活用への意欲を高めます。

17 環境 一般

V－0859
資源が生きるＰＥＴボトルリサイク
ル

PETボトルはもはやゴミではありませ
ん。PETボトルリサイクルのノウハウ
と、分別回収に取り組んだ都市を完全
リポート。

16 環境 一般

V－0870 エネルギーの未来

化石燃料の枯渇や地球環境問題への
対応から、新エネルギーとしての太
陽、地熱、風力、燃料電池などについ
て現状や課題を調べます。

18 環境 中

V－0896 森林と私たち

森林資源を保護育成している人々の
努力や工夫を描き、自然環境を保護
するにはどのようなことに気をつけた
らよいか学びます。

20 環境 小

V－0968 自然のつりあいと保護

生物とそれを取り巻く自然の間に釣り
合いが取れているが、開発や利用が
それを無視した場合、どのような影響
があるのでしょうか？

20 環境 中・高

V－0969 私たちの暮らしと環境汚染

地球規模で広がる環境破壊と汚染問
題の原因のほとんどが、我々の日常
生活の中から発生しています。環境破
壊や汚染をくいとめるにはどうしたらよ
いのでしょうか？

31 環境 中・高

V－1076 実験で知るエネルギーの世界
力学的エネルギー保存の法則などを
実験を通じて興味深く示します。

20 環境 高･一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1079
中学生記者の四国エネルギー取
材

６人の中学生が、経済活動やエネル
ギーの現状について四国各地からレ
ポートします。環境問題も扱っていま
す。

21 環境 中

V－1082 生まれ変わる資源ゴミ
文部省選定

リサイクルの意味や様子を理解し、自
分達もリサイクルに積極的に関わろう
とする態度を育てていきます。

13 環境 小

V－1083
私たちのくらしと公害シリーズ
水質汚染

有害な工場排水による典型的な公害
病を生んだ神通川下流域、水俣湾、
阿賀野川下流域、さらに各地で生活
排水による汚染があります。

20 環境 小

V－1084
私たちのくらしと公害シリーズ
大気汚染

四日市ゼンソクがきっかけで大気汚染
防止法ができたが、現在まだ酸性雨
や地球温暖化などの公害問題が相次
いで起きています。

19 環境 小

V－1085
私たちのくらしと公害シリーズ
地質汚染

足尾銅山や神通川下流域を始めとし
て、カドミニウムや砒素などに汚染さ
れた地域は、１２８ｶ所もあります。

20 環境 小

V－1087
小学校環境教育
水を汚さず大切にしよう

知らず知らずに流している風呂の水な
どが、水を汚す原因になっていること
を描き、環境への関心を高めます。

15 環境 小

V－1088
小学校環境教育
消費エネルギーを減らそう

ガス・電気などは限りある資源である
ことを説明し、有効に使うことが「地球
温暖化」の防止など環境保護につな
がることを説明します。

15 環境 小

V－1089
小学校環境教育
ゴミを見直そう

さまざまな商品を消費することで成り
立っている日常生活を見つめ、ゴミの
再資源化を行い環境への負担を少な
くしようとします。

15 環境 小

V－1110
日本の四大公害病
四日市ゼンソク

四日市ゼンソクの歴史と現状を当時
のニュースフィルムを入れて描いてい
ます。

18 環境 全般

V－1111
日本の四大公害病
水俣病・イタイイタイ病

熊本のチッソ水俣事件、冨山の三井
神岡鉱山のイタイイタイ病、昭和電工
新潟水俣病などの歴史と現状を当時
のフィルムを入れて描いています。

20 環境 全般

V－1112
新しい公害
産業型から都市生活型へ

新しいタイプの公害の例として、ヒート
アイランド現象と自動車公害に焦点を
あて、都市・生活型公害の現状と解決
の方向を探ります。

16 環境 全般

V－1113
かけがえのない地球
ー公害の科学ー

汚染されつつある自然とそのサイクル
を見つめ、人類生存には自然生態系
の調和的な発展があってこそ可能で
あることを訴えます。

15 環境 中･高･一般

V－1146 プラスチックのリサイクルと油化

廃プラスチックを石油に戻す『油化』の
技術が実用化され、大きな期待を集め
ています。新しく開発された次世代油
化技術について紹介します。

17 環境
中・高・一

般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1161
今日から我が家もしっかり七種分
別

松山市全域でごみの分け方と出し方
のルールが変わりました。新しいルー
ルを一日も早くみなさんにご理解いた
だくために、正しいごみのわけ方、出し
方について、ドラマ仕立てでわかりや
すくまとめたビデオです。

10 環境 全般

V－1167 平賀源内の放射線探訪記

エレキテルを発明した平賀源内が放
射線量を測定して四国各地を旅しま
す。伊方原子力発電所を見学し、原子
力発電のしくみ、安全対策、発電所周
辺の放射線量を知り、安全性を説明し
ます。

22 環境
中・高・一

般

V－1170
クルマのリサイクル
最新技術への挑戦

使用済み車を効率よく分解する技術
の開発、分解したもののリサイクル、リ
サイクルしやすい車の開発等につい
て紹介します。

17 環境 一般

V－1190
環境教育シリーズ
大気汚染

ここでは、二酸化炭素ガスによる温暖
化の進行、ますます増大するオゾン
ホール、ヨーロッパで被害の大きい酸
性雨、そしてダイオキシンなどを取り
上げ、地球規模での大気汚染の状況
を概観します。そして因果関係を科学
的に探りながら、問題点について考え
ます。

12 環境 小･中

V－1191
環境教育シリーズ
水の汚染

河川や湖沼、海洋などの汚染は、主
に生活排水と産業排水が原因です。
最近の水質汚染が著しいアジア諸国
の状況を見ながら、自然環境に及ぼ
す影響、そこに生活する人々への影
響について、科学的な視点で分析し、
改善策、保全方法について考えます。

12 環境 小･中

V－1192
環境教育シリーズ
地球の砂漠化

地球上の各地で砂漠化が進んでいま
す。特に発展途上国における乱開発、
無秩序な開墾や伐採、あるいは放牧
が原因だといわれています。タクラマ
カン砂漠の状況を取材して、その因果
関係について、また人間生活との関連
性、あるいは将来の問題点などにつ
いて考えます。

12 環境 小･中

V－1193 水俣病ビデオＱ＆Ａ

今までの水俣病についての映画を改
めて編集し、『水俣病の現在』につい
て考えることを狙いとしました。その結
果、誰もが疑問に思う水俣病について
8つの質問にＱ＆Ａ形式でわかりやす
く答えられる作品になりました。

30 環境 小･中

V－1194 ゴミを資源に～水戸の実践～
文部省選定

水戸のゴミ収集と処理を具体的に追
いながら、一方で新設の灰の無害化
施設、アルミ分離装置、焼却炉余熱の
再利用などを紹介し、資源としてのゴ
ミ再利用の実例として、新しい都市づ
くりを考え、一人一人の問題として分
別収集の習慣化を示唆しています。

22 環境 全般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1316
豊かさを運ぶ海の道
地球環境と海運

わが国は、四方を海に囲まれ、生活物
質、産業活動に不可欠なエネルギー、
工業原料などの資源のほとんどを世
界中の国々から海の道を通じて舟に
よって運ばれます。しかし、その海に
深刻な環境破壊が起きています。

21 環境 小・中

Ｖ－1317 ＪＣＯウラン加工施設
臨海事故のここが疑問

東海村で起こった臨界事故をもとに次
の４つのキーワードとして解説します。
《キーワード》　１．臨海　２．放射性物
質と放射線　３.中世子線　４．核燃料
加工施設

60 環境 一般

Ｖ－1362 ようこそエコロ島

エコロ島は環境問題にとても真剣に取
り組んでいる島です。環太と境子の兄
妹は、空気のおいしさ、鳥の声、柔ら
かい光につつまれる森など美しい自
然にびっくり！そこで、地球温暖化問
題やゴミの分別、植林等環境問題に
ついて考えます。

17 環境 小

Ｖ－1363 大気汚染と健康

大気汚染を引き起こす要因と、これに
よる健康への影響を調べるとともに、
大気汚染を防ぐ取り組みについても学
んでいきます。

25 環境
中・高・
一般

Ｖ－1364 水質・土壌汚染と健康

人間の生活によって水や土壌が汚染
され健康にまで影響を及ぼしていま
す。ここでは、その要因を探るとともに
対策についても学んでいきます。

25 環境
中・高・
一般

Ｖ－1365 この星の住人に告ぐ
文部省選定

地球環境問題は地球人全体の問題で
す。しかし、自分だけは別と考え、生
活を変えようとはしない…このような、
地球環境に無関心な人、利己的な人
などに、環境問題の重要さを自覚させ
るために、社会、生活、人々の現状を
客観視し、地球環境について啓発する
映像を目指しています。

15 環境 　小

Ｖ－1366
モアモア　地球大好き
第１巻

①伐られた森林ー地球の砂漠化
②ボトル変身ー散乱するペットボトル
③ガスゴン誕生ー自然を痛める排気
ガス。
④残せ！草花ーはぎとられる花畑

18 環境 　小

Ｖ－1367
モアモア　地球大好き
第２巻

⑥もっと大魚ーとんでもない漁法
⑦光の洪水ー夜を失う
⑧人工の自然？－危険なテーマパー
ク
⑨ラクラクー混乱するりモコン
⑩大忙し！　ケイタイデンワー電波よ
り心の交流。

18 環境 　小

Ｖ－1368
モアモア　地球大好き
第３巻

⑪あやしい流れ星ーロケットでゴミ打
ち上げ
⑫出た！ダイオ鬼神ー燃えるゴミから
ダイオキシン
⑬もっとほしい　 モアモアーモノを増
やす液体
⑭ヘドロガメ大作戦！ーひろがる水の
汚染
⑮サヨナラ地球ー汚れた地球

18 環境 　小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1398
よみがえれ・マングローブ
海の森づくり

マングローブ「海の森」は、そこに住む
人々の食や住…つまり、人間の命を
支えています。いま、マングローブを
知ることは、地球を救うことかもしれま
せん。

23 環境 小・中

V-1428
地球がたいへん
みんなでできる省エネルギー

エネルギーの使いすぎでどんなことが
起きているかを示しながら、地球温暖
化や省エネルギーについて考え、なぜ
省エネルギーが必要なのか、何をす
ればいいのかを、身近な問題としてわ
かりやすく伝えます。

13 環境 小

V-1477
マナ☆カナの天然ガス
自動車で行こう！

天然ガス自動車のように、地球環境に
やさしい自動車のことを「クリーンエネ
ルギー自動車」といいます。地球環境
をよくするためには、「クリーンエネル
ギー自動車」を増やすことが大切で
す。身のまわりの環境や天然ガス自
動車について解説します。

25 環境 一般

V-1483
あなたも木を使ってみません
か？　　　　　　　　　　　　　　　　～
環境と人に優しい木の話～

森の木 と木材が地球環境や人の健
康にどれくらい役だっているかを、地
球の温暖化、木と健康、の２点から紹
介します。

環境 小・一般

V-1521 郷土が育てた料理

その地域独自の食文化を掘り下げま
す。郷土料理はその地方の「環境」と
密接に関わりあって生まれたことに着
目することで、食材を通して環境問題
に迫っていきます。

20 環境 小・中

V-1631 ごみ博士になろう！

ごみ処理の流れを調べながら、ごみを
減らすことの重要さやごみ処理に関わ
る人々の努力を紹介します。リサイク
ルについても考えながら、毎日の中で
取り入れる方法も紹介します。

14 環境 小･中

Ｖ－1638 地球と環境
文部省特選、教育映画祭優秀作品賞

四十数億年という長い時間の中で生
成されてきた、美しい地球と美しい環
境。しかし今、先進国は豊かさの中
で、途上国は乏しさの中で、それぞれ
環境破壊が進んでいます。この作品
は、地球の未来を守るために、いま何
を知り、どのような行動を一人一人が
取ることが必要なのか、その考える方
向を与えることを意図しています。

20 環境 小・中・高

Ｖ－1684
日本のエネルギー
光と影　１

エネルギーってなに（日本のエネル
ギー概説）

47 環境
中・高・
一般

Ｖ－1685
日本のエネルギー
光と影　2

第１回…石油はいつまでもつか
第２回…魔法の水　石油
第３回…日本の石油の供給は

73 環境
中・高・
一般

Ｖ－1686
日本のエネルギー
光と影　3

第４回…安定供給の絆
第５回…最後の手段　石油備蓄
第６回…誰が決めるの？原油価格

112 環境
中・高・
一般
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Ｖ－1687
日本のエネルギー
光と影　4

第７回…"救世主"の天然ガスⅠ
第８回…"救世主"の天然ガスⅡ
第９回…見直される石炭資源

112 環境
中・高・
一般

Ｖ－1688
日本のエネルギー
光と影　5

第１０回…化学燃料　今後の役割
第１１回…いま　地球で何が
第１２回…温暖化防止への取り組み

112 環境
中・高・
一般

Ｖ－1689
日本のエネルギー
光と影　6

第１３回…省エネ最前線
第１４回…暮らしの中の省エネ

48 環境
中・高・
一般

Ｖ－1690
日本のエネルギー
光と影　7

第１５回…新エネルギーとは
第１６回…新エネルギー　普及への課
題

48 環境
中・高・
一般

Ｖ－1691
日本のエネルギー
光と影　8

第１７回…原子力ってなに？
第１８回…原子力発電所　災害への
備え　　　　　　　第１９回…事故からの
教訓　原子力の安全策

112 環境
中・高・
一般

Ｖ－1692
日本のエネルギー
光と影　9

第２０回…核燃料サイクル
第２１回…放射性廃棄物
第２２回…世界の原子力発電

112 環境
中・高・
一般

Ｖ－1693
日本のエネルギー
光と影　10

第２３回…石油をめぐる国際情勢
第２４回…世界の資源戦略と外交

48 環境
中・高・
一般

Ｖ－1694
日本のエネルギー
光と影　11

第２５回…小さい頃から積み重ね　身
につく教育を　第２６回…持とう「危機
意識」　地域・家庭で行動を

48 環境
中・高・
一般

Ｖ－1695
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 47 環境
中・高・
一般

Ｖ－1729
環境教育シリーズ

水は自然からのおくり物

生活になくてはならない水が不足した
り汚れたりしたら大変です。水は自然
からの贈り物であり、大切に使う工夫
が必要であることを描いています。

15 環境 小

Ｖ－1730
環境教育シリーズ

 生まれ変わるアルミ缶

使ったアルミ缶を捨ててしまえばゴミに
なりますが、再生すれば、またアルミ
缶になります。アルミ缶が再生される
までの人々の活動や努力を描いてい
ます。

13 環境 小

Ｖ－1731
環境教育シリーズ

さとうきびのゆくえ

砂糖の原料であるさとうきびの資源再
利用として紙が作られています。その
他に鉄屑、汚泥からの資源再利用の
工夫を描いています。

15 環境 小

Ｖ－1732
環境教育シリーズ

えんぴつとノートのふるさと

えんぴつやノートなど木製製品は身近
にたくさんあります。現在、木造校舎
や木製食器が見直され、森林の役割
や保護の大切さを知る活動が行われ
ています。

15 環境 小
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Ｖ－1733
環境教育シリーズ

ぼくの育った町・父の育った町

父の育った諏訪市と妻篭に行きまし
た。諏訪湖は以前公害で汚れていまし
たが、市や人々の努力で良くなってき
ており、妻篭も昔の町の保存に人々が
力をいれています。

15 環境 小

V－1826
ライフサイクル・アセスメントって、
なに？

品物やサービスを選択するとき、製品
が生み出されるまでの過程や、使い
終わった後の廃棄の問題までも考え
る必要があります。近年注目を集める
ようになってきたライフサイクル・アセ
スメントの概念を伝え、私たちの生活
をもう１度考えていきます。

18 環境 中

V－1853 ホタルが育つ水
ホタルの飼育を通して、水質汚染につ
いて考えていきます。

13 環境 小

V－1854 森林生態系の保全

ツキノワグマの生息できる森の規模や
自然環境を見つめ、森林生態系や生
物多様性を保全するため、保護林どう
しを森でつなぐ「森の回廊」の試みの
意義を訴えています。

23 環境 中 ・ 一 般

Ｖ－1856 森を創る

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

32 環境
小･中･
一般

Ｖ－1858 松本一家の水物語

川を汚しているのが自分たちの生活
排水であることを知り、自分たちででき
る台所排水対策等を学んでいきます。
いま川を汚さないために私たちに何が
できるのか、松山市の下水道につい
て説明しています。

16 環境 全般

Ｖ－1859 私たちの水道

ダムの水～浄水場～配水池～水道の
蛇口までの水の流れや、水の有効利
用、節水の工夫等、松山市の水道に
ついて説明しています。

16 環境 全般

V-1874
ストップ・ザ・地球温暖化！
（環境事業推進課寄贈）

地球温暖化の原因や今後の対策につ
いてわかりやすく説明しています。
（愛媛県）

16 環境 全般

V-1914 植物が育つ土

植物が豊かに生い茂っている林に入
ると、地面は落ち葉に覆われていて、
ふんわりしています。落ち葉は、小さ
な生き物の働きで植物が育つための
養分に変わります。

15 環境 小

V-1915 増えていく二酸化炭素

私たちの生活は、二酸化炭素を増や
しつづけています。二酸化炭素を減ら
すためには、どうすればいいのかを考
えていきます。

15 環境 小
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V-1916 酸っぱい雨

雨水が酸性である理由を実験を通し
て調べていく過程で、人間の営みが
酸っぱい雨と関係していることを示し
ます。

15 環境 小

V-1967 森と共に

日本人と森との深い関わりの歴史と、
その中で培われてきた独自の林業技
術を見つめ、またその技術を受け継ぐ
森の名手・名人の姿を通じて、日本の
木の文化の重要性を訴求していくもの
です。        （伊勢神宮式年遷宮、吉
野杉、漆かき、桶づくり）

34 環境 一般

V-1968
地球の環境問題を考える
(環境事業推進課寄贈）

松山市のごみ問題、地球温暖化につ
いて、南クリーンセンター、Re・再来
館、都市環境学習センター、新エネル
ギー利用の紹介しながらわかりやすく
解説しています。

17 環境 全般

V-2007 江戸のリサイクルに学ぶ
１９９５年教育映画祭優秀作品賞

江戸の昔の生活様式、当時の生活排
水や屎尿の処理、ゴミや日用品のリサ
イクル方法を描き、現代と対比しなが
ら、環境問題を考えます。

16 環境 中・一般

V-2008 美しい日本の自然

自然環境と生物との共生関係をテー
マにし、世界自然遺産に登録されてい
る白神山地や沖縄の珊瑚礁、琵琶湖
の里山などと、そこに動物との関係を
紹介しています。

20 環境 小

V-2009 変わりゆく地球

地球規模での環境問題をテーマにし、
酸性雨や森林破壊、地球温暖化など
と、その被害の実態を紹介していま
す。

20 環境 小

V-2010 身の回りのかんきょう調べ

身近な自然環境が好ましい状況にあ
るのか、野山の草花で自然度を、指標
生物で池や川の水質を、試薬を使って
大気中の浮遊物質を調べます。

20 環境 小

V-2011 地球にやさしい発電や燃料

太陽光や風力などの自然のエネル
ギーを利用する発電、燃料電池、自然
界の二酸化炭素循環を考えたバイオ
マスの考え方などを紹介します。

20 環境 小

V-2112
よみがえった環境
－公害をのりこえた北九州－

公害の歴史/環境浄化に立ち上がっ
た市民/市や工場の努力/きれいな町
を守る努力

15 環境 小

V-2113 森林をたんけんしよう！
森の不思議を探検しよう/森林を育て
る人々/森林の働き/森林を守る人々

15 環境 小

V-2114
MOTTAINAIで地球を守ろう１
地球規模で考える環境

植林活動でノーベル平和賞を受賞し
たワンガリ・マータイさん、アルピニスト
の野口健さん。環境問題に取り組む
二人の言葉を通じて、環境問題を語る
キーワード「もったいない」の大切さを
訴えかけます。

15 環境
小・中・高・

一般
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V-2115
MOTTAINAIで地球を守ろう２
新しい技術が地球を守る

燃料電池自動車、コージェネレーショ
ンシステム、バイオマスエネルギーの
利用など、環境問題の解決を目指し
て、現在様々な技術開発が行われて
います。多くのインタビューを交え、そ
の様子を紹介していきます。

15 環境
小・中・高・

一般

V-2116
MOTTAINAIで地球を守ろう３
くらしの工夫が地球を守る

環境問題の原因の多くは、私たち自
身のライフスタイルにあります。「もっ
たいない」を合言葉に、リデュース・リ
ユース・リサイクルの「３R」を家庭の中
ですぐに実践するための方法を具体
的に示します。

15 環境
小・中・高・

一般

V-2213 ぼくらのごみゼロ大作戦
リデュース・リユース・リサイクル

ゴミの問題を入り口にして、生活に密
接に関わっている「環境問題」を考え
ます。また、資源ごみのリサイクルや
リデュース、リユースに触れることで
「資源循環型社会」の考え方が、わ
かりやすく解説されています。

18 環境 中・高

V-2291 メダカのえさも生きている

卵からかえったばかりの子メダカ
は、水中の小さな動物を食べて成
長します。子メダカの餌になる小さ
な動物はもっと小さな植物を食べて
生活しています。それでは、小さな
植物がなくなったらメダカはどうな
ってしまうのでしょう。水中の小さな
動物や植物が生きつづけるための
環境条件が考えられています。

15 環境 小

V-2292
宇宙船「地球号」シリーズ
エネルギーってなあに？

エネルギーは、環境を考えていく上
で、もっとも基本的なことがらです。
この作品は、エネルギーと環境の
結びつきが分かりやすく示されてい
ます。

17 環境 小

V-2293
宇宙船「地球号」シリーズ
わたしたちの宇宙船
「地球号」は水の星

環境をめぐる水が取り上げられて
います。

15 環境 小

V-2294
宇宙船「地球号」シリーズ
森の中で見つけよう！
エネルギーの流れ

エネルギー・フローの入門編として、
森の中にもエネルギーの流れがあ
り、この大きな流れの中でさまざま
な生き物たちが互いに関わりあって
生きていることが紹介されています。

15 環境 小
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V－0010 炭酸ガスでウォームダウン
炭酸ガスのお風呂が疲労回復に効果
があることを紹介。

8 福祉・健康 一般

V－0183 もう、がんはこわくない！？
死因第１位の癌。どのような病気で、
どのようにして起こり、それを防ぎ、克
服して行くか考えます。

25 福祉・健康 一般

V－0190 盲導犬
総合訓練センターで猛勉強した盲導
犬が、いかに視力障害者の優秀な
パートナーであるか紹介しています。

16 福祉・健康 全般

V－0235
今、あなたの力で！
―社会福祉の仕事

福祉分野の第一線で活躍している寮
母、指導員、ホームヘルパーが、自分
の職務に対して心境を語り、福祉の仕
事の内容を説明しています。

25 福祉・健康
中・高・一

般

V－0304 小学生のためのブラッシング
小学生の発達段階にあわせた歯と歯
茎の健康のための磨き方を教えま
す。

29 福祉・健康 小

V－0336 ディサービス
送迎、給食、入浴サービス、保健・行
政・福祉の連携など、利用者主体の現
場からの報告。

26 福祉・健康 一般

V－0337
寝たきり老人ゼロ作戦①
寝たきり老人ゼロをめざして
厚生省推薦

日本社会独特のいたわりの心が寝た
きり老人を生み出す結果となりまし
た。いま、寝たきり老人ゼロに向けて
意識改革が始めっています。

30 福祉・健康 一般

V－0338
寝たきり老人ゼロ作戦②
生きる意欲を支えるもの
厚生省推薦

寝たきり老人とならないために、リハビ
リをしますが、リハビリという長い道程
に参加する医師、療法士、看護師、保
健婦、そして家族の温かな励ましが生
きる意欲を支えています。

30 福祉・健康 一般

V－0339
寝たきり老人ゼロ作戦③
地域ケアの実現
厚生省推薦

寝たきり老人を抱える家族の苦痛を和
らげる解決策はあるのでしょうか。広
島県御調町で行われている「地域ケ
ア」を解決例のひとつとして紹介してい
ます。

30 福祉・健康 一般

V－0342 上手な医者のかかり方・５ヶ条
保険証の大切さ、はしご受診の問題
点、問診の心がまえなど、コメントを交
えて説明。

25 福祉・健康 一般

V－0343
子育ての中の基礎体力作り
６～９歳編
文部省選定

６～９歳児中心に、基礎体力向上のた
めの実践例をもとに具体的に説明して
います。

20 福祉・健康 小・一般

V－0395 広がる緑のボランティア

オイスカとして海外での植林活動に毎
年１０００名程度のボランティアが派遣
され、その活動の記録を中心に編集さ
れています。

16 福祉・健康 小・中

V－0440 わすれるもんか！（アニメ）

視覚障害者の正彦のｷﾞﾀｰ演奏会に集
まった満員の聴衆を感動させたもの
は？幼稚園の元先生や元番長健治た
ちが奏でる心温まる物語。

40 福祉・健康 小
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V－0453 驚異の世界⑧ 障害をこえて（不滅の人間） 49 福祉・健康 一般

