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幼 小 中 高 一般 教員

ZE0001 H9年度 火事と子馬 022 日本損害保険協会 一般映画・アニメ
心のやさしい少年と少女が、生まれつき足が弱く立つことができない子馬を可愛がり、病気が治るよう介抱
する。その子馬が少女の家の火事に、身をとして少女を助ける。

●

ZE0002 H9年度 葉っぱのゆりかご 009 日本記録映画 一般映画・アニメ
からだは小さいが、何倍もの大きな葉をじょうずに巻いてその中に卵を生むオトシブミ。その様子をファンタ
ジックにとらえながら、自然の不思議さや、小さな虫たちの知恵のすばらしさを描く。

●

ZE0003 H9年度 宇宙Ⅰそのはじまり 018 宇宙開発事業団 学術・教養
宇宙は、いつ、どのようにしてでき、どれだけの広がりをもち、どのようになっているのかなどその起源につ
いてアニメーションで描く。

● ● ● ●

ZE0004 H9年度 宇宙Ⅱ太陽系 018 宇宙開発事業団 学術・教養
太陽をとりまく水星や金星など九個の惑星の様子を、惑星探査機によって得られた資料を活用しながら説
明する。

● ● ● ●

ZE0005 H9年度 宇宙Ⅲ偉大なる挑戦 030 宇宙開発事業団 学術・教養
ロケット開発の歴史、人類による初めての月面着陸、そして惑星探査など宇宙開発の経緯をとらえ、宇宙
開発のもつ意義について解説する。

● ● ● ●

ZE0006 H9年度 宇宙Ⅳ未来への旅立ち 023 宇宙開発事業団 学術・教養 銀河内擬似旅行で、星の一生、二雲星、ブラックホールなどを探る。 ● ● ● ●

ZE0007 H9年度 雪の女王 020 学研 生活・道徳・特活
アンデルセン童話「雪の女王」を人形アニメーションで映画化したもので、仲良しのカイを探しに旅にでたゲ
ルダは、途中いろいろな出来ごとにであいながらも無事にカイを探しあてる物語。

● ● ● ●

ZE0008 H9年度 アンデルセンの世界 020 国際電信電話 学術・教養 アンデルセンが童話作家として歩んだ過程を作品を背景に描く。 ● ● ●

ZE0009 H9年度 学習の旅東北 020 近畿日本ツーリスト 学術・教養 東北地方の自然、風土を紹介する。 ● ● ● ●

ZE0010 H9年度 学習の旅北海道道南 020 近畿日本ツーリスト 学術・教養 北海道道南地域の自然や風土を紹介する。 ● ● ● ●

ZE0011 H9年度 学習の旅富士箱根 020 近畿日本ツーリスト 学術・教養 富士山と箱根地方の自然と風土を紹介する。 ● ● ● ●

ZE0012 H9年度 何がやりたいの？生活のなかで育つ子どもたち 023 岩波映画製作所 教育方法・学習者
子供たちの生活の中で起った４つの出来事をあげ、それぞれの場面において子供たち１人１人が何をやり
たいのか、どんな援助を必要かを考えような形式であり、適切な援助とは何かを問い掛ける。

●

ZE0013 H9年度 サシバ海を渡るタカ 035 群像社 生活・福祉
サシバが繁殖のために東南アジアから海を渡り日本へやって来た。そのサシバが、南下し始め、帰って行く
までの姿を追いながら、自然が減りつつあることやサシバにとって安住の地がなくなりつつあることを考え
る。

● ● ● ●

ZE0014 H9年度 アポロ１１号月面到着記録映画 010 時事通信社 学術・教養
１９６９年７月１６日に、３人の宇宙飛行士を乗せたアポロ１１号が打ち上げられた。そのアポロ１１号が７月２
０日に月に到着し、Ｎ．Ａ．アームストロング船長が人類史上初めて月面に第１歩を示した。

● ● ●

ZE0015 H9年度 記録映画南八甲田を征く記録映画 020 青森県 学術・教養 音声なし ●

ZE0016 H9年度 冬の十和田湖 020 青森県広報課 学術・教養
日本の国立公園である十和田湖とその周辺の休屋や奥入瀬の冬の人々の暮らしなどを紹介し、宇樽部や
焼山から十和田市までの除雪の厳しさ、その除雪によって開かれる十和田湖町周辺の人々の生活なども
紹介する。

●

ZE0017 H9年度 青森県のまつりねぶた祭り・三社大祭・お山参詣 024 青森県広報文書課 学術・教養 青森市のねぶた祭り、駅前のパレード・八戸市の三社大祭・岩木山のお山参詣を紹介する。 ●

ZE0018 H9年度 下北半島 080 青森県 学術・教養 （２本組） ●

ZE0019 H9年度 ふるさとの味 030 青森県産品愛用運動推進本部 学術・教養
青森県の県産品はふるさとの味であるとして、米作りやりんご工場、日本酒作りや水産加工品、民芸品など
様々な愛用されている県産品を紹介する。

●

ZE0020 H9年度 秋の十和田 020 青森県 学術・教養 青森市から十和田湖までの道のりをたどり、途中萱野高原や酸ケ湯、地獄沼などを紹介する。（音声別） ●

ZE0021 H9年度
ＡＰＰＬＥＳ　ＴＨＥ　ＫＩＮＧりんごの一生ＯＦ　ＡＯＭ
ＯＲＩ

020 青森県広報室 学術・教養 りんご栽培の様子と技術、りんご農家の作業内容を中心に、季節を追って青森県を紹介する。 ●

ZE0022 H9年度 りんごの故郷 020 青森県 学術・教養 りんご栽培の様子と技術、りんご農家の作業内容を中心に、季節を追って青森県を紹介する。 ●

ZE0023 H9年度 県政映画　津軽塗 020 青森県 学術・教養
青森県の特産の漆塗りである津軽塗が何故青森県で発達した理由やその津軽塗の職人の気質とその豪
華絢爛な様を紹介し、今後の津軽塗について考える。

●

ZE0024 H9年度 青森県広報映画あすなろ学園 010 青森県 学術・教養
脳髄麻痺や小児麻痺などの児童のための施設であるあすなろ学園について、ある１人の子供を通しながら
詳しく紹介する。

●

ZE0025 H9年度 県政映画　私たちの保健所 020
青森県広報室　（株）横浜シネ
マ現像所

学術・教養
海水浴場の水質検査や予防接種、食中毒予防のための食品衛生の管理と指導など、保健所の仕事を紹
介する。

●

ZE0026 H9年度 県政ニュース　目屋ダム．若葉荘．白糠漁港 020 青森県広報文書課 学術・教養
ニュースとして、目屋ダムと岩木川発電所の完成、東北地方初の小児結核療養所若葉荘、白糠漁港を紹
介する。

●

ZE0027 H9年度 県政映画　結核を防ぐ 020 青森県 スポーツ・健康
医療技術の発展により結核での死亡率は低下してきたため結核を軽視するようになっているが、実際に患
者が減っているわけではない。そこで結核患者の減らない理由を明らかにし、予防について述べる。

●

ZE0028 H9年度
伸びゆく五輪の若葉第１６回全国スポーツ少年団
大会

030 県広報県民課 スポーツ・健康
昭和５３年７月２８日～８月１日、中津軽郡岩木町嶽高原で行われた第１６回全国スポーツ少年団交換交流
会の様子を記録し紹介する。

● ● ●

ZE0029 H9年度
県政映画　自然とともに－楽しいオリエンテーリン
グ－

015 青森県広報課／青森放送 スポーツ・健康
自然の中で行うスポーツとしてスウェーデンから伝わってきたオリエンテーリングを、名川町の講習会の様
子を紹介する。

● ● ●

ZE0030 H9年度
楽しかった我らの祭典　’６８県庁職員と家族大運
動会

020 青森県県民課／青森県人事課 スポーツ・健康 ’６８年の県庁職員と家族大運動会の様子を収録している。（音声別） ●

あらすじ（内容）
対象

ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野
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対象
ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野

ZE0031 H9年度 県庁職員家族慰安大運動会 020 総務部広報課 スポーツ・健康 県庁職員とその家族を慰安する意味で行われた大運動会の行進から競技、人々の表情を記録している。 ●

ZE0032 H9年度 あすなろ国体～心ゆたかに力たくましく～ 058
毎日映画社／国体青森県実行
委員会

スポーツ・健康
昭和５２年青森県で行われた第３２回国民体育大会「あすなろ国体」の開会式の様子とその年の青森県の
様子を紹介する。（２巻組）

●

ZE0033 H9年度 笑いと明るさと友情と青森県職員と家族運動会 020 青森県県民課 スポーツ・健康
１９６９年６月２２日、県営陸上競技場で行われた県職員の家族運動会の一部始終を撮影したもので、青森
県職員とその家族の一生懸命さと楽しさを紹介する。

●

ZE0034 H9年度 あすなろ国体－競技編－ 110 毎日映画社 スポーツ・健康 昭和５２年のあすなろ国体の中で行われた各競技の様子を紹介する。（３巻組） ●

ZE0035 H9年度 県政映画　生活科学車は走る 020 県広報課 生活・福祉
県消費生活センターでは、消費者が商品の善し悪しの判断する手伝いなどをしている。青森市から離れた
地域の人々にも、そのサービスが受けられるように生活科学車「はくちょう号」を導入した。その活動を紹介
する。

●

ZE0036 H9年度 雪国の道路 020 青森県・道路課 生活・福祉
青森県の冬の様子から、雪の降った後の道路、交通網がどのような状態になるかを説明し、青森県の除雪
について考える。

●

ZE0037 H9年度 県政映画　村をおこす子らへき地の教育 030 青森県県民課 生活・福祉
文化的にも社会的にも恵まれた環境の町の子供たちに比べて、へき地の子供の経験の場は限られてい
る。下北郡東通村立野牛小学校の子供たちを描く。

●

ZE0038 H9年度 十和田への道 020 青森県広報室 青森の歴史・伝統・くらし
十和田国立公園は山岳美で知られている。３月１日山開き。３月１６日からの除雪隊の除雪作業の開始の
様子を紹介する。

●

ZE0039 H9年度 若い芽、若い力 030 青森県広報室 生活・福祉
母子健康センター巡回診療や児童館の設立、へき地校での学校給食や学校風呂など、児童をとりまく環境
の改善、中学校統合など若い芽を育てるための青森県の努力と工夫を紹介する。

●

ZE0040 H9年度 県政映画　青森県のへき地教育 020
青森県広報室　（株）横浜シネ
マ現像所

生活・福祉
下北半島にある開拓地、野平に唯一ある野平小中学校では、県から本などの援助を受けながら教育を
行っている。同じ下北半島にある桑畑などいくつかの部落も紹介する。

●

ZE0041 H9年度 白い国土～青森の冬～ 048 青森県、大和映画社 生活・福祉 地吹雪現象や豪雪の実態を明らかにし、それと戦う人々の姿をありのままに紹介する。 ●

ZE0042 H9年度 県政映画　公害とたたかう 015 青森県／青森放送 生活・福祉
新産業都市である八戸市の工場の排煙による大気汚染などの公害や水産加工場からの汚水たれ流しに
よる水質汚濁などの公害の現状を紹介し、それに関する人々の心構えや対応などを紹介する。

●

ZE0043 H9年度
県政映画　最近の犯罪をさぐるあるひき逃げ事件
から

020 青森県／青森放送 生活・福祉
あるひき逃げ事件を通して、当時の犯罪とその犯罪に対する警察の対応などを紹介し、犯罪に対する市民
の心がまえや協力を呼びかける。

●

ZE0044 H9年度 青森県政映画交通事故０をめざして 010 青森県広報室 生活・福祉
産業の発展にともない、交通量が増え、スピード違反や信号無視による交通事故が増えている。そこで事
故を防止するために、交通整備、機動で活躍している警察の活動を紹介する。

●

ZE0045 H9年度 交通事故報告書は訴える 020 青森県県民課 生活・福祉
交通事故報告書の中の交通死亡事故から歩く人々と車を運転する人々の気持ちの持ち方や死亡事故の
被害者の家族の悲痛な叫びを紹介する。

●

ZE0046 H9年度
マグニチュードＭ７．８の恐怖１９６８十勝沖地震の
記録

030 青森県企画部県民課 生活・福祉
昭和４３年５月１６日午前９時４９分。青森県を襲ったマグニチュード７．８の十勝沖地震。被害の規模と人々
の恐怖を記録する。

●

ZE0047 H9年度
県政ニュース　津軽地帯水害の惨状弘前市、中・
南郡

010 青森県広報文書課 生活・福祉 水害の様子を収録し、その恐ろしさ、そこに住む人々の大変さを描く。（音声別） ●

ZE0048 H9年度 逞しき遺産 030 青森県／大和プロダクション 青森の歴史・伝統・くらし
昔の自給自足の時代、農民が周りにあるもので生み出したこぎん刺しをはじめ、わらで編んだわらじや雪ふ
みなどの伝統工芸品の作り方や良さを紹介する。

●

ZE0049 H9年度 青森県の無形文化財 025 青森県広報文書課 青森の歴史・伝統・くらし
弘前市制７０周年を記念し、東奥日報社が主催した青森県無形文化財大会で演じられた嘉瀬のやっこ踊
り、ホーハイ節などを紹介する。

●

ZE0050 H9年度 きり開くさいはての路 025 青森県広報室 生活・福祉
交通手段が完全に発達していない下北では、恐山、尻屋崎、仏ケ浦などの観光資源を生かすために、大間
川内間に道路を切り開くことになり第９師団に協力を求めた。その工事の様子を描く。

●

ZE0051 H9年度 県政映画　整備進む道路網 020 青森県 生活・福祉
経済活動が躍進するなかで、輸送車などの大型車の交通量が増えている。それに対応すべく、道路整備
が進められている。その工事の様子を収録し、道路網を紹介する。

●

ZE0052 H9年度 あすを築く 030 青森県広報室 青森の歴史・伝統・くらし
歴史的な転換期にあって青森県も大きく変ぼうを遂げようとしている。昭和２８年４月、岩木川総合開発計
画など農業の近代化を推進する様子を描く。解説宮田輝。

●

ZE0053 H9年度 みちのくの躍動 030 青森県 生活・福祉
県民の生活水準を向上させ、各産業の活性化を図るための諸制作や、公共職業安定所や農業試験場、県
立図書館などの諸施設を紹介しながら、郷土発展のカギをさぐっていく。

●

ZE0054 H9年度 県広報映画　青森県の道路 010 青森県 生活・福祉
約３０００Ｋｍの青森県の道路の各地の問題や、新しい道路の整備について紹介しており青森県における
道路整備の困難さを述べる。

●

ZE0055 H9年度 県政映画　改良される地方道 020 青森県広報室 生活・福祉
高度経済成長に伴い、年々車の台数が増えているため、国で行っている道路整備と平行して県では地方
道の整備をしている。その様子と整備後の開通地域を紹介する。

●

ZE0056 H9年度 青森県の開発 080 青森県 生活・福祉 その１第１次産業編、その２第２次産業編（２本組） ●

ZE0057 H9年度 県政の窓あすなろ県民運動 020 青森県 生活・福祉
県営陸上競技場で体操競技、奥入瀬歩こう大会など、県内数ヶ所の会場で行われたあすなろ県民運動の
様子を記録する。

●

ZE0058 H9年度 県政映画　この子らにしあわせを精薄収容施設 020 青森県広報室 生活・福祉
精神薄弱は発展し続ける医療によっても治療は難しいとされ、教育的治療が有効とされている。そこで、弘
前市なかぜし町のやよい学園や、八甲学園などの精薄収容施設を紹介する。

●

ZE0059 H9年度 明日へのまつり私たちの青森ＥＸＰＯ’８８ 054
青函トンネル開通記念博覧会
実行委員会

生活・福祉
１９８８年に開催された青函博覧会について紹介する。会場整備が進むにつれて高まる県民の期待と成功
への願い、イベントの中で人々が体験した多くの出会い・交流・発見の感動などを描く。

●

ZE0060 H9年度 県政映画　移動県庁とともに 020 青森県広報室 生活・福祉
県庁所在地から遠く離れた市町村を知事をはじめ県の首脳部が訪れ、その地域の人々に県政についての
意見を聞く、移動県庁の様子を紹介する。

●
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ZE0061 H9年度 県政映画　伸びゆく納税貯蓄組合 015 青森県広報室 生活・福祉 納税貯蓄組合の総会の模様を通して、税について解説し、税を納めることの大切さを考える。 ●

ZE0062 H9年度 県政映画　青森市で一日内閣 020 青森県広報室 生活・福祉
昭和３９年９月７日、池田総理大臣はじめ内閣一行が来青した。県立体育館において、国の政治について
国民の生の声を聞こうという一日内閣が青森市で行われた。その様子を紹介する。

●

ZE0063 H9年度 中日ニュース　ＮＯ．７２３ビート農政始末記 003 中日映画社 生活・福祉
ヤマトダマシイで初防衛　藤、クワルトーアをＫＯ。この子らに愛の手を。ビート農政始末記：青森、国の農政
が変更され、そのあおりを受け、竹内知事が収拾する。

●

ZE0064 H9年度 青森県庁舎竣工式　１９６１ 020 青森県 生活・福祉 音声なし ●

ZE0065 H9年度 おすこやかな東宮御所のお三人 020 日本テレビ 生活・福祉 皇太子ご夫妻ご一家の三人の浩宮、紀宮、礼宮様がすこやかに成長されている様子を紹介する。 ●

ZE0066 H9年度 おすこやか天皇ご一家 020 日本テレビ 生活・福祉 天皇ご一家が日本万国博覧会に出席されている様子など、天皇ご一家の様子を紹介する。 ●

ZE0067 H9年度 皇太子ご夫妻青森ご訪問 025 青森県広報室 生活・福祉
昭和４１年７月、全国高校総体に臨席された皇太子ご夫妻が青森をご訪問された時の記録。訪問先の東北
大臨海実験所、県庁、県営陸上競技場などを紹介する。

●

ZE0068 H9年度 県政ニュース　義宮さま本県に 010 青森県 生活・福祉 義宮さまが本県を訪問し、八戸のえんぶりや冬季国体をご覧になった時の様子を紹介する。（音声別） ●

ZE0069 H9年度 県政映画　両陛下十和田湖へ御成り 010 青森県広報室 生活・福祉
昭和３６年１０月１２日に秋田県で開催された、第１６回国民体育大会へ御成りの両陛下が十和田湖と奥入
瀬渓流、御遊覧のため青森県に御立ち寄りになったときの御様子を紹介する。

●

ZE0070 H9年度 県政映画　保健婦 020 青森県広報室 産業・技術 保健衛生の立場から生命の尊さを呼びかける保健婦という人々の実際の仕事の内容と様子を紹介する。 ●

ZE0071 H9年度 保健婦物語この青春をかけて 030 青森県 産業・技術 津島さんの横浜町での保健婦活動の実態や苦労について紹介する。 ●

ZE0072 H9年度 県政映画　協業化すすむ中小企業 015 青森県／青森放送 産業・技術
伝統工芸である津軽塗にたずさわる人々が経営の安定と増加傾向にある需要に対応するために昭和４３
年７月に作った弘前津軽塗商工業協働組合を紹介する。

●

ZE0073 H9年度 県政映画　酪農シリーズ農協の農村工業 020 青森県 産業・技術
農家経営が農協母体になりつつある中、農協が運営する工場はどのような働きをしているのか。十和田市
の上北農村加工農業組合を例にあげ説明する。

●

ZE0074 H9年度
県政映画　あすの農業をめざして　青森県農業研
修センターの一日

015 青森県／青森放送 産業・技術
青森県農業研修センターの１日を通して、そこで研修を受ける学生の表情や農業の厳しさ、実践教育の重
要さなどを紹介する。

●

ZE0075 H9年度
県政の窓海の若人たち－水産修練所をたずねて
－

010 青森県広報室 産業・技術
八戸市鮫町にある青森県水産修練所を訪ね、漁業を目指す若者たちが手ばた信号や水産実技を学ぶ姿
と、修練所の修練内容を紹介する。

●

ZE0076 H9年度 山に生きる 020
青森県林務課／全国森林組合
連合会

産業・技術
山を生かすことのできなかった村に一生をささげ、山に生きた山本源吉翁の業績と生きかえった山を守り、
利用しようと努力する村人の姿を描く。

●

ZE0077 H9年度 てんさいの栽培 020 青森県 産業・技術 音声なし ●

ZE0078 H9年度 県政映画　若い一筋の道ある農業後継者の記録 030 青森県県民課 産業・技術 技術革新と発想の転換によって農業の未来を切り開こうとしている若者たちの姿を描く。 ●

ZE0079 H9年度 ６０万トン米づくり　４－６米づくり運動 030 青森県 産業・技術
青森県の稲作の課題と青森県の行った米作り運動により機械化の推進、効率化、水田整備に取り組んだ
内容、その運動の様子を紹介する。

●

ZE0080 H9年度 県政映画　明けゆく下北　下北のヘレフォード 030 青森県／三和映画社 産業・技術
下北半島は大部分が山地で寒冷であり、産業に適さない地域とされていた。畜産の振興をし、肉牛の一大
生産地をめざし、寒さに強く繁殖力の強いヘレフォード種を導入した。その取り組みを紹介する。

●

ZE0081 H9年度 県広報映画　青森県の水産 020 青森県 産業・技術
青森県の水産業の問題点や青森県各地の水産業の状況、これからどのように発展してゆくのかなど、あら
ゆる面から青森の水産業を描く。

●

ZE0082 H9年度 県政映画　甦える漁場 020 青森県 産業・技術
村民の８割５分が漁民である下北六ケ所村の泊、いか漁一本だったが最盛期には中学生までもが漁に出
るため様々な問題が生じた。これを解決するため新しい漁村に生まれ変わった漁村の姿を追う。

●

ZE0083 H9年度 県政映画　農協合併と体質改善 020 青森県広報室 産業・技術
農業基本法ができ、農村の近代化が進んでいる。そんな中で農協は体質改善を迫られ、りんごの共同販売
や直営工場経営などを行うようになった。そのような農協と農村の様子を描く。

●

ZE0084 H9年度
県政映画　これからの農業進む農業構造改善事
業

020 青森県 産業・技術
農業基本法が制定されて６年。出稼ぎ労働者などが多い農業と他の産業の所得格差を縮めるため、もうか
る農業を手助けしようとする農業構造改善事業を紹介する。

●

ZE0085 H9年度 県政映画　ある転作　～ブドウにかける～ 020 青森県／青森放送 産業・技術
青森県の主要産業であるりんごの価格不安定や減反政策により、これらに見切りをつけブドウに集団で転
作をした三戸郡南部町の人々の姿を追う。

●

ZE0086 H9年度 県政映画　よみがえるむつ湾の資源 020 青森県広報課 産業・技術
むつ湾の魚が減り、困った漁民は海の幸を蘇されべく活動している。夏泊半島の西の入口、東津軽郡平内
町ではわかめの養殖を行っている。そのわかめの誕生の様子などを紹介している。

●

ZE0087 H9年度 県政映画　明日をひらく漁類養殖 015 青森県／東京シネ・ビデオ 産業・技術
東津軽郡平内町茂浦に位置する青森県水産増殖センターでは、増養殖に関する試験・研究を行っている。
その様子と研究内容を紹介する。

●

ZE0088 H9年度 県政映画　あすの農協をになう若人達 020 青森県 産業・技術
農業の大型化、近代化と共に農協の近代化が必要になり、優秀な組合職員の育成が重要である。そこで
県内唯一の県立農林水産組合講習所を紹介し、講習の様子と内容を説明する。

●

ZE0089 H9年度 県政映画　小湊湾ののり養殖 020 青森県広報室 産業・技術
平内町の小湊湾で行われているのり養殖の方法とのりを育てる上での大切な事柄、それにたずさわってい
る人々の生活を紹介する。

●

ZE0090 H9年度 県政映画　月給で暮す農家 020 青森県広報室／県信連 産業・技術
五所川原市三好農業協同組合では、月給制度を取り入れてる。その月給制度と消費生活の仕組と生活の
様子を描く。

●
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ZE0091 H9年度 県政映画　青森県の漁港 020 青森県 産業・技術
漁港は漁船にとってかけがえのない漁港基地であり、また魚を安く新鮮に提供する重要な役目を担ってい
る。竜飛崎漁港起工式の様子など、漁港整備の様子を紹介する。

●

ZE0092 H9年度 県政映画　修築進む青森県の漁港 020 青森県 産業・技術
三方を海に囲まれた青森県にとって、漁港を整備することは重要なことである。そこで、東郡平内町東田沢
漁港や東通村白糠漁港の修築の様子を紹介する。

●

ZE0093 H9年度 県広報映画　近代化する農業 020 青森県 産業・技術
（サイレント）稲作、りんご、酪農それぞれの農家が手作業をしている様子からはじまり、機械を導入していく
ことにより、農作業が効率的になっていった様子を紹介する。

●

ZE0094 H9年度 県政映画　農業近代化に挑む青少年たち 020 青森県広報室 産業・技術
農業の近代化をめざし、地道な努力と研究を続けている車力村牛潟翠緑４Ｈクラブ（農家の長男で組織）の
活動の内容と様子を描く。

●

ZE0095 H9年度 県政映画　ほたて漁業をめざして 020 青森県 産業・技術
陸奥湾漁業は、沿岸でとる漁業から育てる漁業へと変化した。昭和４３年平内町に県養殖水産センターが
完成し、技術指導によって漁業者たちがほたて養殖に取り組む様子を紹介する。

●

ZE0096 H9年度 県政映画　山を育てる 020 青森県 産業・技術
日本の経済成長により木材需要は上昇し続け、木材は不足してきた。かつて木炭や薪で生活してきた三戸
郡などの山村で、山の回復をしようとする様子を紹介する。

●

ZE0097 H9年度 県政映画　漁業試験にいどむ幸洋丸 020 青森県 産業・技術
鰺ケ沢町に青森県水産試験場が設置され、沿岸・沖合・遠洋漁業の調査研究が行われている。青森県の
誇る調査船「幸洋丸」が、漁業調査や海洋観察に取り組む姿を紹介する。

●

ZE0098 H9年度 県政映画　伸びゆく漁村 020 青森県 産業・技術
本県は水産県として全国に知られているが、沿岸漁業は経営の規模が小さい上に生産が不安定で、様々
な問題を抱えている。そのため、青森県は沿岸漁業の経営近代化を目指して色々な事業を推進している。

●

ZE0099 H9年度 海の幸を育てる 030 青森県県民課 産業・技術
青森県は全国屈指の漁業の盛んな地域である。沿岸漁業に注目し、収入の安定や魚などの資源の減少を
防ぐために、資源を人間の手で増やす試みを紹介する。

●

ZE0100 H9年度 県政映画　伸びゆくビート栽培 020
青森県広報室　（株）横浜シネ
マ現像所

産業・技術
青森県農業試験場古間木支場では、ビート栽培の試験、研究を進め、寒冷地に最も適している導入２号と
いう品種を一般農家で栽培させるなど、畑作での収入を増やすために努力している。その取り組みの様子
を紹介する。

●

ZE0101 H9年度 県政映画　新しい林業への歩み 020
青森県広報室　（株）横浜シネ
マ現像所

産業・技術
県南のある山あいの村に、山村問題と取り組むために青年たちが集った林業研究グループがある。そのグ
ループが草刈り機の講習会を開いたり、木炭の新しい窯の研究をしたりする姿や活動内容を紹介する

●

ZE0102 H9年度 県広報映画　青森県の工業 010 青森県 産業・技術
日本の経済を支える産業と成長した工業。青森県の工業は農林水産物を原料とした食品加工、製造が中
心でありその他建築材料などがある。このような青森県の工業の現状を紹介する。

●

ZE0103 H9年度 県政映画　この青春をかけて 030 青森県県民課 産業・技術
夢であった保健婦となったつしまれいこさんは村や町に駐在して働く派遣保健婦として上北郡横浜町に赴
任した。彼女の仕事の内容や様子、町の人々との関わりを描く。

●

ZE0104 H9年度 県政映画　生きがいのある老後を 030 青森県　三和映画社 教育方法・学習者
高齢化社会になりつつある現在、県が行っている老人の健康診断などを紹介するとともに、老後の人生の
送り方について考える。

●

ZE0105 H9年度 伸びゆく子供のグループ活動 025 青森県教育委員会 教育方法・学習者
青森県内各地の子供会や家庭教育学級など、子供のグループ活動の実態を紹介し、グループ活動の意義
を考える。平館村、青森、弘前、八戸、十和田、平野村など。

●

ZE0106 H9年度 県政映画　新しい学校教育 015 青森県／青森放送 教育方法・学習者
百石町立甲洋小学校の五角形の教室や交通安全教室に使われる安全公園、三沢高校のＬＬ教室など、県
内の学校に新しく取入れられた教育と施設を紹介する。

●

ZE0107 H9年度 県政映画　勤労青少年のグループ活動 020 青森県 教育方法・学習者
勤労青少年たちは休日を利用して様々な活動をしている。八甲学園を慰問したり、青森県盲学校で生徒た
ちと交流を持つなど、意欲的な活動を続ける青少年たちの姿を描く。

●

ZE0108 H9年度 県政映画　考えるお母さんたち 020 青森県広報室 教育方法・学習者
南津軽郡浪岡町女鹿沢部落の婦人学級は、農村の婦人としてのより高い教養を身につけようと発足した。
その学級が家庭経済を豊かにする方法を話し合い、実践していく姿を描く。

●

ZE0109 H9年度 県政映画　ある成人学級の記録 020 青森県広報室 教育方法・学習者
青森県の学力を全国平均まであげようと「学力向上」というスローガンをかかげ、どうしたらよりよい子供の
教育ができるのかなど様々な教育上の諸問題を親や教育関係者が話し合う場がもたれた。その様子を紹
介する。

●

ZE0110 H9年度 県政映画　青年の家 020 青森県 学術・教養
昭和４３年４月、八甲田山の麓雲谷平に県青年の家が建設された。共同生活を通して心身ともに健やかな
青少年を育成することを目的にした。県下子供会ジュニアリーダー研修会の様子を紹介する。

● ● ●

ZE0111 H9年度 県政映画　自然の中に学ぶ県少年自然の家 020 青森県／東京シネ・ビデオ 学術・教養
五所川原神山に昭和４６年８月に少年自然の家が開設された。自然の家を訪れた子供たちの活動の様子
を収録する。

● ● ●

ZE0112 H9年度 県政映画　保健で学力向上 020 青森県庁広報室 保健体育科
二度にわたり健康優良校、青森県一位になった十和田市大不動小学校を舞台に子供たちの保健管理の様
子と学力向上の関連を考える。

●

ZE0113 H9年度 モチモチの木 017 （株）学習研究社 生活・道徳・特活
じいさまと二人ぐらしの豆太は大変弱虫で、家の前にあるモチモチの木が大嫌いである。勇気の大切さを切
り絵アニメで描く。

● ● ● ●

ZE0114 H9年度 笛吹き王子グリム童話より 030 （株）教育映画配給社 一般映画・アニメ
旅の笛吹きが、山男に差し出させるかわいそうなお城の姫を、自慢の笛を使って助けようとする様子を描い
た人形劇。

● ●

ZE0115 H9年度 日本むかしばなし　わらしべ長者 018 （株）学研映画局 一般映画・アニメ
一本のわらにつながった蜂がみかんに、みかんが反物にと交換されていく、昔話「わらしべ長者」の人形劇
での物語。

● ●

ZE0116 H9年度 あれはだれ？ 021 （株）日本記録映画研究所 一般映画・アニメ
心暖まる短いアニメーション１０本を収録。いえで。たぬきのかさ。くまのおじいさん。きつつき。あれはだれ。
べんきょう。ねことねずみ。ながれぼし。やま。おかあさん。

●

ZE0117 H9年度 アニメーション　しあわせの王子 019 株）共立映画社 一般映画・アニメ ゆきづりのツバメが「しあわせの王子」の望みを聞き、まずしい人々に王子の体から宝石を配る。 ● ●

ZE0118 H9年度 にんぎょひめ　アンデルセン童話 020 学習研究社 一般映画・アニメ アンデルセンの童話「にんぎょひめ」を人形劇風に演出する。 ● ●

ZE0119 H9年度 ロビンフットの冒険 010 不明 一般映画・アニメ 捕らえられた姫を助けだすために、ロビンフットが戦う様子をコメディタッチでアニメ化する。 ●

ZE0120 H9年度 熊のさいばん 010 共同映画社 一般映画・アニメ
木の下敷になったオオカミが鹿に助けを求めます。鹿はもう誰も襲わないという約束を信じて助けましたが、
オオカミは鹿を食べようとする。そこで熊のおじさんに裁判をしてもらうことに。

●
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ZE0121 H9年度
夕日が沈むまで人にはどれほどの土地がいるの
か

020 共立映画社 一般映画・アニメ
生活に満足せず、悪魔にそそのかされ欲を出して広い土地へと移り住む。多くの欲望を持つことが人にとっ
てどうなるのかを問う作品。トルストイ原作

●

ZE0122 H9年度 劇映画　雪の下のしずかなおはなし 034 （株）日本記録映画研究所 一般映画・アニメ
子供たちがまちに待った雪の季節。美しい冬の景色を背景に雪と子供をテーマとした「ゆず」と「白い鳥」の
二本の作品を収録。

●

ZE0123 H15年度
今は昔　昔は今　歌舞伎をみる　２００１・国立劇場
国立劇場歌舞伎映画／歌舞伎の魅力［１６ｍｍ
フィルム］

41 株式会社　英映画社 趣味・芸術 歌舞伎を見たことのない若者たちに、歌舞伎の面白さや楽しさを感じてもらうための歌舞伎鑑賞入門。 ●

ZE0124 H16年度 ＭＡＲＩＮＥ　ＦＬＯＷＥＲＳ 31 東京シネマ新社 算数・数学・理科 海洋生物関係（英語版） ● ● ● ●

ZF0001 H29年度
平成二十八年度　あおもり伝統芸能フェスティバ
ル・ワークショップ

223
三内丸山遺跡と青森県の伝統
芸能を活用した地域活性化プ
ロジェクト実行委員会

青森の歴史・伝統・くらし
平成２８年９月１７日・１８日に三内丸山遺跡で開催した、青森県内の伝統芸能の上演や、来場者が参加す
るワークショップの様子。２日間で1,000人を超える来場者が訪れた。

● ● ● ● ●

ZH0001 H9年度 気体反応の法則　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．気体反応の法則　２．アルカリ金属 ●

ZH0002 H9年度 水素原子スペクトルの波長測定　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．水素原子スペクトルの波長測定　２．原子スペクトル ●

ZH0003 H9年度 化学変化の量的関係　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．化学変化の量的関係　２．物質量を調べる ●

ZH0004 H9年度 地球の自転　他一作品 011 共立 算数・数学・理科 １．地球の自転　２．低気圧の一生 ●

ZH0005 H9年度 万有引力の法則　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．万有引力の法則　２．スネルの光の屈折法則 ●

ZH0006 H9年度 細胞とモル濃度　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．細胞とモル濃度　２．水質の保全～ホテイアオイの働き～ ●

ZH0007 H9年度 紫外線と生命　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．紫外線と生命　２．太陽エネルギーの特性と利用 ●

ZH0008 H9年度 未来のエネルギー資源・水素　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．未来のエネルギー資源・水素　２．ガスを出す虫～化学反応と発熱～ ●

ZH0009 H9年度 フェーン現象　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．フェーン現象　２．放射線と半減期 ●

ZH0010 H9年度 マイケルファラデー電磁誘導実験　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．マイケルファラデー電磁誘導実験　２．ガリレオの落体実験 ●

ZH0011 H9年度 物体の落下　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．物体の落下　２．運動の観察 ●

ZH0012 H9年度 電気分解によるナトリウム分離　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．電気分解によるナトリウム分離　２．ラボアジエの実験 ●

ZH0013 H9年度
味覚の遺伝～ショウジョウバエの糖感受性～　他
一作品

010 学研 算数・数学・理科 １．味覚の遺伝～ショウジョウバエの糖感受性～　２．生きている化石カブトガニ ●

ZH0014 H9年度 動物細胞の分裂～ネズミとホエジカ～　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．動物細胞の分裂～ネズミとホエジカ～　２．動物の受精と発生～イトマキヒトデ～ ●

ZH0015 H9年度 仕事と分子の運動　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．仕事と分子の運動　２．〔こぶ〕のついた船～エネルギー保存と船の速さ～ ●

ZH0016 H9年度 アマガエルの体色変化とホルモン　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．アマガエルの体色変化とホルモン　２．カイコの性フェロモン ●

ZH0017 H9年度 地球の熱収支　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．地球の熱収支　２．生態系における炭素の循環 ●

ZH0018 H9年度 地球の公転を考える　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．地球の公転を考える　２．地球の内部 ●

ZH0019 H9年度 物質の構成要素　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．物質の構成要素　２．原子を見る～物質の構成単位～ ●

ZH0020 H9年度 昆虫の行動とフェロモン 028 学研 算数・数学・理科 実験や観察を通して、フェロモンの存在や働きを考える。 ●

ZH0021 H9年度 植物の実験・観察ムラサキツユクサを使って 021 東映 算数・数学・理科 多目的教材のムラサキツユクサによる実験観察を描く。 ●

ZH0022 H9年度 ウニの発生と変態 019 科学映画者 算数・数学・理科
ウニの受精の様子や、発生と変態の全過程をとらえる。細胞の分裂が進み幼生の形成、幼生からウニ原
基が形成されウニとして形づくられる変態の過程を顕微鏡撮影により克明に解説する。

●

ZH0023 H9年度 高校時代～価値観を求めて～ 022 英映画 生活・道徳・特活
高校に学ぶ青年、高校を中退し仕事に打ち込む青年、青春をオートバイにもとめる青年など現代に生きる
若者たちの姿をとらえながら、青年期における自らの生き方について考える。

●

ZH0024 H9年度 細胞分裂　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．細胞分裂　２．自律神経と心臓レービ実験を中心に ●

ZH0025 H9年度 結晶　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．結晶　２．アボガドロ定数をはかる ●
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ZH0026 H9年度 岩石の偏光顕微鏡観察　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．岩石の偏光顕微鏡観察　２．偏光顕微鏡の使い方と岩石薄片 ●

ZH0027 H9年度 胚の発生　部分割　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．胚の発生　部分割　２．胚の発生　全割 ●

ZH0028 H9年度 大陸は移動する　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．大陸は移動する　２．クリノメーターと地層 ●

ZH0029 H9年度 生きものは動く～微小管の機能～ 025 東京シネマ新社 算数・数学・理科
微小管が、細胞の中で繊毛・鞭毛運動、物質の輸送、細胞分裂などに重要な役割を果している様子を、電
子顕微鏡撮影により克明にとらえる。

●

ZH0030 H9年度 脳を探る 020 学研 算数・数学・理科 神経細胞が無数に集合している脳に関する研究をとりあげ考察する。 ●

ZH0031 H9年度 いつの日かあなたも～母となる日のために～ 021 桜映画 技術・家庭・産業
女性の身体の成長過程や成育の仕組み、妊娠・出産のメカニズムなどを科学的にとらえるとともに、青春期
における健全な生活の大切さを考える。

●

ZH0032 H9年度 作物と栽培環境 020 日本シネセル 技術・家庭・産業 気象、地形、土壌、生物などの影響や合理的な生産方法について解説する。 ●

ZH0033 H9年度 漢字の表現～篆書と隷書～ 021 桜映画 芸術科 新しい撮影技法により、篆書、隷書の明筆、運筆、字形を説明する。 ● ●

ZH0034 H9年度 銀行～その機能と役割～ 025 電通 産業・技術
普通預金や定期預金、当座預金のしくみ、一般や企業に対する貸付け業務など銀行のもつ機能と役割に
ついて説明する。

