
DVD(全体）

幼 小 中 高 一般 教員

ZD0001 H15年度
＜アニメ＞名作童話大全集ねむりの森のひめ・ふしぎの国のアリス・アラジンと魔法の
ランプ

35 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化 ・ねむりの森のひめ　・ふしぎの国のアリス　・
アラジンと魔法のランプ　全３話

● ●

ZD0002 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集うらしま太郎・マッチうりの少女・ジャックとまめの木 35 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・うらしま太郎　・マッチうりの少女　・ジャック
とまめの木　全３話

● ●

ZD0003 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集ウサギとカメ・一休さん・はなさかじいさん 32 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・ウサギとカメ　・一休さん　・はなさかじいさ
ん　全３話

● ●

ZD0004 H15年度
＜アニメ＞名作童話大全集ピーターパン・いなかのねずみと町のねずみ・白鳥のみず
うみ

32 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・ピーターパン　・いなかのねずみと町のねず
み　・白鳥のみずうみ　全３話

● ●

ZD0005 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集たからじま・ひつじかいの少年・ピノキオ 35 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・たからじま　・ひつじかいの少年　・ピノキオ
全３話

● ●

ZD0006 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集かぐやひめ・かさじぞう・つるのおんがえし 35 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・かぐやひめ　・かさじぞう　・つるのおんがえ
し　全３話

● ●

ZD0007 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集ガリバー旅行記・ゆきの女王・アリババのぼうけん 32 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・ガリバー旅行記　・ゆきの女王　・アリババ
のぼうけん　全３話

● ●

ZD0008 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集もも太郎・そんごくう・青いとり 35 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ 誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・もも太郎　・そんごくう　・青いとり　全３話 ● ●

ZD0009 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集おやゆびひめ・王さまの耳はロバの耳・北かぜとおひさま 32 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・おやゆびひめ　・王さまの耳はロバの耳　・
北かぜとおひさま　全３話

● ●

ZD0010 H15年度 ＜アニメ＞名作童話大全集にんぎょひめ・木こりと金のおの・ゆきおんな 35 株式会社　コアラブックス 一般映画・アニメ
誰もが知っている世界中の童話をアニメ化　・にんぎょひめ　・木こりと金のおの　・ゆきお
んな　全３話

● ●

ZD0011 H15年度 古典落語名作選　其の一 87 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
現代に息づく笑いの古典「落語」。ＤＶＤで甦る。名人の芸、古典の粋。古今亭志ん生（五
代目）、古今亭今輔（五代目）、桂文治（十代目）、三遊亭圓彌　全４人

●

ZD0013 H15年度 古典落語名作選　其の三 96 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
現代に息づく笑いの古典「落語」。ＤＶＤで甦る。名人の芸、古典の粋。三遊亭金馬（三代
目）、三遊亭圓遊（四代目）、林家正蔵（八代目）、桂歌丸　全４人

●

ZD0014 H15年度 古典落語名作選　其の四 111 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
現代に息づく笑いの古典「落語」。ＤＶＤで甦る。名人の芸、古典の粋。春風亭柳橋（六代
目）、金原亭馬生（十代目）、桂小南（二代目）、橘家圓蔵（八代目）　全４人

●

ZD0015 H15年度 古典落語名作選　其の五 108 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
現代に息づく笑いの古典「落語」。ＤＶＤで甦る。名人の芸、古典の粋。三遊亭圓生（六代
目）、雷門助六（八代目）、春風亭柳朝（五代目）、三笑亭夢楽　全４人

●

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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DVD(全体）

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

ZD0016 H15年度 五所川原の立佞武多伝統空間 26 財団法人　東日本鉄道文化財団 青森の歴史・伝統・くらし
五所川原では高さ１８メートル以上もある巨大なねぷたの製作が復活し夏祭りに市内を
巡行するようになりました。市民の熱い想いを伝えます。

●

ZD0017 H15年度 越後二十村郷牛の角突き時が磨き、土地が刻んだ記憶 30 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養
江戸時代の読本「南総里見八犬伝」にも記された越後の山村に伝わる闘牛（うしあわせ）
の神事。今も息づく昔ながらの行事に、人びとの笑顔が華やぎます。新潟県山古志村／
小千谷市

●

ZD0018 H15年度 温暖化防止のための環境学習ＤＶＤ教材知ろう・学ぼう・考えよう地球温暖化 81 環境省 算数・数学・理科
地球温暖化問題の「把握」と、その対応を「理解」するためのビデオ。①地球温暖化の確
認　②影響　③防止方法　④自分の防止活動の決め方　以上について解説します。

● ●

ZD0019 H15年度 Ｌｉｆｅ　ｗｉｔｈ　ｔｈｅ　Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅバイクノセカイへヨウコソ 25 財団法人　日本自動車工業会 産業・技術
二輪車に乗る楽しさを紹介します。①ビックスクーター　②ストリートバイク　③バイク
フォーラム　以上について分かりやすく解説します。

●

ZD0020 H16年度 食と農の未来を拓く研究開発農林水産研究開発レポートＶｏｌ．１ 56 農林放送事業団 産業・技術

①麦の高品質化を目指して　②イネゲノム情報を読む　③循環する資源としての家畜排
泄物　④機能性食品の開発　⑤バイオマスエネルギー利用技術の開発　⑥新たな用途を
めざした稲の研究開発　⑦昆虫テクノロジー研究　⑧地球温暖化の防止に関わる森林の
機能

● ● ● ●

ZD0021 H16年度 時が磨き、土地が刻んだ記憶信濃大町の子供流鏑馬 25 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養

古代、伊勢神宮所領の長野県大町に約八百年前にもたらされた流鏑馬。毎年、十町から
選ばれた６～９歳の男児が、「射手ボボ」と呼ばれる神の子となり、馬上から矢を放ち若
一王子神社への奉納を行う。長い歴史の中で今も夏祭りとして受け継がれているというＤ
ＶＤです。

●

ZD0022 H16年度 時が磨き、土地が刻んだ記憶信濃姨捨の棚田 30 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養
日本人の原風景というべき長野県姨捨の棚田。平成１１年に棚田として、初めて国の文
化財に指定された。近年、耕作放棄地が増加し、その景観は危機に瀕していたが、「棚田
貸します制度」など地元の人々の尽力によって復活したというＤＶＤです。

●

ZD0023 H17年度 ぴんぴんすこやか事業 29 青森県 生活・福祉
・軽度の要介護認定者等を対象とする「高齢者杖なし支援塾」　・元気な高齢者を対象と
する「熟年元気わくわく教室」

●

ZD0024 H17年度 ラッコのモモタロウ成長日記 24 青森県営浅虫水族館 家庭教育
わずか生後１ヶ月で母親を亡くした赤ちゃんラッコのモモタロウ。これは、人口哺育に奮闘
する飼育係とモモタロウの成長を描いた心温まる愛情物語です。

● ● ●

ZD0025 H17年度 八甲田連峰～成り立ちと水の恵み～ 15 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
青森県を代表する山、八甲田連峰。全国的にも有名で身近な存在でありながら、意外に
知られていない八甲田連峰の成り立ちと水の恵みを中心に紹介します。

● ● ● ●

ZD0026 H17年度 十和田湖と奥入瀬渓流 20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし

日本有数の景勝地、十和田湖と奥入瀬渓流は、観光面ばかりでなく、漁業・農業・発電
と、さまざまな面で私たちの生活と深くかかわっています。四季折々の美しい風景を鑑賞
しながら、十和田湖と奥入瀬渓流の成り立ちや開発の歴史などを多面的に学習できま
す。

● ● ● ●

ZD0027 H17年度 農林水産研究開発レポート　Ｖｏｌ．２食と農の未来を拓く研究開発 28 農林放送事業団 産業・技術
９．海洋生態系と水産資源　１０．食品の品質保証のための研究開発　１１．食料・環境問
題の解決を目指した国際農林水産業研究　１２．化学農薬だけに依存しない害虫防除