V－0460
いきいきライフ大発見
―シニアボランティアの活躍

在日外国人に日本語を教えたり、おも
ちゃの病院をひらくなど、地域の中で
積極的に生きる人たちを紹介し、定年
後の一つの生き方を示しています。

30 福祉・健康 一般

V－0461
どんなご縁で
―ある老作家夫婦の愛と死

ボケの症状を示す妻との愛の葛藤の
３年間を描き、避けられない老いと死
を見つめた作品。

45 福祉・健康 一般

V－0462

風の色が見えた
―私たちの第二の青春
文部大臣賞、文部省選定、総務庁推薦、
厚生省推薦、労働省推薦

定年後、紙芝居の絵を描いて欲しいと
頼まれました。定年後の社会参加に
ついて考えます。

31 福祉・健康 一般

V－0543 ありがとう
筋ジストロフィーで２３歳の命を終えたI
君。家族の生き様を記録した作品。

54 福祉・健康 一般

V－0544
おばあちゃんほほえみをもういち
ど　　　　　　　　　　　　　　　　　文部
省選定

ある高校生と高齢者福祉の先進国デ
ンマークの少女との出会いを通して、
各国の高齢者社会の実情を比較しな
がら、家族・地域のあり方を示唆して
います。

30 福祉・健康 一般

V－0546 成人病の予防と健康作り

成人病の予防と運動、栄養改善を分
かりやすく描くと同時に、成人病と深い
関係にある肥満の防止や、生活改善
で積極的な健康づくりを呼びかけま
す。

28 福祉・健康 一般

V－0547 歩く健康法
文部省選定

運動不足を克服する方法として、歩く
事を見なおし、生理学上から効用を説
き、正しい歩き方について解説してい
ます。

26 福祉・健康 一般

V－0568 健康に役立つ微生物

腸内細菌には善玉菌・悪玉菌があり、
健康で長生きするためには、腸内細
菌のバランスを常に善玉菌優勢にして
おくことが大切です。

24 福祉・健康 一般

V－0636 いきいき老後

健やかに老後を過ごすには、地域の
中で自分の役割を持ちつづけて行く事
が大切です。生きがいを求めながら、
明るく積極的に生活している人々を紹
介しています。

30 福祉・健康 一般

V－0637 健康な老後の秘訣
高齢者の日常の活動事例を描きなが
ら、高齢者の健康づくりに役立つ実践
知識や心得を紹介しています。

29 福祉・健康 一般

V－0965
ぽっぽちゃんの目にっき
（字幕入り）

ぽっぽちゃんは、生まれつき聴覚障害
者です。障害児教育のあり方、障害者
と家族との関わり、社会生活の中での
問題点などを取り上げています。

40 福祉・健康 小･中

V－0966 ひろがれぬくもりの輪
広い範囲にわたるボランティア活動を
ドキュメンタリーで綴っています。

27 福祉・健康 一般
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V－0974
健康管理ビデオ
がんばれ実年①

ストレスとからだの病気その健康法 26 福祉・健康 一般

V－0975
健康管理ビデオ
がんばれ実年②

老化の信号、目の病気、糖尿病 27 福祉・健康 一般

V－0976
健康管理ビデオ
がんばれ実年③

更年期障害、子宮癌 27 福祉・健康 一般

V－0977
健康管理ビデオ
がんばれ実年④

女性に多い膀胱炎
老化と前立腺

27 福祉・健康 一般

V－0978
健康管理ビデオ
がんばれ実年⑤

めまい耳が遠くなる 27 福祉・健康 一般

V－0979
健康管理ビデオ
がんばれ実年⑥

心臓病とストレス 27 福祉・健康 一般

V－0980
健康管理ビデオ
がんばれ実年⑦

肥満と糖尿病、肥満と成人病 27 福祉・健康 一般

V－0981
健康管理ビデオ
がんばれ実年⑧

アルコールと肝臓
肝臓のいたわり方

27 福祉・健康 一般

V－0982
健康管理ビデオ
がんばれ実年⑨

生活のリズムと健康
医食同源

27 福祉・健康 一般

V－0983
健康管理ビデオ
がんばれ実年⑩

老いては骨がもろくなる
寝たきりにならないために

27 福祉・健康 一般

V－1007
わかりやすい家庭看護シリーズ1
巻
身体の清潔

ベットの上での清拭の方法、口腔内の
清潔や洗髪方法について分かりやす
く説明しています。

23 福祉・健康 一般

V－1008
わかりやすい家庭看護シリーズ2
巻
入浴

衣服の着脱から入浴中の動作までの
介護の方法とそのポイントを示してい
ます。浴室で使われる機器なども紹介
しています。

21 福祉・健康 一般

V－1009
わかりやすい家庭看護シリーズ3
巻
からだの移動

日常生活に必要となる基本動作の方
法を説明しています。移動に必要な福
祉機器や補装具も紹介しています。

22 福祉・健康 一般
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V－1010
わかりやすい家庭看護シリーズ4
巻
排泄の介助

排泄は自分でしたいという気持ちや高
齢者の排泄の特徴を特徴を説明した
後、排泄介護のポイントや設備改善な
どについて紹介しています。

27 福祉・健康 一般

V－1011
わかりやすい家庭看護シリーズ5
巻
食事の自立

高齢者が食事動作を自立して意欲的
な生活を送るには、栄養面だけでなく
周囲の思いやりが大切です。障害者
用の調理器具も紹介しています。

20 福祉・健康 一般

V－1012
わかりやすい家庭看護シリーズ6
巻
とこずれの予防

とこずれ予防のための介護のポイント
と、介護用品や身の回りのものの工夫
を紹介しています。

20 福祉・健康 一般

V－1013
わかりやすい家庭看護シリーズ7
巻
痴呆性高齢者の介護

脳欠陥性痴呆、アルツハイマー型老
年痴呆などによる問題行動に対し、介
護者はどのように接したらよいかを紹
介しています。

26 福祉・健康 一般

V－1014
わかりやすい家庭看護シリーズ8
巻
痴呆性高齢者の介護２

痴呆性高齢者の介護について、本人
と介護者によりよい方法を事例を通し
て説明し、介護者負担軽減のための
制度、施策も紹介しています。

27 福祉・健康 一般

V－1078 ご一緒しましょう
視覚障害者の方の日常を紹介し、接
し方やどのような手助けが必要かを描
き、ボランティアの意欲を高めます。

21 福祉・健康 小

V－1101
地球人になろうシリーズ
小学生のボランティア入門

ボランティア活動は小学生にでもで
き、自主性や社会性などを育てます。
ボランティアに取り組んでいる小学生
を紹介します。

28 福祉・健康 小

V－1102
地球人になろうシリーズ
中学生のボランティア入門

めまぐるしく変化する中学時代。この
時期に机の上では学べない体験をす
ることは大切なことです。

28 福祉・健康 中

V－1103
ボランティア活動入門
はじめてをはじめよう

ボランティアという言葉を聞いても、ど
んなことをしたらよいか戸惑う人に、ボ
ランティアはいくらでもあることを説明
しています。

30 福祉・健康 一般

V－1104 素敵にボランティア

ボランティアをしていた人がボランティ
アを受けるようになって、望まれるボラ
ンティアはどのようなものかについて
述べています。

32 福祉・健康 一般

V－1105
ゆとりある老後をめざして
健康は自らつくる
文部省選定

生涯を通じた健康こそ、高齢化社会に
おける最も重要な要素のひとつと捉
え、若いうちから老後まで見通したうえ
で、心身ともに健全な生き方を考え、
実行していく必要性を訴えています。

25 福祉・健康 一般

V－1106
ゆとりある老後をめざして
10万時間どう生きますか
文部省選定

６０歳からの２０年間の１０万時間を、
何を生きがいにしてどう生きるのかが
大きな課題。生きがいとゆとりのある
老後を考えます。

25 福祉・健康 一般

V－1107
ゆとりある老後を目指して
生涯学習で自立
文部省選定

超高齢化社会をどう生きるか。生涯学
習を仲立ちとして、世代を超えた生涯
学習システムを作り上げた大学塾を
紹介しています。

25 福祉・健康 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1108 考えていますかあなたの老後

悔いのない高齢期を送るためにはどう
したらよいのでしょうか。ある高齢者の
生活ぶり、生き方をみながら考えま
す。

29 福祉・健康 一般

V－1109 夫と妻の豊かな老後のために

いずれは親と子、別々の人生を歩み
ます。お互いに甘えをすて、それぞれ
の生活は自分で気づくという積極的な
気持ちで生きる事を提案しています。

30 福祉・健康 一般

V－1142
わかりやすい家庭介護シリーズ１
５巻　在宅で介護を始めるにあ
たって

在宅で介護にあたっている４人の家庭
の状況を通して、介護に必要な家庭
の協力、公的サービスの利用、介護
相談の窓口等をわかりやすく紹介しま
す。

29 福祉・健康 一般

V－1184 人口呼吸と心臓マッサージ

呼吸が停止している場合は、直ちに気
道を確保して正しい方法で人口呼吸を
行わなければなりません。人口呼吸
は呼気吹き込み法により、患者の呼
吸が回復するまで続けます。その他、
練習用人形を使った心臓マッサージ。

12 福祉・健康
中・高・一

般

V－1188 共に生きる

母の行動を見つめていくうちに、しだ
いにボランティア活動の真の意味に目
覚めていく百合子の姿を描きながら、
みんなで共に助け合い、励まし合って
『共に生きる』という精神が、いかに大
切かを浮かび上がらせます。

18 福祉・健康
中・高・一

般

Ｖ－1198
少しは汗をかきませんか
（働きざかりの運動と健康）

働きざかりの健康維持のための運動
の実践に、その意味・方法・心構えな
どについて科学的実証的にえがいて
います。

25 福祉・健康 一般

Ｖ－1308 ある課長の不思議な出来事

生活習慣病のほとんどは本人の悪い
生活習慣に起因しています。このビデ
オは日常生活でどのようなことに注意
していかねばならないかを２０項目に
分類し、実行しやすいように解説した
ものです。

45 福祉・健康 一般

Ｖ－1379 マザーテレサ（アニメ）

とてつもなく豊かな人々と路上で暮ら
すような貧しい人々が混在するイン
ド。修道院の学校の校長をしていたテ
レサは、貧しく苦しんでいる病人、学校
にいけない子供、親のいない赤ちゃ
ん、ハンセン病患者などのために奉仕
しようとスラムへ入ります。

20 福祉・健康 全般

Ｖ－1385 中高年の健康づくり
厚生省推薦

大妻女子大学家政学部、橋本勲教授
の監修・指導を得て、適度の運動がな
ぜ成人病予防に効果があるということ
を科学的に示し、歩くことの効用、どの
ような運動を日常生活の中にどう取り
込んだらよいかを実証的に示します。

15 福祉・健康 一般

Ｖ－1386 効く！疲労回復方法

疲労の度合いは、まさにひとそれぞれ
です。たかが疲れと侮ってはいけませ
ん。健やかな毎日を送るために、自分
に合った回復方法を選ぶための様々
な場面を想定し、解説したものです。

30 福祉・健康 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1407
みんな友達手話①
手話ってなあに？

手話ってなあに（手話の基本と特徴）、
あなたの名前は？（基本的な名前の
表現を知る）、いくつ？（数詞・いくら・
何時・年齢・学年）、家族を紹介しよう
（父・母・兄弟・姉妹・祖父・祖母）、指
文字（五十音手話による物語表現）

40 福祉・健康 全般

Ｖ－1408
みんな友達手話②
あいさつをしよう

あいさつをかわそう（おはよう・こんば
んは・ありがとう等）、聞いてみよう（疑
問形何？どこ？いつ？等）好きなも
の・得意なもの（好き・嫌い・苦手・出来
る・出来ない）、耳の聞こえない人の家
に行こう（ろう者の生活、手話による物
語表現）

42 福祉・健康 全般

Ｖ－1409
みんな友達手話③
身の回りのこと

日の生活(朝起きる～夜風呂に入る）、
1週間のスケジュール（曜日の表し
方）。1年のカレンダー（月の表し方・季
節等）、手話の上手な表現（過去・現
在・未来）、間違い探し（正しい手話は
どっち？手話による物語表現）

46 福祉・健康 全般

Ｖ－1420
思い出の一冊の本
子供と読書

この頃の子供はあまり本を読まないと
いわれています。テレビや漫画の溢れ
る世相の中で、読書に何とか馴染ま
せたいと願う大人の気持ちには切なる
ものがあります。この作品では、野球
好きの少年に、野球に関連して読書
への糸口をつくり、徐々に興味を広げ
て、やがて本を読むことの”よさ”がわ
かり、生活態度も変わってきた経過が
示されています。

30 福祉・健康 一般

Ｖ－1421 よし！僕がやる！

幼い時､祖父から受けたやさしい心の
ありがたさが、身にしみている若者
が、心身共に衰えてきた祖父をかばい
ながら、お年寄りが希望する、若者た
ちとのふれあいの場を作ることに協力
する姿を、事実あった新聞記事に取材
して描き、若者とお年寄りが一緒に
なって生活する場をもつ、混合異世代
の生活が、超高齢化社会に向うこれ
からの世の中の生き方として重要であ
ることを訴えます。

38 福祉・健康
中・高・
一般

Ｖ－1423 分かりあうって素敵です
聴覚障害者とコミュニケーション

オリックス㈱に勤める大星由美子さん
は、生まれたときから耳と言葉が不自
由な聴覚障害者。彼女は今、人事部
の主任として第一線で活躍していま
す。このように聴覚障害者が能力を発
揮し、生きがいをもって働くためには円
滑なコミュニケーションが欠かせませ
ん。そこで聴覚障害者とのコミュニ
ケーションについて、その基本から考
えます。

32 福祉・健康
中･高･
一般

Ｖ－1425 愛が聞こえますか
聾唖者への理解と思いやり

１才過ぎたころから髄膜炎がもとで聴
覚と言語を失った遼子。普通の小学
校、中学校と進学した遼子が健常者と
共に必死に生きていく様子を、ピアノ
練習・運動クラブなどを通して描いて
いるドラマ。

54 福祉・健康 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1426
ヘレンと共に　アニー・サリバン
（アニメ）

目と耳と口が不自由な身で、世界中の
身体障害者のために活動したヘレン・
ケラー。その彼女を支えた家庭教師ア
ニー・サリバンの生涯を言葉を教える
ために悪戦苦闘した家庭教師時代を
中心に、努力することの大切さを描き
ます。

20 福祉・健康 全般

V-1435 みんなともだち手話９

＜会話学習と聾唖者への理解促進＞
待ち合わせ：待つ・会う・遅れる・一緒・
一日、電車にのろう：どこからどこま
で・時の流れ・だいたい・事故、水族館
で遊ぼう：海の生き物・いっぱい・道
順、おみやげを買おう：迷う・買う・言
う・どっち、楽しかったね：印象や思い
出の表現・また一緒に行こうね・手話
による物語表現

41 福祉・健康
小･中･ 一

般

V-1436 みんなともだち手話１０

＜手話で話すための基礎作りと手話
への一般的なＱ＆A>手話ならではの
表現：手話の表現、手話のイントネー
ション：表情の使い方、指や空間の利
用：方向・向き・指の役割、手話は世
界共通？：手話に対するＱ＆Ａ、手話
とジェスチャーはどこがちがうのでしょ
うか？：手話の楽しみ方

35 福祉・健康
小･中･ 一

般

V-1523 支えて生きる・支えられて生きる

「誕生・成長・老い」を児童自身の問題
としてとらえさせます。それぞれの人
生の段階で、どんなサポート（福祉）が
あればいいのか、いろんな福祉の現
場を実際に調べながら考えていきま
す。活動を通してボランティアスピリッ
トが生まれていく様子を描きます。

20 福祉・健康 小・中

Ｖ－1648

輝きたい
～ヤング・エイジのボランティア活動
～
文部省選定

自分らしい生き方をボランティア活動
のなかに見いだした若者たちがいま
す。その若者たちの生き方をいくつか
取り上げ、ボランティア活動の魅力を
探ります。

20 福祉・健康 小・中・高

Ｖ－1724
虫歯になった王様（アニメ）
文部省選定
日本学校歯科医会推薦

甘いものが大好きな動物村のライオン
の王様を通じて、正しい歯の磨き方
と、虫歯予防に必要な食生活や歯と
健康を保つことの大切さを教えます。

13 福祉・健康 幼・小

Ｖ－1725 障害者の心

障害のある人たちは、どのようなこと
に不自由を感じ、どのようなときに手
助けを必要としているのでしょうか。社
会生活の中で感じる様々な問題点に
ついて、障害のある人が自らの視点で
語っていきます。

20 福祉・健康 全般

Ｖ－1726
ともに生きるためにシリーズ

あなたにもできる車椅子の介助
1995年教育映画祭最優秀作品賞

車椅子で行動しようとすると様々な障
害に出くわします。色々なケーススタ
ディを通して、車椅子の介助の仕方を
実践的に示した作品。

9 福祉・健康 全般

Ｖ－1727
ともに生きるためにシリーズ

視覚障害者の介助
1995年教育映画祭最優秀作品賞

白杖や点字ブロックを頼りに行動して
いる人を見たらどうするか。様々な事
例を通して、目の不自由な人が困るこ
とをはじめ、適切な誘導の仕方を具体
例と共に示します。

10 福祉・健康 全般
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Ｖ－1728

ともに生きるためにシリーズ

聴覚障害者とのコミュニケーショ
ン
1995年教育映画祭最優秀作品賞

聴覚障害者とコミュニケーションを図る
ために心得ておきたいこと、相手の立
場に立って、接すれば素晴らしい会話
が成り立つこと等を実践的な事例を通
して示します。

9 福祉・健康 全般

Ｖ－1827 インフルエンザ
文部科学省選定

インフルエンザのメカニズムと予防法
を小学生の視点から分かりやすく解説
しています。

12 福祉・健康 小

Ｖ－1828 地域の虐待防止

隣の子どもの悲鳴を耳にしたある主婦
のドラマを軸とし、大きな社会問題と
なっている児童虐待問題への関わり
方を探っていきます。

26 福祉・健康 一般

Ｖ－1829
生きています、１５歳。（アニメ）
文部科学省選定、２００３年教育映像祭
最優秀作品

僅か５００グラムで生まれ、未熟児網
膜症のために失明してしまった井上美
由紀さんとお母さんの心の交流と成長
を描いた著書のアニメ作品。

22 福祉・健康 全般

V-1917
「障害者」それぞれの暮らし
それぞれの自立

地域社会へ出て暮らし始めている障
害者たちを取材しています。

27 福祉・健康 一般

V-1918
おじいちゃんの花火（アニメ）
文部省選定

交通事故で両親を失い、自らも障害者
となった中学生・百合子は、未だ会っ
たことのない祖父に会うために旅に出
ます。

25 福祉・健康 小・中

V-1919
どんくりの家（アニメ）
文部省特選
厚生省推薦

実在するろう重複障害者のための共
同作業者をモデルに取り組む感動の
ニューマン・ホームドラマ。

110 福祉・健康
小・中・高・

一般

V-1920 五井先生と太郎（アニメ）

五井先生は太郎だけを呼び捨てにし
ていました。ある日、太郎は五井先生
から呼び捨てにされる理由を聞かさ
れ、二人の心は通い合いますが…。

15 福祉・健康 中

V-1955
少子高齢社会への対応
文部科学省選定
２００１年教育映像祭優秀作品賞

少子高齢社会を迎える中、私たちはど
のような対策が取れるのでしょう。少
子化と高齢化に分けて、取材を交えな
がら対策を考えます。高齢者や働く女
性が生き生きと暮らしていく社会を提
起します。

20 福祉・健康 一般

V-1956
痴呆性老人を考える
文部省選定

老人性痴呆症への不安や偏見を解消
するために、正しい知識と対処法を紹
介。老人の人格を尊重し、家庭・施設・
地域社会が暖かく見守っていくことの
大切さを訴えます。

31 福祉・健康 一般

V-2017
ドメスティック・バイオレンス
文部科学省選定
教育映像祭優秀作品賞

ドメスティック・バイオレンスとはいった
い何なのか、そしてその被害から逃れ
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ていきま
す。

38 福祉・健康 一般

V-2018 ドメスティック・バイオレンス２
文部科学省選定

DV被害者支援に携わる人たちの話し
合いから、援助や対応について考えて
いきます。

30 福祉・健康 一般
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V-2036
桂福団治の手話落語
（日本の民話）

手話落語の第一人者による日本の民
話：ツルの恩返し/どっこいしょの豆腐
/       鶴亀さん

23 福祉・健康 一般

V-2037 この手で歌おう①
この手で歌おう（指文字の歌）/ともだ
ちはいいな/WAになっておどろう

41 福祉・健康 一般

V-2038 この手で歌おう② 翼をください/贈る言葉/長い時間 40 福祉・健康 一般

V-2039 この手で歌おう③
ちゅうりっぷ/さんぽ/ありがとう　さよう
なら

30 福祉・健康 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2040 この手で歌おう④
はじめの一歩/この星に生まれて/切
手のないおくりもの

41 福祉・健康 一般

V-2041 この手で歌おう⑤ 心の瞳/旅立ちの日に/夜空ノムコウ 53 福祉・健康 一般

V-2117
知的障害者
－自立という選択(字幕入り）
文部科学省選定

施設に暮らし自立を目指す知的障害
者や、グループホームで暮らす障害
者、就労している障害者、そして働き
ながら結婚生活を送っている障害者た
ちや、その周辺でフォローしている
人々を実際に取材し、知的障害者との
共生の今を考えます。

22 福祉・健康 中･高･一般

V-2118

身体障害者
－社会に向けて自分を発信する
（字幕入り）
文部科学省選定

パソコンを使って自宅で就労している
身体障害者や、障害者ならではの視
点で会社を経営している障害者、劇団
を主宰することで自分を発信している
障害者などを実際に取材し、身体障害
者との共生の今をレポートしていま
す。

22 福祉・健康 中･高･一般

V-2119

精神障害者
－歪んだイメージを問い直す
（字幕入り)
文部科学省選定

精神障害者の７割を占める総合失調
症を中心に精神障害者の今を伝えま
す。２３年間入院していた精神病院を
退院して自活をはじめる人、精神障害
者の就労の現状、精神障害者のス
ポーツ団体－ピアサポート活動などを
取り上げています。

22 福祉・健康 中･高･一般

V-2120
桂福団治の手話落語（大阪冬物
語）
文部科学省選定

手話落語の第一人者による心の手話
落語　大阪冬物語～しじみ売り～

29 福祉・健康 一般

V－2182 この手で歌おう⑥
証城寺のたぬきばやし/森のくまさん/
ピクニック

23 福祉・健康 一般

V－2183 この手で歌おう⑦
ともだちになるために/学芸会のうた/
大きな古どけい

46 福祉・健康 一般

V－2184 この手で歌おう⑧
Smile Again/瑠璃色の地球/上を向い
て
歩こう

48 福祉・健康 一般

V－2185 この手で歌おう⑨
世界中のこどもたちが/BELIEVE/仰げ
ば
尊し

40 福祉・健康 一般

V－2186 この手で歌おう⑩ 花/サライ/TSUNAMI 64 福祉・健康 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0054
親の目子の目
「ビェットくん１９歳の春」

ベトナム難民１２歳のビェット君が言
葉・習慣の異なる日本で逞しく成長し、
里帰りから社会人になるまでのドキュ
メント。

28 家庭教育 一般

V－0100
親の目子の目
「新しい生命との出会い」

長女１０歳の５人家族に、赤ちゃんの
誕生を迎えました。事前準備、協力体
制、新しい生命の誕生に立ち会った貴
重な記録。

28 家庭教育 一般

V－0130
親の目子の目
「自然はぼくらの保育室」
平成２年文部大臣賞受賞

長野県飯綱高原、子ども幼児教室で
の山菜取り、野菜づくり、田植え泥ん
こ遊びなど、自然の中で成長している
保育記録。

28 家庭教育 一般

V－0261
親の目子の目
「寿司道を歩む」

鹿児島県喜入町の上田さん、中２から
家業の寿司修行。親と子が調理場で
は親方と弟子。不安、悩みながら寿司
道を歩みます。

27 家庭教育 一般

V－0334
学級集団の成長
ある教師の保育日誌

自主性、創造性、知的好奇心の開発
や個と集団の成長、学級経営、教師
の役割などが実践を通して描かれて
います。

21 家庭教育 一般

V－0335 子供の絵を読み取る

子どもたちが実際に絵を描いている様
子を紹介しながら、絵から子どもの気
持ちを読み取ることを考えていきま
す。

20 家庭教育 一般

V－0457
こころをひらく
―育ちあいをもとめる教育

障害がある子どもと保育者の関係、子
ども同士の係わり合いんど、保育のあ
り方について問題を提起しています。

21 家庭教育 一般

V－0458
もう一回やろうよ
―心がうごく体がうごく

健康な心と体の基礎は幼児期に培わ
れます。よく動く体や自分から運動しよ
うとする意欲・態度は遊ぶ中で育てら
れます。

21 家庭教育 一般

V－0459 子どもの意欲を育てる

炊事に興味をもっている娘に母はさせ
ません。友人の助言でさせたところ、
家族全員で片付けをすることになりま
した。意欲を育てる事の大切さを描き
ます。

32 家庭教育 一般

V－0540
子どもを見る目
―ある保護者の実践記録から

保育現場で自主性の尊重や創造的な
芽を助け方向付けて行く事は難しいと
いわれています。皆が参加できる遊び
を導きだす実践の記録。

45 家庭教育 一般

V－0541 ほめて育てる

誉め言葉は子どものやる気と自信を
育てます。小学低学年に焦点をあて、
誉める事が子どもに与える影響をさぐ
ります。

29 家庭教育 一般

V－0542 根気強い子に育てる
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ます。

30 家庭教育 一般

V－0549

がんばったねお母さん
文部省特選
1989年度優秀映像教材選奨最優秀作品
賞受賞

働く母に不満を持っていた小４の少女
が、母を理解し、家族が助け合って生
きていくことの大切さを学びます。

39 家庭教育 小･中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0562
親の目子の目
「妙ちゃんのイラスト日記」