● ●

ZH0035 H9年度 小切手と手形～しくみとはたらき～ 029 電通 技術・家庭・産業
小切手や手形のもつ意義や役割り、商取引きにおける振り出し方などについて、商店や会社における具体
的な活用の仕方を学んだ高校生の目を通して説明する。

● ●

ZH0036 H9年度 つたえる～情報通信～ 016 科学技術庁 技術・家庭・産業
電信機から電話へ、そしてラジオ・テレビなど情報通信手段の発達の歴史をとらえる。さらに現在における
ファクシミリや文字多重放送などによる新しい情報通信システムの概要について説明する。

● ●

ZH0037 H9年度 ひなにとって親とは何か～すりこみ～ 020 学研 算数・数学・理科 ローレンツの［すりこみ］理論の一端を解説し、親と認めて行動する雛のようすを紹介する。 ●

ZH0038 H9年度 ヒキガエルの発生 020 学研 算数・数学・理科
ヒキガエルの卵を素材に、卵と精子、受精に伴う変化の様子、第一卵割や胚の発生、エラ・口・目の形成や
変態に伴う形態変化など、受精から変態まで外観と内部の変化を克明にとらえ説明する。

●

ZH0039 H9年度 スーパーバグの世界 020 シネサイエンス 算数・数学・理科 アルコール等発酵にみられる微生物の世界を探る。 ●

ZH0040 H9年度 農業とバイオテクノロジー 020 シネビデオ 技術・家庭・産業
成長点培養やはい培養によるランの育成、やく培養によるイネの品種改良など、農業分野におけるバイオ
技術の理論と実際を、神奈川県の農業高校や農業研究所での現状をとらえ説明する。

●

ZH0041 H9年度 工業とエレクトロニクス～設計と製作の自動化～ 020 シネビデオ 技術・家庭・産業 コンピュタ－を機械技術と融合させて自動化を図ることの特色を説明する。 ●

ZH0042 H9年度 わざとちえ～産業近代化のあゆみ～ 021 桜映画 社会科 わが国の産業近代化のあゆみをたどる映像資料。 ● ●

ZH0043 H9年度 太宰　治 025 教育映画配給社 国語科
太宰治の作品と作家像に対する理解を助けるために、よく知られた作品を朗読を交えながら紹介する。ま
た、太宰治にゆかりのある地をめぐり、太宰治の文学的特性を明らかにする。

● ●

ZH0044 H9年度 井原西鶴 026 共立 国語科
好色一代男など井原西鶴の代表作を取りあげ、時代背景やその特徴を明らかにすると同時に、作品を生
んだ土地の実写や、絵巻、草紙等の資料をもとに、西鶴の世界についてとらえる。

● ●

ZH0045 H9年度 生活を豊かにするデザイン 020 新生映画 技術・家庭・産業
身近な食器にみられる様々なデザイン、部屋の模様替え等のデザインの事例や、食器デザイナーの発想
から製品化の過程を追い、生活を豊かにするためのデザインの楽しさについて描く。

●

ZH0046 H9年度 流通と情報 020 東京シネビデオ 技術・家庭・産業
流通の各分野で、コンピュータや通信網を利用したＰＯＳシステム、ＥＯＳシステム等の物流の情報化の重
要性とその仕組みを小売店や卸売業者における事例をもとに説明する。

●

ZH0047 H9年度 現代の人間像 021 新生映画 社会科
核家族化、高齢化、情報化、国際化等現代社会の特質についてとらえ、その中に生きる現代の人間像につ
いて、ブーシェの「朝食」やマンテーニャの「キリスト像」等絵画を手がかりにとらえる。

●

ZH0048 H9年度 水産育種とバイオテクノロジー 020 東京シネビデオ 技術・家庭・産業
染色体を操作してつくる三倍体、雌性発生、偽オスの作成、そして海藻の細胞融合など水産分野でのバイ
オテクノロジーの技術の実際を、ある水産高校での学習を背景に説明する。

●

ZH0049 H9年度 万葉集の心 025 東映教育映像 国語科
柿本人麿など代表的な歌人や歌を取り上げ、歌の特徴や歌われている場所の実写、時代背景などを解説
し、万葉集の味わい方をわかりやすく描く。

● ●

ZH0050 H9年度 小型船舶の操縦 020 新生映画（株） 技術・家庭・産業
海洋の多目的利用時代。小型船舶の利用度が高まり、安全性の確保が重要な課題である。点検、計器、
操縦、機関、ロープ、海の交通法規など、操縦の知識・技術、正しいルールを解説する。

● ●

ZH0051 H9年度 アメリカ合衆国の誕生 025 東映 社会科
１７世紀初頭に北米大陸に入植した人たちは、１８世紀後半にイギリス本国からの独立を目ざし闘った。独
立宣言の採択、合衆国憲法を制定し、共和制と三権分立による新しい国家が誕生するまでを描く。

●

ZH0052 H9年度 イギリス議会の歴史 022 東映 社会科
世界史の上で、議会制民主主義の典型の一つとなったイギリス上・下院の成立過程と現状を、マグナカル
タから責任内閣制の成立、婦人参政権の確立までの長い歴史を紹介しながら振り返る。

●

ZH0053 H9年度 中世の教会建築とキリスト教 023 共立映画社 社会科
キリスト教会堂の建築とキリスト教について、フランスを舞台に紹介し、ヨーロッパの歴史と文化の形成過程
を考える。

●

ZH0054 H9年度 ＡＩＤＳ～正しい理解と行動～ 021 桜映画社 スポーツ・健康
エイズに関心があるか、エイズはどんな病気か、エイズはどのように感染するか、どうしたら感染を防げる
か、差別と偏見をなくすために、感染者への理解と共生の６項目から構成している。

●

ZH0055 H9年度 市民文化の時代～ヴィクトリア時代のロンドン～ 021 共立映画社 社会科
産業革命によってもたらされたロンドンの市民生活の変容とその流れを博物館資料や建造物、絵画、現在
の生活などを紹介する。

●
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ZH0056 H9年度 縄文から宇宙船まで～やきものの世界～ 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
粘土を使っての焼き物はその焼き方で様々に変化する。縄文土器から現代のファィンセラミックスまで、原
料と焼成技術の変遷をたどることで科学技術の進歩と人間生活との関わりを考える

● ●

ZH0057 H9年度 東西の接点イスタンブルを歩く 021 学研 社会科
トルコ最大の都市イスタンブルには多種多様な文化が生きづいている。ビザンティン帝国の歴史、オスマン
帝国の歴史をしのびながら、東西交流の接点としての性格を描きだす。

● ●

ZH0058 H9年度 文明を湛える海地中海世界－ギリシャ・ローマ－ 021 学研 社会科
古来、地中海海岸沿岸部の人々は、地中海を中心に盛んに交流を行い、様々な特色ある文明がいきづい
てきた。ギリシャ・ローマの古典文明に焦点をあて、歴史の展開を概観する。

● ●

ZH0059 H9年度 リモートセンシング－宇宙からの地球観測－ 010 学研 算数・数学・理科
地球観測衛星によるリモートセンシングは地球表面の変化や地形地質の解読と変化の分析と多くの分野で
活躍し威力を発揮している。「ふよう１号」を例にとりリモートセンシングの概要を説明する。

● ●

ZH0060 H9年度 暮らしの中の微生物 010 共立映画社 生活・福祉
日本の食生活は、暮らしに微生物を役立てている。醤油などのはっこう食品ができるまで、さらに抗生物質
の抽出や下水を微生物で浄化するなど、暮らしと微生物との関わりを描く。

● ●

ZH0061 H9年度 洗剤の働き 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
洗剤の働きをアメンボが洗剤により水面下に沈んでしまう等のデモ実験と平明で正確なアニメーション、特
殊撮影による観察を組合わせ説明する。洗剤分子の構造と洗剤の働きの関係を考える。

● ●

ZH0062 H9年度 一本の木が支える生命 010 学習研究社 算数・数学・理科
一本の木の地表部から梢まで順に追っていき、そこに存在する多様な環境と生物たちを紹介する。１本１本
の木々の重要性とそれが破壊されていく意味、自然との共存の大切さを述べる。

● ●

ZH0063 H9年度 ディジタルのしくみ 011 東映株式会社　教育映画部 算数・数学・理科
「ディジタル」とは何かを特にＣＤを例にあげ説明する。ディジタルの原理や特徴を実験室では実施しにくい
規模や時間を要する実験とＣＧを使って分かりやすくまとめる。

● ●

ZH0064 H9年度 長安と唐の文化 021 学習研究社 社会科
異国人との交流の様子や永泰公主墓の壁画、仏教や道教以外の信仰も認められた城内には異教の寺院
が見られたことなど、唐の文化とそれが世界に与えた影響の大きさを紹介する。

● ●

ZH0065 H9年度 総力戦という戦い　第一次世界大戦 021 学習研究社 社会科
第１次世界大戦の背景にあった各国の国民の立場、祖国のために志願した人々、重労働を強いられた女
性達の気持を中心に、各国の国民が総力をあげ、命や生活を犠牲にし戦った総力戦の意味を考える

● ●

ZH0066 H9年度 工業に従事する人々 021 （株）毎日映画社 産業・技術
工業高校の生徒たちが工事現場で技術者として働いている人の生の声や経験などをもとに、お互いに自分
たちの未来や工業について話し合う様子を紹介する。

●

ZH0067 H9年度 工作機械のプログラム制御 020 電通映画社 産業・技術 工作機械を使用する際に必要なプログラムをわかりやすく解説する。 ●

ZH0068 H9年度 日立サイエンスシリーズ人工知能 019 教配／イメージサイエンス 技術・家庭・産業
考えることは人間の能力とされてきたが、その能力を代行する機械システム「人工知能」の仕組みについて
解説する。

● ●

ZH0069 H9年度 地震とエネルギー 020 電通映画社 算数・数学・理科
マグニチュードと地震との関係、地震のエネルギーは地殻の中で、どのように蓄積されるのか。モデル実験
や岩石破壊実験で歪によるエネルギーの蓄積と放出から考える。

●

ZH0070 H9年度 彫塑の表現 020 岩波映画製作所 芸術科
人間は自分の存在する意味を表現したくなる。それに使われるのが彫塑であり、その表現の仕方や歴史な
どをたどる。

● ●

ZH0071 H9年度 篆刻・刻字－生活書の学習のために－ 022 （株）岩波映画制作所 芸術科
文字を美しく表現するという観点から生まれた「書」。その中の木などに彫る「刻字」と石などに彫る「篆刻」を
解説する。

● ●

ZH0072 H9年度 大気汚染と健康 020 東映 保健体育科
健康な社会生活を営むには、清浄な大気がかかせない。文明や産業の発達に伴い、大気が極度に汚染さ
れている現状を直視し、生体への影響、健康被害の実際を実験をまじえて描く。

●

ZH0073 H9年度 海洋実習 020 （株）日本映画新社 技術・家庭・産業
海洋実習の内容から、水泳、潜水、和船のこぎ方、端艇の漕法の技術指導の仕方を解説する。またすもぐ
りからアクアラングによる潜水を詳しく説明する。

●

ZH0074 H9年度 体験－職業意識－ 021 毎日映画社 生活・道徳・特活
卒業後の進路について悩んでいる二人の工業高校生は、機械工場で実際に働いてみることにした。体験を
終えて学生生活に戻った彼等は職業を考える新しい視野が拡けていた。

●

ZH0075 H9年度 地球と世界地図 020 日映科学映画製作所 社会科
現代、地球は球体であるということは当然知っていることであるが、昔は円板状と考えられていた時代もあ
る。世界地図の歴史と世界地図の仕組みを説明する。

● ●

ZH0076 H9年度 でたらめの規則 040 （株）岩波映画制作所 算数・数学・理科
赤血球の分布の仕方など、一見でたらめに見える現象の背後にある推計学的方法について、平均と標準
偏差という基本的概念を導入し、その性質や計算方法をモデル実験によって解説する。

●

ZH0077 H9年度 原子構造 022 日経映画社 算数・数学・理科
ラザフォードの理論から原子核と電子の性質について説明する。α粒子と金の原子を衝突させる実験の
データを重ねて、原子核は＋、その周りを電子が惑星のように回っていることを示す。

●

ZH0078 H9年度 力学的エネルギー 022 東映 算数・数学・理科
力の作用により物体を変化させる仕事や弾性力や重力によって変わる位置エネルギー、運動している物体
が静止するまでに他の物体に対して仕事をする運動エネルギーについてわかりやすく解説する。

●

ZH0079 H9年度 粒子性と波動性 020 電通映画社 算数・数学・理科
電流の粒子性と波動性について、ミリカンの実験や電子リングと波動であるＸ線により表われるリングを比
較するなどの実験を用いて分析し説明する。

●

ZH0080 H9年度 電気素量 023 日経映画社 算数・数学・理科 電気素量についてミリカンの実験を中心に、実験方法や結果を詳しく示し説明する。 ●

ZH0081 H9年度 アボガドロ数 020 電通映画社 算数・数学・理科
分質を形づくる原子と分子。１モルに含まれるある一定の原子の数は、全て６．０２×１０という一定の数に
なる。これがアボガドロ数である。この数を求めるための様々な実験を描く。

●

ZH0082 H9年度 コロイド 020 岩波映画製作所 算数・数学・理科
ある物質に他の物質が１ｍｍ～５００ｍｍミクロンの大きさで混じっている状態をコロイド状態という。コロイ
ド溶液と食塩水などの溶解により得られる溶液の違いをチンダル現象などで説明する。

●

ZH0083 H9年度 酸、塩基の強弱 019 電通映画社 算数・数学・理科
酢酸などの化学物質の化学変化、例えば酸反応、アルカリ反応、中和反応などを示し酸の濃度・電導性な
どの実験を通して、化学物質に含まれる水素イオンの数や電離度の調べ方などを解説する。

●

ZH0084 H9年度
日立サイエンスシリーズ地球と生命フラスコの中
のエコロジー

023 （株）映像プロ 算数・数学・理科
小さなフラスコの中にバクテリア、原生動物、クロレラと発生させていき一定のバランスが生じた中にグッ
ピーを入れても、小さな生態系は安定を続ける。しかし、農薬を加えるとバランスは崩壊する。このことから
生態系のバランスを考える。

●

ZH0085 H9年度 細胞の中の呼吸 020 日本シネセル株式会社 算数・数学・理科
植物が細胞の中の葉緑体を用いて光合成を行う仕組みや、細胞がどのように呼吸するのかについて無気
呼吸と酸素呼吸という点から解説する。

●
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ZH0086 H9年度 遺伝 025 学習研究社 算数・数学・理科
細胞の分裂によって生体の成長を促し、そこで行われる遺伝という現象についてＤＮＡやＲＮＡ、塩基配列
などを説明しながら深く考える。

●

ZH0087 H9年度 植物と日長－植物の光周性－ 020 岩波映画製作所 算数・数学・理科
植物は光をあてる時間の長短により花の咲く時期が決まる。この性質を利用して花の出荷時期などの調整
が行われている。これらのことを実験を通してわかりやすく解説する。

● ●

ZH0088 H9年度 雨の成因 024 共立映画社 算数・数学・理科
雨がどのように形成されていくのかを、雲がどのようにできていくのか、断熱膨張、断熱圧縮、過飽和など
について述べながら考えていく。

●

ZH0089 H9年度 地質構造と地かく変動 024 共立映画社 算数・数学・理科
日本で一番大きい古世代の地殻変動を例にあげながら、その地層に含まれている化石を見ながら造山運
動などについて考える。

●

ZH0090 H9年度 地球の運動 023 東映 算数・数学・理科
地球の自転によって起こる転向力で、東西への風の変化が起こることや、公転によって起こる四季の星座
や恒星の角度がずれる年周視差について、年毎に星の位置が変化して見える年周方向差等を解説する。

●

ZH0091 H9年度 堆積岩 020 日本シネセル株式会社 算数・数学・理科
砂やどろが固くかたまった岩石が積み重なった地層には生物の化石などもみられる。このような、推積岩の
でき方やその構造、特色などを色々な実験をまじえて考える。

●

ZH0092 H9年度 地球の内部 030 共立映画社 算数・数学・理科
地球の内部はどのような構造になっているのか、いろいろな調査を踏まえて、地震のＰ波・Ｓ波などの例を
あげて、それを解明していく。

● ●

ZH0093 H9年度 新しいせんたく 016 学習研究社 技術・家庭・産業
洗濯を能率よくするために、洗剤の性質や繊維の特徴を科学的に究明することで、合理的な洗濯の方法を
解説し、実際生活に役立てていく様子を紹介する。

● ●

ZH0094 H9年度 コールドチェーン 030 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
低温で生鮮食品を運ぶ仕組であるコールドチェーンについて、さんまなどの魚介類の冷凍保存、大根など
の野菜や果物など生鮮食品の売買の問題を通して考えている。

● ●

ZH0095 H9年度 病気 017 映研株式会社 技術・家庭・産業
子どもは３才を過ぎると、幼稚園などで病気をもらってくる機会が増えてくる。普段の健康状態を把握し、年
に１・２度健康診断を受ける必要性や「百日ゼキ」などの病気への対応などを考える。

● ●

ZH0096 H9年度 すまいを考える 014 教育映画配給社 技術・家庭・産業
日本人のすまいの使い方を最もわかりやすく示している旅館と西洋式のホテルを比較したり新しい住宅と古
い住宅の特徴などをあげ、日本人のすまいがこれからどのように変化してゆくのか考える。

● ●

ZH0097 H9年度 住まいの彩光と換気 030 東映株式会社 技術・家庭・産業
台所、寝室、居間、便所など我々の住まいを快適なものにするための彩光と換気について、一年間を通し
ての太陽の位置や角度、季節による風向、風の性質から考える。

● ●

ZH0098 H9年度 見直せ食品添加物 020 東映株式会社 技術・家庭・産業
私たちの周りにある、たらこ・たこ・ごぼう・たくあん・梅干しなどの食品に使われている食品添加物を連続使
用することの危険性とそれを用いることでの食品の華麗さを対比して考える。

● ●

ZH0099 H9年度 食中毒の話 020 教育映画配給社 技術・家庭・産業
夏に多く発生する食中毒の約７０％が細菌性のものである。ブドウ球菌、サルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌をと
りあげ、性質別に食中毒を防ぐための食品の保存法、調理法を解説する。

● ●

ZH0100 H9年度 流通と食品加工 018 学習研究社 技術・家庭・産業
私達の食生活には、たくさんの無駄があるといわれている。現物取引のため捨ててしまう部分にも流通経
費や加工サービス料がかかっている。この経費をいかに少なくしていくか流通と食品加工について考える。

● ●

ZH0101 H9年度 プロパンとあなた 020 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
我々が日常よく使うプロパンガスについて、プロパンの液体が気体になる様子や何故プロパンのボンベの
中が液体になっているのか、普段家庭で使うときにはどのようにして器具にたどりつくのかなどを解説す
る。

● ●

ZH0102 H9年度 合成洗剤の研究 021 教育映画配給社 技術・家庭・産業
私たちが洗濯の時に普段よく使う合成洗剤は、浸透・再付着防止・乳化・分散という作用を持っており、界面
活性という効果があるが、水質汚染という深刻な問題を抱えている。このことについて考える

● ●

ZH0103 H9年度 ちょっと待って買うまえに 022 映研株式会社 技術・家庭・産業
私たちの身近な話題である訪問販売とクーリング・オフという問題について紹介する。クーリング・オフとは
どのようなものであるか、そして訪問販売で陥りやすいミスと気を付けなければならない点などについて考
える。

● ●

ZH0104 H9年度 冷ぞう庫のしくみと使い方 020 教育映画配給社 技術・家庭・産業
電機冷蔵庫は、今や家庭電家製品の花形である。この冷蔵庫がどのようにつくられるか、冷やす原理やそ
の仕組みについて実験を交えながら説明し、どのような使い方をすればよいのかを考える。

● ●

ZH0105 H9年度 織物と編物 028 東邦シネ・プロダクション 技術・家庭・産業
私たちの衣服として用いられている織物や編物のその組み重なっている仕組み、繊維の違いによる織物や
編物の違い、織り方による性質の違い、編み方による性質の違いについて説明する。

● ●

ZH0106 H9年度 せんいを知る　基礎編 030 三晃株式会社 技術・家庭・産業
スポーツ用品、楽器、産業資材など、化学繊維は私たちの生活を快適に、便利にしてくれる。その繊維の構
造や性質など、繊維の基礎を学ぶ。

● ●

ZH0107 H9年度 中性洗剤を追求する 022 東映株式会社 技術・家庭・産業
中性洗剤の危険性の問題について、洗浄力の強さ、皮膚の障害、ガンを引き起こす可能性などの観点から
検討して考え、今後どのように対処していくかを述べる。

● ●

ZH0108 H9年度 乳幼児の栄養 025 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
赤ちゃんにとって、食事を取ることはとても大切である。赤ちゃんが正しく栄養をとれるよう、１赤ちゃんの個
人差を尊重しよう　２母乳栄養　３混合栄養　４人工栄養　５離乳食　６幼児食の６章にわけ、乳幼児の栄養
について考える。

● ●

ZH0109 H9年度 台所の衛生 020 新生映画株式会社 技術・家庭・産業
街には色々な細菌がある。家庭の台所を扱う主婦も知らない間に有害な細菌を持ち込んでいることがあ
る。台所を衛生的に保つためにはどうしたらよいか、実験を通して具体的な方法を紹介する。

● ●

ZH0110 H9年度 うつわ 041 教育映画配給社 技術・家庭・産業
生活に欠くことのできない「うつわ」。現在の食器の祖先である土器から日本の食器文化を振り返り、青森
県金木町の曲げわっぱなど日本各地にある様々な「うつわ」を紹介する。

● ●

ZH0111 H9年度 日本の鉄鋼 030 （株）岩波映画製作所 技術・家庭・産業
日本は現在、世界有数の鉄の生産国となっているが、その最新技術について製鉄所での作業工程、日本
古来の製鉄技術であるたたら吹きとの比較などを交えながら、科学的に詳しく説明する。

● ●

ZH0112 H9年度 カルスの世界　培養された植物細胞 017 映研株式会社 技術・家庭・産業
自然界の植物はあらゆる環境に順応して生命を維持する能力を備えている。さし木やつぎ木などからでき
るカルスとはいったいどんなものなのか、様々な実験を通してわかりやすく解説する。

● ●

ZH0113 H9年度
土地利用型農業の明日をめざして麦・大豆の生産
性向上

031 現代放映株式会社 技術・家庭・産業
日本の食料の安定供給をはかるためには、生産性を向上させる必要がある。滋賀県愛東町の農家を取上
げて土地利用型農業の規模拡大・資源の有効利用・品質拡大など今後の農業の在り方を説明する。

● ●

ZH0114 H9年度 きのこ－しいたけ菌をさぐる－ 028 岩波映像販売株式会社 技術・家庭・産業
葉緑体をもたないきのこは植物が作り出した有機体を利用して生命を維持している。その仕組みについて、
しいたけを様々な角度から観察し、わかりやすく解説する。

● ●

ZH0115 H9年度 農地を生かす－作付・栽培協定－ 030 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
食料の安定供給のためには、農業構造改善事業が必要となる。農家の意見を土台に、それぞれの地域の
実情にあった農業構造を土地の貸借などで改善していく様子を描く。

● ●
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ZH0116 H9年度 明日の農業のために 030 映研株式会社 技術・家庭・産業
こまよせ地区では農地増大ができず、経営拡大ができずにいる。土地の集団化や複合経営によって自立
経営の道を歩みはじめる様子や自立経営に力を入れる担い手たちの様子を描く。

● ●

ZH0117 H9年度 これが共同農業だ 030 映研株式会社 技術・家庭・産業
茨城県、新利根川の流域にある新平須協同農場では共同農業を行い、高い生産力をあげている。この農
場がどのようにできたか、どんな経営を行っているのかを紹介する。

● ●

ZH0118 H9年度 飼料添加物規制の背景と新しい畜産防疫の技術 020 映研株式会社 技術・家庭・産業
農業の一大部門として発展してきた畜産は、抗生物質や飼料添加物に頼ってきた。飼料添加物規制の必
要性とその問題点を考えることで、新しい畜産農家の方向性を考える。

● ●

ZH0119 H9年度 新しい農業環境をつくる　資源の有効利用 057 岩波映画製作所 産業・技術
廃棄物の有効利用など、現代の農業の環境を作っていく上での数々の問題、例えば省エネ、土壌の問題
などをビニールハウスを利用し解決しようとする試みを北海道の当別町を例として、今後の農業はどうある
べきかを考える。

● ●

ZH0120 H9年度 わが田は緑（稲作転換） 030 春秋映画株式会社 技術・家庭・産業
水田から酪農への転換は、今日の農家経営の大きな流れとなっている。水田を牧草地へと転換し、酪農自
立経営を目指す様子を北陸地方や東北地方の農家を例に紹介する。

● ●

ZH0121 H9年度 気象と農業 027 教育映画配給社 技術・家庭・産業
地形の変化は気象条件、つまり気温や気流に変化を与える。気象条件を農作物のためにコントロールする
ことも重要な仕事である。長野県を例にして気象と農業がどのように関わっているかを紹介する

● ●

ZH0122 H9年度 肉牛経営の明日を求めて 020 春秋映画株式会社 技術・家庭・産業
九州南部では和牛の飼育が盛んである。その採算割れをおこして飼育をやめる農家が多い中、グループ
経営を行っている様子を紹介し、今後の肉牛経営の在り方を描く。

● ●

ZH0123 H9年度 機械化酪農への道 031 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
トラクターなどの機械を用いて飼料作物を作る酪農を福島県の北会津磐梯山のふもとの一農家を例にとっ
て、飼料作物の管理・収穫などの今後の日本の酪農の経営について考える。

● ●

ZH0124 H9年度 トラクター営農 028 農山漁村文化協会 技術・家庭・産業
トラクターは３０種類以上の機能を持っている。トラクターの機能や利用法を知ることで能率があがり、営農
へと結びつけられる。正しいトラクターの利用法や営農法を紹介する。

● ●

ZH0125 H9年度 青果市場と共同出荷 021 農山漁村文化協会 技術・家庭・産業 都市の台所を任う青果市場の仕組み、せりや仲買いなど市場の問題点を説明し、その様子を紹介する。 ● ●

ZH0126 H9年度 多頭飼育の衛生管理 027 映研株式会社 技術・家庭・産業
食肉の需要増加による豚の多頭飼育の資金などの生産性の問題などを、衛生管理という点から考える。
多頭飼育の計画性や、難しさを分べんなどさまざまな例をあげて述べる。

● ●

ZH0127 H9年度 発酵 016 ＮＨＫサービスセンター 技術・家庭・産業
私たちの食生活と切り離せなくなったパン。パン工場からパンの製造工程や酵母による働きが人間に与え
る影響など、酵母の働きを紹介する。

● ●

ZH0128 H9年度 農薬の安全な使い方 030 教育映画配給社 技術・家庭・産業
日本の農業の発達に大きな役割を果たしているのが農薬である。この農薬は使い方により薬にも毒にもな
る。そこで農薬の安全で有効な使い方を農薬の種類別に紹介する。

● ●

ZH0129 H9年度 ビニール園芸 020 教育映画配給社 技術・家庭・産業
昔から行われていた温室栽培を、静岡県の石垣いちご栽培などを例にあげて、きわめて安価のビニール栽
培の発達による作物の出荷時期の変化などの近代のビニール園芸について解説する。

● ●

ZH0130 H9年度 十万羽養鶏 027 教育映画配給社 技術・家庭・産業
農家の人々が現金収入として手取早くとびつくのが養鶏だが、いざこれで採算をとろうとするとなかなかうま
くいかない。規模に合った合理的経営で十万羽養鶏に成功している農家を紹介する。

● ●

ZH0131 H9年度 自立経営農業の省力稲作小型機械化体系 021 農山漁村文化協会 技術・家庭・産業
農業から離れ、他の職業に移ったり、出稼ぎに出る人がますます増えている。一番労力のかかる稲作を、
田植・除草・稲刈の３つを研究し、いかに省力していくかを考える。

● ●

ZH0132 H9年度 二度のみのり 019 学習研究社 技術・家庭・産業
温暖な地方以外でも、１年に二度の収穫が可能な新しい水稲二期作農法の様子や注意点を解説しなが
ら、狭い国土でより多くの収穫を得るにはどうしたらよいかという課題に対する解決策を探る。

●

ZH0133 H9年度 新しい桑 027 春秋映画株式会社 技術・家庭・産業
養蚕は手間がかかり、人手も多く要するので利益が薄いといわれている。その手間をはぶき利益を高める
近代桑園の様子を実践農家第一号佐藤要三郎さんの一年を通して紹介する。

● ●

ZH0134 H9年度 過疎地の若者たち 052 岩波映像販売株式会社 技術・家庭・産業
全国で過疎化の進む町や村で農業に力を入れている若者たちの活動を詳しく説明する。秋田県比内町で
は、比内地鶏の飼育、熊本県ではピーターコーンなどを紹介する。

● ●

ZH0135 H9年度 生きている土 041 映研株式会社 技術・家庭・産業
自然の生き物はお互いにつながりを持って生きている。この生態系を利用し、殺虫剤や農薬をいっさい使わ
ず、自然堆肥だけでつくる自然農法を紹介し、その土がどのようになっているか観察する。

● ●

ZH0136 H9年度 新しい農業にいどむ 035 春秋映画株式会社 産業・技術
米づくり一本でだった、裏日本のある町がいち早く稲作転換の方針を打出した。新たな試みとしてハウス栽
培に踏み切り、成功するまでの様子を描く。

● ●

ZH0137 H9年度 新しい電話　電子交換機 024 岩波映画製作所 産業・技術
今や、生活必需品である電話が、通信の手段として社会のものになるまでには長い間の交換の技術の開
発が必要であった。そして現在使われている新しい電話、電子交換機の仕組みを詳しく解説する。

● ●

ZH0138 H9年度 数値制御工作機械 018 教育映画配給社 技術・家庭・産業
工作機械は切削工具と工作物の間に相対運動を与えながら切削を行う。この運動を制御しながら行う数値
制御工作機械の仕組みについて解説する。

● ●

ZH0139 H9年度 情報と制御 026 映研株式会社 技術・家庭・産業
人間の手を借りずひとりで働く機械は、人間と同じように目や耳を持ち、すばやい計算によって全体を動か
す頭脳を持っている。このような新しい機械の情報と制御という基本的な原理を解説する。

● ●

ZH0140 H9年度 プレストレスト・コンクリート原理と応用 015 日本技術映画社 技術・家庭・産業
コンクリートに働く破壊力をうち消すために前もって圧縮力を加えたのがプレストレスト・コンクリートである。
この原理がどのようになっているか、そしてどんなものに使われているのか解説する。

● ●

ZH0141 H9年度 地下を進む都市開発シールド工法 025 映研株式会社 技術・家庭・産業
都市開発は近年地下にまで広がりをみせる。人間が地下空間をつくりだしてゆく技術のひとつにシールド工
法というものがある。これを詳しく解説する。

● ●

ZH0142 H9年度 船を造る若者たち 031 東邦シネ・プロダクション 技術・家庭・産業
造船業は総合産業といわれ、鉄鋼業、機械工業はもとより電子工学から建築、美術工芸にいたるまで、７０
種あまりの関連産業の高度な技術を必要とする。そしてそこで働く若者たちの姿を描く。

● ●

ZH0143 H9年度 測量 030 教育映画配給社 技術・家庭・産業 水平角や方位などを精密に測量するトランシットとレベルの部品の名称や使い方を詳しく解説する。 ● ●

ZH0144 H9年度 カーテン・ウォール 018 教育映画配給社 技術・家庭・産業
高層化が要求される都市開発の中で、耐震性、耐熱性にもすぐれたカーテン・ウォールという工法を紹介す
る。

● ●

ZH0145 H9年度 工場の製図 018 日本科学技術映画社 技術・家庭・産業
設計、製図が実際の工場ではどの様におこなわれ、製品になってゆくのか、具体的にエンジンが製作され
る過程を追う。

● ●
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対象
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ZH0146 H9年度 非破壊試験 030 教育映画配給社 技術・家庭・産業
ものを壊すことなく、その強度や性質をＸ線によって調べる非破壊実験について、その原理や方法などを詳
しく解説する。

● ●

ZH0147 H9年度 ガスクロマト・グラフィー 018 教育映画配給社 技術・家庭・産業
混合物を分離させるには様々な方法があるが、水の代りに気体を用いて分離させるガスクロマト・グラ
フィーという方法を詳しく解説する。

● ●

ZH0148 H9年度 設計のしごと 013 教育映画配給社 技術・家庭・産業
現代の建築はますます巨大になり、複雑になってきた。これに応えるため登場した、大きな組織を持つ設計
事務所でどのように仕事が行われているのかを考える。

● ●

ZH0149 H9年度 冷凍機 021 日本科学技術映画社 技術・家庭・産業
様々な産業や私達の生活の中で使われている冷凍機や保冷庫などものを冷やす機械がどのような構造を
しているのか、その原理や仕組みを解説する。

● ●

ZH0150 H9年度 自動車電装品の整備 019 日本科学技術映画社 技術・家庭・産業
自動車が走行する時、電装品は極めて重要な役割を果たしており、その整備は特に大切である。ここでは
主としてエンジンの電装品の整備について解説する。

● ●

ZH0151 H9年度 未来をつくる製鉄所 033 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
現代の文明は鉄によって支えられている。この大切な鉄をつくる製鉄所の中でも大型化、合理化され、世界
の最高水準をいく川崎製鉄千葉製鉄所の製鉄の過程を紹介する。

● ●

ZH0152 H9年度 ダイオードとトランジスタ 025 日経映画社 技術・家庭・産業 トランジスタラジオに使われているダイオードとトランジスタの仕組みを、様々な実験を通して解説する。 ● ●

ZH0153 H9年度 ステンレス鋼 017 日本科学技術映画社 技術・家庭・産業
現在鉄は極めて有用な金属であるが、さびやすいのが欠点である。こうした要求から生れた、さびにくく・熱
に強いステンレス鋼は、どのような構造になっているか解説する。

● ●

ZH0154 H9年度 電界と電位 024 映研株式会社 技術・家庭・産業 電界と電位に関する様々な実験を実際に行いながら、その性質や特徴などを考える。 ● ●

ZH0155 H9年度 ガラス 016 学習研究社 技術・家庭・産業
岩石を利用して作られるセメント・陶磁器などの中から、ガラスを取りあげ、原料になる岩石製造工程、新し
いガラスなどを描きながら実験を交えて詳しく解説する。

● ●

ZH0156 H9年度
自動計算機シリーズ電子計算機の構造－記憶の
原理と各部の働き－

026 日経映画社／企画　文部省 技術・家庭・産業
生活の各方面で使われるようになった電子計算機の仕組みと構造を給与計算を行う手順を追って説明し、
各部の細かい働きについても解説する。

● ●

ZH0157 H9年度 配色 018 東映教育映画部 技術・家庭・産業
優れた配色は、色相、明度、彩度という色の３要素から理解できる。冷たさ、重さを表す寒色の持つ性質
や、暖かさ、軽さを表す暖色のもつ性質を紹介しながら、配色によって与える印象の違いを考える。

● ●

ZH0158 H9年度 工学入門シリーズ文明の岩 025 映研株式会社 技術・家庭・産業
鉄筋コンクリートの普及により、私たちの生活は、大変便利になった。コンクリートの性質や材料や作り方、
強度や危険性をわかりやすく解説する。

● ●

ZH0159 H9年度 土と基礎工学入門シリーズ土木工学編 025 映研株式会社（日経映画社） 技術・家庭・産業
土は複雑な性質を持ち、しばしば厄介な問題を起こす。様々な実験から土の性質を知り、重い建築を土の
上に建てる時に必要な知識つまり、土と基礎の関係を考える。

● ●

ZH0160 H9年度
精密機械工業技術映画シリーズ　第１部切削工具
ブローチ篇

017 教育映画配給社 技術・家庭・産業
自動車や航空機工業の発達により、必要不可欠のものとなった切削工具であるブローチの種類と各部の
名称を紹介し、それによる製品の生産方法を説明する。

● ●

ZH0161 H9年度 化学平衡　高等学校理科教材シリーズ 020 東映教育映画部 技術・家庭・産業
左右の重さがつり合うことを平衡という。溶液の中に溶質が飽和した状態も平衡といい、化学平衡という。そ
の他、ヨウ化鉛や二酸化窒素を使った実験から、可逆反応等の化学平衡について解説する。

● ●

ZH0162 H9年度
科学技術教育シリーズ材料試験法－万能材料試
験機による－

018
ニッポン報道映画社／全国工
高校長教会

技術・家庭・産業
機器が安全確実にその機能を発揮するためにはそれらに使用される材料が十分な強さを持っている必要
がある。そこで材料の性質を知るために、万能材料試験により行われる材料試験の方法を説明する。

● ●

ZH0163 H9年度 科学技術教育シリーズアルミニウム 018
ニッポン報道映画社／全国工
高校長教会

技術・家庭・産業
アルミニウムについて、その原料から製造法、利用方法までを図と実際の作業の様子を通して詳しく説明す
る。

● ●

ZH0164 H9年度 新しい板の話 014 教育映画配給社 技術・家庭・産業
明治の始めまで建築物は、全て木が使用されてきた。コンクリートと木材の強度を比較すると、木は横から
の力に強く、縦からの力は弱い。現代では木を様々に組合わせて、新しい木材が作られていることを紹介
する。

● ●

ZH0165 H9年度 紙生活科学シリーズ 016 ＮＨＫサービスセンター 技術・家庭・産業
紙は古代エジプトが起源とされており、様々に進歩してきた。日本の家内工業として発達した和紙など、紙
の歴史や作り方の過程などを紹介する。

● ●

ZH0166 H9年度 機械施工による道路建設舗装篇 015
教育映画配給社／全国工高校
長教会

技術・家庭・産業
舗装のそれぞれの種類と構造の段階で使用されるコンクリートやアスファルトなどの材料や用いられる機械
を紹介し、実際の施工手順や方法を説明する。

● ●

ZH0167 H9年度 鋳物の技術－キュポラ熔解－ 018 映研株式会社 技術・家庭・産業
鋳物工場で起こりがちな不良をなくすために、鋳物技術者に対して正しいキュポラ熔解法を紹介し、技術向
上を考える。

● ●

ZH0168 H9年度
自動計算機シリーズ電子素子とその役わり－電子
素子と演算回路－

025 日経映画社 技術・家庭・産業
電子計算機は１秒間に１００万回の計算を正確に実行できる。その演算装置の回路に電子素が使われる
が、電球とスイッチの実験から電子素子の役割や働きを説明する。

● ●

ZH0169 H9年度 工学入門シリーズ二極管内の電子現象 020 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
ホーンメーター、テレビ、電子翻訳機、電子計算機などの血液として働く電子。二極真空管を用いた実験に
より、電子の性質や運動の仮説を立てながら説明する。

● ●

ZH0170 H9年度 三相誘導電動機科学技術教育シリーズ 017 日本科学技術映画社 技術・家庭・産業
電動機の三相誘導電動機は大きさの種類があり、多く使われる。電動機が磁力を用いて電流を起こし、回
転する実験や電動機を作る過程を紹介する。