● ● ● ●

ZD0028 H17年度 情報化社会の光と影　―モラルとリテラシー―あなたは子どもをどう守りますか？ 70 文部科学省 産業・技術
知らないうちにトラブルや犯罪に巻き込まれたり、悪意なき加害者にならないよう情報社
会に生きる子どもたちを保護者がどう守ればよいのか？を中心に情報モラルとリテラシー
を学ぶＤＶＤ教材です。

●

ZD0029 H17年度 自動車ネットワークがもたらす情報革命プローブ情報システムの活用 45 財団法人機械システム振興協会 産業・技術
プローブ情報システムとは、車の中で閉じこめられていた情報を交通社会の新しい情報
源として活用するものであり、２１世紀における交通社会の情報サービスに大いなる可能
性を示す研究・開発である。

●
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DVD(全体）

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

ZD0030 H17年度 ＧＩＳビデオ―テーマ１０種類で見るＧＩＳ―分野別編 38 国土交通省国土計画局 産業・技術
基礎機能編　防災編　福祉編　環境編　道路施設編　都市計画編　ビジネス活用編　観
光編　交通編　教育編

●

ZD0031 H17年度 冬こそ自宅でカンタン筋トレ！　健康雪かき体操 18 青森県教育庁スポーツ健康課 スポーツ・健康
冬でも自宅で気軽に運動に親しむことができるよう筋力強化・ストレッチング運動を盛り込
んだ科学的・効果的な体操として、健康寿命の延伸を目指し、開発したビデオです。

● ● ●

ZD0032 H17年度 福地村生誕５０周年　閉村記念朴心と出会う故郷 15 青森県福地村企画振興課／株式会社青森テレビ八戸支社青森の歴史・伝統・くらし
平成１８年１月１日に、南部町、名川町と合併し、「南部町」が誕生するにあたって、福地
村が新たなる一歩を踏み出すためのＤＶＤです。

● ● ● ●

ZD0033 H17年度 裁判員制度―もしもあなたが選ばれたら― 58 法務省 生活・福祉

この裁判員制度は、平成２１年５月までにはじまることになっている。刑事裁判に参加す
るというのは、どういうことなのか、不安に感じている方もいる。そこで、裁判員になったら
どんな体験をするのか。なぜ、専門家でない一般の人が刑事裁判に参加するのか。この
ドラマをとおして多くの方に理解をいただきたいと考えて制作したＤＶＤです。

●

ZD0034 H17年度 おじゃる丸第１シリーズ・・・１ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ

①マロがおじゃる丸でおじゃる　②月からおとうとふってきた　③みんなはじめてばかりで
おじゃる　④ユックリがよいでおじゃる　⑤カズマはとっても石がすき　⑥風呂や水はイヤ
でおじゃる　⑦ホームシックでおじゃる　⑧カズマ、石をこわがる　⑨庶民の味はナンギで
おじゃる　⑩フリーター　ケンさん

●

ZD0035 H17年度 おじゃる丸第１シリーズ・・・２ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①うすいさちよに希望の光　②ユックリ時計が好きでおじゃる　③ケーキこわい！でおじゃ
る　④最高のおとどけもの　⑤おじゃる　鬼が島へ行く　⑥ハムスターは２度消える　⑦お
じゃる　地球を救う　⑧牛　鹿になる　⑨貧乏神の底力　⑩また会う日まで

●

ZD0036 H17年度 おじゃる丸第２シリーズ・・・１ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①子鬼　弟子いりする　②双子犬ケンカする　③おじゃる　ゴルフをする　④タナカヨシコの
たからの山　⑤マスターそわそわする　⑥おじゃデレラ　⑦びんぼう神の洋服だんす　⑧
注文の多いはがき　⑨金ちゃんママは　せんたくじょうず　⑩おじゃる　海へゆく

●

ZD0037 H17年度 おじゃる丸第２シリーズ・・・２ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①星野　ふたたび　②実演販売人形ウックン　③おじゃる　島へゆく　④館長とオバケ　⑤
雨の日すごろく　⑥電ボと柿 　⑦キスケ　ママになる　⑧プリン道　⑨カズマはどっち似？
⑩牛　来る

●

ZD0038 H17年度 おじゃる丸第３シリーズ・・・１ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①気さくじゃの　ラジオ　②モモマン　③電ボ八老やってくる　④喫茶一服のいちばん長い
日　⑤マリーのぼうしの中　⑥押し月光ダケ　⑦オカメデー　⑧雨の日でんごん　⑨笑う貧
乏神　⑩押野　対　星野

●

ZD0039 H17年度 おじゃる丸第３シリーズ・・・２ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①顔くらべ　②鬼ばかり　③月光町ソング　④ちっちゃい表しょうじょう　⑤いざという時の
本田先生　⑥歌よみ合戦　⑦おじゃる　心をよむ　⑧おじゃる親を忘れる　⑨まったり道
⑩半分このしあわせ

●

ZD0040 H17年度 おじゃる丸第４シリーズ・・・１ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①おじゃる　子鬼と暮らす　②雨の日うすい　③おじゃる　足が出る　④雨の日ババ抜き
⑤キスケの角　⑥いざというときの田村さん一家　⑦にぶい　電ボ　⑧コーヒーを飲んだ
星野一家　⑨小さいのにえらいおじゃる丸　⑩電ボ子

●

ZD0041 H17年度 おじゃる丸第４シリーズ・・・２ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①ニコ坊　②会話が足りない　③公ちゃんシッポが伸びる　④キグルミ道　⑤金ちゃん家
でキャンプ　⑥ピーチボールファイター　モモタマー　⑦電ボ　ハマる　⑧オカメ　牛を呼ぶ
⑨ワラシちゃんと貧ちゃん　⑩パパの出張

●

ZD0042 H17年度 おじゃる丸第５シリーズ・・・１ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①おいと言ったらカズマ　②オコニコ　占い師になる　③一二三ちゃん　ふたたび　④ツッ
キー　落書きされる　⑤おじゃる　おじゃるをやめる　⑥開かない引き出し　⑦朝ちゃん　雪
の日の朝　⑧ふたりぼっちの雨やどり　⑨雨の日のパズル　⑩貧ちゃんのお風呂デー

●

ZD0043 H17年度 おじゃる丸第５シリーズ・・・２ 80 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①おじゃる語　②台風マリリン　③キスケ仮面　④カズマのうしろ顔　⑤かなえ　⑥くっつく
キスケ　⑦いれかわる　⑧さちうすくない　うすいさちよ　⑨かなえと星野　⑩ウシ丸

●
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DVD(全体）

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

ZD0044 H17年度 レッツダンス　① 210 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術 マンボ、ブルース、ジルバ ●

ZD0045 H17年度 レッツダンス　② 180 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術 ワルツ、タンゴ ●

ZD0046 H17年度 レッツダンス　③ 180 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術 ルンバ、チャチャチャ ●

ZD0047 H17年度 ＮＨＫてれび絵本あらしのよるに① 49 ＮＨＫエデュケーショナル 一般映画・アニメ 「あらしのよるに」、「あるはれたひに」 ● ●

ZD0048 H17年度 ＮＨＫてれび絵本あらしのよるに② 48 ＮＨＫエデュケーショナル 一般映画・アニメ 「くものきれまに」、「きりのなかで」 ● ●

ZD0049 H17年度 ＮＨＫてれび絵本あらしのよるに③ 54 ＮＨＫエデュケーショナル 一般映画・アニメ 「どしゃぶりのひに」、「ふぶきのあした」 ● ●

ZD0050 H17年度 チャーリーとチョコレート工場 115 ワーナー・ホーム・ビデオ 一般映画・アニメ
ウィリー・ウォンカのチョコレート工場では、どんな驚きが待っているのでしょう？チョコレー
トの部屋ではミント風味の砂糖で出来た草のフィールドを探検し、ピンクのシュガーボート
でチョコレートの川をセーリング。発明室では食べても減らないキャンデーを体験…。

● ● ●

ZD0051 H17年度 介護予防のための中高齢者のらくらく筋力トレーニング 43 株式会社　つくばウエルネスリサーチスポーツ・健康
１．筋力トレーニングの必要性　２．筋力トレーニングの注意点　３．関節の動きと筋肉の
起始、停止　４．筋力トレーニングの種目　５．栄養の摂取タイミングと運動効果　６．有酸
素トレーニングと水分補給