闘病生活を送る小６の妙ちゃんが温
かい両親や先生、友達に囲まれ大好
きなイラスト日記を通して、自分の夢を
確かなものにしていく実録。

27 家庭教育 一般

V－0633 叱らない時代　叱れない親
文部省選定

時代の風潮として誉める事は教育上
手、叱る事は悪いという考え方が強
く、過保護時代に結びついていきま
す。正しい叱り方を考えます。

30 家庭教育 一般

V－0634 あたたかい心をありがとう

身近なお年寄りや体の不自由な人に
対する母親の温かい心。それが子ど
もの思いやりの心を育む原動力にな
ることを描いています。

30 家庭教育 一般

V－0635 ゆとり―優しさとふれあいを育む

親や周囲の大人が無意識の内にとっ
ている利己的な態度が、他人の心や
迷惑を考えない子どもを生み出してい
るのではないか問題提起しています。

31 家庭教育 一般

V－0865 親の目子の目「私らしく」
アメリカ在住経験のある中３の女子学
生が、自分の夢に向かって、自分らし
く生きようと努力する姿を描いた作品。

30 家庭教育 一般

V－0957 お母さんの卵焼き
文部省特選

様々の偶然が重なって、とうとう材料
が買えなかったのに、遠足に期待通り
の弁当を作ってくれたお母さん、家族
愛に目覚めていく様子を描いていま
す。

21 家庭教育 小

V－0963 ナオミさんは二人前！？
仕事をしながら子育てをする母親と１
０歳の少女の親子の生活と心の交流
をユーモラスに描いています。

20 家庭教育 小･中

V－0964 八重ちゃんのフライパン日記

小４の八重ちゃんは、体の弱いおばあ
さんとお父さんの３人暮らしです。八重
ちゃんが綴った日記を中心に、力を合
わせて明るく暮らす様子を描いていま
す。

53 家庭教育 小･中

V－1098 我が子の心が見えない

いじめによって同級生を自殺に追い込
んだ中２の息子をもつ母親は、どのよ
うにして我が子の心を開いていくので
しょうか。

32 家庭教育 一般

V－1099 お母さんの請求書
プラモデルを欲しいが小遣いがないタ
ケシは、友達の話を危機悩みぬいた
末、母に請求書を書くことにしました。

20 家庭教育 小

V－1100 手のひらの詩
文部省選定

暮らしの中でものの価値を見出し、大
切に活用する家族の姿を描いていま
す。

32 家庭教育 一般

V－1147 やさしいローンとクレジットの話

ローンとクレジットの基本、四つのＣや
個人情報センターについて具体的に
説明、ローンやクレジットを上手に生
活に生かしていくための心構えを示し
ます。

26 家庭教育 一般

V－1157
家庭教育ビデオ１
頑張れ！お父さん

実際に子育てを経験した方々の、それ
ぞれの『子育て奮闘記』は様々な家族
の姿を浮き彫りにすると同時に、育児
に悩むお父さん、お母さんを励ましま
す。

16 家庭教育 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1158
家庭教育ビデオ２
子どもとしつけ

子どもにやってはいけないことや間
違った行いをしっかり正すこと、自分
の行いに責任があることに気付かせ
ることなど、『しつけ』について、お父さ
ん、お母さんに気づき、理解し、自信を
持ってもらおうとつくりました。

16 家庭教育 一般

V－1159
家庭教育ビデオ３
ゆっくり、ゆったり

平均値や相対的な順位にとらわれ
ず、子どもの個々の成長にしっかりと
目を向け、伸ばしていこうとする姿勢
が、子育てに求められています。様々
な分野の専門家がそのコツを伝授して
いきます。

17 家庭教育 一般

V-1468 家庭教育手帳
過保護や過干渉、育児不安やしつけ
への自信喪失等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 家庭教育 一般

V-1470 家庭教育ノート
過保護や過干渉、育児不安やしつけ
への自信喪失等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 家庭教育 一般

V-1608 新米ママ・パパへ贈るメッセージ

初めて経験する子育て。期待と喜び、
そして不安に満ち溢れていることで
しょう。そんな新米ママ、パパに向け
て、子育て進行中の先輩達の経験か
ら生まれた、できたてホヤホヤの温か
いメッセージを紹介します。

21 家庭教育 一般

V-1621
マネー落語
うっかり父さん しっかり母さん

金銭教育には、子どもたちに持ってい
てほしい『計画性』『親（労働）への感
謝』『社会との関わり』『友だち・信用』
『物を大切に』などの要素が集約され
ています。これらの要素を自然に子ど
もたちに身につけてもらえるように、落
語を通して、金銭教育をしようとしたも
のです。

32 家庭教育
小・中・　一

般

Ｖ－1696
心の応援歌　親子で育む
「素晴らしき思春期」

思春期になる子どもは、今までと違う
態度や行動を取るようになります。親
は子どもをよく理解できなくなり、子育
てに対する自身が揺らいだりします。
このビデオでは、「思春期」をキーワー
ドとして、専門家からのアドバイス、子
ども達自身からの声などを集めまし
た。子育てのヒントとして活用できま
す。

26 家庭教育 一般

Ｖ－1830 幼児の生活と心身の発達
１９９３年教育映画祭優秀作品賞

幼児の体の発達や運動機能、社会性
の発達を描き、幼児の生活を通じて保
育の重要性、幼児の成長、発達に及
ぼす親や家庭の影響を考えます。

20 家庭教育 中

V-1876
子どもの居場所づくり
－基本編

子どもの居場所づくりの意義や重要性
について考えます。

27 家庭教育 一般

V-1877
子どもの居場所づくり
－マニュアル編

子どもの居場所づくりの進め方を実践
例を通して見ていきます。

30 家庭教育 一般

V-1878
子どもの居場所づくり
－事例編

全国各地で進められている様々な子
どもの居場所を紹介していきます。

25 家庭教育 一般
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V-1921
幼児と言葉
厚生労働省推薦

ものを知り、人に伝え、考え、発見する
すばらしい手段である言葉の獲得と発
達の道筋をたどりながら、子どもの可
能性をいかに引出していけばよいかを
考えます。

20 家庭教育 一般

V-1922 心と身体の発達

０～６歳まで、子どもはどのような発達
の過程をめぐり、生きる力を身につけ
ていくのでしょうか。年ごとの発達の様
子をドキュメントしています。

21 家庭教育 一般

V-1923 自発性と意欲

反抗期は子どもの発達過程でどうして
も通らなければならない過程。こうした
反抗期をくぐり抜けてこそ、自主性や
意欲が身についてきます。

22 家庭教育 一般

V-1924
生活習慣としつけ
２００３年教育映像祭優秀作品賞

しつけにはどんなことがあるのでしょう
か。個人差はありますが、いつ頃から
どのようにしたら良いのでしょうか。

20 家庭教育 一般

V-1925 遊びと人とのかかわり

遊ぶことで脳に刺激が伝わり、鍛えら
れ、運動神経も発達し、身体も成長し
ていきます。その過程での人とのかか
わりが大切です。

21 家庭教育 一般

V-2012 子育て不安を乗り越えて
子育て中の親たちへ向けて/子育ての
不安を語る母親たちの声/各支援セン
ターの思い

22 家庭教育 一般

V-2013 子育て支援に求められるもの

子育て支援者へ向けて/取り組みが注
目されている施設の支援者に、子育て
支援のポイント、課題や陥りやすい問
題点、工夫などを聞く

26 家庭教育 一般

V-2014 絵本読み聞かせ①
絵本研究家：高山智津子さんの講演
会（３０年に及ぶ読み聞かせ研究のノ
ウハウを伝授）を収録しています。

60 家庭教育 一般

V-2015 絵本読み聞かせ②
徳永満里さんの読み聞かせ実践
０～２歳児

40 家庭教育 一般

V-2016 絵本読み聞かせ③
徳永満里さんの読み聞かせ実践
３～５歳児

40 家庭教育 一般

V-2121 子どもの非行と親の接し方

親が子どものことに無関心、無責任な
接し方の例と、期待していたが子ども
がそれに答えられないと見るや見捨て
ようとする親の例を取り上げました。２
つのエピソードを元に、親は子どもの
規範意識を育てることの大切さや親子
の対話の大切さ、そして子どもの非
行、再犯を防ぐためにはどう接したら
よいか考え、望ましい親の接し方を示
唆しています。

23 家庭教育 一般
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V－0055
クルマは友だち
若者たちへのメッセージ

優秀なドライバーになるための技術・
操作などについて説明しています。

18 防災安全 一般

V－0270
マグニチュード７．９
地震予知の科学

岩石破壊の実験を中心に地震予知の
実用化を訴え、被害規模を説明し、防
災対策の重要性を説きます。

27 防災安全 中・高

V－0322
好きです自転車
安全な乗り方

若年者の自転車利用の実態、危険な
乗り方や横断、信号無視などを通し
て、安全な乗り方を指導します。

10 防災安全 小･中

V－0344 大地震が学校をおそった
対応の仕方をきめ細やかに描き、み
んなで協力して立ち向かう積極的な姿
勢の育成をねらいます。

20 防災安全 小･中

V－0467 震度７・阪神大震災の教訓① 地震発生、交通の混乱など。 29 防災安全 一般

V－0468 震度７・阪神大震災の教訓②
ガス・電気会社の対応、火災拡大の原
因。

21 防災安全 一般

V－0469 震度７・阪神大震災の教訓③ 耐震基準、自宅の耐震診断など。 21 防災安全 一般

V－0470 震度７・阪神大震災の教訓④
家具の倒壊防止、緊急非難時の携行
品。

20 防災安全 一般

V－0471 震度７・阪神大震災の教訓⑤ 長引く避難生活、ボランティアの活動。 20 防災安全 一般

V－0473 悟空の交通安全（アニメ）

孫悟空や亀仙人、ドラゴンボールの愉
快なキャラクターたちが西の都で巻き
起こす物語の中で、交通安全の大切
さを教えます。

15 防災安全 幼･小

V－0548

悟空の消防隊（アニメ）
自治省消防庁推薦
全国消防庁会推薦
東京消防庁推薦

孫悟空、亀仙人、クリリンたち、人気の
ドラゴンボールの愉快な面々が消防
隊になって活躍します。

11 防災安全 幼・小

V－0674

かんばれ子象の交通安全パト
ロール隊（アニメ）
文部省選定
全日本交通安全協会推薦

もう二度とこんな事故を起こさないよ
う、皆が母さんの様にならないようにと
小象は交通パトロール隊に入隊しま
す。

17 防災安全 幼・小

V－0675
交通事故にあわないために（アニ
メ）

仲良し３人組が飛び出しの危険性や
歩行者の様子を観察して、交通安全
を学んでいきます。

18 防災安全 幼・小

V－0676 ぼくいやだよ！（アニメ）
具体的な誘拐場面を幼児・児童にもわ
かりやすく映像化した作品。

12 防災安全 幼・小

V－0677 ユミちゃんあぶないよ！（アニメ）
小学５年生のユミちゃんの誘拐の危険
を描きながら、子供たちが自分を守る
ことの大切さを学びます。

15 防災安全 幼・小
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V－0678 ゴマちゃんの大ピンチ（アニメ）
11月９日、１１９番の日。サカタ家では
兄弟ケンカが原因で火事になってしま
います。防火の大切さを学びます。

14 防災安全 幼・小

V－0705 落語長屋のお年寄の交通安全
全日本交通安全協会推薦

桂歌丸、三遊亭小遊三、桂才賀という
三師匠の競演です。おなじみ粗忽長
屋熊さんが交通事故に…。交通ルー
ルとマナーを描いています。

25 防災安全 一般

V－0869 作戦コードパラダイス

海外旅行には、様々の危険が伴いま
す。マニュアルだけに頼らず、安全に
対する知識をしっかり持つことの大切
さを学びます。

22 防災安全 一般

V－0933 地震だ！火を消せ！（手話付）
関東大震災の恐怖、大地震で焼け
残った町、地震から身を守る方法など
を描いています。

25 防災安全 全般

V－0984
忍たま乱太郎の交通安全（アニ
メ）
全日本交通安全協会推薦

人気者の忍たま乱太郎と仲良しトリオ
が横断歩道・交差点の渡り方、飛び出
しの危険などを知り、正しい交通ルー
ルを学びます。

15 防災安全 幼・小

V－0985 水戸黄門のお年寄りの交通安全
全日本交通安全協会推薦

黄門さん、助さん、角さんが登場して、
交通ルールをわかりやすく説明しま
す。

25 防災安全 一般

V－1199

赤ずきんちゃん／ちゃんとチェッ
ク
（幼児・低学年誘拐防止）（アニ
メ）

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。赤ずきんのはなし
をベースにどう対処すれば危険を最
小に押さえこめるかをポイントに整理
し展開します。

13 防災安全 幼・小

V-1467 ２０世紀日本の気象災害

淀川大洪水から現在までの日本の
様々な気象災害をもとに変容する気
象災害の現状と防止策を考えます。こ
れは一国の問題ではなく、国際協力に
より、地球環境の研究を本格化させね
ばならないことを訴えます。

56 防災安全 一般

V-1474 我らユトリスト

高齢化時代の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しま
す。２組のシルバーエイジドライバーと
若い女性が、運転中に遭遇する歩行
者、対向車、右折等の事故要因から
安全への意識を高め、併せて、若者に
も高齢化時代の安全運転への意識を
啓蒙します。

19 防災安全 一般

V-1490

地球が動いた日
文部省選定
日本PTA全国協議会特別推薦
中央児童福祉審議会推薦

阪神・淡路大震災のなかから明日を
見つめて成長する子供達の感動の物
語。震災を通して子供達の間で友情
が築かれます。そのなかで、私達は、
自分ひとりでは生きていけないという
こと、人と人とが互いに支えあっている
から今の自分があるということに気づ
かされます。最後には、とても勇気づ
けられ、明るい気持ちにさせてくれる
すばらしい作品です。

76 防災安全 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1741 火山災害を知る
文部省選定

世界の火山災害を、火山灰、溶岩流、
火山ガス、火砕流、泥流、火山性岩な
だれ、火山性津波に分けて紹介。

25 防災安全 全般

Ｖ－1766 水の事故と安全
文部省選定

幼児・児童・生徒の事故の中で、交通
事故と並んで圧倒的に多いのが水の
事故です。水の事故の実態から、安全
について考えていきます。

15 防災安全 全般

V-1926 地震防災　待ったなし！
地震防災情報に基づき、命を守るた
めの備えを示します。

21 防災安全 一般

V-1960
まさかの時！！
自分のちからで生き延びられるよ
うに

災害にあった時、あるいはそれに類似
した出来事に遭遇した時、役立つ資料
です。

36 防災安全 小

V-2019
あっ！危ないきみならどうする
文部科学省選定
青少年育成国民会議推薦

学校帰り/外で一人で遊んでいるとき/
公衆トイレ/エレベーター/一人で留守
番しているとき　防犯・安全について学
んでいきます。

27 防災安全 小・一般

V-2020 人とのかかわり
文部科学省選定

人とのかかわりについて考えていきま
す。　友だち/男だから・女だから/班
作りとなかよしグループ/外国から来
た人/人を傷つける言葉

20 防災安全 小・一般

V-2021 ルールとマナー
文部科学省選定

様々な場所や相手で、ルールとマナー
について考えていきます。　乗り物に
乗る時のマナー/体の不自由な人を見
かけたら/ゴミのポイ捨て/みんなの公
園/物の貸し借り

19 防災安全 小・一般

V-2022 危険から身を守る
文部科学省選定

日常の中で事件に巻き込まれないで、
身を守るためにはどうしたらよいか考
えていきます。　危険な場所/自転車
に乗った時/キョウハクされたら/誘拐
犯が狙っている/一人で家にいる時に

19 防災安全 小・一般

V-2135 津波襲来
津波を語り継ぐ/津波にまつわる誤解
/避難できない人間の心理/津波防災
の実践

22 防災安全 一般

V-2212
じしんだ！！
ミーちゃんの防災訓練
（アニメ）

ミーちゃんと大樹は大の仲良し。
ある日、大きな地震が！大樹は散ら
かったおもちゃにつまずき、倒れて
しまいました。あいれて見ていたボス
とクマは、大樹、ミーちゃん、大樹の
お父さんとお母さんをにゃんにゃん
地震ランドへ連れて行き、地震につ
て教育することに・・・。

12 防災安全 幼・小

V-2286

～事故の加害者にならない
ために～
安全な自転車のルール
(財）全日本交通安全協会推薦

たとえ未成年者でも、自転車を操作
する運転者であるということに注意
を喚起し、事故の加害者になる自転
車運転者も賠償責任を負わなければ
ならないということが訴えられていま
す。

20 防災安全 中・高

V-2287
大地震発生！
－大切な命を守るために－

地震の活動期に入ったとされる日本。
研究データや、能登半島地震、新潟
県中越地震、阪神・淡路大震災の映
像や体験談から教訓を学びます。

22 防災安全 全般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-2289
どこがきけんかな？
～こんなとき、どうする？～

通学路、学校や学校の周り、自宅、
公園など、児童の行動範囲別に、
実際に体験しやすいシチュエーショ
ンが取りあげられています。

21 防災安全 小

V-2290
危険なことから自分を守ろう
～スーパーセイフティの防犯教室
～

生活範囲の中に潜む犯罪の起こり
やすい危険な場所や、知らない人
との安全な接し方を確認し、犯罪に
巻き込まれないための危険回避能
力を身につけるための内容になって
います。

21 防災安全 小

V－0019
松山・その美しき日々
（昭和６２年度）

都市において最も求められている人と
人とのふれあいをテーマに、松山に住
むことの素晴らしさを紹介しています。

24 地域・郷土 全般

V－0020 新しい生涯学習
社会と学校、家庭が手を結び、豊かで
生きがいのある人生を送る生涯学習
を紹介します。

20 地域・郷土 一般

V－0041 愛媛婦人総合センター
婦人の集いの場として婦人総合セン
ターがあります。場所や利用方法につ
いて紹介しています。

15 地域・郷土 全般

V－0060 愛媛９０　映像記録
平成２年秋、本県で開催された第５回
国民文化祭の映像記録。

60 地域・郷土 全般

V－0064 ふるさと湯山
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0065 ふるさと日浦
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0066 ふるさと五明
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0067 ふるさと伊台
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0068 ふるさと久米
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0069 ふるさと小野
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0070 ふるさと石井
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般
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V－0071 ふるさと浮穴
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0072 ふるさと荏原
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0073 ふるさと坂本
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0074 ふるさと八坂
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0075 ふるさと素鵞
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0076 ふるさと道後
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0077 ふるさと東雲
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0078 ふるさと番町
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0079 ふるさと桑原
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0080 ふるさと新玉
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0081 ふるさと雄郡
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0082 ふるさと清水
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0083 ふるさと味酒
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般
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V－0084 ふるさと生石
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0085 ふるさと余土
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0086 ふるさと垣生
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0087 ふるさと味生
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0088 ふるさと三津浜
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0089 ふるさと宮前
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0090 ふるさと高浜
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0091 ふるさと泊
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0092 ふるさと由良
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0093 ふるさと和気
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0094 ふるさと潮見
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0095 ふるさと堀江
市内３３地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般

V－0096 ふるさと久枝
市内６５地区に残る自然や文化・風土
などを伝承し、まちづくりの地域活動を
すすめるための資料。

60 地域・郷土 全般
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V－0109 伊予乃国、松山水軍太鼓

水軍太鼓の起源、配置、たたき方、姿
勢、動作などの基本を解説。「出陣、
祈願、勝鬨、平和、渦潮」の５曲を演
奏します。

31 地域・郷土 全般

V－0132 男女が支える２１世紀の愛媛
愛媛県の女性施策紹介の県広報ビデ
オ。

18 地域・郷土 一般

V－0133 いま女時です！
愛媛県婦人局制作の女性問題啓発ビ
デオ。

16 地域・郷土 一般

V－0169 はい、社教です
地域ぐるみの福祉の実現を目指して
活動している松山市社会福祉協議会
の事業の数々を紹介しています。

35 地域・郷土 全般

V－0172
市の文化財シリーズ①
城と城下町

松山市に点在する指定文化財（国・
県・市指定）の６巻シリーズ。松山城や
明教館。

29 地域・郷土 全般

V－0173
市の文化財シリーズ②
寺院（札所）と文化財

石手寺、太山寺、円明寺、八坂寺、浄
瑠璃寺、浄土寺の文化財など。

30 地域・郷土 全般

V－0174
市の文化財シリーズ③
縄文から近代文化へ

古墳や古墳出土品、来住廃寺跡、荏
原城跡、道後温泉湯釜、庚申庵、子規
堂、坊っちゃん列車など。

27 地域・郷土 全般

V－0175
市の文化財シリーズ④
建造物と美術工芸品

石手寺、大宝寺、西法寺、安楽寺、医
座寺、大林寺、梅津寺、宝厳寺、極楽
寺、東雲神社、豊島家、美術工芸品な
ど。

30 地域・郷土 全般

V－0176
市の文化財シリーズ⑤
伝統芸能の技と心

能楽や能面、衣装、道具など、船踊
り、勝岡の一体走り、地蔵尊など。

27 地域・郷土 全般

V－0177
市の文化財シリーズ⑥
史跡と天然記念物

薄墨桜などの天然記念物、偉人の墓
など。

30 地域・郷土 全般

V－0215
あなたもいっしょに
―しあわせづくり新松山
（平成５年度）

市長と語る地域懇談会をプロローグに
しあわせづくりのテーマに沿って市政
を紹介しています。

29 地域・郷土 全般

V－0256
都市のハーモニー
―輝いていますか？あなたの松
山

都市、人、福祉、産業、ふるさとづくり
の５施策を中心に、２１世紀に向け生
活都市への充実を目指す具体的な取
り組みを紹介しています。

29 地域・郷土 全般

V－0563 ふれあいいきいき
凧づくりや民話のつどいを通して地域
の人々との交流を深めている、久万町
や新居浜市などの文化伝承の実録。

8 地域・郷土 全般

V－0573
はあとふるシティ９６
―しあわせひろがるまち松山

坊っちゃん文学賞入選作品を紹介し、
しあわせひろがるまち松山の具体例を
描いた後、国際文化彩都松山の基本
構想を示しています。

28 地域・郷土 全般
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V－0641 のびゆく子ども会
文部省選定

子ども会を運営する際のプログラムに
ついて、どのように作っていくか、その
考え方を具体的に説明しています。

30 地域・郷土 一般

V－0856
ご存知ですか？
わたしたちの市議会

松山市政の方向を定め、市民の暮ら
しを守る市議会がどのような仕組みで
どのように運営されているのか説明し
ています。

20 地域・郷土 全般

V－0867
ＭＩＲＡＩがＧＥＮＫＩ　国際文化彩都
まつやま（平成９年度）

地域の美化に励む学校、お年寄りと
のふれあいを大切にする学校、外国
人との交流を深める学校など、しあわ
せを実感できる街づくりを目指してい
る松山を描いています。

30 地域・郷土 全般

V－1058 ゆらぎの里大三島
大山祇神社の国宝、大楠、祭り、みか
ん、夕日など大三島の自然、人、産物
などを音楽と叙情詩で綴ります。

8 地域・郷土 全般

V－1074
新時代への道標
国際文化彩都松山

「しあわせひろがるまち松山」の２１世
紀に向けた都市像、国際文化彩都ま
つやまの実現への道標を示していま
す。

29 地域・郷土 全般

V－1075
新時代への道標
国際文化彩都松山（手話版）

「しあわせひろがるまち松山」の２１世
紀に向けた都市像、国際文化彩都ま
つやまの実現への道標を示していま
す。

29 地域・郷土 全般

V－1143
香川の観光をまるごと味わえるビ
デオ

香川の自然や名所旧跡、娯楽施設、
名物、産業などを春夏秋冬ごとに紹介
しています。亀鶴公園、瀬戸大橋記念
公園、高松空港、高松市美術館、中野
うどん学校、高松まつり、レオマワー
ルド、ゴールドタワー、津田の松原他。

25 地域・郷土 全般

V－1164
ふれあう松山国際文化彩都まつ
やま

松山市は障害を持つ人もお年寄りの
方も、みんなが共に暮らせるように
「ノーマライゼーション」の考え方に基
づいたまちづくりを行っています。

29 地域・郷土 全般

V－1200 学びあうこころ
文部省選定、教育映画祭優秀作品賞

ある一家に突然飛び込んできた荒削
りだが気のいい青年とお年寄、主婦を
中心とした人間関係を描き、互いに影
響しあって変容していく人間関係の大
切さを訴えます。

32 地域・郷土 一般

Ｖ－1314
みんなでつくろう
みんなの松山

平成１２年度版　松山市市政広報ビデ
オ
日本一のまちづくりを目指して

29 地域・郷土 全般

Ｖ－1320
松山の民俗（１）
農家の暮らし

正月の神迎え・元旦・お棚休め・ナズ
ナ雑煮とオフスベ・小正月の一日・オ
ニグイと弓の舞・オサンバイサンとサノ
ボリ・虫祈祷・夏越し・盆の送り火・施
餓鬼・百八灯のトボシアゲ・タノモサン
（南高井町）など。

51 地域・郷土 全般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1321
松山の民俗（２）
山村の暮らし

山仕事と山の口明け・割り木づくり（青
波町）、炭焼き（藤野町）、おしめづくり
と飾り付け・村祈祷と大草履づくり（米
野町）、虫祈祷とお山講（東川町）、お
日待ち（久谷町）、金毘羅宮月参り・施
餓鬼と百八灯（窪野町）など。