● ●

ZH0171 H9年度 工学入門シリーズ判断する機械 027 教育映画配給社 技術・家庭・産業
人間は検出・判断・調節をフィードバックして活動している。そのフィードバックの出来る機械を例にあげ、そ
の仕組み、自動制御について説明する。

● ●

ZH0172 H9年度 科学技術教育シリーズ溶接アーク溶接編 018
ニッポン報道映画社／全国工
高校長教会

技術・家庭・産業
アーク溶接の仕組みと方法、アーク発生の様子や溶接棒の製造法と種類、アーク溶接に必要な機具と服
装、装備などを紹介する。

● ●

ZH0173 H9年度 精密仕上みんな科学者シリーズ 020 電通映画社 技術・家庭・産業
機械工業の発展によって部品は高度なものとなった。仕上程度の高い部品は精密仕上によって完成する。
ホーミング仕上の手順など精密仕上の種類や方法などを解説する。

● ●

ZH0174 H9年度 科学技術教育シリーズ研削作業 020
日本科学技術映画社／全国工
高校長教会

技術・家庭・産業
円筒研削盤や万能研削盤などの研削盤の種類をいくつかあげ、研削作業の様子、研削状態と仕組み、削
石の種類を紹介し、説明する。

● ●

ZH0175 H9年度 変圧器科学技術教育シリーズ 017 日本科学技術映画社 技術・家庭・産業
電柱などで見かける変圧器は、鉄心（磁気回路）、２つのコイルからできている。コイルの巻数によって電圧
が変化する様子や、製作過程から内部の様子と変圧器の仕組みを紹介する。

● ●
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ZH0176 H9年度 フライス盤作業みんな科学者シリーズ 020 電通映画社 技術・家庭・産業
多くの切れ刃を持ったフライス盤では、側面削り、溝切り、切断など作業の種類や材質に応じてフライスを
使い分ける。フライス盤の作業の様子や異なったフライスを用いることの特徴を紹介する。

● ●

ZH0177 H9年度 建設技術教育シリーズ橋梁 021 教育映画配給社 技術・家庭・産業
産業の発展の要となる道路、その中で橋は重要なものである。橋の用途や使用材料で分類した種類を紹
介し、その構造や施工方法を説明する。

● ●

ZH0178 H9年度 ガス溶接と溶断－正しい器具の使いかた－ 018 映研究株式会社 技術・家庭・産業
ガス溶接と溶断を行うとき必要な圧力調整器やゴムホースなどの器具を紹介し、その接続方法や構造、使
い方を中心に、ガス溶接・溶断を安全に行うために重要なことを説明する。

● ●

ZH0179 H9年度 レーザーの利用 016 岩波映像販売株式会社 技術・家庭・産業
レーザーを用いて、月や衛星などまでの距離を正確に測る望遠鏡やテレビ電話などの通信システムなど、
レーザーが利用されているものを紹介し、レーザーについて、その特性を説明する。

● ●

ZH0180 H9年度 ディジタルとアナログ 016 映研究株式会社 技術・家庭・産業
ディジタルはバラバラで連続しないもの。アナログは連続し変化するもの。ディジタルとアナログのはかりを
用意し目盛の見やすさなど２つを比較しながら解説する。

● ●

ZH0181 H9年度 ＬＳＩマイクロエレクトロニクスの世界 017 岩波映像販売株式会社 技術・家庭・産業
肉眼で見ることのできないほどの電子回路であり、信用性の高いＬＳＩ。その構造と造られる過程をわかりや
すいように模型を用いて詳しく説明する。

● ●

ZH0182 H9年度 ねじ～ねじとねじ部品の製図～ 018 教育映画配給社 技術・家庭・産業
ねじとは何かや切削などを用いる加工法などを説明しながら、ねじが完成するまでに必要となる製図の作ら
れかたと図示の意味を解説する。

● ●

ZH0183 H9年度 捨てられるエネルギー－熱効率の話－ 028 日本シネセル株式会社 技術・家庭・産業
熱エネルギーと運動エネルギーの関係についての実験を歴史をたどって再現し、熱エネルギーがなぜ１０
０％利用できないのかという熱効率の問題について考えている。

● ●

ZH0184 H9年度 水素エネルギー 030 日本シネセル株式会社 技術・家庭・産業
化学燃料には、その埋蔵量や大気汚染など大きな問題がある。現代、水素を二次エネルギーとして活用し
ようという動きがある。そこで水素とはどのようなエネルギーなのかを考える。

● ●

ZH0185 H9年度 ディーゼルエンジンと燃料噴射装置 020 教配 技術・家庭・産業
ガソリンエンジンと比較しながら、ディーゼルエンジンの構造と特性を紹介し、燃料噴射装置の働きをくわし
く説明する。

● ●

ZH0186 H9年度 光を送る－光ファイバー－ 016 映研株式会社 技術・家庭・産業
光を用いることにより、電波よりも多くの情報を送信することができる。その光通信を実現させる通信線、光
ファイバーについて、その構造と特長、性質を説明する。

● ●

ZH0187 H9年度 流通－物の流れのしくみ－ 025
（株）シネジャーナル・プロダク
ション

技術・家庭・産業 生産者から消費者へ、物の絶え間ない流れ、流通について詳しく解説する。 ● ●

ZH0188 H9年度
産業教育シリーズ情報処理に活躍するコンピュー
タ

030 教育映画配給社 技術・家庭・産業
コンピュータによる情報処理を行うためには、人間がプログラミングしなければならない、その仕組みとオン
ラインシステムの仕組みや利用の仕方を説明する。

● ●

ZH0189 H9年度 職場のエチケット 017 一橋出版株式会社 技術・家庭・産業
職場において守るべきエチケットについて、服装や時間厳守、あいさつなどについて、ドラマ仕立で述べて
いく。職場において守るべきエチケットを考える。

● ●

ZH0190 H9年度 正しい受付事務 016 一橋出版株式会社 技術・家庭・産業
受付事務は印象により、会社の名誉と信用を左右する、いわゆる会社の代表者である。礼儀正しい態度の
重要性など、正しい受付事務の処理の仕方について紹介する。

● ●

ZH0191 H9年度
コンピュータの記憶と計算のしくみ－ハード・ウェア
の原理－

027 映研株式会社 技術・家庭・産業
コンピュータの計算は、プログラムとそれをタイプすることで可能になる。２進法やたし算だけを用いた計算
法を説明しながら、ハード・ウェアの原理を解説する。

● ●

ZH0192 H9年度 起票のしごと 017 教育映画配給社 技術・家庭・産業
伝票を作る仕事起票は、関係担当者に仕事をさせる役目を持っている。記録、計算、分類などの作業で成
る起票が、計算機やタイプライターの活用で変化する様子を紹介する。

● ●

ZH0193 H9年度 あなたもお客様－これからの商店経営－ 030 日本シネセル（株） 技術・家庭・産業
マスコミの宣伝による知識で、消費者は買い物上手になってきた。有利な商いをするには、お客様の気持ち
になって、その心をつかむ必要がある。ある商店街を舞台にこれからの商店経営について考える。

● ●

ZH0194 H9年度 新しい包装 019 岩波映画製作所 技術・家庭・産業
包装は、輸送の障害から製品を守るために行う。ムダな包装に比べ、なるべく簡単・低価格・安全な包装は
費用・労力の節約になる。科学的実験から新しい包装の在り方について紹介する。

● ●

ZH0195 H9年度 商業のはたらき２小売り店－かんぶつや－ 017 教育映画配給社 技術・家庭・産業
東京でかんぶつやを営む宮崎さん宅では、家族全員で働いている。店での仕入れ、販売、現金の動き、ま
た客の要望など小売店における経営の在り方を考える。

● ●

ZH0196 H9年度 謄写印刷の技術 020 教育映画配給社 技術・家庭・産業
文字や絵を原紙・やすり・鉄筆を用いて印刷する謄写印刷。多色刷りや造形文字の製版を例にしながら、謄
写印刷の道具の使い分け、技術について紹介する。

● ●

ZH0197 H9年度 職能教育シリーズ２和文タイプの打ち方 021 教育映画配給社 技術・家庭・産業
タイプライターの利点は、大きさや字間隔が統一され、手書きより正確で見やすい。和文タイプの打ち方を
マスターするために、タイプを打つ準備や正しい姿勢などを説明する。

● ●

ZH0198 H9年度 電話のエチケット 012 学習研究社 技術・家庭・産業
電話は使い方一つで、仕事においてプラスにも、マイナスにもなる。電話での対応の仕方、メモの重要性な
ど、様々なマナーについて解説する。

● ●

ZH0199 H9年度 東京証券取引所 023 教育映画配給社 技術・家庭・産業
戦後、財閥の解体により、株主が増加し人々の生活や産業は大きく発展した。株式売買に関わる東京証券
取引所について、その役割、一日の動きなどをわかりやすく解説する。

● ●

ZH0200 H9年度 貿易 029 桜映画社 技術・家庭・産業
新しい工業国として前進し、貿易国として発展してきた日本。大豆、小麦などの輸入、蚕など繊維品の輸出
に注目して、貿易の現状を紹介する。

● ●

ZH0201 H9年度 私たちと為替　全国銀行データ通信システム 025 映研株式会社 技術・家庭・産業
経済活動のあらゆる分野で行われている商取引。その商取引の資金移動や決算などを円滑に行う為に為
替が大きな役割を果している。為替は安全かつ確実なので、私達の暮らしにも溶け込んでいる。その様子
を紹介する。

● ●

ZH0202 H9年度 広がるコンピュータネットワーク 025 映研株式会社 技術・家庭・産業
銀行、ホテル、大手企業などでコンピュータネットワークが発展することで日本は極めて高度な情報化社会
へと変化していく。コンピュータ間通信などのキーワードから、２１世紀のデータ通信を考える。

● ●

ZH0203 H9年度
流通を考えるシリーズ野菜の流通と値段－産地と
台所を結ぶ－

021 学習研究社 技術・家庭・産業
野菜は、生産者から卸売市場へと運ばれ、そこでせりによって仲卸人と小売人の手に渡る。小売人は原価
や利益を考慮して野菜の値段を決め、消費者へと卸す。流通の仕組みを解説する。

● ●

ZH0204 H9年度 先物取引 022 映研株式会社 技術・家庭・産業
東京穀物商品取引所の立会場では、６ヵ月先までの先物取引が行われ、適正な相場が決まる。農家の生
産量や価格、問屋の仕入れの目安となる先物取引の仕組みを紹介する。

● ●

ZH0205 H9年度 新しい為替 022 映研株式会社／鹿島映画 技術・家庭・産業
全国銀行データ通信システムが開業し、新しい為替の秩序が誕生した。これにより、遠隔地間の取引が迅
速かつ確実になった。現金が用いられないため安全である為替システムを説明する。

● ●
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ZH0206 H9年度 成長の限界 027 日本シネセル（株） 技術・家庭・産業
現代は環境汚染を引き起こすほどの人口増加により、成長の限界にある。精神、肉体、経済などの成長を
考えた上で、経済社会が成長とともに歩んできた歴史を紹介する。

● ●

ZH0207 H9年度 データ通信時代 028 岩波像販売株式会社 技術・家庭・産業
データ通信サービスとは、コンピュータと電気通信のネットワークとが結ばれて実現した便利な情報処理シ
ステムである。それが社会において、欠く事の出来ない存在であるということを紹介する。

● ●

ZH0208 H9年度 豊かな社会のために証券取引所の役割 028 電通映画社 技術・家庭・産業
証券取引所とは、投資者を保護し、有価証券の公正・円滑な流通を確保することにより、国民経済の発展
に携わるという役割を持っている。また、証券会社が請った注文を売買する所でもある。これらを紹介しなが
ら証券取引所の役割を考える。

● ●

ZH0209 H9年度 あすを支える－新しい銀行－ 023 学研映画 技術・家庭・産業
高度成長期の発展において、銀行は日本経済を支えてきた。窓口業務、出納業務、資金の流通など、銀行
が担う役割などを、１日の業務の様子を通して解説する。

● ●

ZH0210 H9年度 日本の北洋漁業 019 教育映画配給社 技術・家庭・産業
北洋は漁場が多く存在し、タラバガニ・エビ・サケ・マスなど、様々な漁業が可能となる。浮き網漁や北洋エ
ビ漁など、様々な漁法の特徴を描く。

● ●

ZH0211 H9年度 たのしい科学シリーズＮｏ．１６８海流 014 教育映画配給社 技術・家庭・産業
世界の至る所にある海流。海流が起こる原因は、温度差・気圧による圧力の差・風などがある。また、海流
は地球の自転とも関係しているということも判明したことを紹介する。

● ●

ZH0212 H9年度 日本のさけます 030 日本シネヤル（株） 技術・家庭・産業
さけ・ますのふるさとである川を上り産卵する様子や、自然の少なくなった日本において、人工ふ化で人の
手に支えられながら成長するさけ・ますの姿や人間の奮闘を描く。

● ●

ZH0213 H9年度 日本の養殖と増殖 020 岩波映像製作所 技術・家庭・産業
四方を海に囲まれた日本では、昔から魚は動物性タンパク質の補給源として重宝されてきた。そのため、日
本人は魚をとるだけでなく、飼い育てることに力を入れているということを紹介する。

● ●

ZH0214 H9年度 わたりがにの海　瀬戸内海の栽培漁業 030 映研株式会社 技術・家庭・産業
減少しつつあるわたりがになどを絶やさないために、計画生産と称して、不足している魚類の稚魚を放流し
ている。人間の手で大量に育て、将来それらを漁獲するという栽培漁業の方法を紹介する。

● ●

ZH0215 H9年度 人工礁　漁場 031 日本シネセル株式会社 技術・家庭・産業
沿岸は基礎生産力が高く、魚資源の安定供給を確保するためには沿岸海域の畑作りが重要である。大規
模な人工漁礁の設置により、漁場作りに励む人々の姿を描く。

● ●

ZH0216 H9年度
資源地理大系　資源とエネルギー水産－遠洋漁
業－

010 日本シネセル株式会社 技術・家庭・産業
日本人の魚の消費量は世界最大であり、漁獲量の３０％が遠洋漁業による。アフリカモーリタニア沖のタコ・
イカ漁から、日本が直面する領海などの遠洋漁業問題について考える。

● ●

ZH0217 H9年度 乗船実習 020 日本シネセル株式会社 技術・家庭・産業
漁業を学ぶ生徒達が３年間に渡って学んだ積み重ねを遠洋へ船を操って総合的に体験する乗船実習の様
子を紹介する。

●

ZH0218 H9年度 海を拓く 043 教育映画配給社 技術・家庭・産業
人々は生きるために必要な動物性タンパク質やビタミンなどを海からも供給している。そして、日本は水産
先進国として、世界の漁業をリードし、太平洋や大西洋などの海で活躍している様を紹介する。

● ●

ZH0219 H9年度 ホタテの海よみがえるむつ湾 045 大和映画社、大和山映画部 技術・家庭・産業
昔は魚影少なく貧しい海であったむつ湾が、世界で初めてほたての養殖に成功したことにより、世界から注
目されている。ほたてによりむつ湾が飛躍的な発展をとげたことを紹介する。

● ●

ZH0220 H9年度
記録映画ザ・サカナマン－一漁師キャメラマンの
現状報告－

080 映研株式会社 技術・家庭・産業
あるキャメラマンが遠洋マグロ漁船に乗り込み、その操業や乗組員の様子を記録し、漁の方法の細かい説
明を付け紹介する。

● ●

ZH0221 H9年度 社会と学校をつなぐもの　アメリカの職業教育 025 日経映画社 生活・道徳・特活
どの国の若者も職業の選択に悩むのは、人生の分岐点になるからだ。社会と学校との目に見えない溝を埋
めるために、アメリカの高校で行っている職業教育について紹介する。

●

ZH0222 H9年度 ふりかえって・夏　対人関係を考える 022 岩波映画製作所 生活・道徳・特活
受験や進学を目前に控えた高校生たちは、精神的に不安定な状態に陥りやすい。このような時期の男女や
友人の人間関係の在り方について見つめ直していく。

●

ZH0223 H9年度 酸性雨　そのでき方と影響 010 日本シネセル（株） 算数・数学・理科
人間の活動が地球環境に与える影響の一例として「酸性雨」をとりあげる。その発生の化学的過程を化学
実験により解明し、実際の影響のメカニズムをアニメと実景により解説する。

● ●

ZH0224 H9年度 音をみる 010 東京シネ・ビデオ（株） 算数・数学・理科
目に見えないために理解しにくい音の発生、伝わり方、聞こえる仕組を、ハイスピード撮影、マルチストロボ
撮影、アニメを使って確かめる。オシロスコープで様々な音を波形で調べ紹介する。

● ●

ZH0225 H9年度 雑木林　人と自然の共生 011 東映（株）教育映像営業部 算数・数学・理科
人間が手を加えつつ恩恵をこうむってきた雑木林。四季折々の美しい姿、その豊かさと雑木林が維持され
てきた仕組みを紹介し、人間と自然との共生はどうあるべきかを考える。

● ●

ZH0226 H9年度 イスラムの信仰と生活 022 東映（株）教育映像営業部 社会科
中東諸国を訪ね「イスラムの信仰」とは何か、その歴史とともに生活と文化を紹介する。東南アジアからアフ
リカに至るイスラムの多様性にもふれる。

● ●

ZH0227 H9年度 王の墓　埋もれた都市 022 東映（株）教育映像営業部 社会科
メソポタミアとエジプト文明は治水、潅漑に基づく神権政治が築き上げた。二つの文明の特質と共通性と対
照性を探る。古代文字と遺跡、神殿、副葬品などを紹介する。

● ●

ZH0228 H9年度 マリンスポーツ入門 021 東京シネ・ビデオ（株） 技術・家庭・産業
マリンスポーツのうち代表的なヨットとスキューバダイビングを取り上げ、それぞれの基本的な知識・技術と
実際を、イラスト、アニメを交えてわかりやすく描く。

● ●

ZH0229 H9年度 鉄をつくる金属の精練 010 学研　情報メディア事業部 算数・数学・理科
金属化合物を含む鉱石から単体の金属を取り出す精練の概要を解説する。鉱山での鉱石の採掘の様子、
古代のたたらの再現、現在の鉄の精練の仕組みなどから「還元」の概念を考える。

● ●

ZH0230 H9年度 健康に生きるＮＯ！薬物乱用 022 東京シネ・ビデオ（株） スポーツ・健康
覚せい剤と大麻の薬理作用を動物実験で、人体への影響をイラストで、薬物依存、精神病等の恐ろしい薬
物乱用の害を分りやすく描く。

●

ZH0231 H9年度 パリの革命 022 東映（株）教育映画部 社会科
版画など豊富な資料を用いて、新しい歴史解釈「政治文化」の視点から、多様な面を持つフランス革命時代
のパリの民衆像を拾い上げ革命の総体の意味を問い直す。

●

ZH0232 H9年度 革命のロシア 023 東映（株）教育映画部 社会科
ソ連崩壊、革命の掲げた理想と現実、その栄光と悲惨の両面をレーニンにまでさかのぼり、スターリン期の
実態も含めて見つめる。記録映像資料や現地取材で構成し、ロシア革命の歴史的意義を考える。

●

ZJ0001 H9年度 ブラジルの資源と開発 021 共立 社会科
鉱山資源の開発や、熱帯雨林の広がるアマゾン川流域の開発など、広大な国土をもち未開発の状態にあ
る資源の開発と、産業、経済の発展に努力しているブラジルの様子を紹介する。

●

ZJ0002 H9年度 五大湖地方 020 東映 社会科
五大湖地方の鉱工業の特色を、豊かな資源と五大湖の水運、工業都市における生産の様子など具体的に
とらえ説明するとともに、五大湖地方の発展とその背景についても描く。

●

ZJ0003 H9年度 オーストラリアの産業 021 共立 社会科
牧羊業や鉄鉱石・石炭などオーストラリアを代表する産業をとりあげ、その特色をとらえるとともに、日本の
国土や産業との違い、産業を通した日本との関係などについて説明する。

●

12/40



16mm

幼 小 中 高 一般 教員
あらすじ（内容）

対象
ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野

ZJ0004 H9年度 インドの農業～水と米づくり～ 020 共立 社会科
インドにおける農業の様子を、米づくり、とくに水との問題に焦点をあてとらえるとともに、農業生産向上のた
めのインドの農業がかかえる課題について説明する。

●

ZJ0005 H9年度 インドの人々と生活 021 共立 社会科
ヒンズー教・イスラム教・仏教など多くの宗教をもち、それぞれの生活習慣や言葉の違いがみられるインド
の特色を、ニューデリー周辺の人々の様子を背景に説明する。

●

ZJ0006 H9年度 ソビエト連邦の都市と生活 020 東映 社会科
多民族国家ソビエトの歴史的背景をとらえながら、革命後の都市の発達と計画的生産活動や、都市を支え
ている人々の生活を通し、ソビエト社会の特色と都市生活の様子について説明する。

●

ZJ0007 H9年度 ソビエト連邦の農業と生活 020 東映 社会科 クリム半島のコルホーズの実情をもとに、ソ連の農業の実態と農民の生活を紹介する。 ●

ZJ0008 H9年度 カナダの自然と資源開発 020 東映 社会科
大部分が寒帯というきびしい環境に位置するカナダの自然の様子を描くとともに、森林や石油の開発など
資源開発に重点をおく産業の現状を、きびしい自然にたちむかう人々の姿を背景に説明する。

●

ZJ0009 H9年度 アメリカ合衆国の産業～農業の特色～ 020 東映 社会科
アメリカの農業、特に小麦生産の実状に焦点をあてながら、その機械化と大規模経営の様子、農業生産の
特色と果たしている役割、アメリカの農産物と日本や世界の国々のかかわりなどを解説する。

●

ZJ0010 H9年度 北ヨーロッパ～自然とくらし～ 021 学研 社会科
フィヨルドの美しいノルウェー、森と湖そして林業が盛んなフィンランドなど北ヨーロッパの自然の特色や土
地を開拓し改良を進めながら酪農園として築きあげてきたデンマークの様子を紹介する。

●

ZJ0011 H9年度 ライン川と人びとの生活 020 学研 社会科
ライン川の国際河川としての機能と、川を利用した人々の生活を中心に、ライン川を通した国々の結びつ
き、貿易、産業活動の概況など西ヨーロッパ諸国の特色を説明している。

●

ZJ0012 H9年度 イギリスの工業 020 学研 社会科
イギリスにおける工業の歴史的な背景をふまえ、綿工業から重工業へ、そして内陸の工業から北海油田の
開発とともに新しい技術開発による臨海工業へと変ぼうしつつある現状を説明する。

●

ZJ0013 H9年度 イタリアの農業と人々の生活 020 学研 社会科
イタリア南部のオリーブ栽培農家の様子をとらえながら、地域の特色、地中海気候など自然環境と農業の
関係、イタリア北部との比較、南部の近代化への動き等について説明する。

●

ZJ0014 H9年度 中華人民共和国の農業 021 岩波 社会科
雨の少ない華北平野における畑作の様子、温暖で雨の多い華中や華南における稲作の様子など、中国の
特色ある農業や人々の生活を描く。

●

ZJ0015 H9年度
中華人民共和国の工業～長江沿岸を中心にして
～

021 岩波 社会科
武漢と上海の２大都市と、それを結ぶ大河・長江に焦点をあて、資源と工業立地の関係やそれぞれの工業
地域の特色など、中国の工業の現状を描く。

●

ZJ0016 H9年度 アンデスの人々と生活 020 共立 社会科
広大なアンデス山脈にひろがる高原地帯、その中で、農業やリャマ・アルパカなどの牧畜を営み、きびしい
自然条件を克服し生活している人々の生活や、豊かな鉱山資源の開発の様子を描く。

●

ZJ0017 H9年度 ブラジルの中の日本 020 共立 社会科
ブラジルの社会の各方面で活躍し、様々な形で日本とブラジルの関係を深めている日本人と日系二世、三
世の人々の様子を、コーヒー農園や野菜農園など農業経営で活躍する姿に焦点をあて説明する。

●

ZJ0018 H9年度 ガーナの産業と人々の生活 020 学研 社会科
西アフリカのギニア湾岸地方の国ガーナ。熱帯の厳しい自然を生かした農業の特色や、人々の生活の様子
を、海外青年協力隊や日本人医師の活躍にもふれながら説明する。

●

ZJ0019 H9年度 インドネシア～資源と産業～ 020 岩波 社会科
ゴムや石油、茶など豊かな天然資源をいかし、新しい国づくりを進めるインドネシアの姿を、多くの民族の多
様な生活様式や伝統文化、歴史的な背景などをふまえ説明する。

●

ZJ0020 H9年度 タイの米作りと人々の生活 020 岩波 社会科
タイのメナム川流域の低湿地帯での稲作りの様子や、乾季には極端な水不足に悩む北東部の稲作の様子
を紹介する。タイの人々の生活を、米の集積地であるバンコクの様子を背景に描く。

●

ZJ0021 H9年度 設計を考える 020 東京シネビデオ 技術・家庭・産業
ものを作る、つまり設計にあたっての必要条件である、使いやすさ、強さ、材料、美しさ、作りやすさなど５つ
の条件の重要性を、日常、身近なものとして自転車の設計を通し説明する。

●

ZJ0022 H9年度 地球の自転　他一作品 011 岩波 算数・数学・理科 １．地球の自転　２．太陽高度と季節の変化 ●

ZJ0023 H9年度
地殻変動～隆起海岸に見られる地形～　他一作
品

011 東映 算数・数学・理科 １．地殻変動～隆起海岸に見られる地形～　２．身近な環境を調べる～気温の分布～ ●

ZJ0024 H9年度 パスカルの原理　他一作品 011 東映 算数・数学・理科 １．パスカルの原理　２．重さと質量 ●

ZJ0025 H9年度 イオンと電流　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．イオンと電流　２．川を中和する ●

ZJ0026 H9年度 力はたがいにはたらきあう　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．力はたがいにはたらきあう　２．力の平行四辺形 ●

ZJ0027 H9年度 電流による発熱　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．電流による発熱　２．電流と電子の流れ ●

ZJ0028 H9年度 物質の分解　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．物質の分解　２．物質の化合 ●

ZJ0029 H9年度 結晶をとりだす　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．結晶をとりだす　２．物質は変化してもなくならない ●

ZJ0030 H9年度 風と風力階級　他一作品 011 共立 算数・数学・理科 １．風と風力階級　２．大気中の水～水蒸気～ ●

ZJ0031 H9年度 土の中の生物　他一作品 011 共立 算数・数学・理科 １．土の中の生物　２．光合成 ●

ZJ0032 H9年度 浮力　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．浮力　２．磁界のようす ●

ZJ0033 H9年度 生物のつながり　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．生物のつながり　２．身近な自然から～カリバチの生活～ ●
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ZJ0034 H9年度 ガスバーナーの使い方　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．ガスバーナーの使い方　２．気体の集め方 ●

ZJ0035 H9年度 アブラムシの生態 019 学研 算数・数学・理科
アブラムシの体のつくりや生活、ふえ方、アブラムシをとりまく昆虫、そして環境の変化にあわせた生活な
ど、アブラムシの種類によって異なる様子をまじえ克明にとらえる。

●

ZJ0036 H9年度 構成の楽しさ 020 学研 芸術科
さまざまな材料による表現、対象と均衡、配置と分割、色の組み合わせなど絵画の構成の方法について、
具体的事例をもとに説明する。

●

ZJ0037 H9年度 日本の伝統音楽　琵琶 022 東映 芸術科
琵琶の原流と伝播、日本における琵琶の隆盛の歴史、盲僧琵琶、平家琵琶、薩摩琵琶、筑前琵琶の奏法
とその特色などを代表的な曲目の演奏で解説する。

●

ZJ0038 H9年度 空間図形～立体の切断と展開～ 021 東映 算数・数学・理科
正四角錐の立体・切断・展開などの操作を通し、正四角錐の空間における直線や平面の位置関係など空
間図形について説明する。

●

ZJ0039 H9年度
顕微鏡の扱い方～水中微生物の観察～　他一作
品

010 東映 算数・数学・理科 １．顕微鏡の扱い方～水中微生物の観察～　２．水中の微生物～採集とふえ方～ ●

ZJ0040 H9年度 腎臓のはたらき　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．腎臓のはたらき　２．平衡感覚のしくみ～アメリカザリガニ～ ●

ZJ0041 H9年度 標本調査～車の色は～ 020 東映 算数・数学・理科
身近に見られる車の色と数の割合を調べていく過程をとらえ、調査のもつ意味、標本抽出のし方、調査方
法など標本調査についての基本的な要素を具体的に説明する。

●

ZJ0042 H9年度 地層のでき方　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．地層のでき方　２．カコウ岩は火成岩か ●

ZJ0043 H9年度 花と受粉 018 共立 算数・数学・理科
花の受粉のしくみを線画により説明し、さらに他花受粉としてのキキョウ、虫媒花としてのカボチャ、風媒花
としてのトウモロコシ、水媒花としてキンギョモなど、それぞれ特徴ある受粉などを解説する。

●

ZJ0044 H9年度 木の美しさを生かして 020 学研 芸術科
けやきの美しい木目を生かした器づくり、檜を薄く割り木型に合わせた曲物や桶づくり、美しい模様の寄木
細工など木を材料に取りくむ職人さん達の技を紹介する。

●

ZJ0045 H9年度 小さな握手 020 学研 生活・道徳・特活
人間としての生き方や進路の問題について、学校生活をありのままにとらえた創作劇づくりや、同じ年代の
外国人学校の生徒との話し合いなど、ある中学校の様子を描く。

●

ZJ0046 H9年度 ほほえみの朝 019 東映 生活・道徳・特活
一人の中学生が、学校への道すがらいつも２階から外をみているおばあさんに気付く。お互いに笑顔から
言葉を交わし会えるようになるまでの心の動きをとらえている。

● ●

ZJ0047 H9年度 縄文時代～自然環境と人々のくらし～ 022 東映 社会科
福井県鳥浜貝塚の発掘の現状や出土品を中心に、縄文時代における木の実や、魚、肉などの多彩な食生
活の様子、自然環境の変化に応じた生活の工夫などについて克明にとらえ説明する。

● ●

ZJ0048 H9年度 漱石の世界 022 共立 国語科 代表的な作品を取り上げながら、漱石の人間性や思想について考える。 ● ●

ZJ0049 H9年度 空から見た日本の火山 030 東映 算数・数学・理科
有珠山、桜島、霧島火山群、富士山、三原山など日本の代表的な火山を、航空撮影により立体的にとら
え、それぞれの火山のもつ特性について克明に説明する。

● ●

ZJ0050 H9年度 日本の太鼓 020 日本視聴覚教材センター 芸術科
古くから多くの人びとの中に生きつづけ、郷土芸能として受け継がれてきた日本の太鼓を、岩手の鹿踊りや
八丈太鼓など各地に伝わる習俗でとらえ、その歴史や、太鼓のもつ意義などを説明する。

● ●

ZJ0051 H9年度 たばこと健康 020 東映 保健体育科
たばこの発がん性や、ニコチン、一酸化炭素の害、受動的喫煙による害などたばこによる健康への影響
を、実験や事例により具体的に説明する。

● ●

ZJ0052 H9年度 平仮名の表現 020 桜映画 国語科
日本独特の表音文字である平仮名の字源や、字体のもつ美しさをとらえるとともに、硬筆書写や毛筆書写
における基本的な字体と筆使い、書く際の姿勢の大切さなどについて説明する。

● ● ●

ZJ0053 H9年度 カエルの解剖 015 学研 算数・数学・理科
カエルの解剖にあたって麻酔の仕方と四肢の固定、メスの使い方、皮膚や筋肉の切開とその固定の仕方、
そして、消化器や内臓の観察など、その手順や留意すべき事項について説明する。

●

ZJ0054 H9年度 西アジアの自然と生活～カタールを中心に～ 020 岩波 社会科
砂漠が多く乾燥の激しい西アジアの自然と人々の生活の様子を、アラビア半島の国カタールを例にして、石
油資源の開発による人々の生活の変化や、イスラム教との深いつながりなどを説明する。

●

ZJ0055 H9年度 ドナウ川と人々の生活～ハンガリーを中心に～ 020 岩波 社会科
ドナウ川の流域に位置する国ハンガリーの農業の現況、そして人々の生活の様子をとらえながら、国際河
川としてのドナウ川のもつ意義や川と人々のかかわりあいを紹介する。

●

ZJ0056 H9年度 ナイル川と人々の生活 020 学研 社会科
ナイル川と深く結びつき営まれてきたエジプトの人々の生活を、ナイル川流域の自然環境や歴史的背景、
川と農業とのかかわりや農村の様子などをまじえ説明する。

● ●

ZJ0057 H9年度 川の流れと進む舟　他一作品 011 共立 算数・数学・理科 １．川の流れと進む舟　２．ジェットコースター ●

ZJ0058 H9年度 燃焼　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．燃焼　２．ドライアイス ●

ZJ0059 H9年度 塩素の融点と沸点　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．塩素の融点と沸点　２．黄リンの燃焼 ●

ZJ0060 H9年度 電気の引く力　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．電気の引く力　２．圧力 ●

ZJ0061 H9年度 感じる 020 岩波 算数・数学・理科 チョウによるさまざまな実験を通して、触覚について探る。 ●

ZJ0062 H9年度 運動を見る基準　他一作品 010 東映 算数・数学・理科 １．運動を見る基準　２．エネルギーの移り変わり ●

ZJ0063 H9年度 風に向かって走るヨット　他一作品 010 岩波 算数・数学・理科 １．風に向かって走るヨット　２．うすい気体の放電 ●
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ZJ0064 H9年度 塩を取り出す　他一作品 010 学研 算数・数学・理科 １．塩を取り出す　２．化学反応と熱の出入り ●

ZJ0065 H9年度 イオンの移動　他一作品 010 共立 算数・数学・理科 １．イオンの移動　２．さびはなぜできる ●

ZJ0066 H9年度 契約と消費者 020 東映 社会科 契約とは何か。消費社会における約束ごとについて解説する。 ●

ZJ0067 H9年度 デザインの楽しさ 020 桜映画 芸術科
表示、絵地図など伝達のためのデザインや、生活の中で利用される家具や食器など造形のためのデザイ
ンを、事例をもとに説明し、色や形、素材の持ち味、機能性などデザインの楽しさを紹介する。

●

ZJ0068 H9年度 山のおいたちを知る／地震の波 011 共立 算数・数学・理科 岩石と化石で年代推定の仕方を解説する。／Ｐ波Ｓ波の特徴と伝わり方を解説する。 ●

ZJ0069 H9年度 動物の歯の仕組み　ボルボックスへの進化 010 東映 算数・数学・理科 動物のその歯の形から食生活を考える。／水中微生物の進化を考える。 ●

ZJ0070 H9年度 刺激と反応／生きている細胞 010 岩波 算数・数学・理科 生物の行動は刺激反応から起こることを考える。／細胞が生きていることの実証を考える。 ●

ZJ0071 H9年度 太陽が沈まない　積み重なった空気 010 学研 算数・数学・理科
太陽の日周運動と地球の自転の関係や南極の”沈まない太陽”の現象から地軸が傾いていることを検証す
る。／大気の圧力と層構造を解説する。気圧とは積み重なった空気の重さを実感する。

●

ZJ0072 H9年度 生きてる今を 021 東映 生活・道徳・特活
陸上部の由里は、練習中怪我をして入院する。脚の骨に腫瘍が発見され手術を受けることになる。仲間、
先生、医師、祖母の励ましの中で、生命のもつ尊さ、精一杯生きる大切さを訴える。

●

ZJ0073 H9年度 私たちと食事 020 新生映画 技術・家庭・産業
中学生の時期は、身体の発育が盛んで、エネルギー、たんぱく質、カルシウムなどの所要量が増える。五
大栄養素の働きや何をどれ位食べたらいいかを分りやすく解説し、食事について考える。

●

ZJ0074 H9年度 古典文学の背景　平安貴族の生活 025 共立 国語科
王朝文学を理解するためには、平安貴族の生活様式を知ることが大切である。古典文学によく登場する当
時の住居、年中行事、食事、装束などを映像化する。

● ●

ZJ0075 H9年度
化石が語る　昔の環境月はなぜ片面しか見えな
いのか

010 東映 算数・数学・理科
秋吉台のサンゴの化石等から、その化石の含まれる地層の生成当時の自然環境を推論する。／月はなぜ
片面しか見えないかという疑問をモデル実験によりとらえ、月の自転・公転について説明している

●

ZJ0076 H9年度
川の汚れを生物で調べる　カニの足とハサミ～生
活に適した形～

010 学研 算数・数学・理科
汚染の度合以外の条件が類似した三つの川の汚染度を指標生物による調査方法で比較する。／カニの足
やハサミは、住んでいる場所や生活の仕方に適した形であることを説明する。

●

ZJ0077 H9年度 心臓の運動と血液の流れ　両生類とハ虫類 010 共立 算数・数学・理科
心臓の運動とともに、血液の流れていく過程を、特殊撮影により克明にとらえる。／トウキョウサンショウウ
オとカナヘビの外形や皮膚の乾燥の違い、産卵行動やふ化の違いを説明する。

●

ZJ0078 H9年度 市長さんの天気予報／火山の形 010 岩波 算数・数学・理科
科学史上のエピソードによりながら、天気変化の予測における気圧変化について説明する。火山の形は、
噴火のし方や噴出物の性質により、いくつかの型に分類されることを説明する。

●

ZJ0079 H9年度 黒潮の流れる島で 021 東映 生活・道徳・特活
親友だと思っていた友に裏切られ、落ち込んでいた少年が、父の故郷を訪れ、三宅島の大自然に感化さ
れ、強くたくましく生きる勇気を吹き込まれて行く姿を描く。

●

ZJ0080 H9年度 この愛をありがとう～お年寄りや身障者に学ぶ～ 026 東映 生活・福祉
夏休み、二つの中学生グループが体験したふれあい活動。心をこめて接すると感謝の気持が返って来るの
を知った少年・少女たちの感動と福祉の心を描く。

●

ZJ0081 H9年度 半導体　～その仕組と働き～ 030 日本経済教育センター 算数・数学・理科 世界をリードする我が国の半導体について、トランジスタやＩＣの仕組と作動原理を分かりやすく解説する。 ● ● ●

ZJ0082 H9年度 東北地方～自然と産業と人々の生活～ 026 東映 社会科
東北新幹線や高速道路によって大きく変貌した東北地方。日本の穀倉地帯、果樹栽培、三陸の水産業、伝
統工業と新しい工業などに焦点をあて、その実情を描く。

●

ZJ0083 H9年度 地球と環境 020 桜映画 社会科
熱帯林の破壊、地球の温暖化、海岸汚染など地球環境汚染の現状をとらえ、その原因を追求するととも
に、地球環境を守ることの大切さについて説明する。

●

ZJ0084 H9年度 私たちの場合～ある生徒会の報告より～ 020 東映 生活・道徳・特活
「生徒会を解散せよ」という投書を機に、生徒会の役員たちが、何故このような投書がなされたか、生徒会と
して何が欠けているのかについて話し合い、問題の解決に努力していく様子を描く。

●

ZJ0085 H9年度 たばこ　～その恐ろしい害～ 029 学研 保健体育科
たばこは喫煙者の健康にとって有害であるばかりでなく、周囲の非喫煙者に対しても害を及ぼしている。た
ばこについてのいろいろな問題を科学的に、わかりやすく解説する。