●

ZD0052 H17年度 伝統空間選集⑥　時が磨き、土地が刻んだ記憶烏山の山あげ 30 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養
永禄三年(１５６０)に端を発したという、栃木県「烏山の山あげ」は、町の鎮守神である八
雲神社の神様を神輿
に移して、野外で歌舞伎舞踊を奉納する神事です。

●

ZD0053 H17年度 八甲田山　特別愛蔵版　本編・特典映像 170 橋本プロダクション・東宝映画・シナノ企画一般映画・アニメ
明治３５年、冬の八甲田山で陸軍青森第５連隊をおそった悲劇を題材にした大作映画の
ＤＶＤ版です。

● ● ● ●

ZD0054 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！青森県の山　八甲田連
峰成り立ちと水の恵み

40 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
八甲田連峰は、青森県を代表する山の一つです。意外に知られていない八甲田連峰の
成り立ちと雪解け水について紹介します。

● ● ● ● ●

ZD0055 H18年度 平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！十和田湖と奥入瀬渓流 35 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
日本有数の観光地十和田湖と奥入瀬渓流は、私たちの生活とも深くかかわっています。
十和田湖と奥入瀬渓流を多面的に紹介します。

● ● ● ● ●

ZD0056 H18年度 平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！女性たちのチャレンジ 35 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
真に男女が平等な社会活動を行える未来の創造のため、ＮＰＯ青森男女共同参画研究
所を設立した女性たちの想いを伝えます。

● ● ● ● ●

ZD0057 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！環状列石の謎～小牧野
遺跡～

35 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
環状列石を主体とする小牧野遺跡から、縄文人にとって環状列石は、どのようなもので
あったかを考える。

● ● ● ● ●

4/67



DVD(全体）

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

ZD0058 H18年度 平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！八戸三社大祭 35 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
八戸三社大祭は、日本一の山車祭りといわれていますが、祭り本来の意義や歴史は、あ
まり知られていません。祭りの全体像に迫ります。

● ● ● ● ●

ZD0059 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！津軽と南部～風土編・
祭り編～

35 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
津軽と南部。同一県内に２つの文化圏が存在する青森県。“祭り”“気候・風土”という観
点から、津軽らしさ南部らしさや身近な生活様式等の違いを紹介します。

● ● ● ● ●

ZD0060 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！形のない美術館～市民
パワー無限大～

40 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
企画から運営まで全国からのボランティアが行った「奈良美智展　弘前」を通してボラン
ティアという参加形態の地域活動に迫ります。

● ● ● ● ●

ZD0061 H18年度 平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！白神の風に吹かれて 35 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
西目屋村の「砂川学習館」で、地区の文化の継承を目指し、子どもたちを指導する人々の
活動が描かれています。

● ● ● ● ●

ZD0062 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！青森県の山　八甲田連
峰／十和田湖と奥入瀬渓流

75 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし

八甲田連峰は、青森県を代表する山の一つです。意外に知られていない八甲田連峰の
成り立ちと雪解け水について紹介します。／日本有数の観光地十和田湖と奥入瀬渓流
は、私たちの生活とも深くかかわっています。十和田湖と奥入瀬渓流を多面的に紹介しま
す。

● ● ● ● ●

ZD0063 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！八戸三社大祭／津軽と
南部

70 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
八戸三社大祭の本来の意義や歴史について解説し、祭りの全体像に迫ります。／２つの
文化圏が存在する青森県。“祭り”“気候・風土”という観点から、津軽と南部の違いを紹
介します。

● ● ● ● ●

ZD0064 H18年度
平成１７年度エル・ネット｢オープンカレッジ」青森からの発信！形のない美術館／白神
の風に吹かれて

75 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
企画から運営まで全国からのボランティアが行った「奈良美智展　弘前」を通してボラン
ティアという参加形態の地域活動に迫ります。／西目屋村の「砂川学習館」で、地区の文
化の継承を目指し、子どもたちを指導する人々の活動が描かれています。

● ● ● ● ●

ZD0065 H18年度
平成１７年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座太宰治　人と文学、そして『津
軽』

60 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
講師に弘前大学名誉博士　小野正文先生を迎え、平成１７年７月３日に青森県総合社会
教育センターで行われた第１回あおもり学特別講座を収録しました。

● ●

ZD0066 H18年度
平成１７年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座食はいのちを育む～森のイス
キアより～

53 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
講師に森のイスキア主宰　佐藤初女先生を迎え、平成１７年８月２０日に森のイスキア（旧
岩木町）で行われた第２回あおもり学特別講座を収録しました。

● ●

ZD0067 H18年度 平成１７年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座津軽藩初期文書との出会い 90 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
講師に元青森大学学長・郷土史家　盛田稔先生を迎え、平成１７年８月２７日に弘前市総
合学習センターで行われた第３回あおもり学特別講座を収録しました。

● ●

ZD0068 H18年度 平成１７年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座青少年問題に想う 65 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
講師に元青森県副知事　成田榮子先生を迎え、平成１７年９月３日に青森県総合社会教
育センターで行われた第４回あおもり学特別講座を収録しました。

● ●

ZD0069 H18年度
平成１７年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座南部の風土と歴史～冷害・凶
作を乗り越えて～

60 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
講師に八戸大学客員教授　正部家種康先生を迎え、平成１７年１１月１９日に八戸市視
聴覚センター・児童科学館で行われた第５回あおもり学特別講座を収録しました。

● ●

ZD0070 H18年度
平成１７年度総合社会教育テレビ放送事業「コドモと親とキモチと気持ち～せつなさも
愛しさも～」第１回～第１０回

290 青森県総合社会教育センター／ＡＢＡ家庭教育
・第１～５回　子育て探検隊　やってみよう　お悩み相談室　子育て情報局
・第６～１０回　放課後探検隊　熱中十代　お悩み相談室　子育て情報局

● ● ● ●

ZD0071 H18年度 知りたい！聞きたい！あおもり１００のしごと。はたらく心　ｖｏｌ．１　青森の大地の恵み 70 青森県 青森の歴史・伝統・くらし

№１稲作農家　№２米の研究者　№３米の集荷　№４ながいも農家　№５畑作農家(冬の農
業)　№６りんご農家　№７りんごの加工　№８バラづくり農家　№９花屋　№１０牛肉の生産
№１１酪農家　№１２豚肉の生産　№１３鶏肉の生産　№１４食肉の検査　№１５漁師　№１
６ホタテの養殖　№１７魚市場せり人　№１８魚屋　№１９林業の仕事　№２０製材工場

● ● ● ●
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ZD0072 H18年度
知りたい！聞きたい！あおもり１００のしごと。はたらく心　ｖｏｌ．２　青森の伝統と匠の
技

70 青森県 青森の歴史・伝統・くらし

№２１ねぶた師　№２２津軽塗職人　№２３こぎん刺し職人　№２４南部裂織職人　№２５こ
けし工人　№２６ガラス職人　№２７陶芸家　№２８造園師　№２９洋服仕立職人　№３０和
服仕立職人　№３１和菓子職人　№３２大工　№３３看板製作工　№３４日本料理人　№３
５電子部品設計者　№３６プレス加工技術者　№３７溶接工　№３８めっき工　№３９杜氏
№４０機械器具の設計・調整技術者

● ● ● ●

ZD0073 H18年度 知りたい！聞きたい！あおもり１００のしごと。はたらく心　ｖｏｌ．３　青森を知る・めぐる 70 青森県 青森の歴史・伝統・くらし

№４１バスガイド　№４２ホテル　№４３旅行会社　№４４航空管制官　№４５グランドホステ
ス　№４６ディスパッチャー(運航管理者) №４７駅員　№４８電車運転士　№４９自動車整
備士　№５０バス運転手　№５１アクティブレンジャー　№５２シェフ　№５３イベントの企画・
開催　№５４遺跡調査員　№５５イルカトレーナー　№５６図書館司書　№５７美術館学芸
員　№５８雑誌編集者　№５９歌手　№６０プロ野球選手