30 地域・郷土 全般

Ｖ－1322
松山の民俗（３）
海辺の暮らし

浮鯛抄・細工納屋と船大工・乗り初め・
組祈祷・エビス祭り（高浜町）、島四
国・管絃祭（泊町）、島の盆踊り・神輿
からめと音頭（由良町）など。

41 地域・郷土 全般

Ｖ－1323
松山の民俗（４）
三津の商家と町並み

朝市・魚供養・魚の行商・（三津ふ
頭）、大魚旗・渡海船（住吉）、明神さ
んの夏祭り・えっぺさんと伊予源之丞・
商家の正月飾り・古い町並み（三津）、
船おろしと船霊（由良町）など。

36 地域・郷土 全般

Ｖ－1324
松山の民俗（５）
道後温泉と町の暮らし

湯釜薬師祭（道後公園）、振鸞閣と玉
の石・刻太鼓と朝湯・湯祈祷と道後温
泉祭り・本町通りの今昔・にぎたつの
道・道後駅前周辺・（道後湯之町）、
松ヶ枝町界隈（道後湯月町）など。

33 地域・郷土 全般

Ｖ－1325
松山の民俗（６）
松山地方の民家と暮らし

共同苗代とオサンバイサン・牛耕と田
植え・ネムシガマと害虫駆除・コロガ
シ・稲刈りと脱穀（余戸西）、ニワと米
倉・農家の土間・座敷と茶の間（市坪
南）、長屋門（南斎院町）、恵比寿講
（竹原）など。

48 地域・郷土 全般

Ｖ－1326
松山の民俗（７）
松山の祭り

堂の口明け・年頭無鼓の神事・椿祭り・
練供養・春神楽・管絃祭・夏越祭・入端
祭り・暁の宮出しと神霊遷し・神輿の鉢
合わせ・神輿の巡行・興居島の船踊りな
ど。

38 地域・郷土 全般

Ｖ－1327
松山の民俗（８）
日浦の盆行事

精霊棚づくり・精霊棚風景・ヤスマクサ
ン・奥之城伝承・棚経・新盆と精霊棚・
水迎え・川念仏・ヤスマクと川念仏・笹
念仏・川施餓鬼の大幟・立ち念仏・提
婆踊り・餓鬼仏送り。

32 地域・郷土 全般

Ｖ－1328
松山の民俗（９）
椿祭り

椿神社の由来・法連縄づくり・巫女の
講習・法連縄奉納・供え餅とエゾソ・幟
立て・貸し銭・御田植祭・お忍びの渡
御・合わせ火・伊予比古命と伊予比売
命・露店と縁起物・おたやん飴・柳さ
ん。

39 地域・郷土 全般

Ｖ－1329
松山の民俗（１０）
四国遍路

バス遍路・遍路宿・歩き遍路・衛門三
郎伝説・遍路の落書き・木の納礼・銅
板の納礼・遍路道標。

33 地域・郷土 全般

V-1429
坂の上の雲に学ぶ日本一のまち
づくり

導入部に「坂の上の雲」司馬遼太郎作
を取り入れながら日本一のまちづくり
を目指す松山市のとりくみ方を紹介し
ます。

57 地域・郷土 全般

V-1479 平成１３年版松山市市政広報

松山市では、①２１世紀型行政の構
築、②日本一のまちづくり、③当面す
る課題へのチャレンジを市政の３つの
柱として掲げ「みんなでつくろう、みん
なの松山」をスローガンに、市民のみ
なさんと一緒に、日本一のまちづくりに
向け取り組んでいます。

29 地域・郷土 全般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1619 松山ニュースワイド２００１

『みんなでつくろう、みんなの松山』を
スローガンに、日本一のまちづくりをめ
ざして、平成１３年度に松山市では、ど
のような事業に取り組んできたのか、
どのような出来事があったのかを振り
返ります。

53 地域・郷土 全般

Ｖ－1700
平成15年版松山市政広報
「松山さんちの物語」
「松山城400年祭」

“日本一のまちづくり”をめざしている
松山市。市民参加を基本とし、知恵と
工夫を寄せ合って、みんなの松山をつ
くっています。松山市がすすめている
まちづくりのビジョンをわかりやすく紹
介。１６０２（慶長７）年に、加藤嘉明が
松山城築城の工を起こしてから400
年。これを記念して、さまざまなイベン
トが盛大に繰り広げられました。

59 地域・郷土 全般

Ｖ－1702
時代を超えた出会い
～現代に生きる子規～

子規に関するイベント等を紹介し、現
代に生きている正岡子規像を紹介し
ています。

27 地域・郷土 全般

Ｖ－1762 金太郎の松
文部省選定

文部省手引書「郷土を愛する心を育て
る指導」のために取り上げられている
作品。郷土のために尽くした尊徳翁の
偉大な業績と、それをたたえる人々の
思いを映像化しています。

21 地域・郷土 小

Ｖ－1763
地域の歴史を調べる
～ふるさとを探検しよう～

実際に地域の歴史事象を取り上げ、
中学生が調べる活動を通して、調べ、
まとめて発表するという学習の展開を
紹介しています。

21 地域・郷土 小･中

Ｖ－1764
食事の移り変わりを調べよう
～身近な生活から歴史を発見する
～

食事の変化を通して、歴史の移り変わ
りを描いています。主題学習の資料を
紹介しながら、体験学習を交えて歴史
を学んでいきます。

22 地域・郷土 小･中

Ｖ－1765
衣服の変化から歴史を発見しよ
う

衣服の変化を通して、歴史の移り変わ
りを描いています。主題学習の資料を
紹介しながら、社会の変化やくらしと
衣服の結びつきを解説しています。

22 地域・郷土 小･中

Ｖ－1772 『坂の上の雲』をめざして

『坂の上の雲』を基本理念に、市が進
めている「地球にやさしい」「お年寄り
や障害者にやさしい」「物語のある観
光」「のびのび教育」「元気・活力」「安
全・安心」の６つの日本一の街づくりを
紹介。

60 地域・郷土 一般

Ｖ－1831 子どものくらしのうつりかわり
昔の遊びや学校の様子、暮らしなどに
ついて、豊富な資料と再現映像で紹
介しています。

13 地域・郷土 小

Ｖ－1832
豊かな心を育てる体験活動
文部科学省選定、教育映像祭優秀作品
賞

小・中学校において、地域の方々と連
携して様々な体験活動を展開する様
子を紹介しています。

20 地域・郷土 一般

Ｖ－1833 お年寄りとのふれあい
独り暮らしや老人ホームなどで暮らす
お年寄りとの交流を続けている３つの
小学生グループの姿を描いています。

19 地域・郷土 小
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V-1857
坂の上の雲のまちづくり
（坂の上の雲のまちづくりチーム
寄贈）

松山市が進める『坂の上の雲』のまち
づくりや『フィールドミュージアム構想』
について説明しています。

42 地域・郷土 全般

V-1860
わくわくテレビ（平成１６年４月）
（広報課寄贈）

松山市のホームページにアクセスしよ
う/松山市に新サービス発見！/ご存
知ですか？駐輪場

12 地域・郷土 全般

V-1861
わくわくテレビ（平成１６年５月）
（広報課寄贈）

『坂の上の雲』を読もう！/まち全体が
博物館？/みんなのごみが大変身！/
助け合いです！「介護保険」

16 地域・郷土 全般

V-1862
わくわくテレビ（平成１６年６月）
（広報課寄贈）

総合公園はみんなのお花畑！/みん
なで節水名人になろう！/プロ野球選
手が松山に来るよ！/市民みんなでギ
ネスに挑戦！/食中毒に気をつけよ
う！

20 地域・郷土 全般

V-1863
わくわくテレビ（平成１６年７月）
（広報課寄贈）

市職員を出前します！？/あなたの発
想を市にください！/道後寄席が始ま
るよ！/オートキャンプであそぼう！

16 地域・郷土 全般

V-1864
わくわくテレビ（平成１６年８月）
（広報課寄贈）

みんなで行こう！松山夏まつり/十七
文字にかける青春！/ピョンテク市って
どんなまち？/四国初！５０万都市が
誕生するよ

16 地域・郷土 全般

V-1865
わくわくテレビ（平成１６年９月）
（広報課寄贈）

NPOフェスティバルに行こうよ！/災害
に負けない家族になろう！/お年寄り
にやさしいまちへ/夢・家族・アテネの
あつい夏/命を救いたい・・・だから骨
髄バンク

20 地域・郷土 全般

V-1866
わくわくテレビ（平成１６年１０月）
（広報課寄贈）

今だから松山城！/賢い消費生活・勉
強します！/あそぼうフェスタで楽しも
う！/読書の秋～図書館を利用しよう

16 地域・郷土 全般

V-1867
わくわくテレビ（平成１６年１１月）
（広報課寄贈）

商店街に市長あらわる？/おいでなも
しヤクルトスワローズ/平澤市と友好
都市になったよ！/文化財に、触れ
て、見て、感じよう！

16 地域・郷土 全般

V-1868
わくわくテレビ（平成１６年１２月）
（広報課寄贈）

人権って？みんなで考えてみよう/
へぇーこんな住宅もあるんだねっ/

16 地域・郷土 全般

V-1869
わくわくテレビ（平成１７年１月）
（広報課寄贈）

祝！５０万都市！！新松山市がうまれ
たよ/おめでとう！市政に反映しちゃい
ます！/はじめまして多目的競技場で
す！/行ってみようよ！コムズフェス
ティバル

16 地域・郷土 全般

V-1870
わくわくテレビ（平成１７年２月）
（広報課寄贈）

松山家が新施設に潜入！？/e-まち
づくりで良いまちづくりを！/農業指導
センターってどんなとこ？/市税につい
て考えよう！

16 地域・郷土 全般

V-1871
わくわくテレビ（平成１７年３月）
（広報課寄贈）

変わります！「国民年金」/犬は友だ
ち！大切に飼おうね/どーなってる
の？「当初予算」/芸予地震・・・あの日
を忘れないで！/広報紙の配布が変
わります！

20 地域・郷土 全般
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V-1872
わくわくテレビ（平成１７年４月）
（広報課寄贈）

松山市ってこんなまちだよ！/国際文
化交流で盛り上がろうよ！/春だ！公
園に飛び出そう/今こそ、新・松山を実
感しよう

16 地域・郷土 全般

V-1873
わくわくテレビ（平成１７年５月）
（広報課寄贈）

知りたい！総合福祉センター！/すす
んでいます！地産解消！/高縄山は
自然の宝庫だ！/『坂の上の雲』のま
ちづくりが絵本に？

16 地域・郷土 全般

V-1927

学び　交流　そして喜び
～住民参画と公民館活動
文部科学省選定
教育映像祭優秀作品賞

公民館が、人々の生き生きとした活動
をサポートしながら、住民とまちぢくり
の今後のあり方を示唆するものとなっ
ています。

20 地域・郷土 一般

V-1948
のぼさんからのメッセージ
（子規記念博物館寄贈）

正岡子規の生涯について説明してい
ます。

20 地域・郷土 全般

V-1970 みんなの坂　みんなの雲
第一部：まちづくり
第二部：観光「いで湯と城と文学のま
ち」

63 地域・郷土 全般

V-2023 かわってきたわたしたちのくらし
かわってきたくらし/食事のしたく/洗濯
やそうじの仕方/暖房の仕方/年表に
まとめる

11 地域・郷土 小

V-2024 いろいろな方言
現地の取材の映像を中心にしながら、
暮らしの中に生きる方言の素晴らしさ
を再発見していきます。

24 地域・郷土 小

V-2025 私たちの方言

自分たちの住んでいる地域の方言を
調べ、いろいろな形で表現している過
程を追いながら、方言を使った発表事
例や交流活動の様子を紹介していき
ます。

25 地域・郷土 小

V-2026 やってみよう！遊びと方言

遊びの中の方言や、方言を使った言
葉遊びなど、子どもたちにとって最も
身近な「遊び」を通じて、方言の持って
いる言葉の力、言葉の楽しさを体験し
ていきます。

22 地域・郷土 小

V-2044 学習プログラムの立案
文部科学省選定

学習プログラムの企画・立案に当たっ
ての具体的な手順を学んでいく過程を
段階的にドラマ形式でわかりやすく解
説しています。

30 地域・郷土 一般

V-2158
平成20年度　松山市広報ビデオ
がんばっとるけん

松山市の文化・歴史、産業･経済、生
活･福祉、教育・スポーツ、そして「坂
の上の雲」のまちづくりを紹介していま
す。

5 地域・郷土 一般

V-2159
平成20年度　松山市広報ビデオ
おいでんか

「坂の上の雲」のまち、松山の観光地
や特産品を紹介しています。
60秒の英語版もあります。

5 地域・郷土 一般

V-2362

MATUYAMA
ようおいでたなもし松山へ
-マドンナ・遠山のおばあちゃん
の松山案内-

平成２３年度版松山市政広報ビデオ 34 地域・郷土 一般
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V－0239
ファンタジア　モロッコ王国の歴
史を育んだ人と馬

馬上では伝統衣装に身を包んだ騎士
たちが華麗に銃を躍らせて、空に向け
て一斉に放ちます。人と馬とのエン
ターテイメント。

45 旅・紀行 一般

V－0393 誇り高きサルドの騎士たち

イタリア本島西のサンディニア島。島
人をサルドと呼び、アジアから来た騎
馬民族の子孫。祭りは鉄砲を撃ち騎
馬で疾走する勇壮な祭りを紹介してい
ます。

45 旅・紀行 一般

V－0451 驚異の世界⑥ シベリア鉄道の旅（赤い超特急） 48 旅・紀行 一般

V－0454 驚異の世界⑨ 飛行艇アフリカを行く 48 旅・紀行 一般

V－0826
世界の車窓から１
オーストラリア鉄道の旅

日本の国土の２０倍、広大なオースト
ラリアの土地を特色ある名物列車が
走ります。

29 旅・紀行 一般

V－0827
世界の車窓から2
スイス鉄道の旅

世界一美しいといわれるスイスアルプ
スの山々に囲まれた美しい風景が見
られます。

29 旅・紀行 一般

V－0828
世界の車窓から3
オーストリア鉄道の旅

７つの国に囲まれた美しい音楽の国、
オーストリアを一周する１２００キロの
旅を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0829
世界の車窓から4
イタリア鉄道の旅

フィレンチェ・ローマを中心とした観光
都市への旅と国境の街トリエステから
水の都ヴェネチアの旅などを紹介しま
す。

30 旅・紀行 一般

V－0830
世界の車窓から5
タイ・マレーシア・シンガポール鉄
道の旅

タイの北の都チェンマイからバンコクを
経て、マレーシア半島を南下し、シン
ガポールまでの旅を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0831
世界の車窓から6
インド鉄道の旅

鉄道王国インドを東西に横断。デリー
から聖なるガンジス河に沿ってヒマラ
ヤ連峰を臨む町までの旅を紹介しま
す。

30 旅・紀行 一般

V－0832
世界の車窓から7
スペイン鉄道の旅

マドリッドを出発し、アンダルシア地方
を抜け、地中海を臨みながらバルセロ
ナに至る列車の旅を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0833
世界の車窓から8
カナダ鉄道の旅

トロントからヴァンクーバーまで、紅葉
のロッキーを越えて、３泊４日の大陸
横断の旅を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0834
世界の車窓から9
イギリス鉄道の旅

ロンドンを起点に、車窓にイングランド
の田園風景、スコットランドの山地、
ウェールズののどかな緑地を紹介しま
す。

30 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0835
世界の車窓から10
ボリビア・ペルー鉄道の旅

インカ帝国の都からチチカカ湖を渡る
アンデスの高山鉄道の旅を紹介しま
す。

30 旅・紀行 一般

V－0836
世界の車窓から11
スイス鉄道の旅２

ルツェルン周辺の登山鉄道とインター
ターケン・オストからジュネーブへと至
る旅を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0837
世界の車窓から12
フランス鉄道の旅

大都会パリから豊かな自然の中へと
鉄道で旅をします。

30 旅・紀行 一般

V－0838
世界の車窓から13
ドイツ鉄道の旅

ドイツ各地の名物列車と、フランクフル
ト発、北ドイツの旅。中世の面影をの
こすメルヘン街道の町を訪ねます。

30 旅・紀行 一般

V－0839
世界の車窓から14
アラスカ鉄道の旅

１９世紀のゴールドラッシュと共に栄え
たアラスカ、昔と変わらぬ雄大な自然
を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0840
世界の車窓から15
チェコスロバキア・ハンガリー鉄
道の旅

中世の面影を残す東欧の町を結んで
走る鉄道の旅。チェコスロバキアの山
地やハンガリーの大草原を紹介しま
す。

30 旅・紀行 一般

V－0841
世界の車窓から16
中国鉄道の旅１

千年の王城北京から華北の穀倉地帯
を抜け、古都西安まで、広大な大地を
旅します。

30 旅・紀行 一般

V－0842
世界の車窓から17
中国鉄道の旅２

西安からウルムチまでシルクロード・
天山北道を巡る鉄道の旅。ゴビ砂漠
の中のオアシスの町を結びます。

30 旅・紀行 一般

V－0843
世界の車窓から18
中国鉄道の旅３

大連発中国東北地方を巡る旅。沿線
には旧満州国時代の面影を残す駅舎
や町並みが今も見られます。

30 旅・紀行 一般

V－0844
世界の車窓から19
シベリア鉄道の旅

ウラジオストックからモスクワまでの９
３００キロ、広大なシベリアの自然や
人々の様子を紹介します。

30 旅・紀行 一般

V－0845
世界の車窓から20
スウェーデン・ノルウェイ鉄道の
旅

スカンジナビア半島を北上し、針葉樹
林を抜け北極圏へ。白夜とフィヨルド
の幻想的景色に出会います。

30 旅・紀行 一般

V－0846
世界の車窓から21
イタリア鉄道の旅２

ローマからナポリへと南下し、メッシー
ナ海峡を渡り、地中海文明の交差点
シチリア島を旅します。

30 旅・紀行 一般

V－0847
世界の車窓から22
モロッコ鉄道の旅

青い空の下、マラケシュ～カサブラン
カ～フェズと乾いた大地を走り、北アフ
リカのイスラムの古都巡りをしてアラブ
文化に接します。

30 旅・紀行 一般
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V－1015 新世界紀行1秘境編 アマゾンの大紀行 73 旅・紀行 一般

V－1016 新世界紀行2秘境編 ギアナ高地魔の山チマンタ 47 旅・紀行 一般

V－1017 新世界紀行3秘境編 不思議の島マダガスカル 47 旅・紀行 一般

V－1018 新世界紀行4秘境編 厳寒のバイカル湖 47 旅・紀行 一般

V－1019 新世界紀行5秘境編 極北の大河ユーコン 47 旅・紀行 一般

V－1020
新世界紀行6
失われた文明編

地中海大紀行 47 旅・紀行 一般

V－1021
新世界紀行7
失われた文明編

謎のエーゲ海 47 旅・紀行 一般

V－1022
新世界紀行8
失われた文明編

チグリス・ユーフラテス河 47 旅・紀行 一般

V－1023
新世界紀行9
失われた文明編

アンデス 47 旅・紀行 一般

V－1024
新世界紀行10
失われた文明編

マヤ 47 旅・紀行 一般

V－1025
新世界紀行11
美しき大自然編

ナイヤガラ・グランドキャニオン 44 旅・紀行 一般

V－1026
新世界紀行12
美しき大自然編

ハタゴニアの大氷河 47 旅・紀行 一般

V－1027
新世界紀行13
美しき大自然編

中国桃源郷 47 旅・紀行 一般
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V－1028
新世界紀行14
美しき大自然編

オーストラリア 47 旅・紀行 一般

V－1029
新世界紀行15
美しき大自然編

ヨーロッパアルプス 47 旅・紀行 一般

V－1030
新世界紀行21
七不思議の旅編

巨石ストーンヘッジの謎 47 旅・紀行 一般

V－1031
新世界紀行22
七不思議の旅編

神秘のマヤ 47 旅・紀行 一般

V－1032
新世界紀行23
七不思議の旅編

マチュピチュ 47 旅・紀行 一般

V－1033
新世界紀行24
七不思議の旅編

謎の巨石像モアイ 47 旅・紀行 一般

V－1034
新世界紀行25
七不思議の旅編

グレートジンバブエ 47 旅・紀行 一般

V－1035
新世界紀行26
七不思議の旅編

南米岩絵遺跡群 47 旅・紀行 一般

V－1036
新世界紀行27
七不思議の旅編

楽山の大座仏 47 旅・紀行 一般

V－1073
悠久の大地を駆ける
―中央アジアの少年と馬

中央アジアに位置するカザフスタンと
キルギスタンは、馬と共に生きる騎馬
遊牧民族の伝統が父から子に受け継
がれています。

45 旅・紀行 一般

V－1122
新世界紀行歴史街道編①
アレキサンダー大王の道Ⅰ
マケドニアからエジプトへ

紀元前３３４年、世界帝国を夢みたア
レキサンダーは東方遠征に出発。マケ
ドニア地方からトロイア、エジプトへと
進み、アレクサンドリアを建設しまし
た。そしてアモンの神殿で神の子であ
ると神託を受けます。

47 旅・紀行 一般

V－1123
新世界紀行歴史街道編②
アレキサンダー大王の道Ⅱ
エジプトからインダスへ

エジプトで世界征服を決意したアレキ
サンダーはペルシャに進撃。ダマスカ
ス・シリア砂漠を通り、ベルセポリスを
滅ぼし、ヘレニズム文化の集積地ガン
ダーラへと向かいます。

47 旅・紀行 一般
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V－1124
新世界紀行歴史街道編③
アンダルシア街道

南スペインは、８世紀から１５世紀にか
けてアラブ勢力に支配されました。そ
のため、ムハデル様式の建築様式が
生まれました。コルドバのモスクや堅
固な城郭と中部のアルハンブラ宮殿を
たずねます。

46 旅・紀行 一般

V－1125
新世界紀行歴史街道編④
大サハラ・古代戦車の道

『褐色の無』という意味を持つサハラ
砂漠の中央にあるタッシリ・ナジェー
ル。この台地から多数の岩絵が発見
されました。そこには地中海沿岸で発
見されたと考えられている馬車の絵が
描かれていました。

47 旅・紀行 一般

V－1126
新世界紀行歴史街道編⑤
ナポレオン街道

私の生涯で一番思い出深い旅でし
た。ナポレオン街道は、英雄の人生の
ように起伏に富んだ道程です。南フラ
ンスのゴルフジュアンから、アルプス
の町グルノーブルまで旅します。

47 旅・紀行 一般

V－1127
新世界紀行悠久なる大河編①
世界最長の河ナイルⅠ

ナイルは古代エジプト文明という、輝
かしい歴史を育みました。カイロ、王家
の谷、アスワンそしてスーダンへと大
河をさかのぼります。白ナイルの西方
２５０キロには、奴隷商人の手を逃れ
て住みついたヌバ族がいました。

74 旅・紀行 一般

V－1128
新世界紀行悠久なる大河編②
世界最長の河ナイルⅡ

ナイル６，６９０ｋｍ中、最大の難所
サッド（大湿原）の下流ジュバに暮らす
マンダレー族を訪ねます。１９世紀に
はビクトリア湖で水源をめぐる激しい
探検レースがありました。謎の源流を
捜して密林を抜け伝説の山を目指しま
す。

94 旅・紀行 一般

V－1129
新世界紀行悠久なる大河編③
聖なる河ガンジス

全長２，６００ｋｍのガンジスはヒン
ドゥー教徒の信仰のよりどころ、人々
はガンジスを神とあがめ生活する流域
に点在する聖地や仏教発祥の地ブッ
ダガヤを訪ね、聖なる河に生きる人々
と出会います。

94 旅・紀行 一般

V－1130
新世界紀行悠久なる大河編④
文明興亡の河インダス

インダス文明は紀元前４，５００年頃に
栄えたインド最古の都市文明でした。
アラビア海から源流のカラコルム山脈
の氷河まで、遺跡を訪ねながら全長
５，０００ｋｍの旅をします。

48 旅・紀行 一般

V－1131
新世界紀行悠久なる大河編⑤
不思議の河オリノコ

４億年前に海の生物が陸へはい上が
りはじめたころ、流域の大地は地殻変
動により陸地になりました。そして見た
ことのないような動植物が深い熱帯雨
林に守られ今なお生息しています。

48 旅・紀行 一般
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V－1132
新世界紀行魔境編①
最後の秘境イリアンジャ大紀行
Ⅰ

インドネシア群島の東端、ニューギニ
ア島の西半分、日本列島とほぼ等し
い面積を持ち、その大部分が未踏の
土地というイリアンジャヤがあります。
南部大湿原の獰猛なアスマット族と樹
上に住むコロワイ族を訪ねます。

47 旅・紀行 一般

V－1133
新世界紀行魔境編②
最後の秘境イリアンジャ大紀行
Ⅱ

イリアンジャヤ海岸部に全長３６０ｋｍ
に及ぶ謎の原始絵があります。この岩
面画に秘められた謎を求めて、高地に
住むダニ族、北部のセンタニ族を訪ね
ます。

47 旅・紀行 一般

V－1134
新世界紀行魔境編③
アフリカ大密林

ウガンダ国境近くにイツリの森があり
ます。ここには『森の狩り人』と呼ばれ
ているバンプティ族が住んでいます。
絶滅の危機に瀕し、時の流れに揺れ
動く最後の狩猟民族の生活と珍しい
儀式を訪ねます。