● ●

ZJ0086 H9年度 表現のいのち－感じる心を深める－ 020 桜映画社 芸術科
中学生が日本画家の平山郁夫先生を訪ね、絵を描く心について聞く。自分の感性を大切にして、その人ら
しく絵を描いていくことが大切で、感じる心が磨かれることにより、心豊かな生活が生まれることを描く。

● ● ●

ZJ0087 H9年度 シンナーは君を滅ぼす 024 東映 保健体育科
シンナー乱用の増加が目立つ中学生（警察庁調べ）を主人公に、心や体をボロボロにし、家族までも苦しめ
悲しませるシンナーの恐ろしさを、実話をもとに描く。

● ●

ZJ0088 H9年度 君の未来をひらくために～中学生と進路～ 020 東京シネ・ビデオ 生活・道徳・特活
中学生の誰しもが直面する進路問題。この映画は、進路問題をドラマ形式で展開して、その重要性を生徒
たちに気づかせ、意欲的に取り組ませるきっかけとする。

●

ZJ0089 H9年度 光とレンズ 012 東映（株） 算数・数学・理科
光及びレンズの性質や特徴を実験室ではできないスケールで行い、レーザー光線や映像効果を活用しな
がら、分りやすく生徒の興味・関心を引き出させるように描く。

● ●

ZJ0090 H9年度 健康にいきる喫煙の害を科学する 020 東京シネ・ビデオ（株） 保健体育科
喫煙開始年齢が若いほど健康に及ぼす影響が大きい。喫煙の有害性について、最新の医学データにアニ
メを交えて生徒が喫煙について理解・判断できるようにわかりやすく描く。

● ●

ZJ0091 H9年度 自然の風景地形とその成り立ち 011 株式会社　共立映画社 社会科 変化に富んだ日本の地形の成因を航空撮影の映像と身近な風景と関連づけながら考える。 ● ●

ZJ0092 H9年度 近世の技術と生活文字の普及 021 株式会社桜映画社 社会科
江戸時代、人々を支配するために使われていた「文字」が、庶民に広く普及していくきっかけとなった社会変
化や寺子屋での学習など文字が普及していく過程を通して、文字の役割、歴史をたどる。

● ● ●

ZJ0093 H9年度 およその考えを生かそう 011 東映株式会社教育映画部 算数・数学・理科
小学５年生の仲良し3人グループが体験を通して、「およその考え」とは、どのようなものかまた、どんな時に
役立つのかを考える。

●
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ZJ0094 H9年度 教室に行けない登校拒否のシグナル 030 学研 生活・道徳・特活
学校に行っても教室に行けず、学校生活の大半を保健室で過ごす「保健室登校」の子供たち。こうした子供
たちの登校拒否のシグナルをとらえるには、立ち直らせるには、どうすればよいかを考える。

● ● ●

ZJ0095 H9年度 正しく速く美しく楷書から行書へ 020 （株）毎日映画社 国語科 楷書と比較対照して、行書の特徴を明らかに示し、また運筆指導を通じ書き方の基本を解説する。 ●

ZJ0096 H9年度 これからの輸出 025 （財）日本経済教育センター 社会科
高度成長の折、自動車や電気製品やプラントなどの加工貿易が盛んになっている。日本のこれからの輸出
の姿を紹介する。

● ●

ZJ0097 H9年度 交通の発達と生活の変化 020
鹿島映画株式会社　（財）日本
映画教育協会

社会科 交通の発達によって人々の生活に起る何等かの変化を、農村を例に紹介する。 ●

ZJ0098 H9年度 世界地理映画体系　アメリカ合衆国の人々と生活 020 東映 社会科
アメリカ合衆国は、様々な民族によって構成されている。それらの人々の生活や地域の特色を、住民の構
成や生活様式など都市生活の具体的な諸相を通して解説する。

●

ZJ0099 H9年度
世界地理映画大系　アメリカ合衆国の産業農業の
特色

020 東映 社会科
小麦地帯の農業に焦点をあてながら、機械化農業と大規模経営、農民の生活、経済や世界経済における
アメリカの農業の位置と果たしている役割などを通して解説する。

●

ZJ0100 H9年度 南蛮文化の伝来と受容 021 （株）学習研究社 社会科
種子島に鉄砲が伝来して以来、南蛮文化がどのように伝来し、日本は、それをどのように受入れ、利用す
るようになったかを描く。

● ● ●

ZJ0101 H9年度 楽しい科学シリーズ雪の結晶 022 （株）教育映画配給社 算数・数学・理科
雪の結晶の類型を示し、実験によって結晶の成長を観察し、結晶の形はその成長した空間の状況を表わし
ていることを解説する。

● ●

ZJ0102 H9年度 関数 023 （株）共立映画社 算数・数学・理科
具体的な事象を数理的にとらえながら、関数の概念の理解を深めると共に、数学指導の本質にふれて展
開されている。

● ●

ZJ0103 H9年度 ものがもえるときなにがおこるか 020 岩波映画製作所 算数・数学・理科
物質が燃えるのは、酸素があるからだと言われるが、本当に純粋な酸素だけで燃えるのか。酸素と物質の
間で何が起っているのかを実験をしながら説明する。

●

ZJ0104 H9年度 たのしい科学シリーズ私たちの水泳 010 教育映画配給社 算数・数学・理科
泳げない人にとって、人間の体は水に浮くものなのかという疑問は大きな意味をもつ。そこで人間の体を含
めて、物体がどのようなとき水に浮くのかを考える。

●

ZJ0105 H9年度 人間だから考えるのです 030 日本シネセル株式会社 算数・数学・理科 地球が私たちに与える恩恵を考え、様々な意見をみんなで交わすことにより得る発見について描く。 ●

ZJ0106 H9年度 たのしい科学シリーズ海苔の話 010 （株）教育映画配給社 算数・数学・理科
江戸時代から作られていた干海苔。その海苔のとり方は昔と変ってきている。最近の海苔のとり方や栽培
方法などを説明する。

●

ZJ0107 H9年度 タンパク質－生物をつくる物質－ 021 岩波映画製作所 算数・数学・理科
あらゆる生物の体を構成する細胞は、大部分がタンパク質である。体内において、最も重要であるタンパク
質の体内での働きなどを紹介する。

●

ZJ0108 H9年度 ミクロの毒針　腔腸動物の刺胞 005 日本シネセル株式会社 算数・数学・理科
イソギンチャクやクラゲなどの腔腸動物の刺胞のしくみを顕微鏡で見た映像やグラフィックを利用し、わかり
やすく説明する。

●

ZJ0109 H9年度 光合成 020 （株）学習研究社 算数・数学・理科 植物が成長する上で、必要な光エネルギーを取入れる仕組みについて解説する。 ●

ZJ0110 H9年度 たのしい科学シリーズ地層 010 （株）教育映画配給社 算数・数学・理科 水が土砂を運び、海に堆積して地層ができるまでを説明する。 ●

ZJ0111 H9年度 生きている勉強 018 （株）東映シネマ 技術・家庭・産業
タイプライター、裁縫、そろばんなど、変化があって生活に密接につなげられる技術を身につけるという「生
きている勉強」の様子を紹介する。

●

ZJ0112 H9年度 住まいの科学衛生と安全 020 日本シネセル（株） 技術・家庭・産業
人間にとって不可欠な衣食住のうち、人生の大半を過ごす「住い」を清潔で安全な環境にするため、湿度や
気温などの科学的な面から解説する。

● ● ●

ZJ0113 H9年度 日本の伝統音楽　長唄と義太夫節 030 東映教育映像 芸術科 長唄と義太夫節の原流と伝播、日本における歴史、特色などを解説する。 ● ●

ZJ0114 H9年度 彫刻の基礎 020 東映 芸術科 彫刻に使われている石や木などの特性と、彫刻の作り方を構成から完成までを説明する。 ●

ZJ0115 H9年度 観察して描く 019 （株）記録映画社 芸術科 美術のスケッチでの対象をよく観察して描くことを解説する。 ●

ZJ0116 H9年度 思春期における女子の生理 020 東映 保健体育科
思春期の女子が心と体の成長にともない、男らしさ、女らしさとは何か、男と女の肉体的な区別など、子供
から大人になろうとする変化をわかりやすく説明する。

●

ZJ0117 H9年度 ある学級の話し合い 030 東映教育映像 生活・道徳・特活
ある学級では球技大会に参加した時、練習や当日の応援、試合への参加をサボった生徒が続出した。学
級委員の生徒たちがその原因を探り、まとまりのある学級にしようとする。

●

ZJ0118 H9年度 日本の建築歴史と風土 028 （株）共立映画社 社会科 日本の建築物の原点をさぐるとともに、長い歴史の中で特色ある建築物と美、風土との関連を解説する。 ● ● ●

ZJ0119 H9年度 人間と環境 020 電通映画社 社会科
少年が諏訪湖の汚染について調べていくにつれ、クラス全員の調査に広がる。生徒たちは人間と自然、環
境との関わりについて学んでいく姿を描く。

●

ZJ0120 H9年度 藩校と寺小屋 022 学習研究社 社会科 江戸時代の子供たちが通った藩校と寺小屋はどのようなものだったのかを当時の様子を再現し、考える。 ●

ZJ0121 H9年度 元禄文化 022 東映株式会社 社会科
江戸時代の町人の中から起り、庶民の間に根づいてくりひろげられた元禄文化。その町人文化の特色を歌
舞伎や人形浄瑠璃、染織など現代文化の基礎となっている数々の文化遺産を通して描く。

●

ZJ0122 H9年度 武家社会と鎌倉文化 022 東映教育映像 社会科
日本歴史の大きな転換点である鎌倉時代における主従関係でしっかりと結ばれた鎌倉時代の武家社会。
新仏教を中心にした個性的な鎌倉文化の特徴を人物、舞台、社会などを関連させて描く。

●

ZJ0123 H9年度 アルキメデスの原理 020 （株）教育映画配給社 算数・数学・理科
液体の中の物体に働く浮力は、その物体がおしのけた液体の重さに等しいというアルキメデスの法則を、発
見にいたる筋道に沿って詳しく解説する。現代的な装置を用いた実験も取り上げる。

●
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ZJ0124 H9年度 植物の栄養とエネルギー 020 東映 算数・数学・理科
植物が大きくなるために栄養とエネルギーはどのように取り込まれているのか、様々な実験結果を紹介す
る。

●

ZJ0125 H9年度 いすの設計 030 東映 技術・家庭・産業
美しい、使いやすい、丈夫などいい椅子であることの絶対条件を満たすために必要な設計とは何か、またそ
の手順について紹介する。

●

ZJ0126 H9年度 ふきんの科学 020 東映 技術・家庭・産業
台所などで役に立つ「ふきん」。その衛生面については見落されがちである。ふきんの衛生の保ち方などを
説明する。

●

ZJ0127 H9年度 勧進帳 024 東映株式会社 芸術科
歌舞伎「勧進帳」の筋を追って鑑賞しながら、長唄のよさを味わう。弁慶・市川海老蔵、義経・中村吉右衛
門、富樫左衛門・尾上辰之助。解説・岩井半四郎。

● ● ●

ZJ0128 H9年度 救急処置 020
東京福原フィルムス　日本映画
教育協会

保健体育科
自転車事故が起きた場合の適切な処置の手順、止血方法、火傷、骨折、ねんざ等の日常起りやすいケガ
の対処方法、運搬法、人工呼吸法などを解説する。

●

ZJ0129 H9年度 思春期における男子の生理Ｎｏ．１７４ 020 東映 保健体育科
思春期男子の心身の特性を基底に、性の意義や役割を正しく理解させ、人間形成の重要な一環として、思
春期にふさわしい健全な生活態度について考える。

●

ZJ0130 H9年度 若きアスリートのための陸上競技（上） 030 教育映画配給社 保健体育科
これから陸上競技を始める人にも分りやすいように、準備運動、補助運動、スタートの仕方などの基本か
ら、正しいフォームやバトンの渡し方まで、短距離走を中心に解説する。

● ●

ZJ0131 H9年度 若きアスリートのための陸上競技（下） 030 教育映画配給社 保健体育科
陸上競技の中でも、棒高飛びや三段飛びなどの跳躍競技、砲丸投げや円盤投げなどをとりあげて、スロー
モーション映像を交えながら、フォームや技術を解説する。

● ●

ZJ0132 H9年度 遣唐使　海外文化の移入 016 （株）学習研究社 社会科
奈良時代の数々の美術品、絵巻物などを駆使しながら、遣唐使の役割や苦心を具体的に描き、奈良時代
の特質について解説する。

● ●

ZJ0133 H9年度 美しさの秘密　－美を感じる心－ 020 （株）桜映画社 芸術科 見ることと感じることは相互関係にある。美しさを自分の表現に生かしていくことができるよう解説する。 ● ● ●

ZJ0134 H9年度 静電気のはたらき 011 東京シネ・ビデオ（株） 算数・数学・理科
身近に起こる静電気の現象を実験で確かめ、静電気は物質の摩擦によって起こることを紹介する。また静
電気を溜めるコンデンサーと静電気モーターを作り、その仕組と働きを解説する。

●

ZJ0135 H9年度 天気の変化と予報 010 学習研究社 算数・数学・理科
複雑な気象の変化もいくつかの原理、原則、経験則に基づいて解析予測することが可能であることを解説
する。天気予報が膨大な気象情報の収集と解析、予報官の知識と経験により作られることを描く。

●

ZJ0136 H9年度 燃焼とは・・・ 011 東映（株）教育映画部 算数・数学・理科
ローソク、炭、金属などの物質の燃焼現象を実験やアニメーションで示し、燃焼とは物質が激しく熱と光を出
しながら酸素と結びついて、新しい物質ができる化学変化であることを解説する。

●

ZJ0137 H9年度 遺伝のしくみ 010 日本シネセル（株） 算数・数学・理科
遺伝子の組み合わせによって表される形質の規則性の理解を図るため、ナミテントウの斑紋を例にあげ、
アニメーションを用いて、分離の法則、優性の法則を解説する。

●

ZJ0138 H9年度 日本絵画のよさその美しさと表現の多様性 020 学習研究社 芸術科
日本の伝統的な絵巻物や浮世絵などを取り上げ、西洋絵画と比較をしながら、日本の構図や色彩、描き方
などがいかに独特なものであるかを解説する。

● ●

ZP0001 H9年度 祭りだいこ 020 東映 生活・道徳・特活
郷土の伝統芸能「祭りだいこ」への参加をめぐって悩む２人の少女が、郷土の伝統や文化を受け継ぎ守り
育てていくことの大切さを感じとっていく姿を描く。

●

ZP0002 H9年度 虫さがし～バッタやコオロギ～ 021 東映 算数・数学・理科
バッタやコオロギの飼育、観察を通し、住む場所や食性、鳴き方、活動の様子、産卵などの違いについてと
らえ、虫の飼育にあたり留意すべきことなどを説明する。

●

ZP0003 H9年度 あらう～下着のせんたく～ 020 学研 技術・家庭・産業
ある小学校における家庭科の学習の様子をとらえながら、洗濯における初歩的な洗い方や、汚れと洗剤の
もつ効力などを実験やアニメーションをまじえ説明する。

●

ZP0004 H9年度 みんなよい子よいことば 020 学研 国語科 小学１年生の一日の生活を追いながら言葉使いの例や大切さを考える。 ●

ZP0005 H9年度 木版画～表現のくふう～ 020 学研 芸術科 彫刻刀を使った木版の彫り方やインク、ローラーなどの基本的技術を紹介する。 ●

ZP0006 H9年度 ゆきちゃんこんにちは 019 共立 生活・道徳・特活
あいさつができないゆきちゃんが、雲の上の少年とのかかわりあいのなかで、次第に、あいさつのできる子
に変容していく様子を、民話調アニメーションで描く。

●

ZP0007 H9年度 古墳のつくられたころ 019 教配 社会科
古墳と豪族とのかかわりについて説明するとともに、古墳の発掘の様子や、埴輪、刀剣、修羅などの出土
品を背景に、当時の人々の生活を描く。

●

ZP0008 H9年度 低地のようすと人々のくらし～立田村をしらべる～ 020 共立 社会科
木曾川の下流に位置する愛知県立田村の様子を例に、低い土地の地形、低地の特色ある暮らしや生産活
動などについて具体的に説明する。

●

ZP0009 H9年度 日本の歴史歴史を調べる 019 共立 社会科 身近な、地域の歴史的遺跡や日常生活の食品を手がかりに日本の歴史を考察する。 ●

ZP0010 H9年度 日本の歴史家光と江戸幕府 022 共立 社会科 幕府の基礎固めとして大きな役割を果たした家光を史料をもとに解説する。 ●

ZP0011 H9年度 そうぞうしてかく 019 共立 芸術科
自分がしてみたいと思ったこと、こうあったらいいなあと思ったことなど、いろいろな想像を絵としてどう表現
していくかを、小学校における学習の様子を背景に説明する。

●

ZP0012 H9年度 炎の秘密をさぐる 019 共立 算数・数学・理科
アルコールランプとローソクを素材に、炎の形や色、温度の違いなど観察するとともに、シュリーレン撮影や
いろいろな実験により、炎は気体が燃えていることを説明する。

●

ZP0013 H9年度 お母さんの卵焼き 021 東映 生活・道徳・特活
道徳指導資料に記載されている作品を素材に映画化したものである。お母さんが作ってくれたエピソードを
通して、主人公が、父母の深い愛情にめざめていく様子を描く。

●

ZP0014 H9年度 虫の冬ごし 016 岩波 算数・数学・理科
長い冬眠に入る前に食いだめをする幼虫、そして、土の中や幹の中で幼虫のまま冬越しをする虫や、成虫
のまま冬越しをする虫の様子など、それぞれの虫の冬越しの特徴について説明する。

●

ZP0015 H9年度 低い土地と人々のくらし 018 東映 社会科
木曾川、長良川、揖斐川に囲まれた町の様子をとらえながら、低い土地の地形の特色や、水害から暮らし
を守るための工夫や努力などについて具体的に説明する。

●
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ZP0016 H9年度 なにができるかな～ぞうけいあそび～ 019 共立 芸術科
砂・石・粘土、葉の転写、枝木などによる造形活動の様子をとらえながら、感じたことや考えたことを絵や立
体で表現する造形遊びの楽しさを描く。

●

ZP0017 H9年度 かたちのたんけん 020 岩波 算数・数学・理科
まる、三角、四角といった図形を、自然の中から抽出する。それらの形をアニメーションをまじえ色々な形に
組合せたり、分解したりして形の変化を興味深くとらえていく。

●

ZP0018 H9年度 アンサンブルのよろこび 021 東映 芸術科
中学生の演奏をきいた子供たちが、器楽の合奏に興味をもち、いろいろな失敗を重ねながらも一つのアン
サンブルを作りあげていく様子を描く。

●

ZP0019 H9年度 きせつといきもののようす 020 共立 算数・数学・理科
春から夏・秋・冬と一年間の季節の変化を背景に、それぞれの季節に応じた事象の変化やその時期の特
徴、動植物の成長や活動の様子などをとらえる。

●

ZP0020 H9年度 着る～気温や季節に合せて～ 020 学研 技術・家庭・産業
被服が体温の調節に果たす役割りを、実験をまじえ説明するとともに、気温や季節の変化の中での被服の
着方を描く。

●

ZP0021 H9年度 ダムと人びとの生活～水をもとめて～ 020 共立 社会科
ダムや用水の果す役割を、四国、特に讃岐平野を中心に描く。水不足に悩まされ、タメ池に活路をとった先
人の働きとそれに対し多雨地帯である隣の徳島県吉野川のはんらん等を対比しながら考える。

●

ZP0022 H9年度 日本の歴史奈良の都 022 共立 社会科 数多くの文化遺産を背景に、奈良の都の政治や文化を描く。 ●

ZP0023 H9年度 富士川をさかのぼって～国土をさぐる～ 020 共立 社会科
静岡、山梨県を流れる富士川、その富士川の河口から分水嶺までをさかのぼりながら、周辺にみられる地
形の特色、平地や山間の農業、高原、Ｖ字谷など特徴あるようすを解説する。

●

ZP0024 H9年度 星の動きをしらべる 019 東映 算数・数学・理科
星はどのような動き方をするのか。オリオン座やカシオペア座の観測、微速度撮影による実際の星の動き
等を通して、規則的な星の動きを解説する。

●

ZP0025 H9年度 地震とぼくたち 020 英映画 生活・道徳・特活 地震の危険性、二次災害に対する備えを学校、家庭、地域の観点から考える。 ●

ZP0026 H9年度 すれちがい 020 東映 生活・道徳・特活
友達と時間を決め、会う約束をかわした後、次々と家の手伝いに追われて焦る主人公と、彼女を待ちわび
る友という日頃起こりがちな行為をとらえながら、広い心で人の立場を受入れる大切さを説く。

●

ZP0027 H9年度 アゲハチョウ 020 共立 算数・数学・理科 アゲハチョウの一生の変化を細かく観察する。さらに飼育する少年の心も描く。 ●

ZP0028 H9年度 日本の歴史江戸時代中ごろの町人と農民 020 共立 社会科 江戸時代中頃の町人や農民のくらしの特色をわかりやすく解説する。 ●

ZP0029 H9年度 地球はまるい 020 共立 社会科
地球儀と平面地図でみるそれぞれの国の位置や方位、面積の違いについて比較するとともに、地球儀の
正しい見方や使い方について説明する。

●

ZP0030 H9年度 ぼくのクモがっせん 020 東映 生活・道徳・特活
クモを戦わせるという父の昔話に興味をもった少年が、クモ合戦を再現しようとクモを探していく。その中で、
動植物に対する愛情が芽生え、自然を守ることの大切さを感じとっていく姿を描く。

●

ZP0031 H9年度 がんばれ五色桜 020 共立 生活・道徳・特活
病弱な少年健吉は、枯れかかった桜の古木の生命を助けようとする人々の願いに接し、自分なりに協力し
ていく。その中で生命の尊さ、自然への思いやりの大切さを感じとっていく。アニメ作品。

●

ZP0032 H9年度 楽しい造形活動　材料と遊ぶ 020 東映 芸術科 身近な材料からテーマをみつけ、造形活動の楽しさを紹介する。 ●

ZP0033 H9年度 食べる～食品と栄養素～ 020 学研 技術・家庭・産業 学校給食を通して、栄養素の働きを説明する。 ●

ZP0034 H9年度 雪国からの便り 024 共立 生活・道徳・特活 心の友情を育てることをドラマアニメで描く。 ●

ZP0035 H9年度 快適な住まい方 021 学研 技術・家庭・産業 整理整頓と物の有効な活用、健康、安全、快適なすまいについて解説する。 ●

ZP0036 H9年度 すい体の体積を調べよう 020 東映 算数・数学・理科 小学校に移行された錐体の体積を実験実測で確かめる。 ●

ZP0037 H9年度 りんごの村とみかんの村 020 共立 社会科
津軽平野のりんご産地と和歌山のみかん産地の人々の仕事の様子、仕事の工夫を対比して考察できるよ
うに描く。それぞれの土地の自然にあった暮し方について考える。

●

ZP0038 H9年度 光電池のはたらき 020 東映 算数・数学・理科
光が当っていれば、ずっと電気を流し続けたり、光の量によってモーターの回り方が違うなど光電池の性質
や働きを、光電池を使ったオモチャ作りを通して考える。

●

ZP0039 H9年度 夢をつくるはこ 018 共立 芸術科
見たこと、感じたこと、想像したこと等を大切にしながら「箱」として作りまとめていく過程を描いたもので、
様々な夢を色彩や形で表現していくひとの楽しさをとらえる。

●

ZP0040 H9年度 学校だいすき 020 学研 生活・道徳・特活
学校をずる休みした１年生の健太君が、魔法の人形の導きで、次第に先生や学校に対する愛着をもち、学
校生活を楽しむことの大切さを感じとっていく様子を描く。

●

ZP0041 H9年度 じょうずな買い物 020 毎日ＥＶＲ 技術・家庭・産業
６年生の姉が、無計画な金の使い方をする弟の姿をきっかけに、計画性をもつことの大切さを知る。そして
母親の無駄のない買物の様子を学びながら、消費者の在り方を感じとっていく姿を描く。

●

ZP0042 H9年度 男女のからだ 010 東映 算数・数学・理科
動物のオスやメスの形や役割り等の違いをとらえるとともに、人は男女によって体の形に違いがあり、成長
するに従いより一層の違いが生じ、それが生命の連続のうえで大切であることを説明する。

●

ZP0043 H9年度 赤ちゃんがうまれるまで 010 学研 保健体育科
精子と卵子との出会い、受精卵の変化、胎児の成長、そして出産までの過程をとらえるとともに、胎児は、
へその緒を通し母親から栄養分を受けとり母体内で成長することを説明する。

●

ZP0044 H9年度 体のつくりと働き　～食べる～ 010 共立 算数・数学・理科
動物たちの食べ方や、食物と歯の関係を、牛や犬、リス、サルなどの事例でとらえ、その特徴を説明する。
また人の体と他の動物の共通点や違いを食べるという行為を通し説明する。

●

ZP0045 H9年度 人と環境～生きもののつながりあい～ 010 岩波 算数・数学・理科
動物への酸素の供給は、植物に依存していることを実験でとらえ、人を含めた生物は、他の生物及び周囲
の環境と深くかかわりあい生きていることを説明する。

●
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ZP0046 H9年度 こうして話せばいいんだね～話し方・聞き方～ 020 東映 国語科
４年生の学級会では教室の掲示板の使い方について問題が起った。どのような利用が望ましいかを話し合
う過程を描きながら、目的を実現するために大切な「話し方・聞き方」の要点をとらえる。

●

ZP0047 H9年度 秋とあそぼう 018 共立 生活・道徳・特活
落ち葉など身近かな自然の材料などを用いて、遊ぶものや飾るものを工夫して作ることや、作ったもので楽
しく遊ぶなど学習活動を、具体的に紹介する。

●

ZP0048 H9年度 宇宙の音楽をつくろう 021 学研 芸術科
宇宙を題材とした音楽づくり、一人一人の思いやイメージをグループとしてまとめ、身の回りの様々な音素
材を工夫し表現していく楽しさを、ある小学校の音楽の授業を背景にとらえる。

●

ZP0049 H9年度 小さな力もち　タグボート 028 日本記録映画研究所 社会科
函館の港で活躍するタグボート。小さな船だが、力もち。昼も夜も吹雪の時も一生懸命に連絡船を助けるや
さしい船をドラマ形式で描く。

●

ZP0050 H9年度 自転車事故は防げる 019 学研 生活・道徳・特活
小学生に一番多いと言われる自転車による事故はどのようにして起きるのかを実際の事故例をもとに具体
的に再現し、自転車事故防止への道を探っていく。

●

ZP0051 H9年度 空気の中の水じょう気 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
水は加熱しなくても自然に蒸発することや水の蒸発は至る所で常に起っていること、湯気やモヤは水蒸気
ではなく、そこで水の蒸発が起っていること、空気には必ず水蒸気がはいっているなどを解説する。

●

ZP0052 H9年度 空気中の水蒸気の変化 010 共立 算数・数学・理科
雲を題材として、空気中には水蒸気がふくまれていて、まわりの温度で小さな水の粒になり、集まると雲と
なり、また、それが水蒸気になり見えなくなるという空気中の水蒸気の変化を解説する。

●

ZP0053 H9年度 気温てなに　どうして変わるの？ 010 学研 算数・数学・理科
空気と地面の温度を多チャンネル熱電対温度計やサーモトレーサー等で測定する。それを太陽高度の図を
重ねたり、曇りの日の温度のグラフと比べて、太陽と地面と空気の関係を解説する。

●

ZP0054 H9年度 あした天気になあれ！～天気の見方、調べ方～ 010 東映 算数・数学・理科
やさしい気象観測や記録の取り方と、新聞の天気図を関連づけて考えさせ、気象衛星やアメダスの画像を
利用し、天気は西から東へと変化するという傾向性をとらえ、天気の見方・考え方を育てる。

●

ZP0055 H9年度 こうして書けばいいんだね 021 学研映画 国語科
楽しかった移動教室の体験をまとめた文集作りや下級生への発表会を通して、適切に表現する能力の育
成方法を探る。事前の準備、取材、内容構成、記述、推敲の仕方について解説する。

●

ZP0056 H9年度 浮世絵と歌川広重 022 共立映画社 社会科
浮世絵を手がかりに、町民のくらしや江戸中期の新しい文化の特色を具体的にとらえる。広重の版画資料
やその刷り方なども紹介する。浮世絵は情報の伝達に役立つ大衆文化であったことを考える。

●

ZP0057 H9年度 四角形のふしぎ 020 東京シネ・ビデオ（株） 算数・数学・理科
児童自身が偏光板を操作して、できた図形を確認するなど、作図を通して、四角形相互の関係を確認す
る。アニメを多用して、四角形が次々に変形していく様子を動的に描く。

●

ZP0058 H9年度 どうしてとびだしたの 016 学研 生活・道徳・特活
低学年の子供たちに多い「とびだし」の事故は、どのようにして起きるのか、また、どうしたら防げるかを豊富
な実例をもとにして、わかりやすく描き出す。

●

ZP0059 H9年度 土地のでき方 010 学習研究社 算数・数学・理科
地層がどこでどのように作られたかを推定する手段や方法を分かりやすく解説する。生物そのものの化石
ばかりでなく、生痕化石も取り上げている。

●

ZP0060 H9年度 川の流れと河原のようす 010 東映 社会科
川の流れの速さと石や土を運ぶ力の違い、更に平常時と満水時との比較から、流水の量や流速の動きが、
川原や土地の様子を変えることを解説する。

●

ZP0061 H9年度 流れる水のはたらき 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
流水の働きについて、砂場の実験と実際の川がつくる地形の間に、雨の降る造成地にできる地形の観察を
挿入し、イメージの飛躍を埋めて、流れる水の働きを考える。

●

ZP0062 H9年度 つぶのようす～たいせき岩と火成岩～ 011 共立映画社 算数・数学・理科
地層や岩石などを観察して、土地をつくっている物の特徴や土地のでき方を調べる。その際、堆積岩と火成
岩について特に詳しく比較観察する必要がある。そのための映像資料である。

●

ZP0063 H9年度 つくってあそぼう 020 東映 生活・道徳・特活
子供達が、それぞれに考えながら、「おもちゃ」を作り、それを使って自由闊達に遊ぶ姿を、生き生きとドキュ
メントする。

●

ZP0064 H9年度 みんなで楽しく～計画的な家庭生活～ 020 学研 生活・福祉
ある子供の夏休みの生活を通して、自分の家族の生活時間や同年齢のいとこの生活を対比して描いてい
る。明るく楽しい家庭生活をするため、家族の一員として協力することが大切であることを考える。

●

ZP0065 H9年度 科学への入口　ふしぎの発見と工夫 021 桜映画社 算数・数学・理科
潮の満ち干に興味を持った子供たちは、海水面の変化を測定し、月の満ち欠けに関係のあることを知る。
現代はこの情報を様々な技術に利用していることを紹介しながら、科学の不思議さをとらえる。

● ●

ZP0066 H9年度 みんなともだち 020 東京シネ・ビデオ株式会社 生活・道徳・特活
盲学校や特別学級で学ぶ子供たちの学校生活や学習の様子、交流活動の様子を描く心豊かな人間性の
育成を図るとともに、何をするべきか、何ができるのかを問い掛ける。

● ●

ZP0067 H9年度 商業のしくみ 020 東映 社会科 生産者と消費者の中立ちとなり、商品の受け渡しをするのが商業である。その商業の仕組みを説明する。 ● ●

ZP0068 H9年度 雪害をふせぐくふう 012 東映教育映画部 社会科 北国の人々が様々に工夫して雪と戦っている様子を描き、特色ある土地の生活の様子を紹介する。 ●

ZP0069 H9年度 鉄ものがたり 020 （株）岩波映画製作所 社会科 鉄の起源と利用されてきた歴史。現代の利用法などをアニメで紹介する。 ●

ZP0070 H9年度 鉄と社会～日本の鉄鋼業～ 019 グループ現代 社会科
私たちの暮らしの中に使われている鉄は、優れた特徴を持ち、生活を豊かにする。その鉄と社会がどのよう
に結びついているかなど、鉄鋼業について紹介する。

●

ZP0071 H9年度 気候とくらしあたたかい地方のくらし 020 共立映画社 社会科
札幌と比べて一月でも暖かい宮崎や沖縄の農産物や気温などを取り上げ、暖かい地方での生活の様子を
紹介する。

●

ZP0072 H9年度 鉄砲の伝来 022 （株）共立映画社 社会科
１６世紀の中ごろに伝来した２丁の鉄砲が戦国の世の統一までの歴史の流れの中で鉄砲の果した役割を
解説する。

●

ZP0073 H9年度 小学校算数シリーズ集合の考え 020 （株）学習研究社 算数・数学・理科
集合の考え方とはどんなものかを四角形やクラスの児童を用いて約束を少しづつ変えていきながら考え
る。

●

ZP0074 H9年度 図形の変換 020 （株）岩波映画製作所 算数・数学・理科 図形の大きさや形がどのような場合にどのように変化するのかについて考える。 ●

ZP0075 H9年度 整数のはたらき３をめぐる５つのお話 019 （株）岩波映画製作所 算数・数学・理科
整数の働きについて、３という数字に対応させたコップの数や牛乳の量、おりがみを使って、わかりやすく説
明する。

●
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ZP0076 H9年度 メダカのたまごの育ちかた 018 （株）学習研究社 算数・数学・理科
メダカの卵を発見し、観察していく小学生を通して、科学的なものの見方、考え方を描き、自然の仕組みを
考える。

●

ZP0077 H9年度 アリの社会生活 020 東映 算数・数学・理科 ありの生体や生活の様子を映像や観察を通して説明する。 ● ●

ZP0078 H9年度 のはらへいってみよう 015 （株）学習研究社 算数・数学・理科
ピクニックに行った子供たちが、野原に咲く草原や野原にいる蜂などの昆虫を見つけて観察している様子を
紹介する。

●

ZP0079 H9年度 血液の成分とはたらき 020 学研映画 算数・数学・理科
私たちの体の中を一時も休まずに動き続ける血液が、どんな成分でできているのか、またどんな働きをす
るかを解説する。

●

ZP0080 H9年度 ひよこ誕生 010 東映教育映画部 算数・数学・理科
めんどりのお腹の中にあるうちから、卵が産まれ、ひよこになるまでを観察し、胚がどのように変化してひよ
こになるかを説明する。

●

ZP0081 H9年度 人体整理シリーズ血液のはたらき 020 （株）教育映画配給社 算数・数学・理科 生物の体の働きに必要不可欠な血液が体の各組織で様々な働きをしていることを説明する。 ●

ZP0082 H9年度 楽しい科学シリーズ種子を散らすしくみ 010 （株）教育映画配給社 算数・数学・理科 植物はどのように増えてゆくのか、色々な種子を散らす仕組みについて解説する。 ●

ZP0083 H9年度 まいごのテントウムシ 018 （株）学習研究社 算数・数学・理科
おかあさんを探しているうちに、迷子になってしまったテントウムシ。その間に様々な昆虫と出会ったりする
冒険を描く。

●

ZP0084 H9年度 森林の植物を調べてみると 020 （株）学習研究社 算数・数学・理科
ハイキングに行ったときの森の中と外の草の大きさの違いに疑問を持った生徒が、学校で先生に質問し、
その原因を調べる様子を描く。

●

ZP0085 H9年度 ふゆにくさ花はどうなるか 020 （株）岩波映画製作所 算数・数学・理科 冬に草花はどうなるかという疑問のもと、１０月に花の種を植え、観察していく。 ●

ZP0086 H9年度 太陽と地球のうごき 010 （株）教育配給社 算数・数学・理科 太陽と地球の動きをミニチュアの太陽と地球を使い、わかりやすく説明する。 ●

ZP0087 H9年度 地球　月　太陽のようす 020 （株）共立映画社 算数・数学・理科
太陽、月、地球の外観、つまり地球でいう陸地、山脈や月のクレーターなどや、３つの天体のそれぞれの違
いについて説明する。

●

ZP0088 H9年度 紙でつくるえんぴつ立て 020 東映 技術・家庭・産業
乱雑になりがちな鉛筆。鉛筆立てをボール紙で作り、鉛筆を取りやすい形、取りにくい形を研究しながら自
分だけの作品をつくる過程を紹介する。

●

ZP0089 H9年度 ぬう－布と糸でつくる－ 020 学習研究社 技術・家庭・産業
５年生の袋の製作、６年生のカバーやエプロンの製作の授業風景を追い、作品の仕上の過程を紹介する。
布の構成、糸のつむぎ方、布の織り方、扱い方を説明する。

●

ZP0090 H9年度 小学校音楽科教材映画森のアンサンブル 021 （株）学習研究社 芸術科
小学校のグループが好きな曲、好きな楽器を選び、アンサンブルを完成させ、町の人々といっしょに祭りで
発表するまでを描く。

●

ZP0091 H9年度 たのしいリズム 018 学研映画 芸術科
子供たちの遊ぶ姿をとらえて、ジャンケンや石けりの遊びの中にリズムがあることを感じとらせ、遊びの中
のリズムを子供たちが音楽の勉強でよく知っているリズム楽器で打って見せる。

●

ZP0092 H9年度 楽しいオーケストラひょうし 010 文部省 芸術科 オーケストラの演奏をベースに、いろいろな拍子のリズムを説明する。 ●

ZP0093 H9年度 トランペットの仲間たち－管楽器の演奏－ 022 （株）学習研究社 芸術科 ある小学校のトランペットクラブに所属する２人の児童。彼らの練習風景やトランペットへのあこがれを描く。 ●

ZP0094 H9年度 生活指導シリーズ女子の発育 010 東映 保健体育科 幼いころから第一次、二次成長期間と女子の体の内外が女らしく発育していく過程を解説する。 ● ●

ZP0095 H9年度 学習映画体系社会科　お金のはたらき 020 学習研究社 生活・道徳・特活
働いて給料をもらい、そのお金でほしいものを買う。報酬や交換、また物の値打ちを決めることのできるお
金の働きを学ぶ。

●

ZP0096 H9年度 思いやり 030 教育映画配給社 生活・道徳・特活
引っ越ししてしまった少年の忘れ物を届けようと一人で向かう少女。途中では無関心や冷たい人々やまた
は親切にしてくれる人々とのふれあいを通して、思いやりの姿を描く。

● ● ● ●

ZP0097 H9年度 誰がやるだろう 020 青森県教育委員会 生活・道徳・特活
工事現場の通り道にジャマなものがあり、危険なのに誰も寄せない、バスで席をゆずらない、など気づいて
はいるのに誰かがやるだろうと自分は何もしない。そのような人々の行動を考える。

●

ZP0098 H9年度 給食をたのしく 010 （株）教育映画配給社 生活・道徳・特活
給食係の準備や他の児童が机を並べかえたりする様子、手の洗い方や食べ方など楽しく給食を食べるた
めに必要なことをあげている。

●

ZP0099 H9年度 せいとんしましょう 020 教育映画配給社 生活・道徳・特活
どうしてちらかるのか、どうしたら上手に整頓できるのかを、駅での切符の整理の仕方などを参考にしなが
ら考える。

●

ZP0100 H9年度 はたらく人たち　山ではたらく人 019 （株）共同映画社 社会科
山で木を育てる仕事に取り組む人々について描く。苗木の手入れ、シイタケ栽培、植林、下刈り作業、枝打
ち作業、伐採、昔の山仕事の様子を紹介する。

●

ZP0101 H9年度 くらしと空港 025 東京シネ．ビデオ 社会科
航空機時代といわれる現代航空機は、輸送の発達とともに私たちの生活を豊かにする。くらしの中で、空港
が果たす役割を紹介する。