● ● ● ●

ZD0074 H18年度 知りたい！聞きたい！あおもり１００のしごと。はたらく心　ｖｏｌ．４　青森のこれから 70 青森県 青森の歴史・伝統・くらし

№６１システムエンジニア　№６２ホームページデザイナー　№６３液晶画面の研究　№６４
液晶画面部品の製造　№６５発電所の運転管理　№６６発電所の放射線管理　№６７風
力発電の仕事　№６８環境に関する研究　№６９リサイクル工場　№７０高齢者の介護　№
７１国際協力推進員　№７２キャリアカウンセラー　№７３食品工場の品質管理　№７４パ
ン職人　№７５ヒバ関連商品の開発　№７６起業家(人工キャビア)　等

● ● ● ●

ZD0075 H18年度
知りたい！聞きたい！あおもり１００のしごと。はたらく心　ｖｏｌ．５   青森のくらしを支え
る

70 青森県 青森の歴史・伝統・くらし

№８１幼稚園教員　№８２ペットショップ・トリマー　№８３美容師　№８４音楽教室講師　№８
５スポーツインストラクター　№８６スーパーマーケット店長　№８７消防官　№８８警察官
№８９医師　№９０看護師　№９１薬剤師　№９２清掃工場　№９３浄水場　№９４配管工
№９５電気工事士 №９６アナウンサー　№９７新聞記者　№９８宅配便配達員　№９９測量
士　№１００鉄筋工

● ● ● ●

ZD0076 H18年度 青森県の山白神山地～世界自然遺産のブナの森～ 80 青森県 青森の歴史・伝統・くらし
白神山地の世界自然遺産地域を中心に、津軽峠や十二湖など、周辺部の映像も豊富で
す。白神山地の原生的ブナ林や、四季折々の雄大な風景、核心地域の様子など、普段な
かなか目にすることができない映像も含まれています。本編２０分　資料映像６０分

● ● ● ●

ZD0077 H18年度 ＧＩＳビデオ様々な人たちに活用されるＧＩＳ(情報発信編) 30 国土交通省国土計画局総務課国土情報整備室産業・技術 情報活用型　情報発信型　応用型 ●

ZD0078 H18年度 農林水産研究開発レポート　Ｖｏｌ．３食と農の未来を拓く研究開発 19 農林放送事業団 産業・技術
１３．大豆の安定・多収を目指して　１４．進化する施設栽培　１５．イネで牛を育てる　１
６．魚と貝のバイオテクノロジー

● ● ● ●

ZD0079 H18年度 皇后陛下　美智子さま―陛下のお側で― 43 (財)菊葉文化協会／毎日映画社 学術・教養
皇后陛下には、昭和３４年のご成婚以来、昭和時代の皇太子殿下、ご即位後の天皇陛
下のお側にあって天皇陛下をお支えになり、国民と共に歩んでこられました。このビデオ
は、皇后陛下のこれまでのご足跡やお姿をその時々の映像でご紹介しております。

● ● ● ●

ZD0080 H18年度
体験！発信！チャレンジ・ストーリー～まちづくりにかける元気な女性たち～ダイジェ
スト版

39 内閣府男女共同参画局／（株）テレパック生活・福祉
滋賀県栗東市　コミュニティ・ショップの夢にチャレンジ！
熊本県宇城市　歴史ある町並みを蘇らせる女性たち！
京都府舞鶴市　“人”と“気持ち”をつなげたい！

●

ZD0081 H18年度 小学校社会３年　おいしいなしをつくるために 14 宇都宮市立視聴覚ライブラリー／ビデオ教材制作委員会　小学校社会社会科
宇都宮市内のなし農家を１年間にわたって取材し、なしづくりの工夫や努力をまとめたビ
デオです。

●

ZD0082 H18年度 小学校理科３年　調べよう，うつのみやのこん虫 12 宇都宮市立視聴覚ライブラリー／ビデオ教材制作委員会　小学校理科算数・数学・理科
夏休みなどの自由研究で身近な昆虫を調べる方法を紹介します。夏休みの事前指導な
どで視聴させることにより、子供達の主体的な活動を促す内容のビデオです。

●

ZD0083 H18年度 中学校１年理科　地層を調べる 9 宇都宮市立視聴覚ライブラリー／ビデオ教材制作委員会　中学校理科算数・数学・理科
実際に宇都宮市内および周辺で見られる地層の観察を行い、その様子をまとめること
で、生徒が視聴して観察の方法などが分かり、地層の観察に役立つ内容としたビデオで
す。

●

ZD0084 H18年度 南部昔コ 40 有限会社　サウンドクリエイト 青森の歴史・伝統・くらし
・タラつけ三郎　・むすめの涙　・おぼさりたーい　タンコロリン（各物語とも共通語・南部弁
（昔）南部弁（今）・　英語）

● ● ● ●

ZD0085 H18年度 世界名作映画全集　０２８嵐が丘 105 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
孤児ヒースクリフとキャシーの波乱に富んだ運命。狂おしいまでの愛と復讐を描いたドラ
マ。この後何度も映画化されている最初の「嵐が丘」。ウィリアム・ワイラー監督の作品で
英文学史上の名作の１つに数えられるエミリー・ブロンテの小説を見事に映像化。

●
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ZD0086 H18年度 世界名作映画全集　００６キング・コング 100 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
ワクワクドキドキしながらみれるという娯楽映画としても傑作だが、南海の孤島にいたキ
ング・コングがニューヨークという大都会に連れて来られて、不幸な結末を迎えるこのドラ
マは、単なる特撮映画ではない。原作はエドガー・ウォレス。

●

ZD0087 H18年度 世界名作映画全集　０３０レベッカ 130 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
ジョーン・フォンティンが演じるヒロインが自ら語る恐怖の出来事…。監督アルフレッド・
ヒッチコックの渡米第一作となったゴシック・ロマン。原作はダフネ・デュ・モーリア。

●

ZD0088 H18年度 世界名作映画全集　０３３哀愁 108 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
ヴィヴィアン・リーとロバート・ティラーが、バレリーナと将校を演じ戦争により引き裂かれ
る二人の美しくも悲しい恋物語が展開される。監督はマーヴィン・ロイ。原作戯曲はロ
バート・Ｅ・シャーウッド。

●

ZD0089 H18年度 ５等になりたい 78 映画「５等になりたい。」製作委員会一般映画・アニメ 身体にハンディを持ち、悩みながらも一生懸命に生きる律子の心の成長を描く。 ● ● ● ●

ZD0090 H18年度 世界名作映画全集　０４３誰がために鐘は鳴る 160 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

１９３７年のスペイン内乱においてゲリラとして活躍する米国の大学教授であるクーパーと
スペイン人の娘バーグマンとの恋物語を軸に、政府の軍事輸送を阻止する為、鉄橋を爆
破しようとする主人公たちの壮烈な戦いを描いた作品である。監督はサム・ウッド。原案
はアーネスト・ヘミングウェイ。

●

ZD0091 H18年度 世界名作映画全集　０４４名犬ラッシー　家路 88 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
利口な飼い犬ラッシーを貧しさゆえに手放すことになり嘆き悲しむ少年と、公爵家に売ら
れながらも、何度も抜け出しては、少年の元に帰ろうとする犬の愛情物語。監督はフレッ
ド・Ｍ・ウィルコックス。原作はエリック・ナイト。

● ● ● ●

ZD0092 H18年度 世界名作映画全集　０５５白い恐怖 111 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

研究熱心な女性精神科医コンスタンスは新しく赴任してきた病院長と恋に落ちる。しかし
彼はなぜか白地に縞模様のものを見ると発作を起こす。やがて彼は病院長になりすまし
た記憶喪失の青年であることが明らかになる。監督はアルフレッド・ヒッチコック。原作は
フランシス・ビーディング。

●

ZD0093 H18年度 ダ・ヴィンチ　ミステリアスな生涯　１ 73 株式会社テレシス　インターナショナル／株式会社マクザム一般映画・アニメ 第１話　出生の謎～フィレンツェの青春時代【１４５２～１４８２】 ●

ZD0094 H18年度 ダ・ヴィンチ　ミステリアスな生涯　２ 99 株式会社テレシス　インターナショナル／株式会社マクザム一般映画・アニメ
第２話　ミラノ宮廷の孤独【１４８２～１４９５】
第３話　『最後の晩餐』の秘密【１４９３～１５００】