47 旅・紀行 一般

V－1135
新世界紀行魔境編④
南米魔境伝説

いまだに秘境や魔境というロマンにあ
ふれ、黄金伝説やユートピアの夢が生
き続ける南米大陸。この広大な大陸を
北から南へと、大空を支配するコンド
ルと共に訪ねます。

47 旅・紀行 一般

V－1136
新世界紀行魔境編⑤
緑の魔境ネパール大密林

ネパールのタライ平原にはネパール
にさえもその存在を知られていない
タール族が住んでいます。そこは野生
の動物たちの天国でもあります。密林
地帯を象の背中に揺られながら訪ね
ます。

47 旅・紀行 一般

V－1137
新世界紀行壮大なる大自然編①
イエローストーン

アメリカ北西部・ワイオミング州に位置
するイエローストーンは、１８７２年に
世界で初めて国立公園として指定され
ました。巨大間欠泉と野生動物の大地
を旅します。

47 旅・紀行 一般

V－1138
新世界紀行壮大なる大自然編②
ニュージーランド

ニュージランド、南島の南西部のフィヨ
ルランド国立公園には、Ｕ字谷の谷底
に１本の道があります。この道は世界
中のハイカー達から『世界で一番美し
い散歩道』と呼ばれています。４日間
のハイキングの旅です。

47 旅・紀行 一般

V－1139
新世界紀行壮大なる大自然編③
黄山仙境行

中国の安徽省、南部に７２の峰々をも
つ一大山群があります。黄山は、怪
石、奇松、雲海の３つがそれぞれに不
思議な景観を呈します。山水画にも多
数描かれ、中国人の心の故郷、魅力
ある黄山を旅します。

47 旅・紀行 一般
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V－1140
新世界紀行壮大なる大自然編④
アフリカ・サバンナの旅

ナイロビから西へ３００ｋｍ余り、マサ
イ、マラはアフリカ最大のビクトリア湖
に近い大草原です。７００平方マイル
が野生保護地として管理されていま
す。ここをサファリーカーで、野生が織
りなす自然世界を旅します。

47 旅・紀行 一般

V－1141
新世界紀行壮大なる大自然編⑤
グレートバリアリーフ

世界最大の珊瑚礁で知られるグレート
バリアリーフは、オーストラリア大陸の
南はグラッドストーンから北はトレス海
峡までの約２，０００ｋｍにも及びます。
マンタや珍しい魚たちの泳ぐこの大珊
瑚礁の海をヨットで旅します。

47 旅・紀行 一般

V－1169 走れ！一家の夢をのせて

アルプス山脈に囲まれたスイスでは、
毎年８月、４００頭のフランシュ・モン
ターニュが出馬するスイス最大の馬祭
りが開かれます。次々に行われる競
技に熱狂する人々の歓声がアルプス
の山々にこだまします。

45 旅・紀行 一般

V－1206 世界大紀行第１巻
イスラエル、スペイン、エジプト、インカ
帝国の末裔ペルー

71 旅・紀行 一般

V－1207 世界大紀行第2巻
北オランダ、南アフリカ、トロピカル・パ
ラダイス、グアム

75 旅・紀行 一般

V－1208 世界大紀行第3巻
バハマ、ポルトガル、ニュージーラン
ド、アテネ、ブラジル

77 旅・紀行 一般

V－1209 世界大紀行第4巻
アイルランド、アメリカ、サウスカロライ
ナ、モロッコ、オーストラリア、バー
ミューダ島、トルコ

77 旅・紀行 一般

V－1210 世界大紀行第5巻

オランダ物語マーストリヒト、香港慕
情、イギリス、オランダ物語アムステル
ダム、アメリカジョージア州、マカオ・エ
ギソチック。

57 旅・紀行 一般

V－1211 世界大紀行第6巻
オランダ、アイルランド、バミューダ島、
イギリス、モロッコ

50 旅・紀行 一般

V－1212 世界大紀行第7巻
カナダ、アメリカ・コロラド牧場、イギリ
ス、デンマーク、プエルト・リコ

56 旅・紀行 一般

V－1213 世界大紀行第8巻
エジプト、オーストラリア・グレートバリ
アリーフ、イギリス・スコットランド、マリ
アナ諸島

66 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1214 世界大紀行第9巻
カリブ海、カナリア諸島、ワシントンＤＣ
とオタワ、韓国

69 旅・紀行 一般

V－1215 世界大紀行第10巻
アラスカ、カリブ海、中南米の自然と遺
跡の国グァテマラ

56 旅・紀行 一般

V－1216 世界大紀行第11巻
イギリス・ノルウェー、ドイツ、スウェー
デン、タイ

63 旅・紀行 一般

V－1217 世界大紀行第12巻

カナダ、古代ギリシア、イタリア・フィレ
ンツェ、フランス・モンブラン、カリフォ
ルニア、ハバマ諸島、オランダの運
河、インド

64 旅・紀行 一般

V－1218 世界大紀行第13巻
エジプト、カリブ海、香港、ロシア帝国
の遺産・モスクワ、チェコ・プラハ

62 旅・紀行 一般

V－1219 世界大紀行第14巻
オーストリア、スウェーデン、イギリス、
フィージー

68 旅・紀行 一般

V－1220 世界大紀行第15巻
オーストリア、ドイツ、ロシア、ウクライ
ナ、インドネシア

64 旅・紀行 一般

V－1221 世界大紀行第16巻 カナダ、中国 67 旅・紀行 一般

V－1222 世界大紀行第17巻
カナダ、サンディエゴ、デンマーク、ス
ウェーデン、ドイツ、台湾南部、スリラ
ンカ

68 旅・紀行 一般

V－1223 世界大紀行第18巻
オリエント急行の旅、イタリア、オラン
ダ、マレーシア

57 旅・紀行 一般

V－1224 世界大紀行第19巻
ドイツ・南アフリカ、ペルー、ボリビア、
アルゼンチン

76 旅・紀行 一般

V－1225 世界大紀行第20巻
ドイツ、南アフリカ、オランダ、ポーラン
ド

61 旅・紀行 一般

V－1226 世界大紀行第21巻

ポルトガル、ヨーロッパ鉄道ユーレイ
ルの旅、ドイツ、古代ギリシャ、ペロポ
ネンス半島、アイルランド、ニュージー
ランド、カリブ海、タヒチ

67 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1227 世界大紀行第22巻 スイス・ドイツ・カナダ・モナコ 55 旅・紀行 一般

V－1228 世界大紀行第23巻
カナダ（トロント、モントリオール）、スイ
ス（モントルー、グリンデルヴァルド）、
デュパイ

61 旅・紀行 一般

V－1229 世界大紀行第24巻
西カリブ、ニューオリンズ、カウアイ
島、ジャマイカ

67 旅・紀行 一般

V－1230 世界大紀行第25巻
スイス、ハワイ島、ナミビア、マウイ
島、チリ

54 旅・紀行 一般

V－1231 世界大紀行第26巻 ナミビア、ホノルル、メキシコ 58 旅・紀行 一般

V－1232 世界大紀行第27巻
アフリカ南部周辺、ジンバブエ（ビクト
リアの滝）、カナダ（ナイアガラの滝）、
モーリシャス

59 旅・紀行 一般

V－1233 世界大紀行第28巻
ベルギー、スイス、イタリア、ギリシア、
カリフォルニア、サンフランシスコ、モ
ロッコ、フィリピン

50 旅・紀行 一般

V－1234 世界大紀行第29巻
イギリス、イタリア、アイルランド、デン
マーク、ウクライナ、ニューヨーク＆
ニュージャージー

52 旅・紀行 一般

V－1235 世界大紀行第30巻
デンマーク、ノルウェー、カナダ、
ニュージーランド、モロッコ、シンガ
ポール

50 旅・紀行 一般

Ｖ－1275 萬理の長城　上

長城の東の起点は渤海湾の海中から
立ち上がる山海関であるといわれてい
ましたが、調査を重ねるうち朝鮮の国
境近く、鴨緑江畔まで延びていること
が分かりました。世界的な大発見であ
る長城の東端、虎山の貴重な映像を
はじめ、八達嶺、金山長城、張家口他
を紹介します。

58 旅・紀行 一般

Ｖ－1276 萬理の長城　下

山西省を西へ長城に沿ってゆくと、や
がて中国大陸を走るもう一つの龍黄
河に出会います。黄河を見下ろす断
崖の上に延びる長城の姿は絶景で
す。ラクダに揺られて炎熱の砂漠で見
たものは？

65 旅・紀行 一般

Ｖ－1290 北海道の四季

大自然のやさしさと厳しさ。北海道の
四季は、静寂と躍動が織り成す、天然
の叙情詩です。（オホーツクの流氷、
鮭のそ上、夏の摩周湖、ライラック等）

45 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1330
にっぽん夢紀行
北海道（道央・大雪・日高・道東)

道央（札幌・小樽・ニセコなどオシャレ
で浪漫漂う町並み）大雪・日高（富良
野・大雪・日高・帯広など北海道の屋
根､大雪山連峰など）道東（釧路・根
室・網走・など魅力的な真白き世界）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1331
にっぽん夢紀行
東北(青森・宮城・福島）

青森（青森・津軽・弘前・十和田湖・奥
入瀬）　宮城（仙台・鳴子・松島・）　福
島（会津若松・喜多方・猪苗代）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1332
にっぽん夢紀行
北陸（新潟・金沢・能登）

新潟（新潟・新発田・寺泊・出雲崎・佐
渡）　金沢（金沢・加賀百万石の城下
町）　能登（羽咋・能登金剛・輪島・珠
洲・七尾）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1333
にっぽん夢紀行
信州(信州・軽井沢）

信州（小淵沢・甲斐・小泉・大泉・清里・
野辺山・穂高・安曇野・乗鞍・上高地）
軽井沢（旧軽井沢・中軽井沢・南軽井
沢・追分）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1334
にっぽん夢紀行
関東（東京・横浜・湘南・房総）

東京（浅草・両国・渋谷・青山）　横浜
（山下公園・馬車道・元町・中華街・山
手・本牧）　湘南（江の島。長谷・鎌倉）
房総（九十九里・銚子・外房・南房総・
内房）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1335
にっぽん夢紀行
中部(美濃・飛騨・木曽）

美濃（岐阜・美濃・関・群上八幡・下呂
温泉）　飛騨（高山・白川）　木曽（木曽
路・御岳山・木曽馬牧場・伊那路）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1336
にっぽん夢紀行
近畿（京都・大阪・神戸）

京都（洛中・洛南・東山・洛西・洛北）
大阪（大阪・堺）　神戸（神戸・有馬温
泉）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1337
にっぽん夢紀行
中国・四国（萩・津和野・広島・愛媛・高
知）

萩（武家屋敷の町並み等）　津和野
(SLやまぐち号の終点等）　広島（世界
平和記念聖堂・尾道・宮島）　愛媛（瀬
戸大橋・道後）　高知（坂本竜馬・酒・
闘犬）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1338
にっぽん夢紀行
九州（長崎・佐賀・大分・宮崎）

長崎（長崎・平戸・五島列島・福江）
佐賀（唐津・吉野ヶ里遺跡・伊万里・有
田・嬉野温泉）　大分（別府・湯布院
等）　宮崎（日南・串間）

61 旅・紀行 一般

Ｖ－1339
にっぽん夢紀行
沖縄（本島・離島）

本島（未だに琉球時代の面影を色濃く
残す沖縄）　離島（石垣島・竹富島・宮
古島・久米島）

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1396
男のロマン
植村直己の足跡
北極からマッキンリーまで

エベレスト、アコンカグア、キリマンジャ
ロ、マッキンリーと４大大陸の最高峰を
制するとともに、南極挑戦など数々の
挑戦を成した植村直己。その大自然と
自己との戦いの足跡（トレース）を美し
い映像で綴りました。

60 旅・紀行 一般

Ｖ－1399
ジオストラの熱い一日
イタリア・トスカーナの馬上槍試
合

イタリア・トスカーナ地方のアレッツオ
市に今も受け継がれている馬上槍試
合「ジオラストラ・デル・サラチーノ」。９
月初旬、中世の時代絵巻さながらの
馬上槍試合が始まろうとしています。

45 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1442 世界の国立公園①

世界的規模で自然環境保全が問われ
ている今日多くの人たちの絶え間ない
努力によってその姿を保ち続ける大自
然。この「世界の国立公園」シリーズで
は、そこに生息する、あるがままの動
物とのふれあいを通じ、私たちが失い
かけていた、自然と人々との本来の関
係を全身で感じ取ることができます。
イエローストーン国立公園（アメリカ）、
デナリ国立公園（アメリカ）

36 旅・紀行 一般

V-1443 世界の国立公園②
グランドキャニオン国立公園（アメリ
カ）、セコイア国立公園（アメリカ）

37 旅・紀行 一般

V-1444 世界の国立公園③
ビスケイン国立公園（アメリカ）、エ
バーグレーズ国立公園（アメリカ）

37 旅・紀行 一般

V-1445 世界の国立公園④
トウーラ国立公園（メキシコ）、スア
ロー国立公園（アメリカ）、チャネルア
イランド国立公園（アメリカ）

37 旅・紀行 一般

V-1446 世界の国立公園⑤
ジャスパー国立公園（カナダ）、ワプス
ク国立公園（カナダ）

37 旅・紀行 一般

V-1447 世界の国立公園⑥
スイス国立公園（スイス）、チェルチェ
オ国立公園（イタリア）

37 旅・紀行 一般

V-1448 世界の国立公園⑦
オーベルニュ火山公園（フランス）、
ホーヘ・フェルウエ国立公園（オラン
ダ）

36 旅・紀行 一般

V-1449 世界の国立公園⑧
ベネーダ・ジェレース国立公園（ポルト
ガル）、ドニャーナ国立公園（スペイン）

36 旅・紀行 一般

V-1450 世界の国立公園⑨
レイク・ナクル国立公園（ケニア）、マ
サイ・マラ国立保護区（ケニア）

39 旅・紀行 一般

V-1451 世界の国立公園⑩
ギザ・三大ピラミッド群（エジプト）、サッ
カーラ遺跡群（エジプト）

37 旅・紀行 一般

V-1452 世界の国立公園⑪

グレート・バリア・リーフ海中公園（オー
ストラリア）、ロード・ハウ島国立公園
（オーストラリア）、クレードル・マウンテ
ン国立公園（オーストラリア）

38 旅・紀行 一般

V-1453 世界の国立公園⑫
フィヨルドランド国立公園（ニュージー
ランド）、テルメソス国立公園（トルコ）

36 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1454 世界の国立公園⑬
カオ・レム・ヤーコサメット国立公園（タ
イ）、カオヤイ国立公園（タイ）

37 旅・紀行 一般

V-1455 世界の国立公園⑭
ハロン湾国立公園（ベトナム）、アユタ
ヤ史跡公園（タイ）

38 旅・紀行 一般

V-1456 世界の国立公園⑮
五泄国立公園（中国）、千鳥湖国立公
園（中国）

39 旅・紀行 一般

V-1580 ショーロフの春

人と馬の文化シリーズの第１４作目と
して、この作品は、馬のシルクロード
の要塞の地南ロシアで繰り広げられる
コサックの馬の祭りをそれに出場する
少年と祖父のふれあいを中心に描い
たものです。

45 旅・紀行 一般

V-1581 南極白い台地

平成４年１１月、写真家・白川義員が
南極大陸一周の撮影に挑みました。
南極大陸の全貌をとらえることは、真
実の姿を後世にのこし、地球再発見
の集大成として欠かせないことでし
た。過酷な自然の中で撮られた１万
カットの記録です。

60 旅・紀行 一般

V-1584 富士山（神秘・山頂の四季）
四季折々で変化する幻想的な富士山
頂をとらえました。

43 旅・紀行 一般

V-1668
メアフェルトの風
～ドイツ・勇壮な野生馬の祭り～

ドイツ北西部・ルール地方にあるデュ
ルメン市。郊外にあるメアフェルト湿原
には、ドイツで最も古い品種と言われ
ている野生馬“デュルメン馬”がいま
す。その野生馬をこよなく愛し、守り続
けてきた男たちが野生馬と共に年に
一度繰り広げる勇壮な『野生馬の祭
り』が行われます。ドイツの人たちが守
り続ける人と馬の文化、馬に寄せる深
い愛情を描きます。

45 旅・紀行 一般

Ｖ－1681
吉村作治のエジプト文明の旅③
～よみがえる秘宝　エジプト考古学
博物館～

1851年、フランスの考古学者マリエット
によって誕生したエジプト考古学博物
館。ツタンカーメンの黄金のマスクや
黄金の棺などの秘宝や、数多くの彫
像などが、古代エジプト3400年の時の
旅に誘ってくれます。人類の遺産とも
言える膨大な遺物を収蔵している世界
有数の博物館のすべてを収録した、コ
ンプリート・ガイドビデオです。

47 旅・紀行 一般

Ｖ－1683
幻想　釧路湿原
雄大なる北海道紀行

広大な白銀の原野が描く、大自然の幻想詩情。湿原は、かぎりなく野生の生命を育みます。45 旅・紀行 一般

Ｖ－1756
天空の秘境を駆ける
～カンゼチベット族の馬祭り～

中国・四川省の西にそびえる標高４０
００ｍ級の峰々の彼方にチベット族の
街、理塘があります。チベットの人々
の生活、結婚式、毎年８月に行われる
盛大な馬祭りを紹介しています。

45 旅・紀行 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0346
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし①

いっすん法師、つるの恩返し 25 アニメ 幼・小

V－0347
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし②

金太郎 25 アニメ 幼・小

V－0348
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし③

花さかじいさん、かぐや姫 25 アニメ 幼・小

V－0349
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし④

さるかに合戦、天狗の羽うちわ 25 アニメ 幼・小

V－0350
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし⑤

かちかち山、やまんばと牛かた 25 アニメ 幼・小

V－0351
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし⑥

ぶくぶく茶がま、はちかつぎ姫 25 アニメ 幼・小

V－0352
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし⑦

こぶとりじいさん、ものぐさ太郎 25 アニメ 幼・小

V－0353
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし⑧

うらしま太郎、ねずみの嫁入り 25 アニメ 幼・小

V－0354
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし⑨

したきりすずめ、ちから太郎 25 アニメ 幼・小

V－0355
とおるといくえのアニメ
日本昔ばなし⑩

もも太郎、かざじぞう 25 アニメ 幼・小

V－0356 まんがイソップ物語①
北風と太陽、いこうなニワトリ、キツネ
とツル、アリとハト、王様を求めるカエ
ルたち、馬とロバ

66 アニメ 幼・小

V－0358 まんがイソップ物語③

金の卵を産むニワトリ、欲張りな犬、ロ
バとオンドリとライオン、農夫とその子
供たち、オオカミと子ギツネ、キツネと
きこり

66 アニメ 幼・小

V－0359
ヨーロッパ民話アニメシリーズ①
デンマーク国際童話映画祭スズの
兵隊賞

妖精のおくりもの（イギリス） 12 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0360 ヨーロッパ民話アニメシリーズ②
サレルノ国際映画祭入賞

豆から生まれたピレン（イタリア） 12 アニメ 幼・小

V－0361 ヨーロッパ民話アニメシリーズ③
ラーベル国際映画祭入賞

人魚に恋した男（フランス） 12 アニメ 幼・小

V－0362 ヨーロッパ民話アニメシリーズ④ お嫁さんさがし（ハンガリー） 11 アニメ 幼・小

V－0363 まんが世界昔ばなし① マッチ売りの少女、イワンのばか 22 アニメ 幼・小

V－0364 まんが世界昔ばなし② ヘンゼルとグレーテル、おおかみ少年 22 アニメ 幼・小

V－0365 まんが世界昔ばなし③ はだかの王様、ねずみの嫁入り 22 アニメ 幼・小

V－0366 まんが世界昔ばなし④ ブレーメンの音楽隊、たなばたさま 22 アニメ 幼・小

V－0367 まんが世界昔ばなし⑤ しらゆき姫、まほうの子うま 22 アニメ 幼・小

V－0368 まんが世界昔ばなし⑥ おやゆび姫、アルプスの名犬バリー 22 アニメ 幼・小

V－0369 まんが世界昔ばなし⑦
おおかみと七匹の子やぎ、わがままな
巨人

22 アニメ 幼・小

V－0370 まんが世界昔ばなし⑧
ジャックとまめの木、しりたがりやのト
ラ

22 アニメ 幼・小

V－0371 まんが世界昔ばなし⑨ 幸福の王子、おじそう様の赤い目 22 アニメ 幼・小

V－0372 まんが世界昔ばなし⑩ いばら姫、金色のがちょう 22 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0373 まんが世界昔ばなし⑪ 三匹のこぶた、星のコスモス 22 アニメ 幼・小

V－0374 まんが世界昔ばなし⑫ ハメルンの笛ふき、おしゃれなクジャク 22 アニメ 幼・小

V－0375 まんが世界昔ばなし⑬ シンデレラ、なかまはずれのコウモリ 22 アニメ 幼・小

V－0376 まんが世界昔ばなし⑭ フランダースの犬、岩じいさん 22 アニメ 幼・小

V－0377 まんが世界昔ばなし⑮ アラジンと魔法のランプ、さるのきも 22 アニメ 幼・小

V－0378 まんが世界昔ばなし⑯ アリとキリギリス、鐘をならしたキジ 22 アニメ 幼・小

V－0379 まんが世界昔ばなし⑰
みにくいアヒルの子、まほうのソー
セージ

22 アニメ 幼・小

V－0380 まんが世界昔ばなし⑱ にんぎょ姫、長靴をはいたネコ 22 アニメ 幼・小

V－0381 まんが世界昔ばなし⑲ 赤ずきんちゃん、なし売り仙人 22 アニメ 幼・小

V－0382 まんが世界昔ばなし⑳
王様の耳はロバの耳、オルペウスの
竪琴

22 アニメ 幼・小

V－0383
ＮＨＫビデオランド
おはなしのくに①

長靴をはいたネコ、王様と９人の兄弟 30 アニメ 幼・小

V－0384
ＮＨＫビデオランド
おはなしのくに②

かあさんのおめん、茂吉のねこ 30 アニメ 幼・小

V－0385
ＮＨＫビデオランド
おはなしのくに③

なきたろう、おこじょうるり 30 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0386
ＮＨＫビデオランド
おはなしのくに④

幸福な王子、三年寝たろう 30 アニメ 幼・小

V－0387
ＮＨＫビデオランド
おはなしのくに⑤

め牛のブーコラ、かしこいモリー 30 アニメ 幼・小

V－0441 星の子

１０年間もわが子を捜し求めてきた母
に残酷な仕打ちをし罰を受けました。
自分の過ちに気づいた彼は…。オス
カー・ワイルド原作。

31 アニメ 小

V－0475 ひなまつり
病身の妹に姉が心をこめて作った紙
の雛人形が、真夜中に素晴らしい踊り
と歌を披露しました。

9 アニメ 幼･小

V－0476 ドナルド・ダックと貯金箱

ドナルドは、恋人のデイジーとデートを
するのにお金がない事に気づきまし
た。そこで小さな甥っ子たちの貯金箱
からお金を取り出して…。ウォルト・
ディズニ作品。

8 アニメ 幼･小

V－0477 にこにこぷん① 遊べ、遊べ、にこにこ島 25 アニメ 幼･小

V－0478 にこにこぷん② にこにこ島の春 24 アニメ 幼･小

V－0479 にこにこぷん③ にこにこ島の夏 25 アニメ 幼･小

V－0480 にこにこぷん④ にこにこ島の秋 26 アニメ 幼･小

V－0481 にこにこぷん⑤ にこにこ島の冬 25 アニメ 幼･小

V－0482 にこにこぷん⑥ じゃじゃ丸の誕生日 24 アニメ 幼･小

V－0483 にこにこぷん⑦ ぴっこと赤ずきんちゃん 25 アニメ 幼･小

V－0484 にこにこぷん⑧ ほろりは歌が好き 26 アニメ 幼･小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0485 にこにこぷん⑨ お菓子の国に住みたいな 26 アニメ 幼･小

V－0486 にこにこぷん⑩ 友達って何だろう 26 アニメ 幼･小

V－0487 にこにこぷん⑪ 元気かいおへそ君 26 アニメ 幼･小

V－0488 にこにこぷん⑫ 空を飛びたい 26 アニメ 幼･小

V－0489 にこにこぷん⑬ ごめんね、ピーマン 26 アニメ 幼･小

V－0490 にこにこぷん⑭ 緑っていいね 26 アニメ 幼･小

V－0491 にこにこぷん⑮ 夕立シャワー 26 アニメ 幼･小

V－0492 にこにこぷん⑯ 秋の道しるべ 28 アニメ 幼･小

V－0493 にこにこぷん⑰ ゆき、ゆき、もっと降れ 26 アニメ 幼･小

V－0494 にこにこぷん⑱ ぴょんぴょんカンガルー 27 アニメ 幼･小

V－0495 のびのびむらのにこにこぷん①
みどりっていいね、おさんぽマーチ、
楽しいキャンプ、夕焼け鬼ごっこ、友だ
ちって何だろうな

28 アニメ 幼･小

V－0496 のびのびむらのにこにこぷん②
アイアイ・アイスクリーム、ラベンダー
色の夢、あそべあそべ、風車は丸い
虹、ハイハイハイ

28 アニメ 幼･小

V－0497 のびのびむらのにこにこぷん③
一匹でもさんま、あきのバレリーナ、ぼ
くは保安官、どっさりこんのヨイヨイヨ
イ、ありがとう羊さん

28 アニメ 幼･小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0498 のびのびむらのにこにこぷん④
北風なんてへっちゃらさ、わくわく探検
隊、走れそり！、ハローゆきだるま、さ
よならマーチ