●

ZP0102 H9年度 兄から弟へ（船のできるまで） 025 日本造船工業会 社会科
造船工として自分の手がけた船に乗船し、ペルシャ湾へ向かう兄が弟への手紙で船ができるまでを紹介す
る。

●

ZP0103 H9年度 蜜蜂のちえ 010 東映 算数・数学・理科
蜜や花粉を集めたはたらき蜂が巣に戻ると、８の字の踊りをはじめる。蜜の場所、味を教える踊りをする蜜
蜂の知恵について紹介する。

●

ZP0104 H9年度 たまごからヒトへ 030 シネサイエンス 算数・数学・理科
ヒトの男と女はどこが違うのか。ヒトはどのようにして生まれてくるのかなどの疑問に科学的に分りやすく答
える。生命の尊さについて考える。

●

ZP0105 H9年度 日本の気象 018 日本視覚教材 算数・数学・理科
日本の気象現象、四季の天気の原因と特徴を全編アニメーション技術で描き、日本の気象一般について考
える。

● ●
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ZP0106 H9年度
土地はどのようにしてできどう変化していくのだろ
う…

019 電通映画社 算数・数学・理科 地層や火山の種類や構造、でき方を解説する。土地がどのように移り変わってゆくのかを描く。 ● ●

ZP0107 H9年度 台風 020 東映 算数・数学・理科
毎年７月から１０月ごろにかけ、日本を何度もおそう台風の発生の原因とその特徴などを実験を用いながら
説明する。

● ●

ZP0108 H9年度 たてぶえ　小鳥がさえずるように 020 （株）学習研究社 芸術科
ある小学校、３年生のＡ君らがたて笛の学習をしている時期に、工場のおにいさん方の笛のアンサンブルを
聞く。Ａ君のたて笛の練習も熱をおびてきた。おにいさん方と学校での演奏会を開く。

●

ZP0109 H9年度 かみはんが 020 日本映画新社 芸術科
版画の素材や変化のある制作過程は子供の心をとらえる。紙版画の基本的な技法を理解するとともに、そ
の特徴に気づかせ、特徴を生かして心情を豊かに表現できるようにする。

●

ZP0110 H9年度 つるすかざり　モビール 030 東映 芸術科
糸や針金でつながり、風によって様々に形をかえるモビール。動く彫刻をいわれるモビールの作り方を紹介
する。

●

ZP0111 H9年度 落ちていたおかね 030 東映（株） 生活・道徳・特活
お使い途中に、落ちていたお金を拾った少年が警察へと届ける。拾ったお金を届けることがどのような意義
があるかを描く。

●

ZP0112 H9年度 勇気ある判断 030 三元プロダクション 生活・道徳・特活
お小遣いを貯めて買った大事な飛行機を犠牲にしてでも、けがをした少女を助けた子供の姿を通して、勇気
を持って行動することの大切さを描く。

●

ZP0113 H9年度 生活指導シリーズ安全な歩行 020 東映 生活・福祉
学級の友だちが交通事故で入院したことをきっかけに、踏切や道路の渡り方など、安全に歩行するための
注意点を学級全員で調べる

●

ZS0001 H9年度 生活とサービス 020 桜映画社 産業・技術
販売労働や事務労働など、広い意味でのサービス労働のもつ役割やその重要性について、デパートにお
ける販売や事務など具体的な仕事をもとに説明する。

● ● ● ●

ZS0002 H9年度 私たちを忘れないで 015 日本ユニセフ協会 外国語・国際理解 アジア、アフリカ、中南米の開発途上国の生活や環境を子供の立場で見る。 ● ● ● ●

ZS0003 H9年度 世界の屋根の子供たち 025 日本経済教育センター 外国語・国際理解 ネパールの子供たちの姿と医療や教育の現状を紹介する。 ●

ZS0004 H9年度 住みよい都市づくり～快適と安全をめざして～ 027 日本映画新社 生活・福祉
下水処理場の上部を公園とし市民のいこいの場とした東京三河島の例や、車の通行を禁じ歩行者専用道
路とした横浜市の例など、快適と安全をめざした都市づくりの例を紹介する。

●

ZS0005 H9年度 産業を支える力～素形材～ 027 日経映画社 学術・教養
金属やその他の素材で作られている複雑な形の部品。この部品を形づくる素形材の成形加工の過程をとら
えるとともに、素形材産業の果す役割りについて説明する。

●

ZS0006 H9年度 石油不足時代を迎えて～エネルギーと私たち～ 026 日本視聴覚教材センター 生活・福祉
産油国における石油の減産の問題や、安定供給を維持するための石油備蓄、新しいエネルギー開発の現
状、省エネルギーの必要性など石油不足時代への対応策について描く。

●

ZS0007 H9年度 よみがえる過疎の村 027 日本映画新社 生活・福祉
過疎法の適用をうけ村づくりを実施してきた岩手県田野畑村の、１０年にわたる努力の様子をとらえ、地域
開発の必要性について説明する。

●

ZS0008 H9年度 川が結ぶ緑の交流 028 日経映画社 生活・福祉 隅田川を上流にさかのぼり、源流までの間に、さまざまな自然を体験する子供の姿を描く。 ● ● ● ●

ZS0009 H9年度 心を育てる子供の遊び 020 日本シネセル 家庭教育 遊びはからだの成長だけでなく心の成長のためにも重要であることを考える。 ●

ZS0010 H9年度 子育ての中の基礎体力づくり（１）３～４才編 022 桜映画社 家庭教育 ３～４才期の子供の運動能力と体力づくりに対する親の在り方を考える。 ●

ZS0011 H9年度 子育ての中の基礎体力づくり（２）６～９才編 020 学研 家庭教育
６才から９才児を中心にとりあげ、この時期の子供たちの体力づくりの大切さや、その方法を、各地における
実践例をもとに説明する。

●

ZS0012 H9年度 新しい農業生産をめざして 028 日本経済教育センター 産業・技術
転作の問題、農作業と機械化の問題、農村における労働力など多くの問題点を抱える日本の農業の現状
とその対策について、千葉、石川、富山の各県の様子を事例としてに説明する。

●

ZS0013 H9年度 映像教材をつくる 021 毎日映画社 教育方法・学習者 自作の映画、録画教材の制作法とカメラ操作の実例を解説する。 ●

ZS0014 H9年度 ＯＨＰ教材の作り方 022 学研 教育方法・学習者 ＯＨＰ教材の自作方法を解説する。 ●

ZS0015 H9年度 会議の進め方～意志決定のための会議～ 025 東映 教育方法・学習者 ＰＴＡ委員会をモデルに会議を進めるための知識と技術を説明する。 ●

ZS0016 H9年度 会議の進め方～学習のための会議～ 025 東映 教育方法・学習者 バズセッション、パネルディスカッション、フォーラム、シンポジウムなど、学習のための会議形態を考える。 ●

ZS0017 H9年度
学校施設の解放子供たちの基礎体力づくりのため
に

020 日本シネセル 教育方法・学習者 休日等の学校施設開放に関する管理運営の在り方や各地の活動状況などを紹介する。 ●

ZS0018 H9年度 期待と協力～発展途上国の日本企業～ 030 日本経済教育センター 外国語・国際理解 発展途上国への企業進出と今後の在り方を考える。 ●

ZS0019 H9年度 飛べない紙ヒコーキ 032 学研 家庭教育
高校受験で悩む中学生が、知り合った勤労青年との係わりの中で、自ら進むべき道を感じとっていく。子供
の自立しようとする心の芽生に対する親の励ましの大切さを考える。

●

ZS0020 H9年度 ここがぼくらの森になる～都市と森林～ 030 日本環境協会 生活・福祉
長野での合宿訓練を終えた都会の子ども会の仲間たちが、持ち帰った昆虫を自然に帰そうと公園で放し飼
いにする計画を立てる。その過程の中で地域における緑の大切さを感じとっていく様子を描く。

●

ZS0021 H9年度 これからの漁業 029 日本経済教育センター 産業・技術
日本における漁業の歴史や現状を概観する。さらに２００海里時代における沖合漁業や沿岸漁業の重要性
とその対策など、漁業界のかかえる問題点についてとらえる。

●

ZS0022 H9年度 これからの高齢者雇用 027 ＴＢＳ映画 産業・技術
積極的に高齢者雇用を進め成果をあげている企業の実態を日本やアメリカの実例によりとらえる。高齢者
社会における雇用問題のあり方について考える。

●
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ZS0023 H9年度 ある旅立ち～２年Ｂ組田村洋子の場合～ 035 （財）日本経済教育センター 家庭教育
中学校で非行生徒と正面から取組み立ち直らせていく様子をドラマ化した。中学校や高校の特別活動の教
材に最適。

● ● ●

ZS0024 H9年度 視聴覚センターの働き 020 日本シネセル 学術・教養 視聴覚センターの果たす役割と備えるべき機能について解説する。 ●

ZS0025 H9年度 少年自然の家 030 共立 学術・教養 少年自然の家の役割と社会教育における少年教育施設の必要性を描く。 ● ● ● ●

ZS0026 H9年度 消費者を守る社会のしくみ 027 日本経済教育センター 生活・福祉 安全マーク、ＪＳＡ規格の検査や表示の解説と安全な商品を造る取り組みを紹介する。 ●

ZS0027 H9年度 税を考える～公共サービスと負担～ 025 日本経済教育センター 生活・福祉 税金とは何か。民主国家と税について考える。 ●

ZS0028 H9年度 たばこ　昭和史　心の歌 045 日本専売公社 学術・教養 昭和初期からの変動する時代の中でたばこと人とのかかわりを描く。 ●

ZS0029 H9年度 たばこ　ジャポニカ４００年 033 日本専売公社 学術・教養 たばこのたどった４００年の歴史を円生のユニークな語りでたどる。 ●

ZS0030 H9年度 楽しいバレーボール 030 東映 スポーツ・健康 バレーボールの基礎的技術をわかりやすく解説する。 ●

ZS0031 H9年度
男女平等への道国連婦人の１０年中間年世界会
議

040 日本経済教育センター 外国語・国際理解 １９８０年コペンハーゲン会議及びヨーロッパ取材で婦人問題をとらえる。 ●

ZS0032 H9年度 地域の活力～地場産業～ 027 日本経済教育センター 生活・福祉
各地にみられる地場産業の中から、甲府市の貴金属、燕市の食器、高岡市の木工・漆器、宮崎市の家具
などをとらえ、地場産業のもつ意義や地域経済とのかかわりについて説明する。

●

ZS0033 H9年度 手づくりの生きがい～生活文化の伝承～ 028 英映画 教育方法・学習者 伝統的な生活機能や生活文化の持つ良さを見直す。 ●

ZS0034 H9年度 日本の海運 020 日本シネセル 産業・技術
綿花や羊毛、小麦、大豆、木材など衣食住にかかわる原料の輸入、そして、工業原料の輸入と製品の輸出
など、日本の輸入出に果す海運の役割りを、現地の様子などを背景に説明する。

●

ZS0035 H9年度
光った水をとろうよ～幼児の知的好奇心をさぐる
～

021 岩波 生活・福祉 日常生活の中で幼児の動きに注目し、知的好奇心とは何かを探る。 ●

ZS0036 H9年度 炎よ創れ 034 貯蓄増強中委 家庭教育 焼き物の家業を通して三世代の温かい交流を描く。 ● ● ● ●

ZS0037 H9年度 彫る～棟方志功の世界～ 038 映研（株） 趣味・芸術 棟方志功の全貌を、その作品や青森の風土と合わせて描く。 ● ● ●

ZS0038 H9年度 水はよみがえる～流域下水道の役割～ 028 日本経済教育センター 生活・福祉
広域的な下水道として整備されている流域下水道の仕組みと現状を、大阪・寝屋川流域、東京・多摩川流
域などで行われている事例をもとに説明する。

●

ZS0039 H9年度 見てコアラの森よ～幼児の表現活動を探る～ 020 英映画 教育方法・学習者
動物園に遠足に行った園児たちが、動物の行動を自分たちの遊びの中で表現していくようすをとらえなが
ら、幼児期における創造性の芽を育てるための指導と環境つくりの大切さを説明する。

●

ZS0040 H9年度 緑の仲間 023 日本環境協会 生活・福祉 日本の自然を大切にし、子孫に伝えることを訴える。 ●

ZS0041 H9年度 明治　たばこ　ラプソディー 032 日本専売公社 学術・教養 狂奔する明治にあってたばこ産業の基礎づくりをした人々を描く。 ●

ZS0042 H9年度 輸送を考える～輸送構造の変化と国鉄～ 027 日本経済教育センター 生活・福祉 輸送構造の変化と輸送の現状をとりあげ国鉄の在り方を考える。 ●

ZS0043 H9年度 リーダーシップ　グループの成長とリーダーの役割 030 東映 教育方法・学習者 青年グループ活動の様子からリーダーの効果的な役割を考える。 ●

ZS0044 H9年度 老後を考える 027 英映画 生活・福祉 老後の生きがいについて事例を紹介し、高齢者の生き方を描く。 ●

ZS0045 H9年度 若者の目は燃えた～まだ還らぬ北方領土～ 029 日本経済教育センター 学術・教養
歯舞、色丹などの北方領土が、歴史上や国際条約上からも日本の領土であることを説明するとともに、か
つてこれらの島に居住していた人々の、島に対する思いを背景に早期返還を訴える。

●

ZS0046 H9年度 日本の内閣～その百年の歩み～ 040 ニュース映画連盟 学術・教養 明治１８年から７２代の内閣の歩みとわが国１００年の歴史を描く。 ● ● ●

ZS0047 H9年度 生物資源を保存する 018 科学技術庁 学術・教養 人間の乱開発で絶滅しかけている生物の種子保存を考える。 ● ●

ZS0048 H9年度
さわやかな風のように～ある統計調査員の記録
～

029 日本経済教育センター 生活・福祉
家計調査や労働力調査、小売調査など、国民生活に大きなかかわりをもつ統計調査の実態を、調査のた
めに活躍する調査統計員の姿に焦点をあてとらえている。

●

ZS0049 H9年度 共に生きる～ボランティアの喜び～ 028 日本経済教育センター 生活・福祉
美術館を訪れる人々のために館内を案内するボランティア、離島の人々のために書籍や雑誌などの寄贈を
はかるボランティアグループなど具体的事例をあげ、参加した動機や活動内容を紹介する。

● ● ●

ZS0050 H9年度 これだけは知っておこう～地震の知識と対策～ 031 日本経済教育センター 生活・福祉 地震のしくみをアニメで図解し、地震対策を解説し、さまざまな対応を示す。 ● ● ●

ZS0051 H9年度 日本の婦人は今 028 日本経済教育センター 教育方法・学習者 わが国の婦人問題について認識を深めるため、婦人の現状を紹介する。 ●

ZS0052 H9年度 ミシシッピ川流域をたずねて 027 日本経済教育センター 学術・教養
ミシシッピ川の上流部から下流部へと、その流域の農業地帯をとらえ、農村の生活や人びとの考え方や機
械化された農業技術など特徴ある様子を描く。

● ●
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ZS0053 H9年度 ものしり博士の　国勢調査ゼミナール 027 日本経済教育センター 生活・福祉
５年ごとに実施される国勢調査の歴史とそのねらいや、調査内容と結果の活用、調査にかかる個人の秘密
保護の問題などについて説明する。

●

ZS0054 H9年度 サケを育てる家族 030 貯蓄増強中委 生活・福祉
辺地のサケマスふ化場に働く家族。少年は、辺地での不便な生活のため父の仕事に不満をもつが、ふ化
の仕事を手伝っていくうちに、自分の考えが間違っていたことを知る。

● ● ● ●

ZS0055 H9年度 豊かな高齢期 030 英映画 生活・福祉 高齢者の知識技能を社会教育に生かす人材バンクやシステムを考える。 ●

ZS0056 H9年度 豊かな暮らしの落とし穴～自立する消費者～ 027 日本経済教育センター 生活・福祉
消費者保護基本法の制定や、行政機構の整備など消費者保護についての歴史を示すとともに、近年にお
けるクレジットカードや、訪問販売に係るトラブルを取り上げ、消費者として何が大切かを考える。

● ●

ZS0057 H9年度 豊かな消費生活とゴミ 028 日本経済教育センター 生活・福祉
家庭から出されるゴミの現状とその処理の問題点について描くとともに、ゴミの資源化や再利用などの対応
策について具体的に説明する。

●

ZS0058 H9年度 緑と人々の暮らし 027 日本経済教育センター 生活・福祉
森林と人々の生活とのかかわりや、緑の果たす役割り、森林の生態系についてとらえ、積極的に緑を育て
ていくことの必要性を説明する。

● ● ●

ZS0059 H9年度 老化　人の体はなぜ老いるのか 028 科学技術庁 スポーツ・健康
視力の衰えや体力の低下など人間の体の老化現象を、生物学的な視点でとらえ、細胞の働きが年代ととも
に低下し、老化へつながることを説明する。

● ● ●

ZS0060 H9年度 よりよく生きるために～生涯教育～ 027 日本経済教育センター 教育方法・学習者
生涯教育奨励員をおき、地域ぐるみの活動を行っている秋田の事例や、学校解放や図書館、公民館にお
ける事例など各地で行っている生涯教育の現状をとりあげ、その意義について説明する。

●

ZS0061 H9年度 愛のある町～ボランティアの心～ 035 日本経済教育センター 生活・福祉
街角で病にあい、その場を助けてくれた一人ぐらしのおばあちゃんに、お礼の意味をこめ週１回夕食を届け
る主婦が、次第にボランティア活動に関心をもち、自分なりの生きがいを見い出していく様子を描く。

● ●

ZS0062 H9年度 たくさんの愛をありがとう 035 新生映画 生活・福祉
脳性マヒのため手足や言葉に障害をもつ池田久美子さんが、老人ホームへ一年間ボランティアとして参加
した。お年寄りの介護を通じて得た心のふれあいや、老人たちとの出会いと別れを描く。

● ● ● ●

ZS0063 H9年度 緑とわたしたち 022 科学技術庁 生活・福祉 緑が急激に減少し、未来を脅かすともいわれる緑に対して何が必要か考える。 ● ● ●

ZS0064 H9年度 日本の科学技術～明日の日本を支える力～ 030 日本シネセル 産業・技術 これからの科学技術を考えるために発展の歴史、技術の現状を考える。 ● ● ●

ZS0065 H9年度
わが国のエネルギーはどうなる～その現状と展望
～

027 日本経済教育 生活・福祉
日本におけるエネルギー需給の現状や問題点をとらえる。安定供給を図るための施策などについて具体的
に示し、さらに今後の見通しや対策について説明する。

●

ZS0066 H9年度 明日をひらく新素材 030 科学技術庁 学術・教養 ミクロの世界をコントロールして新しい物質を作り出す、その開発技術と展望を描く。 ● ● ●

ZS0067 H9年度 ぼくたち私たちの仲間 030 少年団体活動 生活・福祉 豊かな心と体を育てる遊び、仲間づくりの必要性を子供の姿で訴える。 ● ● ●

ZS0068 H9年度 世界の婦人たちは～平等発展平和をめざして～ 027 日本経済教育 外国語・国際理解
ケニヤ、ナイロビで開催された「国連婦人の１０年」世界会議の様子を記録し、フランスやアメリカをはじめ多
くの国々で、地位向上のために活躍する婦人たちの姿をとらえる。

●

ZS0069 H9年度
快適な環境をつくるアメニティタウンの実現をめざ
して

026 毎日映画社 生活・福祉 欧米の環境づくりの紹介や日本の事例をもとにアメニティの関心を描く。 ● ● ● ●

ZS0070 H9年度 日本の港～物流を支える～ 027 日本経済教育 学術・教養 今港は経済の発展と共に大きく様変わりし、多様な姿に変ってきていることを描く。 ● ● ●

ZS0071 H9年度 わるくなったというけれど～幼い自我の成長～ 019 学研 家庭教育 幼児前期の子供の奥にかくれている自我の芽生え、心の成長を考える。 ● ●

ZS0072 H9年度 巣立ちゆくむれ～蕪島のウミネコ～ 025 八戸工業大学 学術・教養
蕪島に育つウミネコの生態を描く。２月下旬に島にもどり、産卵や子育てを終え、グループを形成し旅立ちを
する８月上旬までの様子をとらえる。

● ● ●

ZS0073 H9年度 サンエンスグラフィティ～科学と映像の世界～ 026 富士フィルム 学術・教養 顕微鏡撮影、高速度、微速度の映像、赤外線、Ｘ線、レーザー映像などを紹介する。 ● ● ●

ZS0074 H9年度 明日へ歩む～国際障害者年の記録～ 030 日本経済教育センター 学術・教養
国際障害者年として１年間にわたって繰りひろげられた行事の様子をとらえるとともに、障害というハンデを
克服し、明日へ向って力強く生きていく障害者の姿を描く。

●

ZS0075 H9年度 これからの空港～航空機時代に応えて～ 027 日本経済教育センター 学術・教養 わが国の航空輸送の現状と直面する問題、整備の三大プロジェクトを説明する。 ● ● ●

ZS0076 H9年度 家族旅行～統計と国民生活～ 026 日本経済教育センター 生活・福祉 国勢調査の必要性をドラマ構成でわかりやすく描く。 ●

ZS0077 H9年度 地震予知～その最前線～ 030 科学技術庁 学術・教養
日本列島周辺の震源分布状況や、地震発生の原理を説明し、さらに地震予知のための対策などについ
て、予想される東海地域に焦点をあて説明する。

● ●

ZS0078 H9年度 社会教育における放送利用 030 学研 教育方法・学習者 放送利用のさまざまな形態を示し、学習の援助促進の方策紹介する。 ●

ZS0079 H9年度 コンピュータと私たちの暮らし 029 日本経済教育センター 産業・技術
コンピュータの発達過程を紹介し、現在、産業界やオフィスの事務処理にと多方面にわたって活用されてい
るコンピュータの利用の現状を解説する。

● ● ●

ZS0080 H9年度 日本の原子力開発利用 026 科学技術庁 学術・教養 安全確保を前提に進められた我が国の原子力研究開発利用の現状と展望を考える。 ● ● ●

ZS0081 H9年度 楽しい水泳教室～初めて泳ぐ人のために～ 026 東映 スポーツ・健康
初めて泳ぐ人のために、水に慣れること、水の中での様子、浮き方、進み方など水泳の練習法について紹
介する。

● ● ● ●

ZS0082 H9年度 川と街～みんなで考える都市河川～ 028 日本経済教育センター 生活・福祉
都市型洪水の現状やその原因を探るとともに、その対策としての東京神田川の地下分水路や、名古屋の
地下調節池の設置など都市河川における災害予防の実態をとらえる。

● ● ●
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ZS0083 H9年度 Ｂ．Ｇ広場～組織づくりと活動の芽ばえ～ 029 Ｂ＆Ｇ財団 スポーツ・健康 ＢＧ財団が進める市民スポーツ振興の事例をあげ、楽しい広場づくりを紹介する。 ●

ZS0084 H9年度 ロボットとともに 025 科学技術庁 学術・教養
産業用のロボットの、それぞれのもつ機能を説明するとともに、それらの機能を生かし実用化されている様
子を、具体的にとらえ紹介する。

● ● ●

ZS0085 H9年度 新燃料を運ぶ～原子力平和利用の動脈～ 020 科学技術庁 学術・教養 工場でできあがった燃料集合体が原子力発電所に運ばれる過程を、燃料を運ぶ運転手を中心に描く。 ● ● ●

ZS0086 H9年度 私たちの婦人会館 030 学研 学術・教養 婦人会館での活動をとらえ、その在り方や施設の役割について説明する。 ●

ZS0087 H9年度 はばたく日本の翼 025 テレビ朝日 学術・教養 日本の航空機産業をさまざまな技術面で詳細に解説。 ●

ZS0088 H9年度 親の扶養を考える 032 共立 生活・福祉 老人の面倒を誰がみるか、実情をドキュメントに追う。 ●

ZS0089 H9年度 医療先端技術～ハイテクが生む大いなる福音～ 032 日本経済教育センター 学術・教養
白内障に悩む患者のための人工水晶体移植手術や、腎臓結石破砕装置、人工中耳移植など進歩した現
代医療の技術を紹介する。

● ●

ZS0090 H9年度 森林へのいざない 027 日本経済教育センター スポーツ・健康
森林が人々の憩いの場として利用されている様子を西ドイツを訪ね紹介する。また、日本人と森とのかかわ
りあいや、森林教室、フィールドアスレチックなど森林を利用した各地の活動も紹介する。

● ● ●

ZS0091 H9年度 内閣制度創始百周年記念式典 020 ニュース映画制作者連 生活・福祉 明治１８年に始まって昭和６０年に１００年を迎えた内閣制度記念式典の様子を描く。 ● ● ●

ZS0092 H9年度 原子力の平和利用を守る 022 日本シネセル 生活・福祉
国際原子力機関に加盟し、核拡散防止条約による査察を受ける我が国の原子力平和利用に努力する姿を
描く。

● ●

ZS0093 H9年度 明日の親のための学級 021 英映画 教育方法・学習者
昭和５６年度から実施されている「明日の親のための学級」の目的や意義を、川崎市や松本市の実施状況
や学習に参加している人びとの声などを背景に説明する。

●

ZS0094 H9年度 みる　きく　たしかめる～創りだす自分のせかい～ 021 岩波 教育方法・学習者
顔をかくし登園する１人の園児が、時間の経過とともに次第に自分の世界を創りだしていく様子をとらえる。
保育者として好ましい指導のあり方とは何かについて考えさせている。

●

ZS0095 H9年度 婦人のライフサイクルと学習課題 020 東映 教育方法・学習者 婦人のライフサイクルの大きな変化と自分に沿った計画的な学習の必要性を説く。 ●

ZS0096 H9年度
いいこといいこと考えた～遊びでひろがる数量の
世界～

021 岩波 教育方法・学習者
子供たちが、遊びの中で大小や高低、時間、距離など数量に対するさまざまな体験をつんで行く過程を、一
幼稚園での様子を例に紹介する。その際、保護者は子供達にどのように係わればよいか考える。

●

ZS0097 H9年度
子どもはうったえている～幼児と保育者のかかわ
り～

021 岩波 教育方法・学習者
幼稚園で、目的もなく遊んでいる姿と、それと正反対に同じ子供がいきいきとしている姿の二つの面をとら
え、その違いは何か、それに対し保育者としてどうとらえ対処すべきかを考える。

●

ZS0098 H9年度 ルーブル美術館～けんらんたる人類の遺産～ 120 フジテレビ 趣味・芸術 所蔵２５万点の中から絵画、彫刻等を年代を追って紹介する。（４本組） ● ● ● ●

ZS0099 H9年度 こころをひらく～育ちあいをもとめる保育～ 021 岩波 家庭教育
多くの園児とともに活発に動きまわる障害児の様子を、ある幼稚園で追う。障害をもつ幼児に対し、保育者
としてなすべき事について考える。

●

ZS0100 H9年度
ふるさとの森をつくる～隠岐、酒田からのよびかけ
～

025 東京シネビデオ 生活・福祉 布施村と酒田市における森林の保全についての取り組みを紹介し、森林保護の大切さを訴える。 ● ● ●

ZS0101 H9年度 お父さんの勲章 035 日本経済教育センター 家庭教育
暴走族の仲間入りをした少年と、子供を暴走族から引きもどそうとする親、そして暴走族の世界をドラマで
描き、少年非行について考える。

●

ZS0102 H9年度 ガンに克つ～その解明と予防～ 027 日本経済教育センター スポーツ・健康
現在解明されつつある発がん機構や、がん細胞の特徴をとらえるとともに、発がん要因をとり除くことの大
切さや、早期発見の必要性について解説する。

●

ZS0103 H9年度
みどりぐみこうじげんば～幼児の自己充実をもと
めて～

021 オーストラリア政府 教育方法・学習者
みどりぐみの子供たちが砂場を街でみた工事現場にみたて、その中で色々な工夫をこらし協力しあいなが
ら活動する。その様子をとらえ、幼児期における自己充実の芽を育てていくための指導法を説く。

●

ZS0104 H9年度 カンガルー　第一部～その一生～ 013 オーストラリア政府 学術・教養 カンガルーの発生について説明、食生活、生態等も考える。 ● ● ● ●

ZS0105 H9年度 カンガルー　第二部～その種類～ 012 オーストラリア政府 学術・教養 ロックワラビーや木登りカンガルーなど環境に適合した生息状態を紹介する。 ● ● ● ●

ZS0106 H9年度 原野にて 008 オーストラリア政府 学術・教養 オーストラリアに生息する動物を紹介する。 ● ● ● ●

ZS0107 H9年度 オーストラリアの北西部 011 オーストラリア政府 学術・教養 肉牛、綿花、鉄鉱石などオーストラリア北西部の様子を紹介する。 ● ● ● ●

ZS0108 H9年度 私達の国オーストラリア 012 科学技術庁 学術・教養 オーストラリアの風土、自然、農業、産業、生活等を紹介する。 ● ● ● ●

ZS0109 H9年度 海～２１世紀のフロンティア～ 020 岩波 学術・教養 人類にとって残されたフロンティアである海にスポットを当て、海洋開発の新しい姿を紹介する。 ● ● ●

ZS0110 H9年度 とぶ～飛ぶと跳ぶの関係～ 020 日本ユニセフ協会 学術・教養
「飛ぶ」と「跳ぶ」の関係を、推力を中心にとらえ、いろいろな現象や実験により、その間に共通に働く原理に
ついて気づかせる。

● ● ● ●

ZS0111 H9年度 水と生命 018 東映 外国語・国際理解 アジア、アフリカ、中南米開発途上国の住民とユニセフの活動を紹介し、国際援助の必要性を訴える。 ●

ZS0112 H9年度 母と子の体力づくり～家庭、学校、社会の連携～ 029 東映（株） スポーツ・健康
子供の体力づくりの重要さを知り、家庭、学校、地域が一体となって考えていかなければならないことを説
く。

●
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ZS0113 H9年度 親の目子の目とうさんがんばれ私もいっしょ 030 民教協 家庭教育 地域の文化施設の継続利用を目標に個人学習に努める父親と、これを支援する家族の様子を紹介する。 ● ● ●

ZS0114 H9年度
幼児と人間シリーズ遊びと友だち～社会性を育て
る～

027 日本経済教育センター 家庭教育
幼児は遊びやけんかを通して自分と同じ要求を持つ人間の存在を知る。幼児の社会性を伸張するための
方法を説く。

●

ZS0115 H9年度 わが国の野菜供給のしくみ 029 日本経済教育センター 生活・福祉
野菜の生産地の様子や農家の品種改良のための努力の様子から野菜が一年を通じて消費者に供給され
るための全国ネットワークの仕組みを説明する。

●

ZS0116 H9年度 高齢者就業の道 027 東映 産業・技術
ミニバスの運転手として働く人、銀行で相談員として活躍する人、再就職を希望し職業訓練所で学ぶ人など
高齢者雇用の現状をとらえ、高齢者就業の問題について考える。

●

ZS0117 H9年度 趣味のある老後 030 日本経済教育センター 趣味・芸術
工芸、音楽、詩作の楽しみを持ち、明るく生活するお年寄りの姿を紹介し、高齢者にとっての生きがいと趣
味の関係を考える。

●

ZS0118 H9年度 食料を考える～ヨーロッパの食生活をみて～ 025 民教協 生活・福祉 ヨーロッパの食生活、食料事情をみながらさまざまな問題を考える。 ●

ZS0119 H9年度 親の目子の目子はカスガイ 030 民教協 家庭教育 母が家をあけた間の父と３人の子供の奮闘ぶりを描き、夫婦、子供の望ましい在り方を考える。 ●

ZS0120 H9年度 親の目子の目海は私の絵本～我が子の受験～ 030 民教協 家庭教育 進路の選択時期にある子供の心と母親のかかわりをドラマ化して描く。 ●

ZS0121 H9年度 親の目子の目父さん僕就職する 030 学研 家庭教育
五島の中学校を卒業し、家業の漁業を継ぐことにした少年の期待や挫折と、親の不安を描いたドキュメン
ト。

● ● ●

ZS0123 H9年度 十代の性と愛 032 日本経済教育センター 生活・福祉 中高校生を持つ親に、十代の少年少女特有の性や愛、正しい対応の仕方を考える。 ● ● ● ●

ZS0124 H9年度 原子力発電とその安全性 029 学研 生活・福祉
原子力発電に対する不安、疑問に答え安全のためのシステムや装置を紹介し、原子力発電の安全性を考
える。

● ● ●

ZS0125 H9年度 脱　運動不足病 030 岩波 スポーツ・健康 種々の運動不足から起こる病気の説明と病気予防のための運動の必要性を説く。 ●

ZS0126 H9年度 あそぶ～狐狗狸さんの事～ 020 岩波 学術・教養
小・中学生の間でひそかに流行を繰り返している「こっくりさん」。現代の子供たちは、こっくりさんのお告げ
をどう受けとめているか、また、こっくりさんの正体を興味深く解説する。

● ● ●

ZS0127 H9年度 東京オリンピックへの道（上・下） 070 毎日新聞社 スポーツ・健康 第一回アテネ大会から東京オリンピックまでの各大会で活躍した日本人の姿を描く。 ● ● ●

ZS0128 H9年度 学級集団の成長～ある教師の保育日誌から～ 021 岩波 教育方法・学習者 幼児教育の中で自発性や創造性は大切なことである。若い教師の記録を紹介する。 ●

ZS0129 H9年度
実りある学習のために～学級講座の開設のため
に～

028 学研 教育方法・学習者 社会教育の主要な学習形態である学級、講座の開設にあたって基本的知識や、運営技術を解説する。 ●

ZS0130 H9年度 私たちが支える私たちの鉄道 027 日本経済教育 学術・教養
国鉄の民営分割時代を迎え、地域の足として定着させるための試みを、本州最北端を走る大畑線や、三陸
鉄道、南阿蘇鉄道など全国各地に取材し紹介する。

●

ZS0131 H9年度 先生は演出家？　保育を見なおす 020 桜映画 教育方法・学習者
園児たちによる劇遊びの進め方をめぐり、クラス担当者会議で話し合い、保育をより充実したものへと高め
ていくことの重要さを、ある幼稚園での保育の様子を背景に説明する。

● ●

ZS0132 H9年度 航海の安全を守る 031 日本経済教育センター 学術・教養 船舶の安全航行のための施設、機器の紹介と活動を紹介する。 ●

ZS0133 H9年度 ダム　その役割 029 日本経済教育センター 学術・教養
生活用水や農業用水、工業用水にと、水を安定的に配分・供給するためのダムの役割りを、利根川水系に
みられる多くのダムを例にとりあげ説明する。

●

ZS0134 H9年度
大自然の中のふれあい～新入生のオリエンテー
ション～

032 学研 学術・教養
栃木県のある中学校が実施した、少年自然の家における二泊三日の新入生オリエンテーションの記録で、
寝食をともにし、大自然の中で成長していく子供たちの様子を描く。

●

ZS0135 H9年度 エイズってなに？ 020 学研 スポーツ・健康
細菌とウイルスとの違いを明らかにするとともに、エイズウイルスと他のウイルスの違いや、エイズウイルス
の体内を犯す仕組みについてとらえ、予防のためのポイントなどを具体的に説明する。

● ● ● ●

ZS0136 H9年度 レアメタル～先端技術を支える元素～ 025 科学技術庁 学術・教養 航空機エンジン等に使用する新しい金属の開発の様子をレアメタルの性質の解説とともに見る。 ●

ZS0137 H9年度 日本型食生活～風土がはぐくんだ食生活～ 030 日本経済教育センター 生活・福祉 日本の食生活の歴史、風土が作った食文化を見ながら望ましい姿を考える。 ● ● ●

ZS0138 H9年度 パリオの祝祭～古都シエナに生きる馬の伝統～ 047 農林放送事業団 学術・教養 イタリアの古都シエナに、生きつづける伝統の祭りを克明に取材し紹介する。 ●

ZS0139 H9年度 バイオテクノロジー～農業の明日が変わる～ 030 日本経済教育センター 学術・教養 バイオテクノロジーの研究開発の現状応用例を解説する。 ●

ZS0140 H9年度 人工知能コンピュータは人間を超えられるか 029 日本経済教育センター 学術・教養 人工知能型コンピュータの研究開発、また未来への展望を紹介する。 ● ●

ZS0141 H9年度 橋は生きている 034 山陽映画 産業・技術 最新の科学技術の粋を集めて完成した瀬戸大橋の全容を描く。 ● ● ● ●

ZS0142 H9年度 拓本に親しむ 021 新生 趣味・芸術
中国、竜門石窟に残る仏像とその造像記をもとに拓本の歴史や意義を説明する。また、拓本をとるにあたっ
ての留意点について、高校生による採拓の実際をとらえ説明する。

● ●

ZS0143 H9年度 タカちゃんくるまをつくる～先生のかかわり～ 022 岩波 教育方法・学習者
自由な遊びの中で車づくりに熱中する園児と、園児の行動をやさしく見守りかかわりあう教師の姿を、ある
幼稚園の１日を通してとらえ、園児の行動に対し、教師として望ましいあり方を考える。

●
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ZS0144 H9年度 がんばったねお母さん 039 学研 生活・福祉
自分中心の考えから働く母に不満を抱く小学４年の女の子が、母の会社勤め１０周年記念を機会に、次第
に母の立場を理解していく心の変化をとらえる。

● ● ● ●

ZS0145 H9年度 火山列島日本 025 科学技術庁 学術・教養 火山列島である日本の噴火予知の現状や課題を説明する。 ● ● ● ●

ZS0146 H9年度 よりミクロな世界へ～日本の先端技術～ 025 科学技術庁 学術・教養
日本の先端技術は、ミクロンからナノメートルの世界に進歩していく。ＬＳＩ、ロボット、光ファイバー、バイオテ
クノロジー、新素材など身近な産業からより最先端のプロジェクトまでを紹介する。

● ● ●

ZS0147 H9年度 変りゆく地場産業～伝統技術とハイテク～ 030 日本経済教育センター 学術・教養 伝統的な技術を伝えてきた地場産業がハイテクをとりこみ変ろうとしている現状を紹介する。 ●

ZS0148 H9年度
原子力発電　仕組みと安全性～エネルギー安定
確保のため～

028 日本経済教育センター 生活・福祉 取材を通して、原子力発電の仕組みや安全性を描く。 ●

ZS0149 H9年度 国際交流　私たちの場合 031 日本経済教育センター 外国語・国際理解 草の根レベルの市民同志の交流を美しい北海道の自然を背景に紹介する。 ● ● ● ●

ZS0150 H9年度 先生ってなあに～５才児の保育を考える～ 022 岩波 教育方法・学習者 ５歳児保育の難しさを探り、先生の役割を考える。 ● ●

ZS0151 H9年度
カマルグの白い馬～湿原に駆ける牧童たちの夢
～

047 農林放送事業団 学術・教養 人と馬の文化シリーズ作品、フランスローヌ河口地方の馬と牧童たちの姿を描く。 ●

ZS0152 H9年度 青春の集い～これからの青少年教育施設～ 020 学研 学術・教養 若者たちの願いを探りながら、青少年育成の施設のあり方を考える。 ●

ZS0153 H9年度 語りの伝承は今～お母さんもっとお話を～ 033 新生映画 家庭教育
小さな家庭文庫を開き子供たちに昔話しを伝える渡辺さん、日常生活の中で伝承の昔話しを語り、子供た
ちに伝える二宮さん一家の様子と語り合いを通した子供たちとの心のふれあいを描く。