●

ZD0095 H18年度 ダ・ヴィンチ　ミステリアスな生涯　３ 100 株式会社テレシス　インターナショナル／株式会社マクザム一般映画・アニメ
第４話　『モナ・リザ』の微笑【１５００～１５０６】
第５話 　漂泊の果てに【１５０６～１５１９】

●

ZD0096 H18年度 Ｍａｒｙ　Ｐｏｐｐｉｎｓ 139 ブエナ　ビスタ　ホーム　エンターテイメント一般映画・アニメ

ジェーンとマイケルの新しい乳母、メリー・ポピンズがやって来て以来、厳格なバンクス家
で起こるのは、おかしくて不思議な出来事ばかり。彼女の楽しい魔法に引きこまれてゆく
内に、子供たちはもちろん、気むずかしいお父さんや外出ばかりのお母さんも、いつし
か、家族と共に過ごすわくわくした幸せな気持ちを思い出します。

● ● ● ● ●

ZD0097 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＢＯＸ１　特典ディスク 78 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

特典１　井上靖・司馬遼太郎・陳舜臣　シルクロードを語る１～’８０年放送「シルクロード
への誘い」より～
特典２　井上靖・司馬遼太郎・陳舜臣　シルクロードを語る２～’８３年放送「シルクロード
壮大な旅ふたたび」より
特典３　ＰＲ番組「撮影快調」　～Ｎ特デジタル新装版編～

●

ZD0098 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＶＯＬ．１第１部　絲綢之路 98 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
第１集　遥かなり長安
第２集　黄河を超えて～河西回廊１０００キロ～

●

ZD0099 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＶＯＬ．２第１部　絲綢之路 98 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
第３集　敦煌
第４集　幻の黒水城

●
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ZD0100 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＶＯＬ．３第１部　絲綢之路 98 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
第５集　楼蘭王国を掘る
第６集　流砂の道 ～西城南道２０００キロ～

●

ZD0101 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＶＯＬ．４第１部　絲綢之路 98 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
第７集　砂漠の民～ウイグルのオアシス・ホータン
第８集　熱砂のオアシス・トルファン

●

ZD0102 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＶＯＬ．５第１部　絲綢之路 98 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
第９集　天山を貫く～南彊鉄道～
第１０集　天山南路・音楽の旅

●

ZD0103 H18年度 ＮＨＫ特集シルクロード　デジタルリマスター版　ＶＯＬ．６第１部　絲綢之路 98 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
第１１集　天馬のふるさと～天山北路～
第１２集　民族の十字路～カシュガルからパミールへ～

●

ZD0104 H18年度 夜回り先生　水谷修のメッセージ～いいもんだよ、生きるって～ 90 ＮＨＫエンタープライズ 生活・道徳・特活

●オープニング●夜の世界に沈む子どもたち●夜回り●タカシ　～虐待から非行に走っ
た心優しい暴走族～●マサフミの死～闘いの始まり～●薬物汚染との飽くなき闘い●ア
イ　～シンナーに救いを求めた少女～●薬物から逃れる４つの方法●大人たちへ　～子
どもに愛を～●子どもたちへ　～君たちの花の種を育てよう～

● ● ●

ZD0105 H18年度 彫る棟方志功の世界 38 株式会社毎日映画社 趣味・芸術
不世出の版画家・棟方志功は版画をあえて“板画”と呼び、そこに身を投じる自分の生き
方を“板極道”と称した。そして「日本人のわたくしは、日本から生まれきれる仕事こそ、本
当のモノだと思ったのでした」と書いた。

●

ZD0106 H18年度 にほんごであそぼ萬斎まんさい 41 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育

①ややこしや（萬斎バージョン）②わらべうた「たけのこめだした」③靭猿④猿聟⑤擬音ア
ニメ「ポッシャリポッシャリ」⑥蝸牛⑦わらべうた「かわのきしのみずぐるま」⑧雷⑨擬音ア
ニメ「ざぶるうん」⑩大漁⑪わらべうた「おふねがぎっちらこ」⑫蟹山伏⑬擬音アニメ「じじ」
ほか

● ●

ZD0107 H18年度 にほんごであそぼコニちゃんさんよう 44 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育
①知らざあ言って聞かせやしょう。…②春はあけぼの。…③かるた「はるこうろうのはなの
えん」④吾れ十有五にして学に志ざす。…⑤四十にして惑わず。…⑥コニちゃんアニメ
「蛙ぴょこぴょこ…」⑦寿限無⑧ひらがなアニメ「ね」⑨東海の小島の磯の白砂に…ほか

● ●

ZD0108 H18年度 にほんごであそぼ萬斎満開 38 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育

①末廣がり②擬音アニメ「どうんどうん」③伊呂波④わらべうた「あしたてんきになあれ」⑤
雀の子そこのけそこのけお馬が通る⑥擬音アニメ「ぼくぼく」⑦丼礑(川を渡る)⑧インター
ミッション「あえるあえない」⑨丼礑(河童にだまされる)⑩擬音ｱﾆﾒ「ぎゃわろっぎゃわろっ」
ほか

● ●

ZD0109 H18年度 にほんごであそぼコニちゃん満腹 52 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育

①春眠暁を覚えず…②かるた「春雨じゃ濡れて行こう」③蟻が鯛なら…（他）④光る地面に
竹が生え⑤…みんなちがって、みんないい⑥絶景かな、絶景かな、…⑦ひらがなアニメ
「あ」⑧智恵子は東京に空が…⑨ふるさとの山に向ひて…⑩渭城の朝雨軽塵を？し…ほ
か

● ●

ZD0110 H18年度 にほんごであそぼさんようかろく　北から南から 43 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育
①うた「がらぴい」②山陽さん「水魚の交わり」③山陽さん「勝って兜の緒を締めよ」④方言
ｱﾆﾒ「あずましい」⑤花緑さん「寿限無」⑥雨ニモマケズ(岩手)⑦方言「ありがとう」⑧花緑
さん「ねずみ」⑨漢字アニメ「蚊」⑩山陽さん「五月の鯉の吹き流し」ほか

● ●

ZD0111 H18年度 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル　ｖｏｌ．１ＡＢＣ殺人事件 150 ＮＨＫエンタープライズ 一般映画・アニメ

●グランド・メトロポリタンの宝石盗難事件
●安マンションの謎
●ＡＢＣ殺人事件（全４回）
【その１】ポワロへの挑戦状
【その２】Ｂの街で、Ｂの名の人が
【その３】犯人あらわる
【その４】ポワロ、謎を解く

● ●

ZD0112 H18年度 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル　ｖｏｌ．２パディントン発４時５０分 150 ＮＨＫエンタープライズ 一般映画・アニメ

●風変わりな遺言
●申し分のないメイド
●パディントン発４時５０分（全４回）
【その１】殺人者の乗る列車
【その２】忍び寄る影
【その３】シンプルな動機
【その４】マープル対犯人

● ●

ZD0113 H18年度 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル　ｖｏｌ．３エジプト墳墓の謎 150 ＮＨＫエンタープライズ 一般映画・アニメ

●総理大臣の失踪（しっそう）
【前編】ドーバー海峡の追跡
【後編】真実はイギリスに
●エジプト墳墓の謎
【前編】古代からの挑戦状
【後編】メンハーラ王の呪（のろ）い
●クリスマスプディングの冒険

● ●
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ZD0115 H18年度 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル　ｖｏｌ．５プリマス行き急行列車 125 ＮＨＫエンタープライズ 一般映画・アニメ

●プリマス行き急行列車
【前編】客室内の死体
【後編】ブルーのワンピース
●消えた料理人
【前編】強引な依頼
【後編】トランクの秘密
●二十四羽の黒つぐみ

● ●

ZD0116 H18年度 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル　ｖｏｌ．６スリーピングマーダー 125 ＮＨＫエンタープライズ 一般映画・アニメ