28 アニメ 幼･小

V－0499 くまのプーさんと虎

森の住人達は、ある共通の問題に悩
まされていました。それは、テイガーと
いう虎のことで、陽気すぎてすぐに飛
んだり跳ねたり、愛想のいいのも度を
こして皆をイライラさせるのです。ウォ
ルト・ディズニー作品。

25 アニメ 幼･小

V－0500 タオタオ絵本館１ クモの不思議な糸 29 アニメ 幼･小

V－0501 タオタオ絵本館２ 田舎のネズミと都会のネズミ 29 アニメ 幼･小

V－0502 タオタオ絵本館３ また逢えるねツバメくん 28 アニメ 幼･小

V－0503 タオタオ絵本館４ 目立ちたがりやのサル 28 アニメ 幼･小

V－0504 タオタオ絵本館５ 二人をこらしめたカメ 28 アニメ 幼･小

V－0505 タオタオ絵本館６ １２ｶ月の精と子ジカ 28 アニメ 幼･小

V－0506 タオタオ絵本館７ コウノトリになった王様 28 アニメ 幼･小

V－0507 タオタオ絵本館８ 太陽になりたかった犬 28 アニメ 幼･小

V－0508 タオタオ絵本館９ アリとバイオリン弾き 28 アニメ 幼･小

V－0509 タオタオ絵本館１０ 牽牛と織姫 28 アニメ 幼･小

V－0510 タオタオ絵本館１１ 犬とネコの旅立ち 28 アニメ 幼･小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0511 タオタオ絵本館１２ カエルのお仲人さん 28 アニメ 幼･小

V－0512 タオタオ絵本館１３ 黄金の鳥とウサギ 28 アニメ 幼･小

V－0513 タオタオ絵本館１４ 龍神とラッコ 28 アニメ 幼･小

V－0514 タオタオ絵本館１５ アライグマの知恵 28 アニメ 幼･小

V－0515 タオタオ絵本館１６ 天の国の白い象 28 アニメ 幼･小

V－0516 タオタオ絵本館１７ ゆかいな動物バンド 28 アニメ 幼･小

V－0517 タオタオ絵本館１８ 姫を救ったリス 28 アニメ 幼･小

V－0518 タオタオ絵本館１９ クマさんの小鳥さがし 28 アニメ 幼･小

V－0519 タオタオ絵本館２０ トックとムーの仲直り 28 アニメ 幼･小

V－0520 タオタオ絵本館21 しっぽ自慢のウサギ 28 アニメ 幼･小

V－0521 タオタオ絵本館22 野ネズミの友情 28 アニメ 幼･小

V－0522 タオタオ絵本館23 カマキリ虫の願い事 28 アニメ 幼･小

V－0523 タオタオ絵本館24 天国から落ちたクマ 28 アニメ 幼･小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0524 タオタオ絵本館25 キツネに狙われたサギ 28 アニメ 幼･小

V－0535
まめたろうがんばれ
お月さまとコロ

お百姓さんにまかれたまめたろうの不
倒・不屈の精神とこうろぎの子コロが
素直で明るい心を教わるまでを描いて
います。文部省道徳資料に基づく２作
品。

57 アニメ 小

V－0536
月の峰の狼
太郎吉と薬や

豊かな土地を求めて旅立ち、仲間を守
るために戦う兄弟オオカミの自由と責
任。働き者の太郎吉の真心を描いて
います。文部省道徳資料に基づく２作
品。

77 アニメ 小

V－0537
第九交響曲初演
大原孫三郎

ベートーベンの第九に関わる不倒・不
屈の精神と美術館設立の大原の努
力、その思想を描いています。

108 アニメ 小

V－0550 わたしおてつだいねこ

竹下文子原作の童話をアニメ化。お手
伝いの大好きな猫が失敗を重ねなが
ら、家庭や学校給食のおばさん達の
仕事を見つめます。

19 アニメ 幼・小

V－0551 みんなで作った虹のつり橋

森で暮らす仲良し４人組の可愛い動
物たちが、繰り広げる出来事を通し
て、物やお金の大切さ、働く事の尊さ
を訴えた作品。

20 アニメ 幼・小

V－0552
ミッキーマウスのお誕生日パー
ティ

ミッキーのガールフレンド、ミニーの家
でミッキーの誕生日パーティをドナル
ド、グーフィ、メン鶏も集まって開く事に
なりました。ウォルト・ディズニー作品。

8 アニメ 幼・小

V－0642
北風のくれたテーブル掛け
（人形アニメ）

大切なパン粉を北風に飛ばされた少
年が長い旅をして北風に会いに行き
ます。北風がくれたテーブルかけには
不思議な力がありました。

19 アニメ 幼・小

V－0643
ミッキーマウスのゆかいな船長さ
ん

ミッキーが船長さんに、ドナルドとグー
フィが乗組員で三大スターが勢揃い
し、いろいろな失敗と笑いをふりまきま
す。ウォルト・ディズニー作品。

8 アニメ 幼・小

V－0650
おかあさんのやさしい手
ＣＢＣ第31回小学校作文コンクール文部
大臣奨励賞受賞作品

お母さんの手に何度もありがとうと
言ってなくなったおじいちゃん。病床の
祖父に対する、母の優しい行為に感
動を覚えた小学４年生の作文を映像
化した作品。

23 アニメ 小・中

V－0651 花咲山
文部省選定

少女あやは美しい花の咲く山奥で山
婆に会います。山婆は「人間が一つ優
しい事をすると、ここに一つ花が咲く」
と言います。斉藤隆介作品。

18 アニメ 小・中

V－0652 りゅうのあめ
文部省選定

沼にすむ龍は姿を変え村人を助けま
す。ある夏、村人を救うために許可なく
雨を降らせて竜王の怒りに触れてしま
います。

10 アニメ 小・中

V－0653 はやて
文部省選定

昔はやてという恐ろしい鬼がいまし
た。ある日赤ん坊を食べようとすると
赤ん坊がにっこり笑いました。はやて
はその赤ん坊を連れて帰ります。

13 アニメ 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0654 新人形劇① かちかちやま 15 アニメ 小・中

V－0655 新人形劇② ざしきわらし 15 アニメ 小・中

V－0656 新人形劇③ つるのおんがえし 15 アニメ 小・中

V－0657 新人形劇④ うさぎとかめ 15 アニメ 小・中

V－0658 新人形劇⑤ いっきゅうさん 15 アニメ 小・中

V－0659 新人形劇⑥ うらしまたろう 15 アニメ 小・中

V－0660 新人形劇⑦ 月のうさぎ 15 アニメ 小・中

V－0661 新人形劇⑧ 王様の耳はロバの耳 15 アニメ 小・中

V－0662 新人形劇⑨ 赤ずきん 15 アニメ 小・中

V－0663 新人形劇⑩ ふたりのおかあさん 15 アニメ 小・中

V－0664 新人形劇Ⅱ① さるとかに 15 アニメ 小・中

V－0665 新人形劇Ⅱ② かぐやひめ 15 アニメ 小・中

V－0666 新人形劇Ⅱ③ かさじぞう 15 アニメ 小・中



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0667 新人形劇Ⅱ④ ねずみのよめいり 15 アニメ 小・中

V－0668 新人形劇Ⅱ⑤ えすがたにょうぼう 15 アニメ 小・中

V－0669 新人形劇Ⅱ⑥ てぶくろをかいに 15 アニメ 小・中

V－0670 新人形劇Ⅱ⑦ ３枚のおふだ 15 アニメ 小・中

V－0671 新人形劇Ⅱ⑧ 金の斧 15 アニメ 小・中

V－0672 新人形劇Ⅱ⑨ ふしぎなひしゃく 15 アニメ 小・中

V－0673 新人形劇Ⅱ⑩ 幸福の王子 15 アニメ 小・中

V－0710
ミッキーマウスのキャンピング
カー

ミッキー、ドナルド、グーフィを乗せた
キャンピングカーは坂道を猛スピード
で走ります。ハラハラ、ドキドキの爆笑
編です。ウォルト・ディズニー作品。

9 アニメ 幼・小

V－0720 世界名作アニメ① ピノキオの冒険 44 アニメ 幼・小

V－0721 世界名作アニメ② あしながおじさん 44 アニメ 幼・小

V－0722 世界名作アニメ③ オズの魔法使い 44 アニメ 幼・小

V－0723 世界名作アニメ④ クオレ愛の学校 44 アニメ 幼・小

V－0724 世界名作アニメ⑤ トム・ソーヤの冒険 44 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0725 世界名作アニメ⑥ 若草物語、不思議の国のアリス 44 アニメ 幼・小

V－0726 世界名作アニメ⑦ 宝島、にんじん 44 アニメ 幼・小

V－0727 世界名作アニメ⑧ ロミオとジュリエット、少女コゼット 44 アニメ 幼・小

V－0728 世界名作アニメ⑨ 家なき子、アンクルトムの物語 44 アニメ 幼・小

V－0729 世界名作アニメ⑩ そんごくう、くるみわり人形 44 アニメ 幼・小

V－0730 アンデルセン物語①
マッチ売りの少女、なかよしはいつま
でも

45 アニメ 幼・小

V－0731 アンデルセン物語② 裸の王様、鉛の兵隊 45 アニメ 幼・小

V－0732 アンデルセン物語③ 赤い靴 45 アニメ 幼・小

V－0733 アンデルセン物語④ 人魚姫 45 アニメ 幼・小

V－0734 世界名作劇場① 赤毛のアン 30 アニメ 幼・小

V－0735 世界名作劇場② 母をたずねて三千里 30 アニメ 幼・小

V－0736 世界名作劇場③ 小公女セーラ 30 アニメ 幼・小

V－0737 世界名作劇場④ ふしぎの国のアリス 30 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0738 世界名作劇場⑤ トム・ソーヤの冒険 30 アニメ 幼・小

V－0739 世界名作劇場⑥ 愛の若草物語 30 アニメ 幼・小

V－0740 世界名作劇場⑦ ピーター・パンの冒険 30 アニメ 幼・小

V－0741 世界名作劇場⑧ あらいぐまラスカル 30 アニメ 幼・小

V－0742 世界名作劇場⑨ 愛少女ポリアンナ 30 アニメ 幼・小

V－0743 世界名作劇場⑩ みつばちマーヤの冒険 30 アニメ 幼・小

V－0744
椋鳩十野生のさけび①
文部省選定
文化庁長官賞

山の太郎グマ、カガミジン 49 アニメ 幼・小

V－0745
椋鳩十野生のさけび②
文部省選定
文化庁長官賞

片耳の大鹿、黒いギャング 49 アニメ 幼・小

V－0746
椋鳩十野生のさけび③
文部省選定
文化庁長官賞

山の大将、チビザル兄弟 49 アニメ 幼・小

V－0747
椋鳩十野生のさけび④
文部省選定
文化庁長官賞

やせ牛物語、山へ帰る 49 アニメ 幼・小

V－0748
椋鳩十野生のさけび⑤
文部省選定
文化庁長官賞

金色の足あと、森の王者 49 アニメ 幼・小

V－0749
椋鳩十野生のさけび⑥
文部省選定
文化庁長官賞

王者の座、みかづきとたぬき 49 アニメ 幼・小

V－0750
椋鳩十野生のさけび⑦
文部省選定
文化庁長官賞

消えた野犬、カワウソの海 49 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0751
椋鳩十野生のさけび⑧
文部省選定
文化庁長官賞

犬塚、森の友だち 49 アニメ 幼・小

V－0752
椋鳩十野生のさけび⑨
文部省選定
文化庁長官賞

ヤマの一生、白いサメ 49 アニメ 幼・小

V－0753
椋鳩十野生のさけび⑩
文部省選定
文化庁長官賞

南島のシシ白耳、月の輪熊 49 アニメ 幼・小

V－0754
椋鳩十野生のさけび⑪
文部省選定
文化庁長官賞

底無し谷のカモシカ、子ジカのホシタ
ロウ

49 アニメ 幼・小

V－0755
椋鳩十野生のさけび⑫
文部省選定
文化庁長官賞

野獣の鳥、赤い霜柱 49 アニメ 幼・小

V－0756 椋鳩十野生のさけび⑬
文部省選定、文化庁長官賞

大空に生きる（前後編） 49 アニメ 幼・小

V－0986
ミッキーマウスのゆかいな仲間達
（クリスマス）

ミッキーとプルートは、クリスマスツ
リーを立てようと、森で適当な木を見
つけましたが…。ウォルトディズニー作
品。

10 アニメ 幼・小

V－0987 ディズニーの三匹のこぶた
三匹の兄弟のこぶたが、それぞれに
自分の家を作りましたが、怖いオオカ
ミが来て…。ウォルトディズニー作品。

9 アニメ 幼・小

V－0988 ミッキーマウスとプルート
アカデミー賞受賞

ミッキーが可愛がっている子猫が、深
い井戸に落ちてしまいました。ウォルト
ディズニー作品。

10 アニメ 幼・小

V－0989 大造じいさんとガン

椋鳩十の代表的な童話をアニメ化。今
年こそ雁を捕らえようと執念を燃やす
老狩人の大造じいさんと命がけで仲
間を守る雁の頭領、残雪。

20 アニメ 幼・小

V－0990
ロビンソン・クルーソー
無人島の冒険

無人島で生きぬく事を決意したロビン
ソンは、大自然の中で、知恵と勇気を
振るって努力し、次第に逞しくなってい
きます。

40 アニメ 幼・小

V－0991 クリスマスキャロル

欲張りで、人に嫌われている金貸しの
スクルージ爺さんはクリスマスの日に
自分の過去・現在・未来の姿を見せら
れて…。

29 アニメ 幼・小

V－0992 杜子春
芥川龍之介の名作童話のアニメ化。
人間らしく正直に暮らしていく事がい
かに大切かを描いています。

20 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0993 走れメロス
お互いを信頼しあって行動する二人の
美しい友情の物語をドラマチックに描
いた作品。

20 アニメ 幼・小

V－0994 モチモチの木

峠の小屋で爺さまとたった二人で暮ら
している豆太は、小屋の前にある大き
なモチモチの木を怖がっていました
が、ある夜…。

14 アニメ 幼・小

V－0995
名作児童文学アニメ
眠れる森の美女

妖精に呪いをかけられて深い眠りにお
ちたお姫様。それから１００年後、ある
国の王子様が現れて…。

24 アニメ 幼・小

V－0996
名作児童文学アニメ
ロビンフッド

森の住人ロビンフットは、勇気溢れる
正義の味方です。困っている人々を助
けるために、弓矢を手に大活躍しま
す。

24 アニメ 幼・小

V－0997
名作児童文学アニメ
ハイジ

美しいアルプスに暮らすハイジは、と
ても心のやさしい、かわいい女の子、
ハイジの心あたたまる物語。

24 アニメ 幼・小

V－0998
名作児童文学アニメ
シンドバッドの冒険

燃える勇気と溢れる力を持った船乗り
のシンドバット、夢と冒険を求めて未
知の世界へ旅立ちます。

24 アニメ 幼・小

V－1037 まんが偉人物語1 ライト兄弟、ベーブルース 22 アニメ 幼・小

V－1038 まんが偉人物語2 エジソン、メンデル 22 アニメ 幼・小

V－1039 まんが偉人物語3 ヘレン・ケラー、シートン 22 アニメ 幼・小

V－1040 まんが偉人物語4 坂本竜馬、リンカーン 22 アニメ 幼・小

V－1041 まんが偉人物語5 ガリレオ・ガリレイ、コペルニクス 22 アニメ 幼・小

V－1042 まんが偉人物語6 コロンブス、一休 22 アニメ 幼・小

V－1043 まんが偉人物語7 ニュートン、ダーウィン 22 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1044 まんが偉人物語8 紫式部、マルコポーロ 22 アニメ 幼・小

V－1045 まんが偉人物語9 アンデルセン、ベル 22 アニメ 幼・小

V－1046 まんが偉人物語10 レオナルド・ダビンチ、グーテンベルグ 22 アニメ 幼・小

V－1047 まんが偉人物語11 野口英世、レントゲン 22 アニメ 幼・小

V－1048 まんが偉人物語12 モーツァルト、ワシントン 22 アニメ 幼・小

V－1049 まんが偉人物語13 キューリ夫人、ゴッホ 22 アニメ 幼・小

V－1050 まんが偉人物語14 夏目漱石、ファーブル 22 アニメ 幼・小

V－1051 まんが偉人物語15 ノーベル、コッホ 22 アニメ 幼・小

V－1052 まんが偉人物語16 ベートーベン、ワット 22 アニメ 幼・小

V－1053 まんが偉人物語17 福沢諭吉、リンドバーグ 22 アニメ 幼・小

V－1054 まんが偉人物語18 グリム兄弟、ロダン 22 アニメ 幼・小

V－1055 まんが偉人物語19 聖徳太子、三蔵法師 22 アニメ 幼・小

V－1056 まんが偉人物語20 ナイチンゲール、ミレー 22 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－1116 七夕さま
仲良し兄弟に、お母さんが七夕さまに
まつわる織姫と彦星のお話をしてくれ
ます。

10 アニメ 幼･小

V－1117 福は内　鬼は外

昔、ある山里の村におきた不思議なお
話です。子ども達が納屋で子鬼を見つ
けてびっくり仰天、鬼を追い払う秘訣を
旅の僧が教えてくれます。

11 アニメ 幼･小

V－1118 泣いた赤鬼
「青鬼くんありがとう」優しい友の思い
やりに、赤鬼の目には大粒の涙が浮
かんでいました。

20 アニメ 幼･小

V－1119 りゅうの目のなみだ
やさしい心、いたわりの心が、いかに
大切か、詩情豊かなメルヘンとして描
いています。

20 アニメ 幼･小

V－1120 クオレ「愛の学校」父と子
文部省選定

宛名書きの内職をする父親をひそか
に手伝おうとした少年が、そのために
成績不振になり、父親の思わぬ誤解
と怒りを受けて…。

22 アニメ 幼･小

V－1121 彦一とんちばなし

村のとんち者、彦一とそのパートナー
お里の明るく自然な生活を中心に展
開する、知恵と勇気のドラマを、歯切
れよく、楽しいリズムで描いています。

18 アニメ 幼･小

V－1204 手品師
文部省選定

母の死も知らずに帰りを待ちわびる少
年ピエールの身の上を知った青年手
品師シャルルは、長年の夢だった檜
舞台へのチャンスに恵まれたにもかか
わらず、少年との約束を守るため、よ
り人間的な道を選びます。少年の心と
誠実さを感動的に描きます。

15 アニメ 小･中

V－1205

おこんじょうるり
文部省特選、教育映画祭最優秀作品
賞・文部大臣賞、動物愛護映画コンクー
ル優秀賞・文部大臣賞、中央児童福祉
審議会推薦、赤十字映画祭特別大賞・
最優秀賞

まじないで厄払いをしていたこの婆さ
んは、最近ヘマばかりやってふさぎこ
んでいました。そんな時、腹をへらした
きつねのおこんがやってきました。お
こんがじょうるりをうなると、みんなゆ
かいな気持ちになって病気がすっかり
なおると大評判…。

25 アニメ 小･中・一般

Ｖ－1265
新まんが　はじめて物語
モノレール・ロープウエイ

《モノレール》：モノレールといってい
も、２種類があります。はじめは、ずい
ぶん低いところを走っていました。
《ロープウェイ》：ロープウェイの先祖
は、大昔からありました。　ケーブル
カーとの違いもみていきます。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1266
新まんが　はじめて物語
飛行機・ヘリコプター

《飛行機》：空を飛ぶことは、人々の夢
でした。日本でも多くの飛行機が造ら
れました。
《ヘリコプター》：竹とんぼのように、プ
ロペラで空を飛び回るヘリコプター。
様々な仕組みがあります。

25 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1267
新まんが　はじめて物語
救急車・オートバイ

《救急車》：戦争のとき、けがをした兵
隊さんを運んだ馬車。これが、救急車
のはじまりでした。
《オートバイ》：自転車にエンジンをつ
けたオートバイ。はじめは、見せ物や
曲芸で使われました。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1268
新まんが　はじめて物語
消防自動車・トラック

《消防自動車》：たのもしい消防車。む
かしは馬がひっぱる蒸気ポンプ車でし
た。
《トラック》：トラックに必要な力の強い
エンジンは、どうやってできたのでしょ
う。トラックの組み立て作業もみていき
ます。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1269
新まんが　はじめて物語
パトカー・白バイ

《パトカー》：はじめてのパトカーはラジ
オカーって呼ばれていたんだ。サイレ
ンや無線機は、まだついていませんで
した。
《白バイ》：最初の白バイは、目立つよ
うに真っ赤にぬった「赤バイ」でした。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1270
新まんが　はじめて物語
自動車・自転車

《自動車》：日本ではじめてつくられた
自動車は、トラックみたいな形のバス
でした。
《自転車》：はじめの頃の自転車は、向
き変えられなかったり、スピードも遅い
ものでした。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1271
新まんが　はじめて物語
ダンプ・ブルドーザー

《ダンプ・ブルドーザー》：工事現場に
は、たくさんの車があります。それぞ
れ、どのような工夫がされているので
しょうか。
《ミキサー車》：すぐに固まってしまう生
のコンクリートを遠くまで運ぶために、
どのような仕組みになっているので
しょうか。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1272
新まんが　はじめて物語
地下鉄・電気機関車

《地下鉄》：モグラのように地面の下を
走る地下鉄。はじめから、とってもモダ
ンな乗り物でした。
《電気機関車》：「電車」と「電気機関
車」の違いをモグタンたちと一緒に学
んでいきます。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1273
新まんが　はじめて物語
電車・蒸気機関車

《電車》：日本ではじめての電車は、鐘
をならしながら走るチンチン電車でし
た。運転手さんは人気者でした。
《蒸気機関車》：煙をはきながら力強く
走るＳＬ。いつまでも乗ることができま
す。

25 アニメ 幼・小

Ｖ－1274
新まんが　はじめて物語
新幹線・貨物列車

《新幹線》：人気のある新幹線。はじめ
て「ひかり」が走るまでには、様々な苦
労がありました。
《貨物列車》：いろんな荷物を遠くまで
運ぶ貨物列車は、種類も豊富です。貨
車に書かれた記号の意味はわかりま
すか。

25 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1280 光の星

赤い星、青い星、そして三つ目の小さ
く弱い光の星。不平をいう赤と青の星
よりすべての生き物や人にやさしい三
つ目の星はやがて銀色に輝き出す。
その素直な優しい心に共感させる作
品。

11 アニメ 小

Ｖ－1281 旅の音楽師

年老いた音楽師ぺトラスは長年芸を
続けながら旅を続けています。ある村
で、病気にかかったぺトラスはカール
少年の家に世話になり、バイオリンを
弾いてきかせるまでに回復しました。
別れの時、マリア様にお礼をと教会に
いき、カールにバイオリンをプレゼント
して息をひきとります。

20 アニメ 小

Ｖ－1282 地蔵浄土

ある日、山へ出かけた爺さまは、婆さ
まが作ってくれた団子を食べようとして
崖の下の穴に転がしてしまいます。穴
の中には地蔵様が立っており、その口
元には団子の食べかすが…。「地蔵
様も腹が空いているのか」爺さまは残
りの団子もあげて帰ろうとしたとき…。

20 アニメ 小

Ｖ－1284 よわむし太郎

悪口をいわれようといたずらをされよう
と怒らない「よわむし太郎」が白鳥を撃
とうとした殿様に刃向います。自分の
正しいと信じたことを勇気をもってやり
ぬこうとすることの大切さを民謡的に
描きます。

15 アニメ 小

Ｖ－1289 草原の子　テングリ

広大な中央アジアの草原を舞台に、
仔牛と少年の友情の物語を草原の情
緒や生活をまじえながら描きます。子
供たちに優しさと夢を感じさせる作品
です。

21 アニメ 小

Ｖ－1342
まんが日本昔ばなし⑥
金太郎･宝の下駄・おむすびころ
りん・馬方とタヌキ

金太郎：足柄山でクマやシカを友達に
よく遊びよく眠り、すくすく育った金太
郎。１０才になるとクマとすもうをとって
も負けない力持ちで心優しい子になっ
ていました。ある日、大イノシシが現れ
…。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1343
まんが日本昔ばなし⑦
養老の滝・雀とキツキと鳩・こが
ねの斧・蛙の恩返し

養老の滝：山奥に住む気立てのよい
孝行息子。たきぎを取りに山に入り、
甘い香りのする滝を見つけてその水を
息子は持ち帰り病気の父に飲ませま
す。美濃の国養老の滝にちなんだお
話です。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1344
まんが日本昔ばなし⑧
七夕さま・さだ六とシロ・河童の雨
ごい・イワナの怪

七夕さま：天女を嫁にしてしまった行商
の男。子供を連れて天に帰ってしまっ
た嫁さまに会いたくて、わらじを千足編
み竹の根元に埋めます。すると、竹は
どんどん伸びて天の国に近づいてい
きます。他３作。

50 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1345
まんが日本昔ばなし⑨
耳なし芳一・月見の枝・三年寝太
郎・ひょうたん長者

耳なし芳一：源平の合戦を語るのが得
意な、目の見えない琵琶ひきの法師、
「芳一」。あるむし暑い夏の夜、芳一が
１人で琵琶のけいこをしていると、どこ
からともなく「芳一、芳一」と呼ぶ声が
します。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1346
まんが日本昔ばなし⑩
舌切り雀・龍の淵・おいてけ堀・
河童のくれた妙薬