●

ZS0154 H9年度
放射線ってどんなもの～私たちの暮らしと放射線
～

025 科学技術庁 学術・教養
放射線とはどういうものかを分りやすく解説し、医療、工業、農業など様々な分野で有効に利用されている
実態と、原発の環境モニタリング、原発汚染食品に対する検疫・検査体制をとりあげる。

●

ZS0155 H9年度 アンダルシアに生きる　馬と祭り 047 農林放送事業団 外国語・国際理解
スペイン南部に広がるアンダルシア地方の馬と人々の生活の関わりを描き、闘牛やアルハンブラ宮殿な
ど、スペインの伝統や美しさを紹介する。

●

ZS0156 H9年度 災害に備えて～わが町の防災体制～ 029 日本映画新社 生活・福祉
災害に備えて、住民の防災意識の啓蒙と住民レベルでの防災意識を持つ必要性を訴える。酒田大火や宮
城沖地震の教訓や、地域における自主防災組織の活動などを紹介する。

●

ZS0157 H9年度 美しい未来へ～自然保護を考える～ 028 読売映画 生活・福祉
日本の素晴らしい自然は、今、急速に失われつつある。美しい日本自然と野生動物を紹介しながら、自然
を守るための人々の努力も描き、自然保護の大切さを訴える。

●

ZS0158 H9年度 コンピュータを生かす～数学、理科での活用～ 020 学研 教育方法・学習者
普通教室でのコンピュータの活用例を紹介する。数学では授業形態別の特徴ある活用例をとりあげ、理科
では機能を中心とした活用例をとりあげ、それぞれの有動性を訴える。

●

ZS0159 H9年度 保育のおとし穴 021 岩波 教育方法・学習者
幼児は身近な自然とかかわり、それを遊びに取り入れながら知的欲求を満足させていく。幼児と自然のか
かわりやその中での保育者の在り方を、現実の保育の場で探る。

●

ZS0160 H9年度 お母さんの白い杖 032 新生映画 生活・福祉
眼の悪い母親の白い杖がわりとなり助けていた５才の幼児が交通事故で死んだ。その後の家族の悲しみ
や、怒りと被害者に対する地域の暖かい励ましを紹介し、思いやりの大切さを訴える。

●

ZS0161 H9年度
新材料の世界　複合材料からインテリジェント材料
へ

025 科学技術庁／毎日映画社 産業・技術
身の回りの物を作る材料にはこれまで鉄、プラスチックなどの単一材料が使われていた。現在は、ＦＲＰの
ような複合材料も多く使われるようになり、今後は環境に応じて変化していく材料が求められていることを紹
介する。

● ●

ZS0162 H9年度 暑くなる地球～地球温暖化と科学技術～ 025 科学技術庁／朝日映像 学術・教養
地球温暖化の原因である二酸化炭素にスポットを当て、二酸化炭素の発生源である火山や工場、自動車、
発電を取り上げ、地球環境の歴史的変化や代替エネルギーの開発について考える。

● ● ●

ZS0163 H9年度 これからの街づくり 030 東京シネ・ビデオ 生活・福祉
ふるさと創生運動に拍車のかかった地域の活性化と快適な暮らしを求める人々の意欲的な活動が、全国
各地に個性的で魅力的な街づくりを展開している。それらの事例を紹介する。

●

ZS0164 H9年度 放射線の利用～その有効性と広がる未来～ 030
毎日映画社／日本経済教育セ
ンター

学術・教養
放射線発見の歴史を振り返りながら、その種類と性質を解説し、今日の医学的利用、農業、産業、文化利
用など、広範な有効利用の実際を具体的に紹介する。

● ● ●

ZS0165 H9年度 津軽凧 012 岩波 趣味・芸術
弘前市の中野啓造さんは数少ない凧絵師の一人である。みちのくの城下町と岩木山の寒風に天高く舞い
上る津軽凧、それを作りつづけている職人芸を描く。

● ● ● ●

ZS0166 H9年度 南部杜氏 034 岩波 学術・教養
古くから行われてきた日本酒造りの習俗は貴重な民族文化財であるが、現在は科学技術の導入、社会構
造の変化などで大きく変わってしまった。往時の酒造り技術を描く。

●

ZS0167 H9年度 大草原の祭ナーダム～モンゴルの人と馬～ 047 農林放送事業団 外国語・国際理解
七月、モンゴルの各地方でナーダムの祭りがある。ナーダムとはモンゴル語で「遊ぶ」という意味で、モンゴ
ル相撲や少年競馬などが村を上げて行なわれる。モンゴルの自然に生きる人と馬を描く。

●

ZS0168 H9年度 わが子を伸ばす親の一言 029 東映 家庭教育
子供のやる気を育てるのも、摘んでしまうのも親の態度や言葉ではないか。親のちょっとした工夫や言葉の
ニュアンス、態度を改めることで子供のやる気を引き出せることを考える。

●

ZS0169 H9年度 せんせい・せんせい～三才児の世界～ 021 岩波 教育方法・学習者
３才児のクラスの朝。思いがけない喧嘩が起った。ツヨシ君に押されて、トモ君がケガをしたのが原因のよう
だ。この映画は３才児と先生の生活をありのままに記録した幼稚園の指導用教材である。

●

ZS0170 H9年度 宇宙で生まれる新技術～無重力環境への挑戦～ 025
科学技術庁／ＮＨＫプロモー
ション

学術・教養
宇宙空間は行く時代から利用する時代となった。微小重力の環境により、地球では造れない素材の開発が
可能になる。スペースシャトルでの日本人による実験など日本の宇宙開発や研究を紹介する。

●

ZS0171 H9年度
明日を科学する光～放射光～大型放射光施設Ｓ
ｐｒｉｎｇ－８

023 科学技術庁／日本映画新社 学術・教養
金属原子の配列など、より細かなものを見るために必要な放射光。医学、化学、物質科学などへの応用例
と、原子を光の速度に加速し放射光をとり出す大型放射光施設Ｓｐｒｉｎｇ８を解説する。

● ● ●

ZS0172 H9年度 幼児とことば 029 学研 家庭教育
幼児期における言葉の基礎づくりは、人間形成に大きなかかわりを持っている。２～４才という言語的臨界
期を中心にその言語的環境づくりのあり方について考える。

●

ZS0173 H9年度
自立発展という名の木を植えよう～国際協力の現
場から～

027 日本経済教育センター 外国語・国際理解
青年海外協力隊の若者たちの活動を通じて、国民に、日本の国際協力事業の実情を紹介し、我が国の人
的貢献について考える。

● ● ●
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ZS0174 H9年度
リサイクル社会をめざして～ごみ再資源化への道
～

030 日本経済教育センター 生活・福祉
私たちの生活から発生するゴミは処理しきれない状況になってきており、ゴミ減量化とともに、資源のリサイ
クル使用が求められていることを訴える。

● ● ●

ZS0175 H9年度 水はいのち　～水資源を大切に～ 028 日本経済教育センター 学術・教養
日常生活で何気なく、当たり前に使っている水に対して、私たちはどれくらいの知識を持っているか。生命を
支える水の誕生から、人と水の係りを描き、水の大切さを訴える。

● ● ●

ZS0176 H9年度 明日に挑む科学技術～日本のロボット～ 028 日本経済教育センター 産業・技術
産業ロボットは我が国の科学技術の成果であり、産業の中心的な担い手として知能ロボットへの道を歩ん
でいる。ロボットがどこまで人間に近づきつつあるかを、開発研究の現状とともに紹介する。

● ● ●

ZS0177 H9年度 ＮＯ！と言うのも親の愛 030 東映 生活・福祉
落語家、三遊亭円楽がエピソードをまじえて語る辛口家庭教育論をベースに、子どもの真の幸せとは何
か、立派に育てるために親は何をなすべきかをドラマ形式で問いかける。

●

ZS0178 H9年度 きえちゃんのイメージ　～保育の記録から～ 021 岩波 家庭教育
幼児期は思考力の芽生えを育む大切な時期である。旺盛な好奇心や探求心を伸ばしていくためには、教
師はどのように指導すればよいのだろうか。現実の保育の記録から、この問題を考える。

●

ZS0179 H9年度 天馬のふるさと　～天山北路～ 045 農林放送事業団 外国語・国際理解
天山山脈の北の草原を行く古代シルクロードの一つ、天山北路。今なお騎馬遊牧の人々の暮らしが二千年
の時を隔てて続けられている。天山北路を辿りながら様々な歴史と人々の暮らしを紹介する。

●

ZS0180 H9年度 女たちの選択－男女共生時代－ 030 学研 生活・福祉
子育ての問題を抱えたあるニューサーティの夫婦のトラブルをドラマ化し、提示している。家庭的な面あるい
は社会的な面で、男と女がどのように変わっていかなければならないかを考える。

●

ZS0181 H9年度 エイズの予防 020 学研 保健体育科
エイズウイルスの性質や感染の仕方、病気の進み方に関する正しい知識を背景に、エイズを予防するため
のポイントを小項目に分けてわかり易く、また、実際的に解説する。

● ● ● ●

ZS0182 H9年度 ババロワさん　こんばんは 024 ヒューマンライフ・シネマ 学術・教養
地球をわがもの顔で占領支配し、破壊していく人間の傲慢さ、愚かさをババロワさんという異星人を登場さ
せ表現し、アニメーションで描く。

● ●

ZS0183 H9年度 高校生のボランティア入門～地球人になろう～ 030 リュック 生活・福祉
ボランティア学習を通してさまざまな体験をしている高校生たちを、全国各地に訪ねる。ボランティア学習と
して、何をしていいか迷っている高校生、どんな方法で進めるかを考える。

● ●

ZS0184 H9年度 私たちの北方領土～新たなる一歩へ～ 027 日本経済教育センター 生活・福祉
ロシアが千島列島に現れる一世紀前に、松前藩が東蝦夷地を調査し幕府に自藩領として届けたことから歴
史を追って、現在に至るまでをアニメと実写映像により史実を紹介する。

● ●

ZS0185 H9年度 地球の環境を守るために～環境科学の最先端～ 030 日本経済教育センター 生活・福祉
地球環境問題の解決のため、日本の行政、学界、産業界等が取り組んでいる新しい技術やシステムの開
発を紹介しながら、環境問題への理解と環境保全のため私たちにできることのヒントを提供する。

● ● ●

ZS0186 H9年度 ＳＴＯＰ　ＡＩＤＳ～エイズの正しい知識と予防～ 025 学研　日本経済教育センター スポーツ・健康
エイズとはどんな病気なのか、どんな経路で感染していくのか、どうしたら予防できるのかなど、エイズにつ
いて知っておかなければならない正しい知識と予防を、わかりやすく解説する。

● ●

ZS0187 H9年度 国際連合の働き 040 日本経済教育センター 社会科
国際連合の働きについて正しく理解するために、国際連合の組識と活動を紹介し、世界への私たちの参加
について考える。

● ● ●

ZS0188 H9年度 ぼくに涙はにあわない 050 共和教育映画社 生活・道徳・特活
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た。悲しみのどん底から、新し
い可能性に向って、一つ一つ挑戦、前進していく一人の高校生を描く。

● ● ● ●

ZS0189 H9年度 せんせいにもきかせて～ことばの指導をさぐる～ 021 岩波映画製作所 教育方法・学習者
幼稚園で幼児と教師が生活するありのままの姿から、幼児がことばを獲得する過程で、教師のかかわりが
どのような意味をもつかを探っていく。

●

ZS0190 H9年度 遥かなる騎馬の民　ハンガリー大平原の人と馬 045 農林放送事業団 学術・教養
ハンガリーの人々は、騎馬民族マジャールの歴史に誇りを持っている。牧場では古い伝統を守りながら、生
活をしている。馬車の文化が残り、乗馬に親しむなど、馬との密接なつながりを描く。

●

ZS0191 H9年度 地域とともに 030 東映 生活・福祉
痴呆老人介護の啓蒙活動をしている新潟県大和町など四地域の事例を通して、地域とのきずなを深め、
困っている人々を支え、自分を磨き人生を豊かにする新しいタイプのボランティア活動を描く。

●

ZS0192 H9年度 創造への旅だち 030 東映 学術・教養
国民の学習意欲の高まりに呼応して、様々な学習施設ができてきている。その施設やシステムを紹介し、
学ぶことの大切さと施設や学習情報の効果的な活用の仕方を描く。

●

ZS0193 H9年度 再び学校へ　リカレント学習 030 学研映画 教育方法・学習者
これから生涯学習を進めるうえでの重要な教育制度としてリカレント学習が注目を浴びている。社会人が再
び学校へ戻って学習する「リカレント学習」の実態を現実に即して描く。

●

ZS0194 H9年度 独り立ち－金華山の子ザルたち－ 029 学研映画 家庭教育
子育てをめぐる様々な問題が起きている今、ニホンザルの生活の中に人間の独り立ちを見つめ直すための
ヒントがある。生まれたばかりのサルの赤ちゃんが独り立ちしていくまでの過程を克明に描く。

●

ZS0195 H9年度 職場とあしたの家庭父親の家庭参画 020 東映（株） 生活・福祉
社会の変化に伴い、家庭のあり方が多用化し、男性もともに協力しあうことが不可欠になってきている。職
場と家庭生活の関わりを考える手がかりを提供し、男性の家庭教育への積極的参画を促す。

●

ZS0196 H9年度 もう一回やろうよ心がうごく体がうごく 021 岩波映画 家庭教育
調和のとれた体の発達を促すためには、子供が自分から心を働かせて活動意欲を満足させる体験が必要
である。幼稚園の遊びを子供たちがつくって運動する例を見せ、幼稚園のあり方を探る。

● ●

ZS0197 H9年度 自然とのふれあい親子で楽しむ環境学習 021 共立映画社 生活・福祉
信州高遠少年自然の家の自然環境と東京近郊の環境を比較しながら、親子での自然観察や身近な自然
にも積極的に触合うことを描き、自然環境の大切さと生活の在り方を考える。

●

ZS0198 H9年度 学ぶ喜び生かす喜び－生涯学習とボランティア 030 東映 生活・福祉
これまで身につけてきたものが社会や地域の人のためになり、喜ばれ、生きる励みになれば生きがいも倍
加する。新しい形の生涯学習を描く。

●

ZS0199 H9年度 母なる森－ブナ帯の自然と文化 032 東映 学術・教養
月山や朝日連峰、白神山地を中心にブナの森の四季にわたる景観や、様々な動植物を描きながら、ブナ
の森が「緑のダム」と言われる秘密と自然保護の大切さを訴える。

● ● ●

ZS0200 H9年度 明日への学び生涯学習社会をめざして 021 株式会社共立映画社 生活・福祉
様々な学習機関、生涯学習社会の必要性、それを目指す動きという点から構成し、その健全な育成に役立
てることと、生涯学習の概念について考える。

●

ZS0201 H9年度 かしこい消費者　目玉商品を考える 030 （財）民間放送教育教会 生活・福祉 小売店からスーパーへ主婦の買物が変りつつある。目玉商品を中心に主婦の買物を見直す。 ●

ZS0202 H9年度 かしこい消費者　ライフサイクルの経済学 030 （財）民間放送教育協会 生活・福祉 経済学者や主婦の意見を参考にしながら、賢いお金の使い方、生活設計について考える。 ●

ZS0203 H9年度 かしこい消費者　消費者主権は守られるか 030
（財）民間放送教育協会／文部
省

生活・福祉
消費者保護基本法ができてから、初めての予算編成にあたる。消費者行政関係の予算配分について考え
る。

●
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ZS0204 H9年度 かしこい消費者　食費と家計 030 民間放送教育協会 生活・福祉
主婦の一番の仕事は食事の準備である。主婦にとっての食費と健康をテーマに、実際の家計を交えながら
考える。

●

ZS0205 H9年度 かしこい消費者　ＪＩＳ、ＪＡＳマークを考える 030
（財）民間放送教育協会／文部
省

生活・福祉
消費者が知っておくべきＪＩＳ・ＪＡＳの意味を、身近な商品や解説者を招き紹介する。賢く買物をする方法を
学ぶ。

●

ZS0206 H9年度 かしこい消費者　食事の仕度１３分 030 （財）民間放送教育委員会 生活・福祉
農家の主婦は忙しいため食事の栄養がかたよりがち。バランスのよい食事を取るにはどんな方法があるの
か、主婦や専門家が考える。

●

ZS0207 H9年度 かしこい消費者　定価と安売 030 民間放送教育協会 生活・福祉
再販価格などを中心とし、定価の決定や安売の価格システムを知ることで、確かな品質での売買を考え
る。

●

ZS0208 H9年度 かしこい消費者　農家の家計を考える 030 民間放送教育協会 生活・福祉 年々所得が増えていく農家の家計を、一般家庭の家計と比較しながら考える。 ●

ZS0209 H9年度 かしこい消費者　苦情処理 030 民間放送教育協会 生活・福祉
消費者生活で発生する苦情を様々な機関で処理する手順などを紹介し、どのように不良品に対処するかを
学ぶ。

●

ZS0210 H9年度 しつけ相談シリーズいうことをきく子を育てる 030 学研 生活・福祉 家庭の母と子供の姿から反抗する子供へのしつけのあり方を解説する。 ●

ZS0211 H9年度 親の目子の目　こんな遊び場が… 026 （財）民間放送教育協会 家庭教育
東京都江東区で手近な所に遊び場がない子供たちになんとか遊び場を確保できないかと母親たちが奮闘
する。

●

ZS0212 H9年度
親の目子の目　無理解といわれて－わが子の青
春－

030
（財）民間放送教育協会／文部
省

家庭教育
子供から大人へ移り変る多感な時期を迎えた高校生とその母親が、母と子のすれ違いをお互いどう考えて
いるのか、それぞれの意見を描く。

● ●

ZS0213 H9年度 親の目子の目　七人きょうだい 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
七人兄弟の家族をとりあげて、兄弟が多いことが子供たちの日常習慣や性格などの面で、どのように影響
し合うのか、また親は何をどう教えたらよいのかを考える。

●

ZS0214 H9年度 親の目子の目　かあさんが田んぼに入った 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
のら着を着て田んぼに入るのが夢だったお母さんが、ある夏休みに機会を得て、子供たちと田に入る様子
を描く。

●

ZS0215 H9年度 親の目子の目　タミちゃんとおばば 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
両親が働きに出ていて、家に残るのはおばあちゃんと小学生の少女だけ。この二人が家の仕事とカイコの
世話などをする。仕事の様子など山村の家族を描く。

● ●

ZS0216 H9年度 親の目子の目　風とハンドルのうた 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
トラックの運転手のお父さんは息子のとおる君に「風とハンドルのうた」という本をお土産に買ってきた。とお
る君はお父さんのような運転手になるために、この本で交通マナーを学ぶ。

● ●

ZS0217 H9年度 親の目子の目　不屈のスマッシュ 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
卓球に打ち込む両足の不自由な少年が選手になり、勝ち進んでいく。普段からの努力と生活やその少年を
見守る親の姿を描く。

● ●

ZS0218 H9年度
親の目子の目　おばあちゃんからもらったお小遣
い

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 お小遣い制を行って計画性のあるお金の使い方を身に付けさせようと子育てをしている母親の様子を描く。 ●

ZS0219 H9年度
親の目子の目　よい子ってなぁに－さとる君の条
件－

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
わんぱく坊主の次男坊、さとる君は８才。がんばり屋だけどちょっとドジなさとる君は、親やお兄さんから見
ればどんな子供なのでしょうか？

● ● ● ●

ZS0220 H9年度
親の目子の目　ひとり歩きの記正幸君の成長記
録　その１

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 お母さんの立場から見た正幸君の成長の様子を生後１０ケ月から追い、成長を記録する。 ●

ZS0221 H9年度 親の目子の目　すれ違い・・・思春期を考える 030 （財）民間放送教育協会／ＮＴＶ 家庭教育 思春期の中学生に対して中学校で行われている性教育を中心に男子と女子の違いを考える。 ● ● ●

ZS0222 H9年度
親の目子の目　ある楽士の第二のプレリュード脱
出家族

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
自らの手で土を耕し、野菜を育てたいという夢を胸に、一家をあげて東京から仙台に移り住んだ、楽士の家
族を描く。

●

ZS0223 H9年度 親の目子の目　焼ものの里窯元の姉弟 030
（財）民間放送教育協会／福島
テレビ

家庭教育 相馬焼の窯元の家族の生活を姉弟を中心に描く。 ● ● ● ●

ZS0224 H9年度
親の目子の目　ざつぜん家族アーメン園長とウル
トラ保母

030
（財）民間放送教育協会／宮崎
放送

家庭教育
ある家族が運営する教会の中にある保育園、父は園長、母は保母。保育園の仕事の他に教会の仕事や塾
の講師、料理教室の先生や自分の子供の育児にと大忙し。その様子を描く。

●

ZS0225 H9年度
親の目子の目　出稼ぎ家族の記録かあちゃん消
防士

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
福井県の漁港では、冬の間、男たちが出稼ぎにでる。留守をあずかるかあちゃんたちは消防士としても活
躍する。

●

ZS0226 H9年度 親の目子の目　広島かきを守って 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 四百年近い伝統を持つ広島かきの養殖を海の汚染などから守ろうとする姿を描く。 ●

ZS0227 H9年度 親の目子の目　団地のがき大将 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
子供の世界からガキ大将が消えたと言われる今、東京の下町にある団地で見つけた現代のガキ大将の様
子を描く。

● ● ● ●

ZS0228 H9年度 親の目子の目　ふるさとの詩東京の人が好き？ 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 兵庫県のある小学校で、４人の新入生を迎えた。その中の姉弟の家族を中心に描く。 ● ● ● ●

ZS0229 H9年度
親の目子の目　あさひっ子の入学ある三つ子の記
録

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 熊本県に生まれた、あけみ、さとみ、ひろみの３つ子が小学校に入学する様子を描く。 ● ● ● ●

ZS0230 H9年度 親の目子の目　あれから１０年家庭新聞の記録 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
岡山県立岡山東商業高校長宮地さんは、家族とともに「すぎのこだより」という家庭新聞を作っている。その
新聞を中心とした家族の成長を描く。

●

ZS0231 H9年度 親の目子の目　家計簿と子どもたち 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
「わが家の家計簿体験談」で入選した主婦を、レポートする。家計簿をつけ続けるコツと子供の関わりを描
く。

●

ZS0232 H9年度 親の目子の目　ＳＬを追って 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
父、長男、三男と大のＳＬファンである親子が、雪の中を走る最後のＳＬの姿を見るために、北海道へ行く様
子を描く。

●

ZS0233 H9年度 親の目子の目　飛べ　アルプスを越えて 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
富山県と長野県にあるスキーで結ばれている二つの小学校に通う児童のスキーへの取り組みの様子を描
く。

● ● ● ●
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ZS0234 H9年度 親の目子の目　ぼくの夢は調理師 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
高校３年生の生徒たちは皆、卒業後の進路を決定しなければならない。その中で調理師をめざす生徒にス
ポットを当てる。

● ●

ZS0235 H9年度 親の目子の目　小さな衣 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
愛知県にあるお寺の息子、アキラ君は動物園の慰霊祭で大好きだった動物のためにお経をあげる。小さな
衣を着るアキラ君の様子を描く。

● ● ● ●

ZS0236 H9年度 親の目子の目　休日 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 日本の平均的なサラリーマンの家庭の休日の過ごし方を紹介する。 ●

ZS0237 H9年度 親の目子の目　おしゃれな　おじいちゃん 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
社交ダンスに自慢のコーヒー、そして孫との楽しいひと時。ある夫婦の素敵でおしゃれな老後の過ごし方を
紹介する。

●

ZS0238 H9年度 親の目子の目　塾にかよって 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
現代の子供は、学校が終ると歓声をあげて遊ぶことよりすぐ塾に通う姿の方が多い。子供たちの塾通いの
様子を描く。

● ● ● ●

ZS0239 H9年度 親の目子の目　泣こよかひっ飛べ 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
体育の時間をずる休みばかりする小学生が、薩摩藩の伝統行事妙円寺参りに参加する。その子の体力作
りを家族が協力し励ます様子を紹介する。

● ● ● ●

ZS0240 H9年度 親の目子の目　母のない子と・・・ 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 慶応大学のサークルがボランティアで母のない子に勉強を教えたり、世話をしている様子を描く。 ●

ZS0241 H9年度 親の目子の目　オモチャじいちゃんは９８才 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 文化祭などの行事に手作りのオモチャを持って子供たちを楽しませる「オモチャじいさん」の様子を描く。 ●

ZS0242 H9年度 親の目子の目　おじいちゃんの新婚家庭 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
老後の幸せを願って「寿王会」が作られた。その会が開く、お見合いで誕生する老人カップルの新婚家庭の
様子を描く。

●

ZS0243 H9年度 親の目子の目　汗としない 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
校長先生は夏休みに昔の教え子を訪ねることにしている。今回は剣道教師の元を訪れた。汗とシナイで結
ばれた剣道一家の様子を描く。

●

ZS0244 H9年度
親の目子の目　ガンコ・じじい９６才・晴耕雨読の
人生

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
長寿の町として名高い愛知県豊川市千両町に住む大井さんは９６才。大井さんは９６才にして、学ぶことを
忘れず、農業にも励んでいる。その長寿の秘訣を紹介する。

●

ZS0245 H9年度 親の目子の目　ゴローッ！ヒロミーッ！そして私 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 １８才の大学生がファンクラブの手伝いをしたり、追っかけをしたりする生活を描く。 ●

ZS0246 H9年度 親の目子の目　山泊のおとうさん 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 営林署で働く父と中学２年の息子の関係と、家を離れ山で働く父の生活を描く。 ●

ZS0247 H9年度 親の目子の目　土に生きる 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 農家を継ぐことを決心した主人公の生活と農業にかける熱意を描く。 ●

ZS0248 H9年度 親の目子の目　童話作家になったお母さん 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 普通のお母さんが童話作家になった。自分の家族や童話を書くようになった動機をお母さんが話す。 ●

ZS0249 H9年度 親の目子の目　遺跡を歩く母子 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
埋蔵文化財に興味のある何人かの子供たちとそれぞれの家族が、遺跡のある町で暮らし、遺跡にふれて
いく様子を描く。

● ● ● ●

ZS0250 H9年度 親の目子の目　もったいないから 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
埼玉県に住む７６才の宮崎さんが廃品回収から見つけだしたバックを片手に「ものを大切にする」気持ちを
みんなに話して聞かせます。

●

ZS0251 H9年度 親の目子の目　わが子とよんで 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 里親として数人の里子を育ててきた夫婦と里子たちの生活や人生を描く。 ● ● ● ●

ZS0252 H9年度 親の目子の目　留学生の親として 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 アメリカから交換留学生としてやってきたジョイスさんを温かく迎え入れた家族の様子を描く。 ● ●

ZS0253 H9年度 親の目子の目　めざすはシーの一番闘牛と少年 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 沖縄の高校生が自分の牛を闘牛大会に出場させるのを夢に見ながら牛の世話に励む姿を描く。 ● ●

ZS0254 H9年度 親の目子の目　剣と高志君 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
９才の高志君は剣道とピアノを自主的に習っている。習い事と学校を両立させている高志君の毎日の生活
を描く。

● ● ● ●

ZS0255 H9年度 親の目子の目　かあちゃんはライバル 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 ホッケーの盛んな町での人々の生活を紹介し、ホッケーをやっている母と子の関係を描く。 ● ● ● ●

ZS0256 H9年度 親の目子の目　はためいわくな浪花節 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
浪花節の大好きなそば屋の主人は、どもりを直すために浪花節を始めてから、プロを目指すようになった。
そんな主人の人生を描く。

●

ZS0257 H9年度
親の目子の目　ぼくどうしてふとるの　肥満傾向児
訓練の記録

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 肥満傾向にある小学５・６年の男女６０人が参加した訓練の様子を描く。 ● ● ● ●

ZS0258 H9年度 親の目子の目　ちくほうの詩 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 絵画教室を開く老夫婦。共に生きた炭坑の姿を絵に描こうとする。 ●

ZS0259 H9年度
親の目子の目　はっちゃんとリリー盲導犬を育て
る子

030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 盲導犬になるために、はっちゃんの家に預けられたリリー。はっちゃん一家とリリーの生活の様子を描く。 ● ● ● ●

ZS0260 H9年度 親の目子の目　走れ・韋駄天君 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
中学の陸上大会で優勝してからあだ名は韋駄天君。高校に入学してからの彼の陸上部での活動や生活の
様子を描く。

● ● ●

ZS0261 H9年度 親の目子の目　ともだちのうた軍艦島閉山 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 石炭という産業だけで成り立っていた軍艦島の閉山が決まった。島で得た友だちとの関係を描く。 ● ● ● ●

ZS0262 H9年度 親の目子の目　弟子いり真打ちめざして 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 中学を卒業してすぐに落語家三遊亭円楽師匠の所に弟子入りした少年の姿を描く。 ●

ZS0263 H9年度 親の目子の目　小さな挑戦 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 航空少年団に所属する兄弟がパラセイルで空を飛ぶことに挑戦する様子を描く。 ●

29/40



16mm

幼 小 中 高 一般 教員
あらすじ（内容）

対象
ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野

ZS0264 H9年度 親の目子の目　孫との対話偏屈じいさん 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
家や家族のこととなると、ガンコさ偏屈さが表に出がちで、若者や周囲の人と意見が対立してしまうおじいさ
んとその孫がお互いの考えを話し合う。

●

ZS0265 H9年度 親の目子の目　正子とみのる姉ちゃんがふえた 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 リンゴで有名な青森県平賀町。５才になるみのる君のお兄さんに正子さんが嫁いできました。 ● ● ● ●

ZS0266 H9年度 親の目子の目　マラソンじいさん 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
東京オリンピックをきっかけにマラソンをはじめた山下さん。６９才の今も毎日２０キロメートルのコースを走
り続ける。

●

ZS0267 H9年度 親の目子の目　虫おくりの子どもたち 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 早場米で有名な石川県野々市町の伝統行事「虫おくり」を紹介し、それに参加する子供たちの姿を描く。 ●

ZS0268 H9年度 親の目子の目　老夫婦と孫とキジ 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 山梨の山奥の農家、片岡家の生活を追い、そこに住む、老夫婦と若夫婦の関係や、その仕事を集録する。 ●

ZS0269 H9年度 親の目子の目　わが家は男世帯 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育 父親と息子の３人家族。母親を病でなくし、ようやく男だけの生活に慣れてきた。男世帯生活の様子を描く。 ●

ZS0270 H9年度 娘は娘　母は母 030 青森放送寄贈 家庭教育 娘と母の親子愛とすれちがいをドラマ形式で描く。 ● ● ●

ZS0271 H9年度 にわ－その思想と技術－ 022 毎日映画社 学術・教養
庭は住居と自然の接点であったり、宗教思想の表現の場であったりする。形を変え続けてきた庭の思想や
技術を説明する。

●

ZS0272 H9年度 コトバと態度 020 （株）教育映画配給社 学術・教養
人と人とを結びつける大切な働きをする言葉は、その使い方や言葉にともなう態度一つで相手に与える印
象が違ってくる。様々な事例から適切な言葉づかいと態度の表わし方を学ぶ。

●

ZS0273 H9年度 技能と経験 020 （株）教育映画配給社 学術・教養
技能にはいろいろなものがあり、初めてやるときにはうまくいかなくても、回数をこなしていくうちに上達す
る。上達の仕方や必要な事柄について解説する。

●

ZS0274 H9年度 読むこと　書くこと　生きること 030 新生映画株式会社 学術・教養
詩を読んだり、自分の考えを書くことにより、戦争の悲惨さを描く。このことから生きることの苦労や喜びを知
ることを考える。

●

ZS0275 H9年度 日本のかたなとよろい 015 （株）日本映画新社 学術・教養 かたなとよろいの形状の歴史を日本の歴史とともに追い、かたなを作っている様子を描く。 ●

ZS0276 H9年度 亥 020 ＲＡＢ提供 学術・教養
新年を迎え、亥年となった。それを受けて亥の神様を祭ったり、豊作、祈願など亥を用いた昔から伝わる祭
りや風習を紹介する。

●

ZS0277 H9年度 平安の四季 030 東映 学術・教養
現存している平安時代の建築物から、平安時代の季節ごとの文化・風習を紹介し、古きよき時代をよみが
えらせる。

●

ZS0278 H9年度 人工衛星のはなし 020 東映 学術・教養
地球の自然の出来事に、大きな影響を与える上空を調査するために、人工衛星は打ち上げられた。人工衛
星について解説する。

●

ZS0279 H9年度 人工衛星「きく」あがる 030 （株）ＣＳＬ 学術・教養
人工衛星「きく」が打ち上げられるまでの数々の行程を解説し、人工衛星「きく」がどのような部品からなって
いるのかをわかりやすく紹介する。

●

ZS0280 H9年度 地上の太陽をもとめて私たちと原子力 030 （財）日本経済教育センター 学術・教養
人類は放射線治療などのように、原子力を社会のために生かそうとしている。「原子」を理解しながら、「原
子力」とは何かを考える。

●

ZS0281 H9年度 原子力発電の安全性を考える 027 読売映画社 生活・福祉
昭和５３年現在、日本は世界二位の原子力発電国となった。廃棄物の処理の仕方や安全装置の仕組みな
ど原子力発電所の安全性を検証する。

●

ZS0282 H9年度 これからの産業を考える 025 （株）電通映画社 学術・教養
国土が狭く天然資源の少ない日本では、付加価値の高い製品を開発していく必要がある。半導体からＩＣ・Ｌ
ＳＩへの時代の移り変わりと生産現場を紹介し、これからの技術革新について描く。

●

ZS0283 H9年度 鋼のあした新時代のファブリケーション 020 （株）日本産業映画センター 学術・教養
鋼の構造物を加工するファブリケーションの技術革新は、新しい時代を迎えた。コンピュータによるＮＣシス
テム、フレハブユニットは超高層ビルや大橋などに生かされている。その様子を紹介する。

●

ZS0284 H9年度 豊かな社会をめざして 031 （株）岩波映画製作所 学術・教養
新鋭製鉄所の生産工程を紹介するとともに、資源の乏しい日本が、どうして世界の大製鉄国になりえたか
を日本鉄鋼業が発展する過程を通して考える。

●

ZS0285 H9年度 生活と工芸 020 （株）毎日映画社 趣味・芸術
より明るく豊かな生活という人々の願いをかなえるのが工芸であり、その領域は建築物から生活用具にま
でおよんでいる。その工芸の性質、生活との関係を考える。

●

ZS0286 H9年度 工芸のよろこび 025 （株）読売映画社 趣味・芸術
科学文明の発達は、心の温かさを失わせる方向に進んでいる。工芸の制作は豊かな心の世界を与えてく
れる。アルミニウムを素材としての工芸制作を記録し紹介する。

● ● ●

ZS0287 H9年度 美術館映画シリーズ高村光太郎 010 ブリヂストンタイヤ企画四課 趣味・芸術 高村光太郎のアトリエでの様子やブロンズ像の彫刻作品や乙女の像、製作の様子を紹介する。 ● ● ●

ZS0288 H9年度 詩人とふるさと藤村・白秋・朔太郎・光太郎 022 鹿島映画株式会社 学術・教養
島崎藤村・北原白秋・萩原朔太郎・高村光太郎という詩人の故郷とその作品を紹介し、有名な作品の誕生
を解説する。

● ● ●

ZS0289 H9年度 いたちッ子 030 不明 スポーツ・健康
町の子供たちが体格の劣る山村の子供の姿を皮肉から「いたちッ子」と呼ぶ。学校給食をテーマに、豊かな
町と貧しい村とを比較しながら少年期の栄養の大切さをドラマ形式で描く。

● ● ● ●

ZS0290 H9年度 栄養障害 021 新生映画株式会社 スポーツ・健康
マウスやモルモットの実験から人間にとって栄養がどれだけ重要か、また栄養不足や過多のためにおこる
病気を知り、上手な栄養の取り方を学ぶ。

●

ZS0291 H9年度 軟いＸ線 020 富士映画（株） スポーツ・健康 内蔵や耳の病気や骨折などの診断のために使われるＸ線。その発生や仕組みなどを解説する。 ●

ZS0292 H9年度 Ｘ線と結核 010 読売映画社 スポーツ・健康
物の内部を見ることのできるＸ線は、特に病気の診断に多く用いられている。結核の診断には大いに役立
ち、結核に冒されている肺をＸ線で診た様子などを紹介する。

●

ZS0293 H9年度 卓球の魔術師 020 毎日映画社 スポーツ・健康
２０ケ国、１５２人の世界の精鋭が集まり、日本で開催された第２３回世界卓球選手権大会の様子を紹介す
る。

●
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ZS0294 H9年度 われらのスキー 020 （株）北星商事 スポーツ・健康 スキー競技の一つであるスラロームの練習の仕方やすべり方を説明する。 ●

ZS0295 H9年度 自然は招く 010 日本映画新社 スポーツ・健康
職業を持つ仲間が、それぞれの役割を担って山歩きをする。その中で様々な方法で自然と親しみ、自然と
ふれあうことの良さを描く。

●

ZS0296 H9年度 教育キャンプ 020 日本映画社／文部省 スポーツ・健康 キャンプを企画・運営していく点での注意点などを解説する。 ●

ZS0297 H9年度 赤ちゃんと家族 030 東映 生活・福祉
農家に新しく赤ちゃんが家族になった。しだいに、夫だけでなく家族全員が育児に協力してくれるようになっ
ていく。家族の絆の大切さを描く。

●

ZS0298 H9年度 一枚のふとん 020 （株）教育映画配給社 生活・福祉
農家の主婦が集り、少しづつお金を出しあって、順に家族のためにふとんを作っていこうとするグループの
活動の様子を描く。

●

ZS0299 H9年度 結婚する娘へ　～父の愛～ 028 （株）学習研究社 生活・福祉
栄養士の娘が鉄工所で働く父の部下に結婚を申し込まれる。結婚という大きな問題に立ち向かっていく娘
への父の愛をドラマ形式で描く。

●

ZS0300 H9年度 二人だけの出発 030 東映 生活・福祉
身内に結婚を反対され、家を出て二人の新しい生活が始める。しかし、二人の生活は苦しく貧しさによって
引き起こされる様々な問題により、揺れ動く心を描く。

●

ZS0301 H9年度 かしこい消費者　家計簿はいらないか 030 （財）民間放送教育協会 生活・福祉 家計簿を通じて、物価等の経済を考えるため、家計簿の必要性やつけ方をわかりやすく紹介する。 ●

ZS0302 H9年度 かしこい消費者　おそろしい食べ物　食品添加物 030 （財）民間放送教育教会 生活・福祉
発ガンの可能性があるなどの危険な添加物食品。食品衛生監視員の解説も交えて添加物の危険性を知
り、どのようにすべきかを考える。

●

ZS0303 H9年度 あるＰＴＡ文集 030 東映 生活・福祉
農家の仕事に追われて、一家団らんもなく子供たちは自分たちの世界に閉じこもる家庭。学校側はなんと
か家族の交流をもってもらおうとするために文集をつくる。それをきっかけに家庭が変っていく様子を描く。

● ● ● ●

ZS0304 H9年度 ぼくは青い炎です－ガスの正しい使い方－ 020 （株）電通 生活・福祉
「ガスの科学」について、家庭の主婦や小学生にもよくわかるように、実験や動画を入れて「ガスの正しい使
い方」をやさしく解説する。

● ● ● ●

ZS0305 H9年度 ふるさとに生きる母たち 031 （株）桜映画 生活・福祉
秋田県の山あいに住む母たちの、冬の間に、夏のための農作業の準備や酪農など、暖かい家庭をきづくた
めに一生懸命働く姿を描く。