●動機と機会
●スリーピングマーダー（全４回）
【その１】眠れる殺人事件
【その２】記憶の扉
【その３】ヘレンの恋
【その４】迫り来る魔の手

● ●

ZD0117 H18年度 アガサ・クリスティーの名探偵ポワロとマープル　ｖｏｌ．７雲の中の死 125 ＮＨＫエンタープライズ 一般映画・アニメ

●ダブンハイム失踪事件
●雲の中の死（全４回）
【その１】空飛ぶ密室
【その２】パリのマダムジゼル
【その３】ホーバリ夫人ヘの脅迫
【その４】莫大な遺産の相続人

● ●

ZD0118 H18年度 大地の子　１第１部：父二人 89 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
●生き地獄の中、幼い兄妹は中国に残された。過酷な運命が始まる。
●特典映像：仲代達矢、上川隆也インタビュー映像収録

●

ZD0119 H18年度 大地の子　２第２部：流刑　第３部：再会 118 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
第２部：日本人であるが故に、苦しむ人生。労改の実態が生々しく描かれる。
第３部：内蒙古の草原で日本語を習う一心。月梅との出会い・再会。

●

ZD0120 H18年度 大地の子　３第４部：黒災　第５部：長城 118 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
第４部：義父・友人・月梅の愛が一心を救った。
第５部：鉄鋼プラントが発注され、肉親捜しが始まった。一心の心は揺れる。

●

ZD0121 H18年度 大地の子　４第６部：日本　第７部：兄妹 118 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
第６部：日本人残留孤児陸一心が訪日する。初めて見る富士山、失われた記憶が浮かん
では消える。
第７部：妹あつ子を捜し出したのは月梅だった。一心は懸命に看病するが…。

●

ZD0122 H18年度 大地の子　５第８部：密告　第９部：父と子 118 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
第８部：娘の死に目にも会えなかった実父。一心を返してもよいという義父…。
第９部：二度目の訪日、一心は父の家を訪れる。その間に機密書類を盗まれる。

●

ZD0123 H18年度 大地の子　６第１０部：冤罪　第１１部：長江 118 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
第１０部：訪日時の規律違反で、一心は内蒙古に左遷される。
第１１部：父と子は製鉄所建設に邁進、完成した。父は子に日本への帰国を迫る。

●

ZD0124 H18年度 アルプスの少女ハイジ　１ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第１話：アルムの山へ
第２話：おじいさんの山小屋
第３話：牧場で
第４話：もう一人の家族

● ●

ZD0125 H18年度 アルプスの少女ハイジ　２ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第５話：燃えた手紙
第６話：ひびけ口笛
第７話：樅の木の音
第８話：ピッチーよどこへ

● ●

ZD0126 H18年度 アルプスの少女ハイジ　３ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第９話：白銀のアルム
第１０話：おばあさんの家へ
第１１話：吹雪の日に
第１２話：春の音

● ●

ZD0127 H18年度 アルプスの少女ハイジ　４ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第１３話：再び牧場へ
第１４話：悲しいしらせ
第１５話：ユキちゃん
第１６話：デルフリ村

● ●

ZD0128 H18年度 アルプスの少女ハイジ　５ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第１７話：二人のお客さま
第１８話：離ればなれに
第１９話：フランクフルトヘ
第２０話：新らしい生活

● ●
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ZD0129 H18年度 アルプスの少女ハイジ　６ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第２１話：自由に飛びたい
第２２話：遠いアルバム
第２３話：大騒動
第２４話：捨てられたミーちゃん

● ●

ZD0130 H18年度 アルプスの少女ハイジ　７ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第２５話：白パン
第２６話：ゼーゼマンさんのお帰り
第２７話：おばあさま
第２８話：森へ行こう

● ●

ZD0131 H18年度 アルプスの少女ハイジ　８ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第２９話：ふたつのこころ
第３０話：お陽さまをつかまえたい
第３１話：さようならおばあさま
第３２話：あらしの夜

● ●

ZD0132 H18年度 アルプスの少女ハイジ　９ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第３３話：ゆうれい騒動
第３４話：なつかしの山へ
第３５話：アルムの星空
第３６話：そして牧場へ

● ●

ZD0133 H18年度 アルプスの少女ハイジ　１０ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第３７話：山羊のあかちゃん
第３８話：新しい家で
第３９話：がんばれぺーター
第４０話：アルムへ行きたい

● ●

ZD0134 H18年度 アルプスの少女ハイジ　１１ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第４１話：お医者さまの約束
第４２話：クララとの再会
第４３話：クララの願い
第４４話：小さな計画

● ●

ZD0135 H18年度 アルプスの少女ハイジ　１２ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第４５話：山の子たち
第４６話：クララのしあわせ
第４７話：こんにちわおばあさま
第４８話：小さな希望

● ●

ZD0136 H18年度 アルプスの少女ハイジ　１３ 103 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ

第４９話：ひとつの誓い
第５０話：立ってごらん
第５１話：クララが歩いた
第５２話：また会う日まで

● ●

ZD0138 H18年度 手塚治虫アニメワールドＡＳＴＲＯ　ＢＯＹ　鉄腕アトム 24 ソニー・ピクチャーズエンターテイメント／手塚プロダション／電通／フジテレビ一般映画・アニメ
世界ではロボットが、人間の手足となって活躍していた。アトムは心を持つロボットとして、
お茶の水博士の手によって目覚めた。心を持つロボットの存在は、人間達の間に波紋を
広げ、反対する人々から迫害を受ける事も…。

● ●

ZD0139 H18年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー対応作品ＡＳＴＲＯ　ＢＯＹ　鉄腕アトム 24 ソニー・ピクチャーズエンターテイメント／手塚プロダクション／電通／フジテレビ一般映画・アニメ
世界ではロボットが、人間の手足となって活躍していた。アトムはロボットとして、お茶の
水博士の手によって目覚めた。心を持つロボットの存在は、人間達の間に波紋を広げ、
反対する人々から迫害を受ける事も…。

● ●

ZD0140 H18年度 手塚治虫アニメワールド緑の猫 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
悪の魅力を飼い主の耳にささやく緑の猫・グリーンに操られる旧友の息子サンボ・ユノー
を救うため、ヒゲオヤジこと私立探偵伴俊作が緑の猫を追求する。そして、緑の猫の正体
が葉緑素から出来ている宇宙生物だとつきとめる…。

● ●

ZD0141 H18年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー対応作品緑の猫 24 バンダイビジュアル株式会社 一般映画・アニメ
悪の魅力を飼い主の耳にささやく緑の猫・グリーンに操られる旧友の息子サンボ・ユノー
を救うため、ヒゲオヤジこと私立探偵伴俊作が緑の猫を追求する。そして、緑の猫の正体
が葉緑素から出来ている宇宙生物だとつきとめる…。

● ●

ZD0142 H18年度 手塚治虫アニメワールド雨ふり小僧 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
モウ太は、生徒がたった３人で、父が教師を勤める奥沢村の分校に通う中学生。月に一
度、街の本校に行くたびに大喧嘩をしてかえってくる。そんなある日、モウ太は傘の妖怪
雨ふり小僧と出会った。

● ●

ZD0143 H18年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー対応作品雨ふり小僧 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
モウ太は、生徒がたった３人で、父が教師を勤める奥沢村分校に通う中学生。月に一度、
街の本校に行くたびに大喧嘩をしてかえってくる。そんなある日、モウ太は傘の妖怪雨ふ
り小僧と出会った。

● ●
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ZD0144 H18年度 手塚治虫アニメワールドるんは風の中 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
学校生活になじめず悩んでいた高校生アキラは、街に貼ってあった１枚のポスターの中
の少女に恋をし、剥がして家に持ち帰る。友達のいないアキラにとって、「るん」と名付け
たその女の子は、ただ一人の友達となった。

● ●

ZD0145 H18年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー対応作品るんは風の中 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
学校生活になじめず悩んでいた高校生アキラは、街に貼ってあった１枚のポスターの中
の少女に恋をし、剥がして家に持ち帰る。友達のいないアキラにとって、「るん」と名付け
たその女の子は、ただ一人の友達となった。