舌切り雀：じいさんは、けがをしている
子すずめを連れて帰り、手当てをして
かわいがっています。ところがある日、
「チュン子」はばあさんのせんたくのり
を食べてしまいます。怒ったばあさん
は…。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1347
名作童話劇場
イソップの町のねずみといなかの
ねずみ

町のねずみから、おいしい食べ物や
楽しい出来事を聞いたいなかのねず
み。さっそく町に出かけて行きますが、
猫とか犬とかこわい目にあってさんざ
んです。いなかのねずみが、町に出て
繰り広げる愉快物語。

11 アニメ 幼・小

Ｖ－1348
名作童話劇場
ガリバー旅行記

嵐で船が沈んでしまい、見知らぬ島に
流されてしまったガリバー。砂浜に打
ち上げられて、朝、気がつくとそこはな
んと小人たちの住む国だったのです。
大きなガリバーは、王様を助けて大活
躍です。

11 アニメ 幼・小

Ｖ－1349
名作童話劇場
アリババと四十人の盗賊

むかし、アラビアにおそろしい四十人
の盗賊がいました。盗賊たちは、いつ
も宝物を盗んできては、岩山の洞窟に
隠していました。ある日、アリババは、
「ひらけ、ごま！！」という洞窟の扉が
開く呪文の言葉を聞いてしまったので
す。

11 アニメ 幼・小

Ｖ－1350
名作童話劇場
アンデルセンのかえるの冒険

深くて暗い井戸の底に、かえるの一家
が住んでいました。子どもかえるは、
いつも井戸の外の世界にあこがれて
上ばかり見上げていました。ある日の
こと、人間がつるべを降ろしたので、子
どもかえるは、それに乗って冒険の旅
に出たのです。

11 アニメ 幼・小

Ｖ－1351
名作童話劇場
アンデルセンのすずの兵隊さん

すずできているおもちゃの兵隊さんの
中に、一本足の兵隊さんがいました。
兵隊さんは踊り子のお人形が大好き
でしたが、いじわるなびっくり箱の小鬼
にじゃまされて窓の外にとばされてし
まったのです。

11 アニメ 幼・小

Ｖ－1387
日本昔話
牛方と山んば・よくばり和尚・爺婆
かぼちゃ水の種

牛方と山んば：牛方が干した魚を運ん
でいると、腹をすかせた山んばが現
れ、「魚こか、べこか、おめえか、どれ
か食わせろ」とせまります。牛方は魚
を一本ずつ山んばにやって、その間に
山道を急ぎますが…。他３作。

50 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1388
日本昔話
みそ買い橋・言うなの地蔵・   猿
地蔵・エビの腰はなぜ曲がった

みそ買い橋：飛騨の山あいの村に住
む貧しい炭焼きの長吉。ある夜、夢の
中で「高山の町へ行き、みそ買い橋の
上に立っていると、いい話が聞ける
ぞ。」と仙人が告げます。さっそく高山
の町へ行きますが…。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1389
日本昔話
狐森・乞食のくれた手ぬぐい・蛸
八長者・千亀女

森を通る人々をだます狐たちを乱暴者
の権さんが石をぶちかましてこらしめ
ます。困った狐たちは相談し、婆さん
狐が、町一番の美人と評判の武州屋
のおかみさんに化けることになりま
す。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1390
日本昔話
にせ本尊・きつね女房・としがみ
さま・すりばちをなめた猫

にせ本尊：檀家から帰る途中、狐にだ
まされていつも土産を取られてしまう
和尚さん。そこで、小僧さんが狐をうま
くだまして寺に連れてくると、狐は御本
尊さまに化けてしまいます。そこで二
人は…。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1391
日本昔話
宝のおお釜・雪と月と日・おお年
の客天福地福

宝のおお釜：家の守り本尊と言い伝え
られてきた、とてつもなく大きな釜が家
にある吾作。盗人に持ち去られてはご
先祖様に申し訳ないと、心配でたまり
ません。そこで、釜の中で寝ることにし
ますが…。他３作。

50 アニメ 幼・小

Ｖ－1393 雪むすめ
文部省選定

老夫婦の作った、雪だるまから生まれ
たカーヤは、美しい娘へと成長しまし
たが、なぜか、明るい陽光の下では、
元気がありませんでした。そして、春を
迎える火祭りの日に、消えてしまいま
す。

19 アニメ 幼・小

Ｖ－1394 眠り姫
文部省選定

ロワール国の王子ピュールは、迷い
込んだ森の中で、不思議な城に出合
います。そして仙女の導きによって、
城中へと入り、眠ったいた姫を目覚め
させ、やがて二人は結婚します。

19 アニメ 小

Ｖ－1395 弓の名人ウイリアム・テル
文部省選定

スイスの山の民である、ウイリアム・テ
ルたちは、悪代官であるゲスラーのた
めに、いつも苦しめられていました。弓
の名人であるテルは、ある日、ゲス
ラーに捕まった息子たちを解放する条
件で、息子の頭に載せたりんごを射ま
す。

19 アニメ 小

Ｖ－1410 たのしいえかきうた①

えかきうたあそびは、歌っているうちに
次々に形ができたいく、魔法のあそ
び！（かさ・やかん・ねずみ・いぬ・ひよ
こ・にわとり・かに・くらげ・さかな・たこ・
ふね・くじら・ひこうき・ゆきだるま・ペン
ギン）

20 アニメ 幼



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1411 たのしいえかきうた②

えかきうたあそびは、歌っているうちに
次々に形ができたいく、魔法のあそ
び！（かば･パンダ・くじゃく・さる・コア
ラ・ライオン・電車・ひまわり・おばけ・
がいこつ・うさぎ・ロケット・かえる・から
す・おひめさま）

20 アニメ 幼

V-1431 ワニ夫のなみだ

ワニ夫はいじわるで皆から嫌われてい
ましたが、ヒラヒラに「大好き」といわ
れ、いじわるをしなくなるのですが、嵐
で、ヒラヒラが死んでしまいます。空の
上の神様なら助けてくれると聞いたワ
ニ夫は、虹を登って神様にお願いしま
す。

14 アニメ 幼

V-1437 おじゃる丸①

①マロがおじゃる丸でおじゃる
②月からおとうとふってきた
③みんなはじめてばかりでおじゃる
④ユックリがよいでおじゃる
⑤カズマはとっても石がすき
⑥トミー爺の大発見

60 アニメ 幼

V-1438 おじゃる丸②

①マロのエボシは宝ばこ
②風呂や水はいやでおじゃる
③ホームシックでおじゃる
④マロのエボシはふしぎでおじゃる
⑤金ちゃんは恐竜マニア
⑥マロの居場所はどこでおじゃる

60 アニメ 幼

V-1439 おじゃる丸③

①小町ちゃんにメロリンコ
②カズマ、石をこわがる
③トミー爺の子鬼かんげい会
④いつも正しい石清水くん
⑤電ボ、恋をする
⑥庶民の味はナンギでおじゃる

60 アニメ 幼

V-1440 おじゃる丸④

①オカメ姫がやってきた
②はたらき者の双子犬
③おじゃる、スーパーマーケットへ行く
④つよいぞ電書ボタル
⑤ライバルはマリー婆ちゃん
⑥フリーター・ケンさん

60 アニメ 幼

V-1441 おじゃる丸⑤

①バレリーナになりたいでおじゃる
②キスケ、ヒヨコになる
③暗いの、うすいさちよ
④ツッキーはナゾなやつ
⑤電話はナンギでおじゃる
⑥電ボとアケミ

60 アニメ 幼

V-1488
がんばれスイミー
文部省選定
教育映画祭動画部門優秀作品賞

「そうだ、みんなで泳ごう。」「海で１番
大きな魚のふりをして。」スイミーの知
恵で、小さな赤い魚たちが、広い海の
中を思いきり泳げるようになった喜び
を味わわせ、事態に対応した工夫や、
考えることの大切さに気づかせます。

26 アニメ 小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1489 すてきなコンサート
教育映画祭動画部門優秀作品賞

家族が、思いやりの心を持ち、コミュニ
ケーションのよい家庭は、平和で、心
豊かな、温かい雰囲気が生まれ、誠に
望ましい家庭です。私達が、平和で楽
しい日々をすごすには、やさしさと思い
やりの心が大切で、その心の大切さを
すてきなコンサートの大きな感動から
未来を担う子供達に、体得して欲しい
願う作品です。

23 アニメ 幼･小

V-1539 母うずら
教育映像祭文部大臣賞

父と野原にかりに出かけた少年は、ね
らった１羽のうずらが傷ついたような飛
び方をするのをふしぎに思います。や
がて、猟犬がうずらをくわえて帰ってき
た後、少年はうずらの飛び立った所
で、うずらのひなを見つけ、母うずらの
行動の意味を悟ります。

14 アニメ 幼・小

V-1540 そばの花　咲いた日
教育映像祭優秀作品賞

ひとりぼっちの子うさぎは、人間のお
母さんの歌う子守歌を聞きに、山のそ
ば畑に通います。しかし、この山の中
にも、人間の始めた大きな工事の音
がせまってきます。そして、そばがいっ
せいにその白い花を咲かせた日ー。

12 アニメ 幼・小

V-1541
ニルスの不思議な旅より
太陽と氷の精の戦い
文部省選定

北の果ての国ラブランドの雪と氷の山
に太陽が向かっていきます。木や草や
鳥や動物たちも加わって、ふしぎなパ
レードが丘をこえ、谷を渡って進みま
す。ニルスの旅は冒険がいっぱいで
す。

29 アニメ 小･一般

V-1542 やまんばと兄弟星
文部省選定

恐ろしいやまんばに捕まった、一也と
太平の兄弟は、ふたりで協力して、い
ろいろに知恵を出しあいながら、やま
んばの手をのがれて、やがて、天に昇
り二つの星となったのだった。

20 アニメ 幼･小･一般

V-1567 ウオンブルズ①

ロンドン郊外ウインブルドン公園の秘
密の穴に住むウオンブルズ一家。イン
テリのブルガリアおじさんを筆頭に、機
械に強いトバモリーおじさん、家政婦
のマダムショレー、そして４匹のこども
たち、人の目に見えず、人の捨てた物
を創意工夫でリサイクルしていく一家
が出会うゆかいなお話。他ブルガリア
おじさんのゆりいす・きえたパンケー
キ・うなる掃除機・書類の山と洗濯物

25 アニメ 幼･小

V-1568 ウオンブルズ②
他　バンゴの誕生日・ウオンブルズの
ケーキづくり・ウオンブルズの風向計・
はちゃめちゃサーカス

25 アニメ 幼・小

V-1569 ウオンブルズ③
他  大きくなったオリノコ・真夜中の食
いしん坊・謎の足跡・おやつマシーン

25 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1570 ウオンブルズ④
他　天才画家ウエリントン・オリノコのく
もがくれ・救急隊員出動！・しゃっくり
ケーキ

25 アニメ 幼・小

V-1571 ウオンブルズ⑤
他　宝物をさがせ！､沈黙は金なり､ウ
オンブルズ・フール､マジック･ショー

25 アニメ 幼・小

V-1572 ユメみるハックスレー１

ある日、子ぶたのハックスレーにおば
あさんからスーツケースが送られてき
ました。スーツケースの中は、洋服で
ギッシリ。ためしにピエロの服を着てみ
るとビックリ！本当のサーカスのピエ
ロになってしまったのです…。他　 お
ばけ屋敷・浜辺でお昼寝・仲良しピエ
ロ

40 アニメ 幼・小

V-1573 ユメみるハックスレー２
他　ぼくのレストラン･海の怪獣・ヒマラ
ヤの雪男

40 アニメ 幼・小

V-1574 ユメみるハックスレー３
他　ハックスレー刑事登場・アラビアの
ホレス・恐竜ブタザウルス

40 アニメ 幼・小

V-1575 ユメみるハックスレー４
他　釣りに行こう・山賊退治・映画を撮
ろう

40 アニメ 幼・小

V-1576 ユメみるハックスレー５
他　エジプト探検・楽しい村祭り・ホレ
スのスキー教室

40 アニメ 幼・小

V-1577 パディントン・ベア①

みんなで映画を見に行ったパディント
ン。ところが持って行ったキャンディが
接着剤でつくったものだったから、さあ
大変。映画館はおおさわぎになりまし
た。

25 アニメ 幼・小

V-1578 パディントン・ベア②

マーマレードが大好きなくまのパディン
トン。ある日、学校へ行ったパディント
ンはゆかいな事件をまきおこし、楽し
い冒険をくりひろげます。

25 アニメ 幼・小

V-1579 パディントン・ベア③

今日はブラウンさんの誕生日。ダンス
のステップを練習してコンテストで優勝
したパディントンは、素敵な誕生日の
プレゼントを贈りました。

25 アニメ 幼・小

V-1595 それいけ！アンパンマン
いっしょにおべんきょう１

お花畑でおべんとうたのしいサイクリ
ング

22 アニメ 幼

V-1596 それいけ！アンパンマン
いっしょにおべんきょう2

アイスだ！すいかだ！うきうき海水浴 22 アニメ 幼



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1597 それいけ！アンパンマン
いっしょにおべんきょう3

ピエロとどうぶつわくわくサーカス 21 アニメ 幼

V-1598 それいけ！アンパンマン
いっしょにおべんきょう4

雪だ！スキーだ！みんなですべろう！ 22 アニメ 幼

V-1599 まんが世界昔ばなし２１巻 美女と野獣、金色のしか 22 アニメ 幼・小

V-1600 まんが世界昔ばなし２２巻 誕生日の秘密、霧の巨人 22 アニメ 幼・小

V-1601 まんが世界昔ばなし２３巻
ロビンフットのぼうけん、洋服がごはん
をたべた話

22 アニメ 幼・小

V-1602 まんが世界昔ばなし２４巻 十一わのはくちょう、動物たちと火 22 アニメ 幼・小

V-1603 まんが世界昔ばなし２５巻
クリスマスの贈り物、ろばになった旅
人

22 アニメ 幼・小

V-1626 いたずらっ子トム
文部省選定

イギリス文学の傑作『水の子』から題
材を得て、水の国の世界をアニメ化し
ました。原作者・キングスレイは、物語
の中に人道主義の哲学をちりばめて
います。

26 アニメ 幼・小

V-1632
にじいろのふしぎないし
文部省選定

やさしさと勇気をくれる『にじいろのふ
しぎないし』を求め、魔女の待つ洞くつ
へ子どもたちの冒険が始まりました。
はたして『にじいろのふしぎないし』を
手に入れることはできるのでしょう
か？

15 アニメ 幼・小

V-1636 月の峰の狼
文部省選定

獲物が次第に少なくなってきたため、
新天地を求めて旅立った若きリーダー
の兄狼ドンに代わり、残された仲間を
守るために命を賭けてその責を果たし
た弟狼ダンの勇気ある行動と責任感
を感動的に描きます。

15 アニメ 小・中

V-1639
いじわる狐ランボー
文部省特選
教育映画祭優秀作品賞

いじわる狐のランボーは、とうとう、山
羊のおじいさんまで怪我させてしまい
ます。ところが診療所の先生は冬眠
中。起こそうとして、みんなは部屋を春
のように温めます。その外でランボー
が一生懸命ウグイスの鳴き真似をして
いました…。

15 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1641

カワウソ親子の冒険
文部省特選
中央児童福祉審議会推薦

全国私立幼稚園連盟推薦

動物学者の第一人者として名高い、
椋鳩十の原作「金色の川」をもとに作
られた、オリジナルなアニメーションで
す。誰もが好きな小動物、カワウソ親
子のわくわくする冒険を通して、生命
の尊さ、友だちの大切さ、親と子の強
い絆を、子供たちに分かりやすく語り
かける作品です。

19 アニメ 幼・小

V-1642

カワウソ親子の冒険
（副音声・字幕スーパー付）
文部省特選
中央児童福祉審議会推薦
全国私立幼稚園連盟推薦

動物学者の第一人者として名高い、
椋鳩十の原作「金色の川」をもとに作
られた、オリジナルなアニメーションで
す。誰もが好きな小動物、カワウソ親
子のわくわくする冒険を通して、生命
の尊さ、友だちの大切さ、親と子の強
い絆を、子供たちに分かりやすく語り
かける作品です。

19 アニメ 幼・小

V-1647 赤いカーネーション
文部省選定

昔から毎年行っている季節ごとの行事
の中から、子供たちに親しみのあるも
のを取り上げ、アニメーションシリーズ
にしました。楽しく夢のあるお話を通し
て、行事や祭りの持つ意味を教えてい
きます。本当に素晴らしい母の日のプ
レゼントは…心優しい少年のお話で
す。

10 アニメ 幼・小

V-1652
おじゃる丸⑥
走れ！マスター
他全６話

①走れ！マスター
②うすいさちよに希望の光
③小町ちゃんはマイペース
④クールじゃの　冷徹斎
⑤エンマ大王　大よわり
⑥子鬼ハウスへようこそ

60 アニメ 幼・小

V-1653
おじゃる丸⑦
双子犬の人間散歩
他全６話

①双子犬の人間散歩
②ユックリ時計が好きでおじゃる
③ケーキこわい！でおじゃる
④岩清水くんの大親友
⑤健康いちばん月光草
⑥公ちゃん　しあわせになる

60 アニメ 幼・小

V-1654
おじゃる丸⑧
最高のおとどけもの
他全６話

①最高のおとどけもの
②マロが座れば都でおじゃる
③月光町に花ふぶき
④月光町大使はだれでおじゃる？
⑤白犬にのった王子さま
⑥おじゃる　歴史に残る

60 アニメ 幼・小

V-1655
おじゃる丸⑨
並べばよいことあるでおじゃる
他全６話

①並べばよいことあるでおじゃる
②電ボ　芸をおぼえる
③金ちゃん　友だちを釣る
④おじゃる　山にのぼる
⑤熱血　本田先生
⑥満願神社に　神さまあらわる

60 アニメ 幼・小

V-1656
おじゃる丸⑩
マリーやしきのたからもの
他全６話

①マリーやしきのたからもの
②とっておく田村さん一家
③おじゃる　カメラを持つ
④おじゃる　タナカヨシコの店にいく
⑤腹からさけんだエンマ大王
⑥おじゃる　買いものにつきあう

60 アニメ 幼・小

V-1657
それいけ！アンパンマン
えいごランド①
歌って踊ってゆかいな幼稚園

アンパンマンが、えいごランドの幼稚
園にやってきた。ばいきんまんも一緒
に、幼稚園でのいろいろな生活を体験
しながら２人で英語を学びます。この
巻では、主に簡単なあいさつや食べ
物・動物・おもちゃ・衣服等の名前を習
います。

20 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1658
それいけ！アンパンマン
えいごランド②
ばしゃばしゃスイスイプールの日

この巻では、主に First, Second の順
番を習い、色・衣服・食べ物等を学習
します。

20 アニメ 幼・小

V-1659
それいけ！アンパンマン
えいごランド③
楽しい遠足　動物園

この巻では、主に信号の見分け方を
習い１～１０の数字や体の部分等を学
習します。

20 アニメ 幼・小

V-1660
それいけ！アンパンマン
えいごランド④
みんなガンバレ運動会

この巻では、主に数字を逆からおぼえ
る練習や、体の部分・色・動物の名前
を学習します。

20 アニメ 幼・小

V-1661
パーシーとどうぶつたち
春　　ひみつのめいろ

とても暖かな春の日。パーシーは朝か
ら大いそがしです。古い迷路の、のび
きった垣根をきれいにしなくては！だ
から今日は仲良しの動物たちとも遊ば
ずに手押し車に荷物をのせて出かけ
ます。それを見ていた動物たちはおも
しろいことを思いつきます。「いいか
い？迷路でパーシーを驚かすんだ！」

50 アニメ 幼・小

V-1662
パーシーとどうぶつたち
夏　　ちからをあわせて

まぶしい日ざしの夏の日。パーシーは
久しぶりのお休み。今日は動物たちと
で楽しいピクニックに出かけます。お
茶の時間を待ちながらみんなでの～
んびり。遠くでは仲良しウサギさん兄
弟の笑い声が聞こえてきます。３匹が
ぴょんぴょん飛び跳ねっこをした、その
時です！「ああ！でっかい穴に妹が食
べられちゃった！」パーシー、はやく助
けにいかなくちゃ！

50 アニメ 幼・小

V-1663
パーシーとどうぶつたち
秋　　あらしのあとで

強い風が吹く秋の日。パーシーと落ち
葉の山をお片づけするリスさんは、え
らそうなフクロウさんがちょっと苦手。
ある時、みんなのお家が嵐で吹き飛
ばされ、大変！リスさんが川に落っこ
ちた！「さあ、みんなで助けてあげな
くっちゃ！」フクロウさんがみんなをテ
キパキまとめます。リスさんは無事に
助かるの？お家は見つかるの？

50 アニメ 幼・小

V-1664
パーシーとどうぶつたち
冬　　ゆきのふるよる

とてもとても寒い冬の日。パーシーの
心配をよそに動物たちは雪に大喜び。
でも、その日の夜遅く、あまりの寒さに
みんなは「パーシー、お家に入れ
て！」とやってきて、…いつのまにか
ベッドはぎゅうぎゅう！そんな時「あれ
は何の音？」「あぁっ！モンスターだ
よ」床下からノックするのはだ～れだぁ
～？

50 アニメ 幼・小

V-1665
素敵で小さなお話
第一集①

①キズついたオオカミと少女
②フランスのモグラとイギリスのモグラ
③素敵な贈り物の輪
④見つかった！大好きなクマのぬいぐ
るみ
⑤気球に乗った腹ぺこワニとカエル

33 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1666
素敵で小さなお話
第一集②

①ボクの味方は強いワニ
②夢の中のあなたとわたし
③本に棲むこわい魔物たち
④お花畑が、どうして？
⑤ほんとうにオバケはいるの？

31 アニメ 幼・小

V-1667
素敵で小さなお話
第一集③

①赤い鼻をなくしたピエロ
②利口なジャッカルにだまされたトラ
③暖かい手袋はだれのもの？
④海がにが手な海賊の子ども
⑤お花やさんになりたい狼のマキシム

35 アニメ 幼・小

V-1671 こぎつねのおくりもの

夢から生まれたおばあさんと３匹のこ
ぎつねの暖かいほのぼのとした童話
の世界。お地蔵さんに化けたらお団子
がもらえることをしったこぎつねがいつ
もお供えしてくれるおばあさんの大切
な写真を破ってしまったことから始ま
る、人間とこぎつねのふれあいを描い
た感動的なアニメーションです。

30 アニメ 幼・小

V-1672 よっちゃんと不思議なクレヨン

不思議なクレヨンが、いろいろな心を
教えてくれます。やさしい心、みんなの
ために奉仕する心、ごめんねという反
省の心、自分だけの間違った欲張りな
心、ありがとうという感謝の心。やさし
いよっちゃんと森の動物たちとの温か
い生命（いのち）のものがたりです。

22 アニメ 幼・小

Ｖ－1682
瞳の中の少年
１５少年漂流記

１８６０年のニュージーランド。チェアマ
ン学園の子供達は夏休みに行く船旅
が待ち切れず、夜中にこっそりと船に
乗り込みます。しかし、いつの間にか
船は子供達だけを乗せて嵐の海へと
流され、見知らぬ孤島に漂流してしま
います。

68 アニメ 小・中

Ｖ－1746
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝①

2代目　広沢虎造の口演。
石松金毘羅代参

26 アニメ 全般

Ｖ－1747
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝②

石松三十石船 28 アニメ 全般

Ｖ－1748
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝③

石松と身受山鎌太郎 28 アニメ 全般

Ｖ－1749
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝④

石松と都鳥一家 28 アニメ 全般

Ｖ－1750
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝⑤

石松と七五郎 28 アニメ 全般
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Ｖ－1751
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝⑥

閻魔堂の騙し討ち 28 アニメ 全般

Ｖ－1752
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝⑦

お民の度胸 28 アニメ 全般

Ｖ－1753
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝⑧

石松の最後 26 アニメ 全般

Ｖ－1754
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝⑨

追分三五郎 28 アニメ 全般

Ｖ－1755
アニメ浪曲紀行
清水次郎長伝⑩

追分宿の仇討ち 28 アニメ 全般

Ｖ－1834
ハチ公物語
文部省選定、日本PTA全国協議会推薦、
厚生省中央児童福祉審議会推薦

JR渋谷駅前、待ち合わせ場所として
賑わうハチ公の銅像前。ハチ公と人間
があたたかくふれあう半世紀以上も前
の物語です。

18 アニメ 全般

Ｖ－1835 なかよし鯉のぼり

ひ弱な少年の健太を、鯉のぼりの鯉
君が彼を背中に乗せてタイムスリッ
プ。熊をつれた金太郎に相撲を教えて
もらったり、端午の節句のイワレを盛
込んだ楽しい冒険物語。

9 アニメ 幼･小

V-1928 アニメクリスマスソング
ジングルベル/もろびとこぞりて/もみ
の木/まきびとひつじを/きよしこの夜

28 アニメ 幼・小

V-1929
神様がくれたクリスマスツリー
文部省選定

今年はツリーなしのクリスマスになりそ
うで、村長たちの困った顔を見て、そ
の原因を作った幼い兄弟は、雪の降
る夜、広場の大きなモミの木に登って
飾り付けを始めましたが・・・。

12 アニメ 幼・小

V-1930 アニメーションのできるまで

アニメーション製作の流れを教わり、
それぞれの作業を、専門の人達が手
分けをし一生懸命に作っている姿を見
て、物を作り出すことの大変さを学び
ます。

14 アニメ 幼・小

V-1931 ムーミン谷の春

春が来て、ムーミン谷の住民が冬の
眠りから目覚めました。ムーミンはみ
んなを誘って山に登り、帽子を見つけ
ました。しかし、その帽子はとても不思
議な帽子だったのです・・・。