●

ZS0306 H9年度 楽しい家庭学習 020 東映 生活・福祉
子供たちに家での勉強を習慣づけるために、母親は子供とどのように接し、自ら勉強するように仕向けてあ
げればよいのかを述べる。

●

ZS0307 H9年度 家族の人間関係シリーズおばあさんもいっしょに 030 （株）学習研究社 生活・福祉
どうしても甘やかしてしまう老人の性質を理解することで、育児の上での嫁、姑の正しい協力を実現できる。
嫁と姑の意見の対立がありながらも、良い方向に向かう様子をドラマ形式で描く。

●

ZS0308 H9年度 もうすぐ一年生 020 東映 家庭教育
学校生活になれてきた小学一年生の中にも、いろいろな子供たちがいる。そんな子供たちの心の中を探
り、家庭教育と学校教育について考える。

●

ZS0309 H9年度 子どもの性の疑問に答える 029 東映 家庭教育
子供の性に関する疑問に正しく答えることは、正しい性のしつけである。性知識を教えるのが正しい家庭教
育であることを具体例をひきながら示唆する。

●

ZS0310 H9年度 茶の間の先生 020 東映 家庭教育 テレビが普及するようになり、テレビが子供たちにどのような影響を与えているのかを考える。 ●

ZS0311 H9年度 テレビっ子・マンガっ子のしつけ 030 （株）学習研究社 生活・福祉
何度言っても「テレビやマンガだけを見て」言うことを聞かないテレビっ子、マンガっ子をどのようにして「しつ
け」ればよいかをドラマ形式で考える。

●

ZS0312 H9年度 正しい男女の交際 020 東映 生活・福祉
戦前に比べ男女交際は自由になってきている。その反面自由をはきちがえてエスカレートもしている面があ
る。男と女の人格の尊重などの点を取りあげ正しい男女交際について考える。

●

ZS0313 H9年度 ある若者の出発 032 （株）学習研究社 家庭教育
兄は大学を出て一流会社に就職し、弟は高校を出て工場に就職する。兄や父の考え方を知り、人生を新た
な気持ちで歩もうとする姿を描く。

● ●

ZS0314 H9年度 農村は変る 020 （株）教育映画配給社 生活・福祉
時代の変化にともない、変化せざるをえない農村の実際の変化の例をあげ、どのように変化しているのか
を考える。

●

ZS0315 H9年度 新生活運動映画　いろり学級新生活運動の町 020 新生活運動協会 生活・福祉
新生活運動として善意と創意を集めた人々が住み良い健康な町づくり、村づくりのために行っている活動を
石川県松任町を事例として紹介する。

●

ZS0316 H9年度 若い仲間 020 （株）新理研映画 生活・福祉
断崖の谷間に位置するという生活条件や習慣から、冬以外は毎日つらい労働をしなければならないある村
の青年団活動の一例を紹介する。

●

ZS0317 H9年度 谷間の学校 020 日映科学映画製作所 生活・福祉 山奥にある学校は全校生徒１４名。１時間かけて通学する子供たちの学校生活や先生との交流を描く。 ●

ZS0318 H9年度 ここに生きる　豊かな地域社会を求めて 030 （財）日本経済教育センター 家庭教育
農業やお盆の行事など、山奥の村に住む人々が少しでも豊かに暮らすために、一生懸命に生活している様
子を描く。

●

ZS0319 H9年度 ふるさとの森づくり　学校環境緑化をめざして 021 鹿島映画株式会社 生活・福祉
木のない学校で、木のないことがどういう問題を引き起こすのかについて、話し合われた。そこで日本に残
る森などを紹介し、緑の必要性を述べる。

● ● ● ●

ZS0320 H9年度 水と生活 020 日本シネセル株式会社 学術・教養
都市化が進むにつれ、水の消費量も増加している。団地の増加や工場で大量に水が消費されるなか、水
不足が問題になっている。水と生活の関係を考える。

●

ZS0321 H9年度 この美しい国土を　昭和４８年度版環境白書より 030
（株）日映科学藤田プロダクショ
ン

生活・福祉 深刻化する環境汚染により、列島は破壊されてきた。汚染の原因と美しい国土を取り戻そうと訴えている。 ●

ZS0322 H9年度
環境教育映画シリーズ第一集かけがえのない地
球

030 日経映画社 生活・福祉
川や空気が汚染されたり、森林伐採や人口増加などの環境破壊が深刻になってきている今、国際会議が
開催された。様々な角度から地球を守ろうとする姿を紹介する。

● ● ●

ZS0323 H9年度 緑あふれる町に 030
財法人　日本経済教育セン
ター

生活・福祉
日本の高度成長に伴い、都会には近代的建築物が増え、緑が減ってしまった。「都会に緑を！」という子供
たちや人々の叫びと自然を取り戻そうとする人々の姿を描く。

●
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ZS0324 H9年度 日本の水資源 028 （財）日本経済教育センター 生活・福祉 豊かな水があふれる日本。私たちの生活で水資源を大切にし、美しい国土を守る必要があることを訴える。 ●

ZS0325 H9年度 安全教室すすめ、とまれ、ちゅうい 020 ＮＨＫサービスセンター 生活・福祉 小学生と婦人警官を交えて、正しい道路の渡り方などの指導を通し、交通安全を呼びかける。 ●

ZS0326 H9年度 ある反省　幼児を交通事故から守るために 025 （株）東邦シネ・プロダクション 生活・福祉
若いドライバーによる交通事故と幼児の事故が急激に増加している。交通訓練所による指導の様子を交
え、事故を防ごうとする姿を描く。

●

ZS0327 H9年度 交通事故をなくそう 020 新生映画（株） 生活・福祉 東京都内で増加する幼児の事故を防ぐための大人が注意するべきことを考える。 ●

ZS0328 H9年度 青森県の文化財 015 青森県 青森の歴史・伝統・くらし
櫛引八幡宮の赤縅鎧兜などを、また無形文化財「えんぶり」の様子や二唐国俊の日本刀の製作に挑む模
様などを描く。

● ● ●

ZS0329 H9年度 島の朝あけ 030 芸研（株） 生活・福祉
４年ぶりに戻って島の変化ぶりに驚いたが、村人たちの生活習慣は変っていない。村の婦人会による新生
活運動に参加し、村全体の生活が前向きに変化する様子をドラマ形式で描く。

●

ZS0330 H9年度 うわさはひろがる 020 （株）教育映画配給社 生活・福祉
実験や実例をもちいて、人から人へと又聞きで広がる話しの信憑性と広がり具合を紹介する。無責任なう
わさ話をすることが与える影響を考える。

●

ZS0331 H9年度 ある主婦たちの記録 030 東映 生活・福祉
東京北区のある主婦たちがグループをつくり、自分たちの生活の問題を一つ一つ具体的に解決していく姿
を実話をもとに描く。

●

ZS0332 H9年度
心身障害者に光を　７５００人のしあわせあゆみの
箱西ドイツ

030 不明 生活・福祉
清潔で明るい西ドイツは、多くの心身障害者に対して、その保護だけではなく労力やお金を贈っている。障
害者を守ることが市民の誇りであるという姿を描く。

●

ZS0333 H9年度 地域社会と奉仕活動－アメリカの教室から－ 026 日経映画社 生活・福祉
奉仕活動は日常的な活動の一部であると考えるアメリカの人々を中心に、地域活動の助け合いの様子をロ
サンゼルスの学校から紹介する。

●

ZS0334 H9年度 婦人のボランティア活動 030 （株）桜映画社 生活・福祉
東京の山の手にあるみやまい子供会を世話する水野さんや主婦たちの育成会を通して、婦人のボランティ
ア活動を描く。

●

ZS0335 H9年度 新時代の生活豊かさを見直そう 030 （財）日本経済教育センター 生活・福祉
高度成長の中、日本は資源を輸入しつつ大量生産を行った結果、多くの品物に囲まれて生活しており、物
を手に入れることが豊かな生活の証と考える新時代の生活を描く。

●

ZS0336 H9年度 中日ニュース清らかな流れのように父母招待旅行 010 中部日本ニュース映画社 生活・福祉
集団就職に関するニュース。青森から東京へ集団就職してきた青年たちが、「清流会」を通じて、両親を東
京に招いて再会を喜ぶ様子を描く。

● ● ●

ZS0337 H9年度 明日のくらしを考える公共的事業の役割と課題 025 （財）日本経済教育センター 生活・福祉
私たちの暮らしは、電気、ガス、鉄道、高速道路の公共的事業によって支えられている。便利さと豊かさを
与えてくれる。地元の環境の調和などの様々な課題について考える。

●

ZS0338 H9年度 ランブイエの集い 022 （財）日本経済教育センター 生活・福祉
１９７５年１１月、パリ郊外のランブイエ城で行われた先進６ケ国首脳会議は、ランブイエ宣言で幕を閉じた。
景気、貿易、南北問題など、世界の当面の課題に協力して対処しようというものである。

●

ZS0339 H9年度 コインエイジを迎えて　創業百年の造幣局 030 岩波映画 生活・福祉
近代国家をめざす明治時代の人々が設立した造幣局。私たちの生活に必要不可欠なお金の統一をするた
め、造幣局が設立されるまでの道のりと、現代のお金について紹介する。

●

ZS0340 H9年度 明日の太陽 030 （株）キヌタ・ラボラトリー 生活・福祉
社会に復帰する見込のない国や世間から見放された小児麻痺などによる障害児は、全国で三万人とも言
われるが、家族や身内の愛によって支えられて育つ子供たちの姿を描く。

●

ZS0341 H9年度 叱るもの叱られるもの 020 日本映画新社 生活・福祉
社会で生活していく中にはたくさんの約束があり、守らなかった人は叱られる。叱る人はその約束の重要性
を理解してもらうために叱る。叱る、叱られるという互いの立場から見た人間関係について描く。

●

ZS0342 H9年度 農村の生活と子供たち西ドイツ・オーストラリア 020 （財）日本経済教育センター 外国語・国際理解
１９７８年、国際図画コンテストで入賞した子供たちが、授賞式とヨーロッパの農村との交流を求める旅。ミュ
ンヘン、ラムゾーを訪れ、地元の農家の生活と暮らしを描く。

● ● ● ●

ZS0343 H9年度 人類はひとつ－国際協力への道－ 030 （財）日本経済教育センター 外国語・国際理解
ヒマラヤのふもとにあるネパールの村を救うため、民間団体の寄付とボランティアによるヒマラヤ技術協力
会が作られた。日本とネパールとの交流の様子を描く。

●

ZS0344 H9年度 青年の虹 060 （株）教育映画配給社 産業・技術 家内工業に毛がはえた程度の工場で働く青年たちが、いかに自分等の悩みを解決していくかを描く。 ●

ZS0345 H9年度 職場に生きる 027 東映 産業・技術
都会の中で、新しい職場を求めた青少年が幾多の困難にあいながら、自分の仕事に勤勉で、しかも他人に
感謝される人間になることが「立派な人間」として生きる道であることを発見する。

●

ZS0346 H9年度 雪山に生きる 010 国際教育映画（株） 産業・技術
木材は私たちの生活に欠かせないものであり、北海道には多くの木材資源がある。森林伐採に関わる人々
は雪山と戦うことになる。そんな人々の様子を描く。

●

ZS0347 H9年度 夫・職業・家庭 030 東映 生活・福祉
家族を養うには、自分の職業への情熱だと考える夫と、仕事よりも家庭が大事だと思う夫。二人を対比さ
せ、夫と家族の気持ちのすれ違いと本当の家族の幸せとは何かをドラマ形式で描く。

●

ZS0348 H9年度 結婚の条件 030 （株）教育映画配給社 産業・技術
少しでもいい結婚をするために、生活改善や機械化によって、農業の経営改革をし、多くの収入を得、安定
した農業経営を進めようとする様子を描く。

●

ZS0349 H9年度 天然林を育てるその理論と実際 038 三和映画社／東京大学 産業・技術
森林のもつ二つの機能である木材生産と環境保全は、二律背反の関係にあると考えられてきた。この二つ
の機能の調和と発展をテーマにした東大北海道演習林の理論と実践を紹介する。

● ●

ZS0350 H9年度 酪農シリーズ乳牛のしつけ 021 （社）農山漁村文化協会 産業・技術
牛が乳をしぼらせようとしないなどの癖がついてしまうと酪農家は仕事にならない。そこでそのような癖をつ
けずに育てる乳牛のしつけの仕方を説明する。

●

ZS0351 H9年度 学業不振児の診断と指導 020 東映 教育方法・学習者
学業不振の傾向のある子供（小学生）の行動の様子や成績を例にあげ、どんな特徴があるのかと指導の
仕方を説明する。

●

ZS0352 H9年度 青年とレジャー 030 東映 教育方法・学習者
山田君は帰省した。同じく帰省した仲間と村の青年団の機関紙の座談会に出席するためである。テーマは
「労働と余暇」である。ドラマ形式で余暇のあり方を考える。

●

ZS0353 H9年度 子供たちの目 030 （株）教育映画配給社 教育方法・学習者
条件を与え、心に浮んだことを自由に表現しつつ、子供の心理を知ることのできる「話し合い劇」。中学校で
実際に行われたものを記録し子供の様々な心理を描く。

●
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ZS0354 H9年度 三代の嫁たちある公民館活動の記録 030 （株）共立映画社 教育方法・学習者
鳥取県北条町の砂丘、ここでの水かけの仕事は”嫁ごろし”との風習を生んできた。Ｓ２６年に灌漑工事が
計画された。村人の反対にあった工事は公民館での学習活動により完成する。その活動の様子を紹介す
る。

●

ZS0355 H9年度 話しあい学習 020 東映 教育方法・学習者 青年団の話しあい学習の様子をドラマ仕立で、問題点を考える。 ●

ZS0356 H9年度 社会通信教育みんなの泉 030 イースタン工房 教育方法・学習者
文部省が認定した社会通信教育制度は向上をとげ、多くの人がこの制度を通して学んだ。実際に社会通信
教育を利用して学んだ人を訪ねこの制度を紹介する。

●

ZS0357 H9年度 点字の世界 020 第一映画社／文部省 教育方法・学習者
目の見えない人の代わりになっているものは、耳だけではなく手や指もある。手指で触れることにより、文字
を読み取れる点字がある。そのような点字の仕組みや理解の仕方、利用方法を説明する。

●

ZS0358 H9年度 黙っていてはいけない 020 三木映画社 教育方法・学習者
会議の場などで意見を求められたとき、意見があるのに発言できないなど黙ってしまうときの例をいくつか
あげ、意見を述べることについて考える。

● ● ●

ZS0359 H9年度 ふるさとの道しるべ　団体活動の計画の立て方 030 （株）学習研究社 教育方法・学習者
人の集まりが悪かったり、集まった人々の熱意がないことの原因は、きちんとした計画がないからである。
地域社会で社会教育活動を活発にするための「団体活動の計画の立て方」を学ぶ。

●

ZS0360 H9年度 視聴覚教材の利用 020 （株）学研ＡＶ局 教育方法・学習者
変化を続ける社会の中で子供たちにふさわしい本当の理解につながる教育をするには視聴覚教材をどの
ように利用していくべきか。実際に利用されている様子を交えて考える。

●

ZS0361 H9年度 個人学習 027 （株）英映画社 教育方法・学習者
社会の変革により、個人の学習もさまざまなものが要求されている。広島大学での公開講座、公民館での
学習などで行われている学習形態を紹介する。

●

ZS0362 H9年度 村を作る青年学級 030 東映 教育方法・学習者
義務教育の中学校を卒業した若者が、青年学級に集ってくる。福島県のある村の週一回の昼間の青年学
級を紹介する。

●

ZS0363 H9年度 はたらきつつ青年は学ぶ 020 青森県教育委員会 教育方法・学習者
青森県の働く青年たちが、まだ整っていない青年学級や勤労青年学校でいろいろ学んでいく様子を実際に
学校を訪ね紹介する。

●

ZS0364 H9年度 青春に学ぶ 021 桜映画社 教育方法・学習者
青年の家で夜開かれるサークルがある。働く人々が集まるこのサークルでは、その活動を通して、それぞ
れが人生や仕事、虚無感について考える。

●

ZS0365 H9年度 たくましく育つ子どもたち少年団の活動 030 （株）共立映画社 教育方法・学習者
ボーイスカウトのキャンプなど集団行動を通して様々な技術や人間性を学んで成長していく子供たちの様
子を描く。

● ● ● ●

ZS0366 H9年度 婦人学級 029 （株）桜映画社 教育方法・学習者
婦人たちは、何かを学習したいという要求を持つ。そのため、各地で盛んに行われている婦人学級を開くた
め、婦人学級開設準備委員会などの活動を通して、学習活動の様子を紹介する。

●

ZS0367 H9年度 泊り合い集会 020 青森県教育委員会 教育方法・学習者
新生活運動の一環として実施された村づくり町づくりの新しい方法としての本県の泊り合い集会の事例を紹
介する。

●

ZS0368 H9年度 子ども会日記 020 東映 教育方法・学習者
子供の遊び場が少なくなり、危険が増えてきたため、子供会を結成した。役員に選ばれた３人が子供会を
運営していく様子を描く。

●

ZS0369 H9年度 明日を作る若者たちジュニアリーダーの役割 031 東映（株）教育映像営業部 教育方法・学習者
愛町子ども会では「お月見会」を行うことにした。子供たちの話し合いをジュニアリーダーたちがまとめてい
く。一つの事業を実現していく過程でのジュニアリーダーの関わり方を描く。

● ● ●

ZS0370 H9年度
レインボーマンと呼ばれる青年たち　青年の社会
参加を考える

021 （株）日本映画新社 教育方法・学習者
サークル・ザ・レインボーの青年たちが子供会の指導を始めてから３年がたち社会的な存在となっている。
青年たちの悩み、活動の意義と手ごたえ、活動の様子を描く。

●

ZS0371 H9年度 教材映画の利用ある学習の記録 023 （株）学習研究社／文部省 教育方法・学習者 ある小学校の社会の授業「手工業と機械生産を調べる」の実践記録から教材映画の利用を考える。 ●

ZS0372 H9年度 社会教育における視聴覚教材の利用 020 東映（株） 教育方法・学習者
人々の生活も変化し、公民館の運営審議会ではこれまでの映画を見てからの討論会という学習形態を反
省し、様々な教材を使用しての学習会を展開した。その記録を紹介する。

●

ZS0373 H9年度 視聴覚教材の供給 030 東映（株） 教育方法・学習者
視聴覚教材は学校教育から社会教育まで活用されている。１６ミリフィルムを中心とした視聴覚ライブラリー
とその在り方を解説し、視聴覚センター構想を紹介する。

● ● ●

ZS0374 H9年度 公民館 030 電通映画社 学術・教養 ある公民館祭りと公民館で育った中川さんを通して、公民館と人々との関わりを紹介する。 ●

ZS0375 H9年度 博物館 030 （株）英映画社 学術・教養
動物園、植物園、水族館などを含め、博物館は私たちに色々なものを提示している。各地にある様々な博
物館を紹介する。

●

ZS0376 H9年度 図書館 030 （株）英映画社 学術・教養 日本の各地に図書館が開設されている。図書館の機能と役割を紹介する。 ● ● ●

ZS0377 H9年度 日本の印刷文化 022 東映 学術・教養
日本の印刷文化は、宗教的印刷物から始まり、書写の時代を経て中国からの印刷技術や、西洋からの金
属活字の洋式印刷器の伝来などにより、発展していった様子を紹介する。

● ●

ZS0378 H9年度 新文化映画ライブラリー記憶と学習 020 （株）教育映画配給社 学術・教養 人間はどのようにして物を覚えてゆくのか、その仕組や過程について解説する。 ●

ZS0379 H9年度 耐震構造の父　内藤多仲 030 日本総合通信社 学術・教養
地震国日本において、超高層建築のさきがけとなった東京タワー。その構造を担当し、耐震構造理論の生
みの親と呼ばれる内藤多仲の姿を、我が国の建築技術の歴史とともに描く。

●

ZS0380 H9年度 奈良大和 030 （株）新日本プロダクション 学術・教養
奈良大和盆地にある東大寺、法隆寺、薬師寺などの伝統行事、仏像や遺跡など、四季の美しい景色ととも
に紹介する。

●

ZS0381 H9年度 修学旅行シリーズ日光をさぐる 030 （株）共立映画社 学術・教養
美しい自然と人工の美を合せもち、多くの旅行客が訪れる日光。日光火山群や中禅寺湖など、数々の美し
い自然や名所を紹介する。

● ● ●

ZS0382 H9年度 永遠の海ＴＨＥ　ＥＴＥＲＮＡＬ　ＳＥＡ 013 学研映画／芙蓉グループ 学術・教養
沖縄国際海洋博覧会（１９７５年）に出展された作品。人類が永遠に失ってはならない厳しく美しい海の姿と
バイオニクスに基づいた楽しい海の未来図を描く。

●

ZS0383 H9年度 衛星通信 030 （株）岩波映画製作所／ＫＤＤ 学術・教養
衛星通信のあゆみ、実用的なインテルサット静止衛星方式のしくみを解説。ＫＤＤの衛星通信所、国際通信
センターの活動を紹介する。

●
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ZS0384 H9年度 十和田 030 中日映画社 学術・教養
八甲田山と十和田湖の個性を形づくる火山活動の結果できた地形を解説し、さらにその個性を一層多彩な
ものにしている豊富な動植物を描く。

● ● ●

ZS0385 H9年度 原子力発電の夜明け 040 東京シネマ 生活・福祉
原子力を生活に役立て、一層豊かな原子力時代を作ろうとしている日本。原子力エネルギーとは何かを紹
介する。

●

ZS0386 H9年度 日本海ケーブル 030 （株）岩波映画製作所 学術・教養
世界通信網の一環として、日本とヨーロッパを海底で結ぶ日本海ケーブルの設置までの様子を描く。直江
津～ナホトカ間に敷設した日本海ケーブルの建設記録とそのはたす役割を考える。

●

ZS0387 H9年度 世界の船をつくる 030 （株）岩波映画製作所 学術・教養
日本は現在世界有数の造船国である。造船所で実際に船が造られる過程を紹介しながら、造船業がどの
ように日本の経済発展を支えているかについても明らかにしていく。

● ● ●

ZS0388 H9年度 シップヤードの青春 040 岩波映画製作所 学術・教養
造船所に勤める２０才の青年の姿を追いながら、造船所内での作業工程、作業に従事する人達の姿を紹
介する。日本の輸出産業を支える造船業への理解を深める。

● ● ●

ZS0389 H9年度 日本の音楽　民謡 024 東映教育映画部 趣味・芸術
「こきりこ節」「斎太郎節」「刈り干し切唄」などを聞きながら、日本の民謡の特質と私たちとのかかわりを考え
る。

●

ZS0390 H9年度 狂言 022 鹿島映画株式会社 趣味・芸術 室町時代から続いている伝統芸能「狂言」の舞台をいくつか紹介し、その歴史や特徴を描く。 ●

ZS0391 H9年度 労働と姿勢 020 不明 スポーツ・健康
労働中の姿勢で前かがみになっていることの多い農村に共通する神経痛や腰まがりの病気をなくすための
生活の中での小さな工夫を紹介する。

●

ZS0392 H9年度 よろこびを共に 030 （株）電通 スポーツ・健康
ある山村の小学校に赴任した養護教諭が、子供たちの栄養状態を改善するために、村の食生活や学校給
食の問題を真剣に取り組む姿を描く。

●

ZS0393 H9年度 日本の卓球実技と練習法 020 日本大学芸術学部 スポーツ・健康
明治３０年ごろに入ってきて以来、世界の指導的位置にまできた日本の卓球の実技の様子と練習方法を紹
介する。

● ● ●

ZS0394 H9年度 ひろがる愛の輪　１３回全国身障者スポーツ大会 030 東京シネ・ビデオ株式会社 スポーツ・健康
昭和５２年１０月１５日、青森市の総合運動公園で開催された第１３回全国身体障害者スポーツ大会の記
録。

●

ZS0395 H9年度 太陽の若人　第２７回国民体育大会の記録 060 日本映画新社／鹿児島県 スポーツ・健康 第２７回国民体育大会冬季大会の競技や選手の様子や開催地の人々の表情を収録する。 ●

ZS0396 H9年度 闘魂こめて 030 読売映画社 スポーツ・健康
昭和３８年４月、創立３０年を迎えた読売巨人軍が、創立三十周年記念映画を制作した。プロ野球の歴史と
ともに巨人軍のこれまでを描く。

●

ZS0397 H9年度 東京オリンピック栄光への出発 020 オリンピック映協 スポーツ・健康 東京オリンピックの年、東京国際スポーツ大会が開催された。その様子を描く。 ●

ZS0398 H9年度 栄光の山河第２５回国民体育大会の記録 030 （株）読売映画社 スポーツ・健康
昭和４５年に岩手県で開催された第２５回国民体育大会開会式や雄大な自然を背景に熱戦を繰り広げる選
手たちの様子を記録する。

●

ZS0399 H9年度 エベレストへの道 090 ＮＨＫサービスセンター スポーツ・健康
日本人がはじめて味わう頂上征服の一瞬、苦難の道を乗切って、栄光の頂上にたつ植村隊員の姿などを
描く。（３本組）

●

ZS0400 H9年度 小さな愛の詩 032 （株）英映画社 生活・福祉
織物工場で働きながら高校に通う一人の少女が心をこめて織った布地が、様々な人の手に渡り、それぞれ
の家庭や人生のドラマをつづりながら愛の灯をともしていく。

●

ZS0401 H9年度 かしこい消費者　広がれ消費者運動 030 （財）民間放送教育協会 生活・福祉
消費者運動の現状や在り方について、日用品のテスト、苦情相談、研究部会の様子など消費団体が実際
に行っている活動を紹介しながら考えていく。

●

ZS0402 H9年度 おばあちゃんの目 030 東映教育映画部 生活・福祉
ぼくのおばあちゃんは左目が見えない。右の目もかすれてきた。きかん気のおばあちゃんは医者にかから
ないという。家族は心配だ。僕は友達と計画をねった。

●

ZS0403 H9年度 姑の悩み 030 東映 生活・福祉
嫁に精一杯気を配る姑と働き者の嫁、何の問題もないようにみえるこの二人の間には立場の違いによる
もっと深い問題が存在する。嫁と姑の本当の意味での相互理解とは何かを問いかける。

●

ZS0404 H9年度 夫の気もち　妻の気もち 030
（株）教育映画配給社／モー
ションタイムズ

生活・福祉
狭いながらも楽しく暮らすある一家の夫婦の間にひそむ、大変ありふれた問題について第三者の助言とい
う形式で考えていく。

●

ZS0405 H9年度 我が家に二男三女あり 040 東映教育映画部 生活・福祉
養子問題をめぐって一家が一層きずなを深めていく様子をドラマ形式で描く。本当の家族とは何かを見つめ
なおす。

●

ZS0406 H9年度 親の目子の目　丘にあがったとうちゃん 030 （株）学習研究社 家庭教育
遠洋漁船の乗組員の父は、二ケ月家族と過ごせればいいほうである。再会した家族との対応を考える父の
特に娘とのふれあいを描く。

●

ZS0407 H9年度 母の地下たび 030 東映教育映画部 家庭教育
母親ひとりの家庭の子供が親の苦労を知り、自分の靴を買うかわりに地下足袋をプレゼントする姿をドラマ
形式で描く。

● ● ● ●

ZS0408 H9年度 もの言わぬ対話　父親と中学生 030 東映 生活・福祉
反抗的になった中学の息子を全く叱らない父親。話し合う機会が少ない親子に対し、心と心が通い合えば
何の言葉もなくても通じ合うことができるという姿を描く。（ドラマ形式）

●

ZS0409 H9年度 二つの道進学と就職 030 東映 家庭教育
兄も姉も勉強ができる。しかし、二男は高校進学をひかえて成績が悪い。親は二男に勉強させるために、兄
や姉をも協力させ二男中心の生活を送ろうとする。

● ● ●

ZS0410 H9年度 親の目子の目　娘は娘 030 （財）民間放送教育協会 家庭教育
ピアノ教師をする娘を持つ両親は、娘の結婚や生活について心配している。娘の生活や結婚感、人生感、
両親との心の交流の様子を描く。

●

ZS0411 H9年度 母と子の旅自然歩道を行く 032 （株）学習研究社 家庭教育
母と子が二人で計画した手作りの旅を通して、日常生活の中では見失いがちな自然と人間、親と子のつな
がりとは何であるかをよみがえらせる。

●

ZS0412 H9年度 偏見 033 東映 家庭教育
ゴミの集配人を父、小料理屋にかつて勤めていた母を持つアキラは、級友の母親たちから問題児あつかい
される。学校でも除け者にされるアキラの親はその事情を知り憤りをおぼえる。

●

ZS0413 H9年度 しつけの町 030 東映 生活・福祉
東京都のある町で実際に行われている話を映画化。悪いことをしている子供は、他人の子供であってもわ
けへだてなく注意するという地域ぐるみでのしつけの大切さを訴える。

●
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ZS0414 H9年度
しつけの心理シリーズ父親が本気になって叱ると
き

030 （株）学習研究社 生活・福祉
「生涯に一度も本気になって叱られた経験を持たない子供は真に幸せであるといえるのか」という問題を
テーマに、小学生の子供とその父親との関係を見直していく。

●

ZS0415 H9年度 切手のいらない手紙 030 東映 家庭教育
親に宛てて書いたある１通の手紙が小学校での親子座談会に発展していく。親と子の真のコミュニケーショ
ンとは何か。子供の心を理解するためには何が必要かを問う。

●

ZS0416 H9年度 母の外出 030 東映 家庭教育
今までにない程の気配りにもかかわらず母と子の距離が縮まらないのは何か。その原因は母と子のどちら
にあるのか、どのような母が良い母といえるのかについてドラマ形式で考える。

●

ZS0417 H9年度 母と子の２０分間読書 030 東映 家庭教育
子供が本を読むかたわらで母親が耳を傾けるという単純な方法を通して、親と子が心の触合いを深め、生
活への目を高めていったある読書運動を記録を描く。

●

ZS0418 H9年度 津軽の子ら 040 （株）英映画社 家庭教育
津軽でりんご農園を営む家庭に育つ子供たちが、自分たちの夢を叶えようとしたり、人助けをしようとする姿
を描く。

●

ZS0419 H9年度 父と母とその子たち 040 英映画社 家庭教育
子供に一生懸命な母と何も言わない父。進学で悩む子供や勝手気ままに生きる子供の姿を通し、家族の
あり方を考える。

●

ZS0420 H9年度 家族音楽会 040 東映 生活・福祉
ある仲の良い一家の姿を通して家族のきずなについて考える。勤続で表彰されることになった父親のため
に子供たちが秘密の音楽会を計画する。

●

ZS0421 H9年度 まこと君のひけめ 030 東映 生活・福祉
まこと君は学校の先生や両親から、いつも兄と比べられる。兄の通っている一流高校の受験に失敗してし
まったまこと君の気持ちを描く。

● ● ●

ZS0422 H9年度 ある町の親子座談会 030 東映 生活・福祉
地域の親が集って子供たちの問題を話し合い、対策を練ることで初めて自分の子も守ることができる。ある
事件をきっかけに親子座談会が実現するまでの過程を、一人の教師の目から描く。

●

ZS0423 H9年度 ひとりだち　－依頼心と独立心－ 030 東映 生活・福祉
高校進学を目前にして、独立したいという気持ちと両親に頼ろうとする気持ちの間で揺れ動く子供の姿を通
して、親と子の上手な関係の持ち方について考える。

●

ZS0424 H9年度 父と子 030 東映 家庭教育
金銭面や友人関係でのトラブルをめぐって対立する父親と息子との話し合いから、親の権威とは何か、お
互いの心を理解するにはどうすることが必要なのかを考える。

●

ZS0425 H9年度 あまのじゃくとかんしゃく　第一反抗期 020 東映教育部 家庭教育
一人歩きをして、自分の意思で動こうとする子供は言うことをきかなくなる。第一反抗期の前ぶれである自
己主張やかんしゃくを起す子供の様子から子供の成長過程を描く。

●

ZS0426 H9年度 人生論シリーズ父と子の対話高校進学をめぐって 034 （株）学習研究社 家庭教育
高校進学をめぐって、エリートコースを決定づける一流校への進学を切望する母とプレッシャーに陥る息
子。仕事だけで生きてきた父と息子が初めてお互いの気持ちを話し、本当の幸せについて語る。

●

ZS0427 H9年度 娘の手紙 030 東映 家庭教育
高校３年生になった娘は男の子に興味を持ちはじめ、好きな男の子ができる。そのころの娘の様子と家族
の関係を描く。

● ●

ZS0428 H9年度 息子の日記 030 東映 家庭教育 偶然息子の日記を見てしまった母親が、息子の男女交際に気づき、それについて考える。 ● ●

ZS0429 H9年度 性と青春 033 （株）学習研究社 生活・福祉
若い男性と女性の間では、性に対する考え方が違うために問題が起る。この２人や周りで起る問題を乗り
越える姿を描く。（ドラマ）

●

ZS0430 H9年度 故郷のたより 030 東映 生活・福祉
出稼ぎによって生活をささえているある漁村で、様々な苦労のために出稼ぎ組と居残り組の対立がおこる。
村人の心を一つにしようとする活動の様子を描く。

●

ZS0431 H9年度 営団だん子 030 産経映画社 生活・福祉
戦後ある地区で、生活環境の悪さから、営団だん子と呼ばれて問題児扱いされる地区の子供たちを救うた
めに、母親たちが起こした地域ぐるみでの環境浄化の運動の様子を描く。

●

ZS0432 H9年度 明日へ開く窓谷間の灯 030 ＮＥＴ 生活・福祉
山深くにある水沼部落に来るには、富山の薬売り、行商人など山を越えなくてはならない。そんな谷間にあ
る部落での炭焼きや生活の様子を描く。

●

ZS0433 H9年度 かつて　いまも　そして未来も 030 日経映画社 生活・福祉
太陽の恵みで生きてきた人間は今目覚しい発展を遂げている。その中で様々な汚染による公害の姿などを
描き、日本のこれからの姿を考える。

●

ZS0434 H9年度 馬と少年 040 東映 生活・福祉
日南海岸国定公園は、国の天然記念物に指定された御崎馬という日本古来の野生馬が生息することで知
られている。馬を守るために奮闘する指導員と子供たちの姿を通して自然保護の大切さを描く。

●

ZS0435 H9年度 自転車の交通事故を防ぐには 018 東映 生活・福祉
ドライバーから見た自転車の危険な点や実際の事故の状況説明などをして、自転車の交通事故を防ぐに
はお互いにどうするべきかを考える。

● ● ●

ZS0436 H9年度 川と私たち－川を治める－ 026
（株）ペック／（財）日本経済教
育センター

生活・福祉
昔から生活と川は深いつながりがあり、恵みを与えてくれた。しかし、氾濫や洪水で全てを失ってしまうこと
がある。洪水を防ぐための祈願祭など昔から人々が川を治めようとしてきた様子を描く。

●

ZS0437 H9年度 明日を考える 030 （株）母と子の桜映画社 生活・福祉 新生活運動で有名な奈良県山添村上津地区の地形や歴史を紹介し、運動を進めている様子を描く。 ●

ZS0438 H9年度
心身障害者に光を　アメリカのともだちアメリカ・マ
ディソン

020 不明 生活・福祉
ウィンスコンシン州マジソンに位置するアメリカの代表的な心身障害者の総合施設、セントラル、ウィルスコ
ンシン、コロニーを紹介する。アメリカの心身障害者保護の仕組みや様子について考える。

●

ZS0439 H9年度 ボランティアへの道 033 （株）学習研究社 生活・福祉
世の中を良くするために無料奉仕をする。これがボランティア活動である。山梨県の重症心身障害児を守る
会の活動から、ボランティアの活動内容やかかわる人々を描く。

●

ZS0440 H9年度 日本のエネルギーを考える 026 （財）日本視聴覚教材センター 生活・福祉
石油ショック以来、日本のエネルギー事情は悪化している。その中で火力発電によるエネルギーをつくるた
めに石油が使われる。日本での石油の密接なつながりを紹介する。

●

ZS0441 H9年度 一億一千万人を支えるもの 030 日本科学藤田プロダクション 生活・福祉
小さい島国である日本が、なぜ高い水準を保っているのか。経済面からその特徴を列挙するとともに問題
点も上げながら考える。

●

ZS0442 H9年度 資源・その過去・現在・未来 030 日本シネセル 生活・福祉
石油エネルギーは石油危機を契機に資源に限界があることが認識された。資源の有効利用、新しい資源
の開発が必要である。これからの資源について考える。

●

ZS0443 H9年度 両陛下　緑の青森県へ 030
中部日本ニュース映画社、青
森県広報室

生活・福祉
青森県平内町夜越山で行われた植樹祭に御臨席のため、青森県を訪ねられた両陛下のご様子を紹介す
る。

●
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ZS0444 H9年度 こんにちはケニーちゃん～外国人とのつきあい～ 020 新生映画株式会社 外国語・国際理解
日本は国際化時代を迎えている。日本にやってきたケニーちゃんの日本の生活をもとに、外国人との上手
なつきあい方を学ぶ。

●

ZS0445 H9年度 太平洋新時代にかける橋　第１０回青年の船 025 （財）日本経済教育センター 外国語・国際理解
第１０回「青年の船」は６月に５３日間、アメリカとメキシコを訪問して有効親善を深めた。言語や慣習の違い
を乗りこえ「太平洋新時代にかける橋－青年の復元力」をテーマに活動した様子を紹介する。

●

ZS0446 H9年度 世界の中の日本　－国際協力－ 028 （財）日本経済教育センター 外国語・国際理解
日本が行っている国際協力を東南アジア、イランなどを例にして内容や必要性を明らかにし、世界の中の
日本の在り方を描く。

●

ZS0447 H9年度 農業経営シリーズ農産物の値動きピックサイクル 030 （株）記録映画社 産業・技術
肉の需要が高くなっている近年、特に成長農業といわれる養豚農家に注目し、一定の期間で高値と安値を
くり返すというピックサイクルや経営の様子を描く。

●

ZS0448 H9年度 考える農業やさしい経済映画教室 030 貯蓄増強中央委員会 産業・技術
５年続きの豊作により、農家の生活が豊かになった。農薬の進歩、急速な機械化などのため、農業が発展
した。農薬の使い過ぎが生む弊害などから農業のあるべき姿を考える。

●

ZS0449 H9年度 雪の下に光を積雪寒冷単作地帯の農村 020
電通映画社／全国土地改良協
会

産業・技術 全国の米生産量の中核をしめる地域、積雪寒冷単作地帯の農村の姿を描く。 ●

ZS0450 H9年度 月給でくらす村 030 東映 産業・技術
新潟県のある村では、農家が月給で生活している。これは無駄づかいによる借金苦を防ぐために生まれた
米代金の計画貯金制度という農家の知恵を紹介する。

●

ZS0451 H9年度 電子計算機 020 電通映画社 産業・技術
現代社会は電子計算機なしでは成り立たない。その電子計算機がどのような場所で使われ、どのような仕
組みになっているのかを解説する。

● ●

ZS0452 H9年度 ちえ子の世代 030 東映 教育方法・学習者
農家に生まれたちえ子は結婚を考える歳になった。姉が里かえりし農家へ嫁いでからの苦労話を聞く。結
婚を楽しみにする反面、不安を持つちえ子の同世代の姿を描く。