● ●

ZD0146 H18年度 手塚治虫アニメワールド山太郎かえる 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
両親を失い人間に拾われたクマの山太郎は、目の前を走る蒸気機関車のしい六（Ｃ６２）
と仲良くなり、やがて汽笛のように吠えるようになる。鎖で繋がれていた山太郎は、友だち
のしい六に励まされ、自由への道を踏み出そうとするが…。

● ●

ZD0147 H18年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー対応作品山太郎かえる 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
両親を失い人間に拾われたクマの山太郎は、目の前を走る蒸気機関車のしい六（Ｃ６２）
と仲良くなり、やがて汽笛のように吠えるようになる。鎖で繋がれていた山太郎は、友だち
のしい六に励まされ、自由への道を踏み出そうとするが…。

● ●

ZD0149 H18年度 生きる 143 東宝株式会社 一般映画・アニメ

３０年間無欠勤の市役所の市民課長・渡辺勘治はある時、自分が癌に冒されている事を
知る。暗い気分の勘治に息子夫婦の冷たい仕打ちが追い打ちをかける。街に出て羽目を
はずすが気は晴れない。そこで事務員の小田切とよと出会い、今までの自分の仕事ぶり
を反省する。

●

ZD0150 H18年度 東京物語 136 松竹株式会社 一般映画・アニメ
尾道に住む周吉ととみ夫妻は、子ども達が暮らす東京へと旅行に出かける。最初は二人
を歓待する長男の幸一や長女の志げだが、滞留が長引くと周吉達をもてあましてしまう。
そんな老夫婦に、親身になって世話を焼くのは亡くなった次男の嫁・紀子だけだった。

●

ZD0151 H18年度 天国と地獄 143 東宝株式会社 一般映画・アニメ

ワンマン社長・権堂の息子が何者かによって誘拐されるが、被害にあったのは実は運転
手の子供だった。犯人は人違いをしていたのだ。犯人は疾走するこだま号を身代金を
持って乗り込むよう要求してくるが、捜査陣は犯人の正体さえつかめない。そして事件は
意外な展開を見せる…。

●

ZD0152 H18年度
平成１８年度総合社会教育テレビ放送事業みらい親として大人として　子どもたちのた
めに。

300 青森県総合社会教育センター／ＡＴＶ家庭教育

・第１回　朝ごはんの力・第２回　心ゆたかに・第３回　みんなの力を合わせて・第４回　輝
くセンスでネチケット・第５回　夢は海を越えて・第６回　生涯をしっかり生きる、生きてほし
い（講演会）・第７回　夢の実現に向かって・第８回　感性と創造への旅・第９回　子どもと
の、上手なコミュニケーションの取り方（講演会）・第１０回　学ぶことと働くこととの繋がり
方、繋ぎ方（講演会）

● ● ● ●

ZD0153 H19年度 夢へのパスポート～まちづくりにかける元気な女性たち～ 87 内閣府男女共同参画局／（株）テレパック生活・福祉
○子育てＮｏ．１ の街を作りたい！　新潟県上越市…ＮＰＯ法人『マミーズ・ネット』　○地
元の伝統食を現代に発信したい！　岐阜県郡上市…『ビスターリマーム』　○団塊世代が
“元気”を生み出す街にしたい！　東京都大田区…ＮＰＯ法人『男女共同参画おおた』

●

ZD0154 H19年度 日本の海運人々の暮らしを支えて 18 社団法人　日本船主協会 産業・技術
○第１章　食材は海を越えて　○第２章　世界をつなぐ贈り物　○第３章　幸せを運ぶ船
○第４章　明るい未来を運ぶため　付録　ダイジェスト版

●

ZD0155 H19年度 食と農の未来を拓く研究開発最近の主な研究成果 34 農林水産省農林水産技術会議／社団法人農林放送事業団産業・技術
Ａ：新しい性質を持つ品種の育成　Ｂ：生産性の向上とコスト低減　Ｃ：安全・安心を確保す
る　Ｄ：環境問題への取り組み　Ｅ：未来を切り拓く先端研究

● ● ● ●

ZD0156 H19年度 森に生きる―森の名手・名人― 32 (社) 国土緑化推進機構／（株）ＣＮインターボイス産業・技術
日本人と森との深い関わりの歴史と、その中で培われてきた独自の林業技術を見つめ、
また、現代にその技術を受け継ぐ、森の名手・名人の姿を通じて、日本の木の文化の重
要性を訴求していくビデオです。

● ● ● ●

ZD0157 H19年度 伝統空間選集⑦　時が磨き、土地が刻んだ記憶金山の有屋番楽 31 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養
山形県最上郡金山町では、江戸中期ころ山伏修験者の伝えたといわれる番楽がこの地
に根付き、地区の名をとった「有屋番楽」の名で現代に受け継がれているというＤＶＤで
す。

●

ZD0158 H19年度 青森県の山下北半島の山々 78 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
下北半島は、青森県北西部に位置する、本州最北端の半島です。本教材では、山々を中
心に、下北半島の豊かな自然を紹介しています。本編１８分　資料映像６０分

● ● ● ●
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ZD0159 H19年度
平成１８年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座１戦場カメラマン澤田教一との
出会い、そして今

60 青森県総合社会教育センター 学術・教養

「安全への逃避」でピューリッツァ賞を受賞した戦場カメラマン澤田教一を支えた夫人の澤
田サタさんが、夫との出会い・自らの生き方を語るとともに、三村三千代さんと教一の素
顔に迫る。
対談：グルメさわだ　澤田サタ氏×八戸短期大学客員教授　三村三千代氏

●

ZD0160 H19年度
平成１８年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座２遠藤周作の医療感～私の医
療軌跡から～

60 青森県総合社会教育センター 学術・教養

作家遠藤周作が情熱を傾けて提唱した「心あたたかな病院づくり」、「患者中心の医療」、
その意味の重さを、今改めて問い直すとともに、自らの現代医学に対する考えとこれまで
の医療に従事した軌跡を振り返る。
講師：青森県総合健診センター理事長　吉田豊氏

●

ZD0161 H19年度
平成１８年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座３青森県の古代文化～三内丸
山と是川遺跡のロマン～

60 青森県総合社会教育センター 学術・教養

中国モンゴル自治区興隆溝遺跡の日中共同発掘プロジェクトに携わり多くの知見を得た
講師が、これまで在野の研究者として取り組んだ青森県を代表する古代文化について、
新たな視点で熱く語る。
講師：東奥日報社　相談役　佐々木高雄氏

●

ZD0162 H19年度 伝統空間選集　①　時が磨き、土地が刻んだ記憶上三原田の歌舞伎舞台 23 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養

江戸末期に建造された「上三原田の歌舞伎舞台」は、特殊な迴転機構を持ち、赤城村の
人々によって代々、大切に守られてきた。途中、公演開催が途絶えていたが、近年、舞台
の保存、操作技術の後世への伝承、歌舞伎の上演という気運が高まり、完全復活をはた
した。

●

ZD0163 H19年度 総務部総務課山口六平太　裁判員プロジェクトはじめます！ 23 法務省 生活・福祉
平成２１年５月までに始まる裁判員制度の意義・内容について、国民の理解 ・協力を得る
ために様々な不安や疑問を解消できる内容となっている裁判員制度広報用として、法務
省で制作したアニメーションＤＶＤです。

●

ZD0164 H19年度 築こう！安全・安心なまちを―手をつなぎあう住民たち― 24 (財)日本視聴覚教育協会／株式会社リュック生活・福祉

身近な場所で、子どもが犯罪に巻き込まれる事件が跡を絶ちません。子どもたちを守り、
安心して生活できる環境を築くにはどうすればよいのでしょうか。埼玉県上尾市のボラン
ティアグループ「大石北小学校地区防犯連絡協議会」は子どもが最も犯罪にあいやすい
登下校の時間帯に、一緒に付き添って登校したり、校門前でのあいさつ運動を行ってい
ます。

● ●

ZD0165 H19年度
平成１８年度　総務省メディア・リテラシー教材私たちのメッセージを伝えよう～公共広
告をつくる～

27 総務省／早稲田大学川口芸術学校生活・福祉
第１章　公共広告ってなに？～身の回りのものを防災品に～　第２章　子ども・若い人た
ちが作った公共広告　第３章　私たちのメッセージを伝えよう～公共広告をつくる～