25 アニメ 幼・小

V-1932 魔法の帽子
飛行鬼は、帽子の中に何か入れると
別の物に変えてしまう不思議な帽子を
どこかでなくしてしまいました。

25 アニメ 幼・小
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V-1933 浜で見つけた難破船
なぜかおとなたちは自信をなくし、落ち
込んでいます。ムーミンたちは探検に
出かけ、浜で難破船を見つけました。

25 アニメ 幼・小

V-1934 おばけ島へようこそ

今日は海に出る日です。船に帆をはっ
て大海原へ漕ぎ出しました。航海は順
調に進み、小さな無人島に上陸しまし
た。しかし、そこにはとても不思議な事
件が待ち受けていたのです・・・。

25 アニメ 幼・小

V-1935 ニョロニョロの秘密

嵐が去ったニョロニョロ島に青白い光
が差し込み、ヘムレンさんが盗んだ気
圧計を取り戻すために、ものすごい数
のニョロニョロがやってきました。ムー
ミンたちはどうなるのでしょう・・・？

25 アニメ 幼・小

V-1936 ムーミン谷の春（バリアフリー）

春が来て、ムーミン谷の住民が冬の
眠りから目覚めました。ムーミンはみ
んなを誘って山に登り、帽子を見つけ
ました。しかし、その帽子はとても不思
議な帽子だったのです・・・。

25 アニメ 幼・小

V-1937 魔法の帽子（バリアフリー）
飛行鬼は、帽子の中に何か入れると
別の物に変えてしまう不思議な帽子を
どこかでなくしてしまいました。

25 アニメ 幼・小

V-1938
浜で見つけた難破船（バリアフ
リー）

なぜかおとなたちは自信をなくし、落ち
込んでいます。ムーミンたちは探検に
出かけ、浜で難破船を見つけました。

25 アニメ 幼・小

V-1939
おばけ島へようこそ（バリアフ
リー）

今日は海に出る日です。船に帆をはっ
て大海原へ漕ぎ出しました。航海は順
調に進み、小さな無人島に上陸しまし
た。しかし、そこにはとても不思議な事
件が待ち受けていたのです・・・。

25 アニメ 幼・小

V-1940
ニョロニョロの秘密（バリアフ
リー）

嵐が去ったニョロニョロ島に青白い光
が差し込み、ヘムレンさんが盗んだ気
圧計を取り戻すために、ものすごい数
のニョロニョロがやってきました。ムー
ミンたちはどうなるのでしょう・・・？

25 アニメ 幼・小

V-1961 冬休みだ。全員集合
冬の行事や習慣について話し合いな
がら、文化の伝承が行われていきま
す。

18 アニメ 小

V-1966 じごくのそうべえ

綱渡りの最中に、うっかり落ちて死ん
でしまった軽業師のそうべえ、あの世
への道の途中、山伏のふっかい、歯
抜き師のしかい、医者のちくあんと出
会い、みんなで三途の川を渡ること
に。田島征彦の大ロングセラー絵本の
アニメ。

16 アニメ 全般

V-2027 難破船
文部科学省選定

故郷のイタリアに向かう、客船に乗り
合わせたマリオ少年とジュリエッタは、
互いに不幸な身の上ということもあっ
て親しくなっていったが、ある日、嵐で
船が難破したとき・・・。

19 アニメ 幼・小
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V-2028 年神様とお正月
文部省選定

念願のお供え餅を手に入れた松吉
は、帰り道、お腹を空かせた老人に餅
をあげました。老人は、「門松を飾れ
ば年神様は必ず訪れるであろう」と
いって手斧を渡します。

10 アニメ 幼・小

V-2029 七五三と子どもたち
文部省選定

庄屋さんには、三人の子どもがありま
した。しかしわがままだったり、病弱
だったり、泣き虫だったりで夫婦は心
配でたまりませんでした。そこで・・・。

10 アニメ 幼・小

V-2030 お月様とうさぎ
文部省選定

ウサギの親子の悲しくも愛情あふれ
た、お月見にまつわるお話です。

10 アニメ 幼・小

V-2031 ともだちや

おれたち、ともだち！シリーズ
キツネは、ともだちやさんを始めること
を思いつきました。ともだちって売れる
のでしょうか？

13 アニメ 幼・小

V-2032 ともだちくるかな
２００３年教育映像祭優秀作品賞

おれたち、ともだち！シリーズ
誕生日、おおかみは誰かをさんを待っ
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・・・。

13 アニメ 幼・小

V-2033 あしたもともだち

おれたち、ともだち！シリーズ
キツネとおおかみは友達同士。だけど
おおかみが近頃変なのです。なぜだ
か、　　キツネをさけているようで・・・。

13 アニメ 幼・小

V-2034 ごめんねともだち

おれたち、ともだち！シリーズ
おおかみは、仲良しのキツネと初めて
の大喧嘩。仲直りしたいけれど、「ごめ
んね」の一言がなかなか言えません。

13 アニメ 幼・小

V-2045

忍たま乱太郎のがんばるしかな
いさシリーズ
よいと思うことをおこなう
文部省選定

野外学習で公園に出かけた忍たま３
人組が、困っている人を助けたり、行
列でのマナー、ゴミ捨てのルールなど
を体験しながら学んでいきます。

10 アニメ 幼・小

V-2046

忍たま乱太郎のがんばるしかな
いさシリーズ
あたたかい心でしんせつにする
文部省選定

漁船から魚を受け取ってくるというお
使いに出発した忍たま３人組。道中、
老女や少年と出会い、温かい心遣い
や親切な行いを学んでいきます。

10 アニメ 幼・小

V-2122 ミミちゃんのてとてとて

ウサギのミミちゃんは、ある日淋しさか
ら折り紙を万引きしてしまいます。店
員のヤギおばさんから連絡を受けたミ
ミちゃんのお母さんは、ミミちゃんを抱
きしめ折り紙が欲しかった理由を尋ね
ます。

18 アニメ 幼・小

V-2166
（新）ジャングル大帝
①誕生

アフリカの奥地の秘境。パンジャという
名
の白いライオンが出没、魔神として人
間
達に恐れられていました。動物達から
王
者と崇められていたパンジャでした
が、
密猟者の手にかかって命を落としてし
ま

24 アニメ 全般
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V-2167
（新）ジャングル大帝
②約束

エライザを残して船を脱出したレオ
は、
海上を漂流中、船の遭難によって漂
流
者となっていた密猟者と共に近くを通
り
かかった船に救助され、港に上陸しま
す。そこで、医師の甥のケン一に預け
ら
れることになったレオは、初めて人間
の

24 アニメ 全般

V-2168
（新）ジャングル大帝
③旅立ち

レオとケン一が出会ってから１年。レオ
はアフリカのサファリパークへ送還さ
れ
ました。そこで、「本当のジャングルへ
逃げろ」。というパークに保護されてい
る
ヌーの言葉を胸に、レオはケン一と一
緒
にパークからの逃亡を図ります。

24 アニメ 全般

V-2169
（新）ジャングル大帝
④友達

アフリカの大地をひた走るレオに、大
自
然は容赦なく牙をむきます。襲撃して
き
た黒ヒョウのトットから逃れたレオは、
罠にかかったガゼルのトニーと、オウ
ム
のココを救い、友人になります。ライオ
ン
を追い続ける密猟者や、荒れ狂う突然
の大竜巻、そしてトットの親分のライオ

24 アニメ 全般

V-2170
（新）ジャングル大帝
⑤故郷

トニーとココの案内でパンジャの森に
入
ったレオ。その平和な森に突如ジェット
機が墜落、あたりは火の海となりま
す。
火災のなかで、レオは若い娘ライオン
のライヤと出会います。レオは、とっさ
の
アイデアで、滝の岩を崩し、パンジャの
森
に大水を導くことによって火を消しとめ

24 アニメ 全般

V-2171
（新）ジャングル大帝
①誕生（バリアフリー）

アフリカの奥地の秘境。パンジャという
名
の白いライオンが出没、魔神として人
間
達に恐れられていました。動物達から
王
者と崇められていたパンジャでした
が、
密猟者の手にかかって命を落としてし
ま
います。パンジャの妻・エライザは捕

24 アニメ 全般

V-2172
（新）ジャングル大帝
②約束（バリアフリー）

エライザを残して船を脱出したレオ
は、
海上を漂流中、船の遭難によって漂
流
者となっていた密猟者と共に近くを通
り
かかった船に救助され、港に上陸しま
す。そこで、医師の甥のケン一に預け
ら
れることになったレオは、初めて人間
の

24 アニメ 全般
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V-2173
（新）ジャングル大帝
③旅立ち（バリアフリー）

レオとケン一が出会ってから１年。レオ
はアフリカのサファリパークへ送還さ
れ
ました。そこで、「本当のジャングルへ
逃げろ」。というパークに保護されてい
る
ヌーの言葉を胸に、レオはケン一と一
緒
にパークからの逃亡を図ります。

24 アニメ 全般

V-2174
（新）ジャングル大帝
④友達（バリアフリー）

アフリカの大地をひた走るレオに、大
自
然は容赦なく牙をむきます。襲撃して
き
た黒ヒョウのトットから逃れたレオは、
罠にかかったガゼルのトニーと、オウ
ム
のココを救い、友人になります。ライオ
ン
を追い続ける密猟者や、荒れ狂う突然
の大竜巻、そしてトットの親分のライオ

24 アニメ 全般

V-2175
（新）ジャングル大帝
⑤故郷（バリアフリー）

トニーとココの案内でパンジャの森に
入
ったレオ。その平和な森に突如ジェット
機が墜落、あたりは火の海となりま
す。
火災のなかで、レオは若い娘ライオン
のライヤと出会います。レオは、とっさ
の
アイデアで、滝の岩を崩し、パンジャの
森
に大水を導くことによって火を消しとめ

24 アニメ 全般

V-2176 イソップ物語①
ウサギとカメ、しったかぶりのサル、
アリとセミ

40 アニメ 幼・小

V-2177 イソップ物語②
北かぜとおひさま、まがったかお、
カエルの王さま

40 アニメ 幼・小

V-2178 イソップ物語③
ライオンとネズミ、畑にうめたたからも
の、
やせたオオカミ

40 アニメ 幼・小

V-2179 イソップ物語⑤
木こりと金のおの、空からおちたカメ、
森のばん人

40 アニメ 幼・小

V-2180 イソップ物語⑥
こな屋とロバ、お百しょうさんといたず
ら
キツネ、ひつじかいの少年

40 アニメ 幼・小

V-2181 イソップ物語⑦
まねしたカラス、王さまになれなかった
カササギ、キツネとぶどう

40 アニメ 幼・小
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V-2202
「１ねん１くみ」シリーズ
１ばんゆうき

１ねん１くみの元気でいたずらなくろさ
わ
くんと、それにふりまわされながらも友
情
を育てているぼくとの、感動的で心に
の
こる物語。
ぼくとくろさわくんは、強くなるいんろう

13 アニメ 小

V-2203
「１ねん１くみ」シリーズ
１ばんげんき

１ねん１くみの元気でいたずらなくろさ
わ
くんと、それにふりまわされながらも友
情
を育てているぼくとの、感動的で心に
の
こる物語。
雨の日、道を歩いていたら車にどろを

12 アニメ 小

V-2204
「１ねん１くみ」シリーズ
１ばんワル

１ねん１くみの元気でいたずらなくろさ
わ
くんと、それにふりまわされながらも友
情
を育てているぼくとの、感動的で心に
の
こる物語。
１ねん１くみの１ばんワルといわれて

13 アニメ 小

V-2205
「１ねん１くみ」シリーズ
１ばんでっかい！！

１ねん１くみの元気でいたずらなくろさ
わ
くんと、それにふりまわされながらも友
情
を育てているぼくとの、感動的で心に
の
こる物語。
ぼくはトイレに行けない。学校にいるあ
い

13 アニメ 小

V-2206
世界名作劇場
トラップ一家物語

オーストリアの英雄トラップ男爵の家
に、
家庭教師としてやってきたマリア。
最初は反抗的だった7人の子どもたち
で
したが、マリアの明るさとひたむきな情
熱
で、しだいに心を開いてゆきます。そし

90 アニメ 幼・小

V-2207
世界名作劇場
トラップ一家物語
（バリアフリー）

オーストリアの英雄トラップ男爵の家
に、
家庭教師としてやってきたマリア。
最初は反抗的だった8人の子どもたち
で
したが、マリアの明るさとひたむきな情
熱
で、しだいに心を開いてゆきます。そし

90 アニメ 幼・小

V-2258 サンタさんは大いそがし

サンタさんと森の妖精たちは、世界中
の子供たちのために、プレゼントの木
を育てます。夏の暑い日も、冬の寒い
日も、それはそれは大いそがし。

12 アニメ 幼・小



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0008 未来への創造
シャープという企業の持つ先進性・技
術性・国際性を、事業本部別にその規
模、開発技術を通して紹介していま

29 その他 一般

V－0009
アクアの肖像
（横浜水道物語）

日本における近代水道は横浜に始ま
りました。開発当時、横浜には水がな
く、そこに英国人技師H.S.パーカーが
登場します。

30 その他 中･高･一般

V－0022
みんなともだち
―動物愛護啓発

犬や猫の性質を知り、近所に迷惑を
かけない上手な飼い方を説明します。

29 その他 小

V－0040 一平くんのクレジット体験
クレジット契約のあり方や扱い方など
を解説しています。

24 その他 高・一般

V－0050
豊かさと楽しさを支える安心・安
全思想

カーライフにおける豊かさと楽しさを支
える安心・安全思想に取り組んでいる
日産の広報用ビデオ。

18 その他 一般

V－0115 Welcome Abroad ! Asuka cruise
日本郵船クルーズの動くホテル飛鳥
の英語版による広報ビデオ。

16 その他 一般

V－0116
岡山県人物シリーズ
土光敏夫

社会は豊かに、個人は質素にという気
骨を持って行革に執念を燃やした土
光敏夫を紹介しています。

30 その他 一般

V－0194
借りすぎ、使いすぎにご用心！
（アニメ）

若い社会人のためにローンとクレジッ
トを、正しく上手に利用する方法などを
アニメで解説しています。

15 その他 一般

V－0196 愛犬と楽しく暮らす５つのポイント

犬の選び方や付き合い方、しつけ、食
事や運動、病気の発見や予防法、排
泄など日常の手入れの５つのポイント
を紹介しています。

28 その他 一般

V－0236 新しい舞台空間の創造

愛知芸術文化センターの舞台で仕組
みと構造を描いたもので、普段見るこ
との出来ない舞台機構システムを紹
介。

16 その他 一般

V－0249 かほりのカード体験記　in USA
海外旅行を素材にしてクレジットカード
の利用上の注意を解説しています。

21 その他 高

V－0251
My partner 「資格・検定・趣味」
総集編

日々の生活を楽しく充実する資格・検
定・趣味のレッスンビデオの内容紹
介。

60 その他 一般

V－0257
かぶ号は風にのって　株式の役
割と投資

株式の役割と株式投資を、それぞれ３
構成で解説しています。

30 その他 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V－0327 老人と海
日本最西端・与邦国島を舞台にした老
漁師と巨大カジキとの格闘の物語。

101 その他 全般

V－0329 相続と遺言
相続とは、遺言とは、どういうことで、
書き方や効力を具体的に解説してい
ます。

29 その他 一般

V－0445 杉山輝雄の燃える闘魂

小柄な体のハンディを感じさせないス
ポーツ選手が、仕事に取り組む人々
に励みとスランプから脱出する方向を
示してくれます。

27 その他 一般

V－0538 遺言の思いやり
文部省選定

相続法をわかりやすく解説し、遺言の
書き方を説明しています。

29 その他 一般

V－0569
橋は生きている
児島坂出ルート

瀬戸大橋の記録映画で、長大吊り橋
の持つ柔構造の様子や工夫を描いて
います。

34 その他 中･高･一般

V－0570
明石海峡大橋
１９９５年１０月

平成９年度末の完成を目指して、急
ピッチで建設されている大橋の様子を
描いています。補剛桁架設などの工
事記録に迫力があります。

21 その他 中･高･一般

V－0861
超入門
銀行のディスクロージャー

銀行業務や財産がどうなっているかを
記載しているディスクロージャーの読
み方をわかりやすく説明しています。

17 その他
中・高・一

般

Ｖ－1283 皇后陛下　美智子さま

ＩＢＢＹ（国際児童図書評議会）での、
皇后陛下美智子様の子供時代の読書
経験の中で、考え方、感じ方の「芽」に
なるようなものを残したと思われる何
冊かの本を思い出して「平和」につい
て考えていらっしゃる、第２６回世界大
会基調講演の様子です。

55 その他 一般

Ｖ－1304 東京モーターショー

１９９９年１０／２２～１１／３　幕張メッ
セ。「未来発走。くるまが変わる。地球
が変わる。」と題し、日本をはじめ１５カ
国・２８７社・６政府１団体が出品。環
境への関心の高まりからハイブリット
車などが人気を集めました。

30 その他 一般

V-1605
お客様の資産は　守られていま
す！　　　            　　　　　　（証券
会社の分別保管）

証券会社がお客さまからお預かりした
有価証券や金銭は、証券会社が破綻
した際にも確実にお客さまに戻るよう
に保管することが、法律で義務付けら
れています。これを『顧客資産の分別
保管』といいます。このビデオは証券
会社の分別保管等をわかりやすく解
説しています。

19 その他 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

V-1611
広報ビデオ
『純国産車オートモ号誕生』

文明開化以来、日本は欧米諸国のあ
らゆる技術を導入することで近代化を
図ってきました。そんな時代背景の
中、１人の若きエンジニアが当時の日
本にとって未曾有の事業に挑みまし
た。そのエンジニアとは、欧米の模倣
を嫌い、工作機械も自ら作り、日本初
の純国産車・オートモ号を量産した豊
川順彌氏です。

28 その他 一般

V-1620 ２１世紀をデザインする
国土交通省の取り組みから

国土交通省は、『２１世紀をデザインす
る』として次の５つの目標を掲げてお
り、このビデオはその取り組みをわか
りやすく解説しています。目標１.自立
した個人の生き生きとした暮らしの実
現｡目標２.競争力のある経済社会の
維持発展。目標３.安全の確保。目標
４.美しく良好な環境の保全と創造。目
標５.多様性のある地域の形成。

24 その他 一般

Ｖ－1680 How　Two資産運用！

老後の生活を心配する両親や、自分
のお店を持って独立したい娘夫婦な
ど、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、金融商品の
選び方や証券投資の特徴などを説明
します。

38 その他 小・中

Ｖ－1703 Life　with　the　motorcycle

自然を味わうツーリングの楽しさ、乗り
物としての利便性、ファッション性、ラ
イダー同士のコミュニケーションと安全
マインドも盛込み、二輪車に乗る人達
の豊かな表情が随所にあふれた作品
です。

25 その他 一般

Ｖ－1836
新・いい本見つけた①
知りたいことはなんだろう！

学校図書館で調べ学習を始めます。
テーマを探し、決めていくために、司書
教諭のアドバイスを受けながら、従来
の図書に加え、コンピューター、イン
ターネットまで図書館の様々なメディア
を活用します。

20 その他
小・中・一

般

Ｖ－1837
新・いい本見つけた②
知っていくことはおもしろい！

学校図書館で調べ学習を始めます。
図書館での様々なメディア活用から、
実際に街に出ての取材・アンケートま
で、資料を調べる際のポイントと、それ
らを支える学校図書館を描いていま
す。

20 その他
小・中・一

般

Ｖ－1838
新・いい本見つけた③
表現しよう！伝えよう！

調べ学習の発表。図書館で、また実
際の現地取材で得た情報を元にグ
ループ発表が行なわれます。情報の
まとめ方、発表方法、留意点などのポ
イントをドラマの中で紹介しています。

20 その他
小・中・一

般

Ｖ－1839

野口英世の少年時代（モノクロ）
文部省特選
文部大臣賞
１９５６年教育映画祭最高賞

野口英世のドラマッチックな少年時代
を、不屈の精神、先生の温かい心と指
導、友情、そして母の愛と共に描いて
います。

49 その他 一般



NO. 題　　　　　　　　　　　　　名 内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　容 時間（分） ジャンル 対象

Ｖ－1840 白鳥物語（モノクロ）
文部省特選、文部大臣賞

冬の訪れと共に渡ってくる白鳥に限り
ない愛情を注ぐ少年が、白鳥の姿が
全く見られなくなった湖に、再び白鳥を
呼び戻すひたむきな姿を描いていま
す。

50 その他 一般

Ｖ－1841
若き日の豊田佐吉（モノクロ）
文部省特選
文部大臣賞ほか

世界の織機王豊田佐吉が最初の発明
に成功するまでを、陰の力となって支
えた両親の愛情と共に描いた作品。

49 その他 一般

Ｖ－1842
六人姉妹（モノクロ）
文部省選定
１９５９年教育映画祭最高賞ほか

喧嘩もし、わがままも言うけれど、固く
心が結ばれた六人姉妹が、温かい両
親の愛情に包まれながら、成長してい
く姿を明るく描いたホームドラマ。

47 その他 一般

Ｖ－1843

君たちはどう生きるか
（モノクロ）
１９６０年教育映画祭最高賞
１９６１年厚生大臣賞

人間である限り、誰にも過ちがありま
すが、それを自ら認め、苦しみ、立ち
直れるのは人しかできません。社会の
成員の１人としてどのような生き方をし
ていくべきか考えます。吉野源三郎原
作。

50 その他 一般

Ｖ－1844

課外授業　ようこそ先輩
野田秀樹(演出家）
文部科学省選定、厚生労働省・中央児
童審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 一般

Ｖ－1845

課外授業　ようこそ先輩
田嶋陽子（法政大学教授）
文部科学省選定、厚生労働省・中央児
童審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 一般

Ｖ－1846

課外授業　ようこそ先輩
荒俣宏（作家・博物学者）
文部科学省選定、厚生労働省・中央児
童審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 一般

Ｖ－1847

課外授業　ようこそ先輩
三國清三（料理人）
文部科学省選定、厚生労働省・中央児
童審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 一般

Ｖ－1848

課外授業　ようこそ先輩
岩井俊雄（メディア・アーティスト）
文部科学省選定、厚生労働省・中央児
童審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 一般

V-1941
昭和３０年代の生活と文化
中国・四国編

フグの島（山口県）/家船の子ら（広島
県）/ニワトリの町（島根県）/青年宿
（山口県）/百万都市（岡山県）/こんぴ
らまいり（香川県）/湖都（島根県）/鳥
取砂丘（鳥取県）/佐田岬（愛媛県）/四
国三郎（徳島県）/四国へんろ（高知
県）

30 その他 一般

V-1942 日本の伝統人形芝居①
オシラサマ/流し雛/天津司の舞/古要
の舞/百太夫祭/灯籠人形

23 その他 一般
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V-1943 日本の伝統人形芝居②
節談説教/説経人形・のろま人形/佐
渡の文弥人形/東二口の文弥人形/深
瀬のでくまわし/秩父の横瀬人形

23 その他 一般

V-1944 日本の伝統人形芝居③

淡路人形発祥の地/坂州農村舞台/阿
波十郎兵衛屋敷/淡路人形浄瑠璃/犬
飼農村舞台/安乗の翁祭/安乗人形浄
瑠璃/八王子車人形

29 その他 一般

V-1945 日本の伝統人形芝居④
黒田人形芝居/古田人形芝居/今田人
形座/早稲田人形芝居/真桑人形浄瑠
璃

22 その他 一般

V-1946 日本の伝統人形芝居⑤
竹田糸繰り/益田の糸繰り/熊毛安田
の糸繰り/柳井の糸繰り/竹田扇之助
記念国際糸繰り人形館

22 その他 一般

V-1947 日本の伝統人形芝居⑥
飛騨高山祭/半田祭/犬山祭/有松祭/
津島祭/知立祭/名古屋祭/八女の福
島灯籠人形

30 その他 一般

V-2063 裁判員

裁判員制度広報用映画/ある日、営業
マン村瀬のもとに裁判員候補者になっ
た知らせがきます。当初は仕事の都
合もあり、参加に消極的でしたが、次
第に参加してもよいと思うようになって
いきます。そして、選任手続き当
日・・・。

69 その他 一般

V-2064 ぼくらの裁判員物語（アニメ）
高校生が裁判員制度について学んで
いきます。

24 その他 一般

V-2123

課外授業　ようこそ先輩
森村　泰昌（美術家）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2124

課外授業　ようこそ先輩
ねじめ正一（詩人）
文部省科学省選定、厚生労働省・　　中
央児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2125

課外授業　ようこそ先輩
日比野克彦（アーティスト）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2126

課外授業　ようこそ先輩
藤田紘一郎（寄生虫学者）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般
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V-2127

課外授業　ようこそ先輩
吉原すみれ（打楽器奏者）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2128

課外授業　ようこそ先輩
丸山　浩路（ステージパフォー
マー）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2129

課外授業　ようこそ先輩
海野　和男（昆虫写真家）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2130

課外授業　ようこそ先輩
高城　剛（マルチメディア・クリ
エーター）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2131

課外授業　ようこそ先輩
貴戸　朋子（国境なき医師団医
師）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般

V-2132

課外授業　ようこそ先輩
野村　萬斎（狂言師）
文部省科学省選定、厚生労働省・中央
児童福祉審議会推薦、国際エミー賞

自分たちの学校を卒業した有名人が
母校を訪れ、教壇に立ちます。人生そ
のものを教材に、有名人が熱く語りか
けます。

43 その他 全般