●

ZS0453 H9年度 青春のこだま 030 産経映画社 教育方法・学習者
農村を改善するための新生活運動に熱心に取り組みながら、結婚に向けて準備をすすめる若い男女の姿
を描く。

●

ZS0454 H9年度 わかもの 040 東映 教育方法・学習者
プロ野球を夢みる弟にチャンスが訪れたが、兄は地味でもしっかりした職業を望む。様々な考え方を持つ若
者たちが生きる姿を描く。

●

ZS0455 H9年度 輝かしき娘たち 030 東映 教育方法・学習者
兼業農家が増え、畑仕事は老人と主婦とわずかに娘が行うようになった。家の仕事と畑仕事に追われる娘
たちは技術を身につけ独立したいと考える。娘たちの心の動きをドラマで描く。

●

ZS0456 H9年度 青年 064 （株）英映画社 教育方法・学習者 実社会に第一歩を踏み出した青年たちが当面するであろう問題を三つの職場に舞台を変えて描く。 ●

ZS0457 H9年度 おれたちの青春 040 東映 教育方法・学習者
夢を持って上京し、同じ職場に就職した青年たち。まじめな青年と気ままに生きる青年が仕事や人間関係
などの悩みの中で生きる青春の様子を描く。

●

ZS0458 H9年度 君ならどうするサラリーマンか農業か 030 東映 教育方法・学習者
高校卒業時、給料の少ないサラリーマンより農業を選んだ人と、都会に夢を求めてサラリーマンになった人
の様子を描く。

●

ZS0459 H9年度 第三の人生 030 東映 教育方法・学習者
老化を防ぐにはどうしたらよいかという疑問に答えて、大学での開放講座に参加したり、健全な青少年育成
のために奔走てるお年寄りを紹介する。頭と体を使う健康法の有効性を明らかにする。

●

ZS0460 H9年度 嫁と姑の悪口文集 030 東映 教育方法・学習者
生活文集の内容に若妻会の嫁たちが姑との関係を書くようになった。姑たちはそれを悪口文集とよぶように
なった。姑はますます嫁に反感を持ち、対立は深まっていく。

●

ZS0461 H9年度 十一人の嫁たち 030 東映 教育方法・学習者
ある農村女性の読書グループの周囲の理解と協力を得るためにの活動を通して女性の地位向上について
考える。

●

ZS0462 H9年度 母の役割 030 東映教育映画部 教育方法・学習者
就職の決まった息子と結婚する娘を育てた母。健やかに育った二人の子供をみて、戦後の時代を思い出
し、育児や家事での母としての役割をふりかえる。

●

ZS0463 H9年度 実りある日に主婦と余暇 033 東映化学工業株式会社 教育方法・学習者
子供が生まれてから独立するまで、主婦は常に家庭で過ごす。充実した日々をすごすためにも、主婦にとっ
ての余暇の役割を考える。

●

ZS0464 H9年度 ＰＴＡに学ぶ 033 東映教材映機 教育方法・学習者
ＰＴＡに無関心だった主婦が委員となり、様々な問題を体験しながらＰＴＡ活動や自己に目覚めていく過程を
描き、全員がＰＴＡに主体的に参加する意義を描く。

●

ZS0465 H9年度 青年の家 030 （株）共立映画社 教育方法・学習者
集団就職で東京に出た若者が知り合った青年グループ「あすなろ会」。青年の家で様々な交流をする。その
様子を描く。

●

ZS0466 H9年度 かあちゃんの生産学級 020 （株）教育映画配給社 教育方法・学習者
農家の主婦はとても忙しい。婦人会で自給野菜の栽培に取り組む。更に生産学級を開くことになり、忙しさ
の増したかあちゃんたちの奮闘ぶりを描く。

●

ZS0467 H9年度 教室の子ども達　学習指導への道 030 岩波映画製作所 教育方法・学習者
子供たちの学校での１日の生活風景に沿いながら、教育実習生を指導する形で教師の本音が語られてい
る。子供たち一人一人の持っているものを理解するにはどうしたらよいか考える。

●

ZS0468 H9年度 自然にはばたく躍動する青少年教育施設 030 （株）学習研究社 学術・教養
青年の家と少年自然の家が果たす教育的役割を明確にし、ゆとりのある学校生活の一環として、また青少
年の人間形成の上からも、今非常に必要な施設であり、活動であることを描く。

● ● ● ●

ZS0469 H9年度 私たちの美術館北九州市立美術館 020 （株）桜映画 学術・教養
住み良い街づくりのために行われた文化施設の建設は、人々に心の豊かさを与える。それらの施設の中で
特に美術館を取りあげ、その外観から展示物までを紹介する。

●

ZS0470 H9年度 幼児のあそび－今と昔－ 020 学研 教育方法・学習者
子供たちの遊び場が減り、幼児たちは室内にこもり、おもちゃで遊ぶことが増えている。幼児の遊びはその
後の人間形成に大きな影響を与える。今と昔の遊びを比べ最近の遊びについて考える。

●

ZS0471 H9年度 幼児園幼児の活動と教師の役割 024 （株）英映画社 教育方法・学習者
幼児の発達段階は同じ砂遊びや水遊びをみても、４・５・６才児それぞれで遊び方や活動する人数などはっ
きりとした違いがある。これらの活動の様子を見ながら教師の役割を考える。

●

ZS0472 H9年度 若き日の豊田佐吉 040 東映 学術・教養
織機王といわれた豊田佐吉は織物機械の発明や数々の特許を得、世界産業に偉大な功績を残した。若き
日の発明に情熱を傾ける姿を描く。

●

ZS0473 H9年度 日本のふるさと東北りんごのふるさと 011 東京福原フィルムス 学術・教養
青森県黒石市のりんご作りの様子や歴史、熱気あふれる黒石よされ、また黒石付近の温泉や美しい秋の
自然を紹介する。

●
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ZS0474 H9年度 美しい国土その生いたち 050 （株）共同映画 学術・教養
一見不変に見える大地はいかにして生れ、形成されたのであろうか。氷河期による海進・海退、火山活動
によって現在の日本の形ができた過程を描く。

● ● ● ●

ZS0475 H9年度 老人福祉シリーズ老人とリハビリテーションその１ 020 東京シネ・ビデオ株式会社 スポーツ・健康
脳卒中後遺症患者の老人たちは、週一回身体機能を回復訓練センターに通う。医師や保健婦たちによるリ
ハビリテーションに力を入れる様子を描く。

●

ZS0476 H9年度 タローの誕生 021 映研株式会社 スポーツ・健康
妊娠女性が陥りやすい症状や気持ちによって胎児にどのような影響があるのかを、アニメーションでわかり
やすく説明し、妊娠中のより良いすごし方を考える。

● ●

ZS0477 H9年度 おそろしい赤痢 015 東映 スポーツ・健康
１１種類の法定伝染病の中でも、赤痢の感染者数はずば抜けた大きな数字を示している。赤痢菌の繁殖の
状態、伝染の経路や患者の症状、サルファ剤などの抗生物質、隔離療養の必要性などを描く。

●

ZS0478 H9年度 青森県政ニュース伸びゆく愛の献血 010 青森県広報室 スポーツ・健康
貴重な人命を救うため、欠くことの出来ない役割を果たしている輸血用の血液。そのため様々な危険を伴う
売血制度から、自分達で互いに身を守る献血制度へと移行した過程を紹介する。

●

ZS0479 H9年度 赤ちゃんと血液型 030 学習研究社 スポーツ・健康
脳性マヒの四分の一が血液型不適合が原因になっており、処置が間違わなければ助かった子供も多い。
正しい知識をもつことで健康な子供を育てることができる。赤ちゃんと血液型について考える。

● ●

ZS0480 H9年度 母性保健先天異常の予防からみた 025 岩波映画製作所 スポーツ・健康
「五体満足な赤ちゃんであってほしい。」という妊婦の最大の願い、先天異常はどうすれば防げるか、その
要因やおこしやすい母体の状態、出産と新生児、正しい家族計画などを考える。

● ●

ZS0481 H9年度 女性とたばこの害 023
日本プロダクトビルダー／教育
映画配給社

スポーツ・健康
妊娠中の女性がたばこを吸ったときの母体と胎児への害を、血圧や心拍数などを使い詳しく説明する。妊
娠中のたばこの禁煙を訴える。

● ●

ZS0482 H9年度 闘魂の記録　オリンピック東京大会をめざして 040 （株）東京シネマ スポーツ・健康
オリンピック東京大会を目指し、競技場、高速道路などの受入れ場所の整備や各競技に出場する選手な
ど、オリンピック直前の準備の様子を紹介する。

●

ZS0483 H9年度 明日の世界のために 080 東宝Ｋ・Ｋ スポーツ・健康
１９６７年に開催されたアジアで初めてのユニバシアード東京大会の記録映画。次の時代を担う若人たちが
友好と親睦を深め、成功のうちに大会が幕を閉じるまでを描く。（２本組）

●

ZS0484 H9年度 炬火いつまでも第３０回国民体育大会記録 060 読売映画社 スポーツ・健康
三重県で開催された第３０回国民体育大会の冬季、夏期、秋期大会の様子の他、トレーニングにはげむ若
者や美化をすすめる三重県民たちの姿を描く。

●

ZS0485 H9年度 太陽国体をめざして 028 鹿児島県県民課 スポーツ・健康
昭和４７年に鹿児島で開催された太陽国体にかける鹿児島県民の期待や意気込み、また準備の様子を紹
介する。

●

ZS0486 H9年度 ＪＯＣ技術映画ボクシング 060 （財）日本体育協会 スポーツ・健康
東京オリンピックでのボクシング競技の記録映画。実戦での映像を使って優秀選手の高度な技術を解説す
る。（２本組）

●

ZS0487 H9年度 御題「家」 010 ＲＡＢ（株）提供 生活・福祉
昔ながらの合掌造りの家は趣があるが、維持費がかかる。住みやすい近代的な家に建てかえたいが、家
族内での問題が起こる。家と家族のつながりを描く。

●

ZS0488 H9年度 主婦の整理学 020 東映株式会社 生活・福祉
整理とは、分類し不要なものを処分することである。家の中が片付かない原因を明らかにしながら、衣類、
保証書類、食器類などの家庭内での基本的な整理の仕方を考える。

● ●

ZS0489 H9年度 生活を高める婦人学級 030 青森県教育委員会 生活・福祉
むつ市大湊で盛んになっている婦人学級で、家計をどのようにするのか、上手な買物の仕方など、様々な
学習の様子を紹介する。

●

ZS0490 H9年度 食生活改善シリーズ食べる 026
映研株式会社／日本栄養士学
会

生活・福祉 食生活の偏りにより、栄養性貧血の症状が広がっている。それによる病害と共に解説する。 ● ●

ZS0491 H9年度 おばあちゃん 040 東映株式会社 生活・福祉 農家のおばあちゃんの気持ちと、その家族がおばあちゃんを思いやる気持ちをドラマ形式で描く。 ●

ZS0492 H9年度 たづ子ちゃんの子供新聞 040 東映 生活・福祉
東京都練馬区東大泉小学校のたづ子ちゃんは、入院した父が喜ぶようにと家庭のニュースで新聞を作る。
新聞を発行するまでを描く

● ●

ZS0493 H9年度 しつけの心理シリーズ根性を育てる 032 （株）学習研究社 生活・福祉
父の省三は息子の孝の根性を育てたいと、新聞配達をやらせる。孝は父親の一方的な考えに反抗し、せっ
かく続けた新聞配達をやめると宣言する。父親との話し合いから孝は自分の目標を設定した。

●

ZS0494 H9年度 親の期待と子の心 032 東映 家庭教育
親の期待過剰や干渉のしすぎが、子供たちにどんな影響を与え、どんな結果をもたらすのかや一人の児童
をとりあげ、何が問題行動を起こさせたかを考える。

●

ZS0495 H9年度 幼児期シリーズしつけ 017 映研株式会社 家庭教育
幼児期、特に３才でのしつけが子供の一生を決めることになる。二つの家庭を比較して、子供の普段の暮ら
しの中で、どのようにしつけるかを考える。

● ●

ZS0496 H9年度 児童心理シリーズひとりだち一・二才児 018 教育映画配給社 家庭教育
危なかしく目の離せない、１・２才の一人立ちの時期におこる子供の様々な成長の様子と、人生のしっかりし
た土台をつくるための母親の役目を紹介する。

● ●

ZS0497 H9年度 幼児の手 030 学習研究社 家庭教育
昔に比べてはしをきちんと持てない、ひもが結べないといった子供が増えている。その原因を追及し、幼児
の手の動きと発育にどのような関係があるのかを調べる。

● ●

ZS0498 H9年度 いたずら時代 019 東映教育映画 家庭教育
子供の「いたずら」は子供の心身の成長に欠かせない行動である。その意味を理解し、将来の発達に役立
つような環境をつくってやることこそ「いたずら」に対する指導のポイントである。

●

ZS0499 H9年度 少年合唱隊 040 東映教育映画部 家庭教育
諏訪市の小学校に少女合唱隊があった。あるとき、少年合唱隊もつくることになり、少年たちに起こる様々
な問題を乗り越えていく様子を描く。

●

ZS0500 H9年度 続六人姉妹 040 東映教育映画部 家庭教育
年頃の姉妹たちは卒業後の進路を決定するにあたり、様々な問題や父親との対立が起こる。夢と現実の間
でゆれうごく姉妹たちの様子を描く

●

ZS0501 H9年度 日本一物語 040 東映教育映画部 家庭教育
中学校を定年退職する”ごぎぶり先生”は生徒たちに、かつての教え子たちの話をし、自らの将来を決めた
からには、日本一をめざして努力するようにと最後の言葉を贈る。

● ● ●

ZS0502 H9年度 六人姉妹 040 東映教育映画部 家庭教育
６人姉妹の長女の進路問題で、様々な悩みが起こる。姉妹やそれを取り巻く両親たちの対立を乗り越え、
家族の絆を深めようと努力する様子を描く。

●

ZS0503 H9年度 石ころの歌 060 （株）英映画社 家庭教育
仕事をやめて町から帰ってきた一人の青年の農村を舞台としたドラマ。後継者問題、高校への進学問題な
どを通して、家にとらわれた生き方に疑問を投げかける。（２本組）

●
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ZS0504 H9年度 花いっぱい 038 三元プロダクション 生活・福祉
新生活運動の一環として「花いっぱい運動」が提唱され、全国地域と職場で展開されている。モデル地区の
実情に取材し、構成する。

●

ZS0505 H9年度 水を求めて企業はのびる日本の工業用水 030 理研産業映画（株） 生活・福祉
工業製品の生産過程には多量の水が必要なため、工業の飛躍的な発展は新しい水資源を要求してやまな
い。環境問題に留意しながら貴重な水を確保する方法を考える。

●

ZS0506 H9年度 川とともに　岩木川水系改良復旧事業 030 日映科学映画製作所 生活・福祉
岩木川水系の周辺地域は、集中豪雨により河川が氾濫し、大きな被害を受けた。再び災害が起こらないよ
うに、全面的な改良復旧事業を計画した。人々の強い願いに支えられ、計画が実現していく様子を紹介す
る。

●

ZS0507 H9年度 道 040 東映 生活・福祉
入り組んだリアス式海岸に囲まれ、陸の孤島といわれる尾鷲市の紀伊半島を一周する道路開通にともなう
物語をドラマ形式で描く。

●

ZS0508 H9年度 八戸大橋　八戸は海とともにある 040
東京シネ・ビデオ株式会社／青
森県

産業・技術
産業の要で北洋の漁業基地として名高い八戸市は、近代的産業都市をめざした。埋め立てられた臨海地
域と市内を結ぶかけ橋である八戸大橋建設の様子を紹介する。

●

ZS0509 H9年度 土木学会創立６０周年記念国土をいかす知恵 025 岩波映像販売株式会社 生活・福祉
河川管理の今と昔の技術を比較し、土木の進歩を明確にする。高速道路や都市の建設は技術面だけでな
く、人間の心理面も考え進められていることを紹介する。

● ●

ZS0510 H9年度 地球はいっぱい食糧問題を考える 029 学習研究社 生活・福祉
日本の食料自給率の低い原因を、農業・漁業の抱える問題を中心に解説し、世界の食料事情にも触れな
がら、人口増加に伴う食料危機の起こる可能性について考察する。

● ●

ZS0511 H9年度 みちのくの一日内閣 020 （株）読売映画社／総理府 生活・福祉
青森市で開催された国政に関する公聴会の様子を収録。池田内閣総理大臣他閣僚の様子と世論をじかに
国政に反映させようという試みを追う。

●

ZS0512 H9年度 陽春天皇　仲よし兄弟篇 030 フジテレビネットワーク部 生活・福祉 幼い頃の浩宮様と紀宮様が乗馬やおもちゃで仲良く遊んでいられる光景を紹介する。 ●

ZS0513 H9年度 陽春の天皇ご一家 030 ＲＡＢ提供 生活・福祉 民主日本の若い象徴として忙しい毎日を送る皇太子御夫婦の様子を紹介する。 ●

ZS0514 H9年度 陽春天皇　天皇　皇后篇 030 フジテレビネットワーク部 生活・福祉
明るいニュースに包まれて新春を迎えた天皇一家。新宮殿での御公務や国賓を迎えての晩さん会など、お
忙しい天皇、皇后陛下の様子を紹介する。

●

ZS0515 H9年度 両陛下をお迎えして 030 山形県広報 生活・福祉
山形県で両陛下を迎えて開催された第１１回国土緑化大会と緑の週間を中心に繰り広げられた植樹運動
の様子を紹介する。

●

ZS0516 H9年度 信州人アフリカにあり 030 フジテレビ報道管理部 外国語・国際理解 日本海外協力隊員としてエチオピアに派遣された獣医、望月さんの奮闘ぶりをドキュメントで描く。 ●

ZS0517 H9年度 ある青春 033 東映 産業・技術
共同養豚に失敗、共同経営の借金を返すために、都会に臨時工として出稼ぎに出た。働くうちに、自分たち
の過去を反省し、再び農村青年としての意識に目覚めていく青年を描く。

●

ZS0518 H9年度 この潮の続く限り 030 自然科学映画社 産業・技術 漁業協同組合の問題点を千葉県のある漁港の取り組みを例にしながらその解決方法を描く。 ●

ZS0519 H9年度 みちのくのりんご 040 松緑神道大和山映画部 産業・技術
昭和４９年に挙行されたりんご百周年記念式典を機会にりんごが青森に根付くまでの歴史をみつめ、この
厳しい風土に生きる人々の忍耐と努力による血と汗の歴史であることを伝える。

●

ZS0520 H9年度 父ちゃん頑張る 050 全国農村映画教会 産業・技術
農作業の効率を上げるために農地の集団化事業を推し進めようとする人々とそれに反対する保守的な
人々とが対立する。土地をめぐって交錯する農民の様々な思いを考える。

●

ZS0521 H9年度 転換期にたつ西ドイツの農民 030 インタナショナル映画（株） 産業・技術
工業で発展をとげた西ドイツだが、農作物価格は高くなっており、農家にとっては試練の時をむかえた。多
角化や経営拡大により、構造改善事業に取り組む農民の姿を描く。

● ●

ZS0522 H9年度 岩手の農業を変える　高生産性農業をめざして 030 映研株式会社 産業・技術
人口の都市集中、工業生産の発展など社会情勢の変化に適応した農業のあり方が求められ、実際に積極
的な対応策が行われている。機械化や新施設の導入などを例にあげながら岩手の農業を考える。

● ●

ZS0523 H9年度 後継者 030 春秋映画株式会社 産業・技術
富山県では水稲のあと裏作でチューリップなどを栽培する。後継者不足の中、農家を継ぐ若者に注目し、機
械化や経営拡大に取り組む姿を紹介する。

● ●

ZS0524 H9年度 小さな芽生え 040 （株）日映科学映画制作所 教育方法・学習者
普通クラスで知恵遅れのために学級に参加できず、相手にされないという劣等感で性格までいじけてしまう
子供がいる。特殊学級における指導と、そんな子供たちの自我芽生えていく様子を描く。

●

ZS0525 H9年度 グループと恋人たち 038 （株）学習研究社 教育方法・学習者
音楽グループで活動している若者たちが、グループへの参加者を増やそうと努力するが、その中で恋愛問
題が起こる。グループ内での恋愛のあり方について考える。

●

ZS0526 H9年度 ありがとう敬吉君 020 日本映画新社 教育方法・学習者
中学から６年間同級生で、一緒に東京へ就職した二人の青年。上京し時が経つにつれ、二人の個人差が
表れてくる。二人の様々な困難を乗り越える様子を描く。

●

ZS0527 H9年度 そのしあわせ 040 東映 教育方法・学習者
優しくよく気のつく嫁と同居し、自由に生きる老人と、嫁にいびられながらも、孫の面倒や家事などを押しつ
ける老人。老人にとっての本当の幸せとは何かを描く。

●

ZS0528 H9年度 婦人学級の進めかた 023 東京映画（株） 教育方法・学習者
婦人たちが初めて自分たちで婦人学級を開設していく過程を描いたもので、婦人学級の開設やその進め方
など基本的な問題について解説する。

●

ZS0529 H9年度 子どものほしかったもの 025 青森県教育委員会 教育方法・学習者 昭和３９年から県下各地に家庭教育学級が誕生した。三厩村の家庭教育学級の様子を取材し、紹介する。 ●

ZS0530 H9年度 ＮＨＫ科学映画第三の火 024 （財）ＮＨＫサービスセンター 産業・技術
茨城県東海村に作られた試験用原子力発電炉で、原子力から電気をとり出すことに成功。発電用原子炉
の構造や発電の仕組を説明しながら本物の原子炉の中を公開する。

● ●

ZS0531 H9年度 ３さいのひみつ 015 ＲＡＢ青森放送 教育方法・学習者
子供の自主性が最も発達していく３才児のこの時期、心や体には数々の秘密が隠されている。母親が子供
と上手につきあっていけるように秘密を解明する。

●

ZS0532 H9年度 ３さいのひみつ第２回ほにゅうびん 015 ＲＡＢ青森放送 教育方法・学習者
何でもできてコップを使うことができてもほ乳びんが大好きな３才児。母親は止めさせたいと思うが、子供側
にも主張がある。その秘密を探る。

●

ZS0533 H9年度 ３さいのひみつ第３回きかんぼう 015 ＲＡＢ青森放送 教育方法・学習者
３才になると危険などがわからないので思ったとおりにやろうとする。親は危険を回避したりしつけたりする
ため、子供は抵抗する。反抗にみえるこの行動を子供の立場から理解する。

●
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ZS0534 H9年度 ３人でやるってきめたのに 020 岩波映像販売（株） 教育方法・学習者
シュンスケ、マナブ、タイチの４歳児仲良し３人が先生や友達、身近な自然や道具などとかかわってあそび
を展開している様子を記録し、教師の援助や環境の構成のあり方について考える。

●

ZS0535 H9年度 地震！！　あなたはどうする 021 新生映画（株） 生活・福祉
いつ、どこで発生するかわからない地震に対処する方法を解説する。阪神・淡路大震災の惨状。地震はど
うして起きるのか。地震によって起きる危険。地震に備えて。津波のこわさ。普段の備えなどについて考え
る。

● ● ● ●

ZS0538 H9年度 みんな光っている発達の遅れのある子どもたち 040 （株）映像情報センター 教育方法・学習者
ダウン症、脳の障害等で発達に遅れや偏りのある２才から就学前の幼児が通う、東京八王子市にある通園
施設「すぎな愛育園」での１年間の子供たちの成長を描く。

●

ZS0539 H9年度 地震！！あなたができること 021 新生映画（株） 生活・福祉
平成７年阪神・淡路大震災を教訓として、地震の知識や災害時のボランティア活動等について考える。災害
時に的確な避難行動が迅速に取れるように実践的な避難の仕方を紹介する。

● ●

ZS0540 H9年度 学びあい・支えあい生涯学習とボランティア活動 021 （株）桜映画社 教育方法・学習者
ボランティア＝生涯学習、学習の成果を生かす場としてボランティア活動がある、生涯学習を支援するため
のボランティアという３つの視点を中心に事例を紹介する。

● ● ●

ZS0541 H9年度 わすれてできる？友だちと先生の暮らしづくり 021 岩波映画製作所 教育方法・学習者
ふじ組の５才児と先生がクラスの中で繰り広げる暮らしづくりがありのままに記録。自己主張しながらもお互
いに気遣う子供達の姿を通して友達と先生との暮らしづくりについて考える。

● ●

ZZ0001 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１各地のくらし 014 青森放送 社会科
昭和３８年着工し、５ケ年の歳月をかけて天間林ダムが完成した。畑作中心だった村は稲作地帯に変化し
ていく。畑作時代の人々の苦悩と水田を持ったことによる変化を探る。

●

ZZ0002 H9年度
ふるさとのテレビ社会科１わたしたちの市や町や
村

014 青森放送 社会科
五所川原市は水田とリンゴ畑に囲まれた西北地方の中心地である。周りの町村から買物客や通勤・通学で
多くの人々がくる。農産物は集積され、東京・大阪方面に出荷されるなどの、地域の関わりを描く。

●

ZZ0003 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２交通のはたらき 014 青森放送 社会科
黒石市には様々な鉄道線やバス路線がある。朝の通勤・通学や電車やバスを使っての人の流れやりん
ご、木材、米などの特産物の流れなど、地域の結びつきと交通が果している役割を説明する。

●

ZZ0004 H9年度
ふるさとのテレビ社会科２工業製品によるむすび
つき

014 青森放送 社会科
漁業と工業の都市八戸市は八戸港を利用して石灰岩や砂鉄などの工業原料を輸入し加工した工業製品を
輸出することで他の地域や諸外国との結びつきを深めている。加工貿易都市としての八戸市の姿を紹介す
る。

●

ZZ0005 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３江戸時代の交通 014 青森放送 社会科
江戸時代県内には、野内・碇ケ関・狩場沢・大間越の関所があった。通行手形の意味や当時の江戸まで１
３日かかった街道の様子や海上運搬を青森県産物や米を例にとり説明する。

●

ZZ0006 H9年度
ふるさとのテレビ社会科３産業のむすびつき（農産
物）

014 青森放送 社会科
青森を代表する産業のリンゴの街弘前の人々は長く厳しい冬と共に生きる。年間二千万箱をも産出するリ
ンゴは東京をはじめとする全国に供給・出荷され、また全国から弘前へ農産物が供給される。リンゴによる
全国との結びつきを紹介する。

●

ZZ0007 H9年度
ふるさとのテレビ社会科４産業のむすびつき（海や
山）

014 青森放送 社会科
大畑町の漁業と林業を紹介する。大畑町では全国へ出荷するため、魚も木も加工され、そのための加工場
も数多い。運搬はトラックや鉄道が主である。町と産業との密接な関係を説明する。

●

ZZ0008 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４津軽の気候とくらし 014 青森放送 社会科
十三湖の北側にある「市浦村」の気候と暮らしをわかりやすく説明する。夏は農作業、冬は家の中の仕事
か、出稼ぎ。家の周りには「カッチョ」と呼ばれる防風雪のための木の柵がある風景を紹介する。

●

ZZ0009 H9年度 ふるさとのテレビ社会科５島のくらし 014 青森放送 社会科
青森県には人の住んでいる島がないため、宮城県松島の桂島の生活を紹介する。島の暮らしは海に囲ま
れ美しいが、不便な点も多い。暮らしに欠かせない船だが、気象の変化に左右されやすいことなどを描く。

●

ZZ0010 H9年度 ふるさとのテレビ社会科６ひとびとのむすびつき 014 青森放送 社会科
中弘南地方では、弘前市の病院や高校などへ通っている人が多い。また、周辺地域へ日に何度か通う
人々もいる。弘前市とその周辺の村や町の人々との結びつきが暮らしに役立っている様子を描く。

●

ZZ0011 H9年度 ふるさとのテレビ社会科６青森県の工業 014 青森放送 社会科
青森県の工業の例として、小規模な工場、カンヅメ工場・パン作り工場や大規模な工場として八戸市の鉄
の精練工場、肥料工場などを紹介する。また八戸市の煤煙問題の取り組みも解説する。

●

ZZ0012 H9年度 ふるさとのテレビ社会科７平地のくらし 014 青森放送 社会科
田舎館村の稲作が盛んな様子と常磐村の養鶏を紹介する。水田は平地で水が自由に使えることや養鶏は
運搬が便利なことが、平地に向いている理由であることを説明する。

●

ZZ0013 H9年度 ふるさとのテレビ社会科７県庁の仕事とわたしたち 014 青森放送 社会科
むつ市と県庁との関係を例にし、県庁の仕組や役割を説明する。県民が住みやすいように、道路や住宅、
公共施設を増やしたり、衛生面でも様々な取り組みをしている様子を紹介する。

●

ZZ0014 H9年度 ふるさとのテレビ社会科８もうすぐ５年生 014 青森放送 社会科
青森市立筒井小学校４年生の少女、みな子さんが主人公。冬から春に変化する街の様子とともに、みな子
さんの気持ちも変化していく様子を描いていく。

●

ZZ0015 H9年度
ふるさとのテレビ社会科８県庁のある都市とわたし
たち

014 青森放送 社会科
青森市と十和田市の関係を三本木小学校の児童が調査する。交通や物の流通、工場の支店など様々な
分野から調べている様子を描く。

●

ZZ0016 H9年度 ふるさとのテレビ社会科９県庁のある都市と商業 014 青森放送 社会科
県庁のある青森市は、第三次産業に関わる人が多い産業・商業都市である。産業の発展に欠かせない交
通機関も発達している。港もあり、物流も盛んな様子を紹介する。

●

ZZ0017 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１０交通によるむすびつき 014 青森放送 社会科
青森駅を利用する人の数は大変多い。駅のない地域の人のためにバスが運行され、トラック、自家用車な
ど道路も多く利用されている。交通により、商業や人々が結びついている様子を紹介する。

●

ZZ0018 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１１大きな都市 014 青森放送 社会科
東京や仙台の交通機関や国の出先機関、大学などを紹介する。大きな都市にしかない気象観測所や動物
園などを紹介し、都市の規模の違いを説明する。

●

ZZ0019 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１２あれ地をひらくしごと 014 青森放送 社会科
上北郡東北町から１０ｋｍ程離れた滝沢平は、かつては松林であった。乳牛を飼うために畑から牧草へ、ま
た荒地を開墾し水田を作ろうと国や県の協力のもと開拓された滝沢平を紹介する。

●

ZZ0020 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１３大水をふせぐしごと 014 青森放送 社会科
昭和１０年に岩木川や平川の洪水があった。岩木川の大水を防ぐために目屋ダムが作られた。また平川の
大水を防ぐために堤防を高くしたり、上流に砂防ダムを作るなどの様々な対策を紹介する。

●

ZZ0021 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１５新産都市をつくる 014 青森放送 社会科
昭和３９年に国が計画した新産業都市に八戸を中心とした市町村が指定された。電力を供給する火力発電
所港湾の建設が行われ県が道路や鉄道を整備する計画をした。新産業都市が作られていく過程を説明す
る。

●

ZZ0022 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１６下北半島 014 青森放送 社会科
十勝沖地震により大きな被害を下北半島は受けた。下北半島の人々の夏を佐井村の子供たちの海水浴や
交通安全運動の様子、東通村の両皇神社の祭りやイカ漁の様子を紹介する。

●

ZZ0023 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１７津軽半島 014 青森放送 社会科
津軽半島の自然と、人々が生活の糧としている漁業と林業、特にヒバを紹介する。また三厩村竜飛部落を
取り上げ、青函トンネル建設にむけて村が大きく移り変ろうとしている様子も紹介する。

●

ZZ0024 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１８西海岸地方 014 青森放送 社会科
西海岸地方と呼ばれる鰺ケ沢、深浦、岩崎は、漁業で暮らしを立ててきた。最近では海流の変化で魚がと
れなくなり、出稼ぎや林業などで生計を立てている。西海岸地方の人々の様子を紹介する。

●
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ZZ0025 H9年度 ふるさとのテレビ社会科１９県南地方 014 青森放送 社会科
天然記念物の蕪島のウミネコや県立公園、種差海岸の美しい自然、また是川遺跡の重要文化財の指定を
受けた数々の土器、三戸郡の県立公園、法光寺の三重の搭など、県南地方の名所を紹介する。

●

ZZ0026 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２０用水路をつくる 014 青森放送 社会科
十和田市発展のきっかけとなった稲生川の用水路建設。この建設にたずさわった太素塚に眠る新渡戸伝
の三本木原大地開拓や用水路建設について紹介する。

●

ZZ0027 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２１土地をひらく 014 青森放送 社会科
青森県の総耕地面積の５１％を占める津軽平野。津軽を統一した津軽為信公の功績や津軽藩歴代の事業
としての木造新田などの開墾の様子から現在の津軽平野ができるまでを紹介する。

●

ZZ0028 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２２工業の町をつくる 014 青森放送 社会科
長谷川藤次郎の功績で発達し、全国有数の漁業の街として知られる八戸市。鉄道や八戸港の整備、住友
セメントや火力発電所などを擁する臨海工業地域が完成した。工業の街ができるまでを紹介する。

●

ZZ0029 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２３道路をつくる 014 青森放送 社会科
下北半島はかつて陸の孤島とよばれ、船が主な交通手段だった。原子力船母港の建設や下北半島の国定
公園指定などの発展にともない、むつはまなすラインなど道路建設の様子を描く。

●

ZZ0030 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２４青森県の気候とくらし 014 青森放送 社会科
青森県は本州最北端にあり、太平洋と日本海にまたがっている。太平洋側の八戸と日本海側の弘前を例
にとり、気候の違いや地形の違いからくる暮らしぶりを説明する。

●

ZZ0031 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２６下北の気候とくらし 014 青森放送 社会科
本州の最北端にある下北地方は夏のやませや冬の季節風のため年中肌寒い地域である。このような気候
をうまく利用し、そこに適した農業や漁業を行って暮らす人々の姿を説明する。

●

ZZ0032 H9年度 ふるさとのテレビ社会科２７県南の気候とくらし 014 青森放送 社会科
八戸市三条小学校の児童が金谷先生の話や児童のやませについての作文を通して、八戸市の気候につ
いて学ぶ。冬の暖かさを利用したハウス栽培や冷害に強い米作り、スケート等も紹介する。

●

ZZ0033 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３０盆地のくらし 014 青森放送 社会科
南郷村島守小学校４年生の中城しげる君と一家を中心に、米作りや葉タバコ生産、りんご・野菜作りなど山
に囲まれた盆地に適した農業を紹介する。（島守小学校の火災のための体育館での授業）

●

ZZ0034 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３１山地のくらし 014 青森放送 社会科
発電や水田のための水を調整する目屋ダム。ダム完成後にできた西目屋村の砂子瀬は高い場所にあるた
め橋や道路の作りなど、平地とは違った様子が見られる。山地ならではの生活の様子を紹介する。

●

ZZ0035 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３２海辺のくらし 014 青森放送 社会科
海岸で干したコンブを拾う人。イカ釣り船の出港準備。船が戻っての岸壁でのイカ裂き・イカ干し。白糠漁港
修築工事の様子など海辺のくらしを紹介する。また、山あいの米づくりの様子も紹介する。（音声なし。タイト
ルなし。）

●

ZZ0036 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３４食べもののくふう 014 青森放送 社会科
七千年前は山、野原で猪や鹿を捕り、海や川で魚やしじみ、草の芽や木の芽などを食べ、保存には土器を
用いた。大昔の人々の食生活、調達、加工、食べ方などについて解説する。

●

ZZ0037 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３５すまいのくふう 014 青森放送 社会科
大昔は暮らしていくために、様々な工夫をしていた。食べ物が減ってくると住いを移動していた。米作りが始
まると、そこに定住するようになり集落が形成されるようになる。

●

ZZ0038 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３６道具やきもののくふう 014 青森放送 社会科
生活をするために人間は道具や衣類を工夫してきた。大昔はやり、弓、網、田げたを使用し、毛皮、植物の
繊維の服を着ていた。現代は電気製品を使い、仕事では用途にあった服装を着用している。生活の道具や
衣類の工夫を紹介する。

●

ZZ0039 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３７大昔のふるさと 014 青森放送 社会科
岩木山で発掘された巨大な住居跡。田舎館村で出土したモミ跡の付いた土器や焼き米などの映像を通し
て、大昔の青森県内に住んでいた人々の生活様式を紹介する。橋本小学校、下山順照先生。

●

ZZ0040 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３８お正月のしたく 014 青森放送 社会科
年末を迎え、様々な人々が忙しく仕事に追われる。そんな忙しい様子をりんご屋、郵便局、青森駅員、駅前
市場、家庭での新年を迎える支度などから紹介する。

●

ZZ0041 H9年度 ふるさとのテレビ社会科３９新しい年を迎えて 014 青森放送 社会科
人や機械での除雪、防雪林、車のチェーンなど、青森の交通の妨げとなる雪の対策を考える。またスキー・
スケート等の雪を楽しく利用する方法について弘前大学付属小学校福士先生から学ぶ。

●

ZZ0042 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４１陸上交通のはたらき 014 青森放送 社会科
「かご」から「乗り合い馬車」、汽車と交通手段が変っていく。汽車は明治５年にでき、青森まで東北本線が
通じたのは明治２４年。青森・東京間が二週間から３日、そして８時間に短縮された。陸上交通の発達を紹
介する。

●

ZZ0043 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４２バスとトラック輸送 014 青森放送 社会科
八戸地方を走るバスは、魚菜市場から買出しをする人々などが利用し、町と村を結ぶ大切な交通機関であ
る。荷物を運ぶトラックも大切な役割を担っている。バスやトラック運送が私たちの生活に関わっている様子
を紹介する。

●

ZZ0044 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４３すすんだ交通 014 青森放送 社会科
青森県の４０・４１年度の道路工事費の比較状況や海を埋立てて建設した浅虫バイパスの映像を紹介しな
がら、車にとっての道路の役割やその重要性を造道小学校の斎藤武生先生を講師に紹介する。

●

ZZ0045 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４４ふえる交通事故 014 青森放送 社会科 交通事故の原因、対策について青森県の交通安全対策室の小林さんや県内を走るタクシーやバスなどの
ドライバーにインタビューし、その意見を参考に安全な交通マナーや事故防止について学ぶ。 ●

ZZ0046 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４５海と空の交通 014 青森放送 社会科 青森県と北海道を人的・物質的につなぐ連絡船やフェリーと、青森県と東京を結ぶ青森空港の役割・機能を
八戸市下長小学校の児童の質問に答える形で分りやすく説明する。 ●

ZZ0047 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４６青森県の農林業 014 青森放送 社会科 青森県の農業の米作りとリンゴ栽培について、スポットをあて、リンゴ栽培の過程やリンゴの出荷先、青森
県の米作りの現状とこれからを、リンゴの研究者と県の農務課長から話しを聞く。 ●

ZZ0048 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４７青森県の水産業 014 青森放送 社会科

青森県は三方を海に囲まれ北海道に次ぐ日本有数の水産県で小さな船で漁をする沿岸漁業が中心であ
る。八戸港沿岸は暖流と寒流が入り交じりイカ・サバといった大衆魚が多く水揚げしていることなどを紹介す
る。 ●

ZZ0049 H9年度 ふるさとのテレビ社会科４９春を迎える農村 014 青森放送 社会科 浪岡町北中野の、リンゴの生産から出荷、出荷後の農作業について説明し、リンゴを一日も早くするための
工夫や次の収穫の時のための備えなど、春を迎える前に行う農作業を紹介している。 ●
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