●

ZD0166 H19年度
平成１８年度　総務省メディア・リテラシー教材もうひとつのウサギとカメ～映像のよみ
ときを学ぶ授業～

73 総務省／株式会社　毎日映画社 生活・福祉

●映像素材集　①「ウサギとカメ　エピソード１」タイプ１　②「ウサギとカメ　エピソード１」タ
イプ２　③「ウサギとカメ　エピソード２」　④「ローカルニュース」タイプ１　⑤「ローカル
ニュース」タイプ２　○インタビュー集　①放送の公共性　②放送倫理と個人の倫理　③パ
ブリックアクセスと自己表現

●

ZD0167 H19年度
平成１８年度　全国自作視聴覚教材コンクール　小学校部門　文部科学大臣賞受賞作
品おいしい大豆のできるまで

北村山視聴覚教育センター 技術・家庭・産業
大豆の１０アール当たりの収量は、山形県は、ほぼ毎年、全国平均を上回る収穫量であ
る。村山市では、山形県のそれより、さらに多い大豆の収穫量である。
◆おいしい大豆のできるまで◆　●はじまり　●種まき　●たがやす　●消毒　●収穫

●

ZD0168 H19年度 夜回り先生　水谷修のメッセージ２～生きていてくれて、ありがとう～ 90 ＮＨＫエンタープライズ 生活・道徳・特活
●オープニング●心を病む子どもたち●次々に届く悲鳴●解決の糸口●夜眠れない子
どもたち●夜眠れない子どもとの対話●ヒロシ～救えなかった命～●子どもたちの笑顔
のために●アイ～「生きたい」と訴えて死んだ少女～●エンディング

● ● ●

ZD0169 H19年度 にんげんドキュメントただ一撃にかける 43 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康

２００３年７月、イギリス・グラスゴーで第１２回世界剣道大会が開かれた。大会１２連覇を
狙う日本の大将は、身長１７０㎝足らずの栄花直輝選手。世界の巨漢選手を相手に、ス
ポーツを超えた剣道の心を伝えようと戦った栄花選手を追う。◆特典映像◆日本戦ダイ
ジェスト（男子団体）○男子団体戦の全戦績○日本対韓国戦の全戦ダイジェスト○代表
戦ノーカット収録

●

ZD0170 H19年度 心に気づき心で勝負する　スポーツ心理学　辻メソッド 44 株式会社インター・アート・コミュッティーズスポーツ・健康

●１　辻メソッドを知る　ＭＵＳＩＣ　日本初の女性サックス奏者　朝本千可さんとの対談　●
２　辻メソッドを知る　ＢＵＳＩＮＥＳＳ　ＡＮＡ女性初の役員上席執行役員客室本部長 山内
純子さんとの対談　●３　辻メソッドを知る　ＳＰＯＲＴ　４年連続日本一　ＮＥＣラグビー部
との対談

●

ZD0171 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期列島踏破３０万人　執念の住宅地図 43 ＮＨＫ 学術・教養
「住宅地図」、一軒ずつの名が入った詳細図である。日本全国の９９．９％をカバーし、緊
急自動車の出勤や災害時の安否確認などで力を発揮する。しかし地図作りにはさまざま
な困難が待ち受けていた…。世界に誇る住宅地図作りの壮絶な物語。

●

ZD0172 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期瞬間凍結　時間よ止まれ 23 ＮＨＫ 学術・教養
現在、３０００種類にも及ぶ日本の冷凍食品。登場したのは終戦直後。しかし、当時はまっ
たく受け入れられなかった。新製品の開発、奇想天外の営業作戦で食卓を変えた人々の
物語。

●
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ZD0173 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期衝撃のケネディ暗殺　日米衛星中継 43 ＮＨＫ 学術・教養
昭和３８年１１月２３日、日米初の衛星中継。日本の電波技術者たちが３年の歳月をかけ
完成させた高性能アンテナが捉えたのは、衝撃のニュース「ケネディ暗殺」だった。

●

ZD0174 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期鉄道分断　突貫作戦　奇跡の７４日間～阪神・淡路大震災～ 43 ＮＨＫ 学術・教養

阪神・淡路大震災。破壊的な被害を受けた鉄道網の１日も早い復旧が必要だった。工期
短縮のため考えた前代未聞の工法は難航を極めた。度重なる余震に２次災害の危機。
真冬の深夜に及ぶ工事。技術者たちの疲労は限界に達していたそのとき、思いもかけぬ
横断幕が技術者たちを励ました。

●

ZD0175 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期地下鉄サリン　救急医療チーム最後の決断 43 ＮＨＫ 学術・教養
平成７年３月、東京を無差別テロ「地下鉄サリン事件」が襲った。駅で倒れた５千人のうち
最も多くの人が搬送された東京聖路加国際病院では、院長の日野原重明が当日の診療
をすべて中止し、被害を受けた人々を受け入れる決断を下した。

●

ZD0176 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期首都高速　東京五輪への空中作戦 43 ＮＨＫ 学術・教養
世界屈指の過密都市・東京。そのビルの谷間を縫うように走る「首都高速道路」は、東京
五輪成功を懸けた運命の道路だった。昭和３４年当時のすさまじい大渋滞。「このままで
は五輪が大パニックになる」。技術者たちは突貫工事の奇策「空中作戦」に打って出る。

●

ZD0177 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期名古屋城再建　金のシャチホコに託す 43 ＮＨＫ 学術・教養
戦争中の爆撃で石垣だけになっていた名古屋城。市民にとって城再建は悲願となった。
立ち上がったのは地元商店主たち。街頭での募金活動、戦国武将のパレードなどで盛り
上げた。昭和３０年、ようやく再建決定に漕ぎつけるも、その後も問題が続出する。

●

ZD0178 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期海のダイヤ　世界初クロマグロ完全養殖 43 ＮＨＫ 学術・教養
日本で最も消費される魚・マグロ。その完全養殖に、世界で初めて挑み、成功させた近畿
大学水産研究所の物語。養殖技術を切り開いてきたリーダーが３２年間の苦闘を制す。

●

ZD0179 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期シリーズ　黒四ダム 86 ＮＨＫ 学術・教養
延べ１千万人が関わった黒四ダム建設の全貌を、２部構成で追う。第１部　秘境へのトン
ネル　地底の戦士たち
第２部　絶壁に立つ巨大ダム　１千万人の激闘

●

ZD0180 H19年度 プロジェクトＸ　第Ⅸ期旭山動物園　ペンギン翔ぶ～閉園からの復活～ 43 ＮＨＫ 学術・教養
日本最北ながら、上野動物園をも凌ぐ客を集める「旭山動物園」。実は、２０年前、市民か
ら見放され「廃園間近」の危機から大逆転があった。飼育係たちの死闘を描く。

●

ZD0181 H19年度 第２回あおもり環境演劇コンテスト 156 県環境生活部環境政策課／（株）ＲＡＢサービス／（株）創芸企画芸術科

●青森市立金沢小学校【ＫＡＮＡＺＡＷＡ　ＥＣＯ８】砂漠のこおろぎ～すべての人間へ～●
青森市立大野小学校【大野組】宿題●弘前市立大成小学校【エコロジーふぁんくらぶ☆】
エコ太郎●弘前市立第三中学校【Ｐｒｅｔｔｙ☆ｇｉｒｌ乙女組】●青森県立野辺地高等学校【ドラ
マレンジャー野辺地】見上げれば地球は ●青森県立青森中央高等学校【Ｔｈｅ　アザー
ス】水もの(仮) ●アトラクション～朗読と演奏～

● ● ● ● ●

ZD0182 H19年度 中学校理科　地震と津波　第１巻地震と津波 15 ＴＤＫコア株式会社 算数・数学・理科
２００４年１２月のスマトラ沖地震発生のメカニズムと津波発生をシミュレーションにより理
解します。次に、日本でも発生した同じようなメカニズムでの１９２３年の「関東大地震」を
紹介します。さらに１９９５年の「兵庫県南部地震」の紹介をします。

●

ZD0183 H19年度 中学校理科　地震と津波　第２巻津波 15 ＴＤＫコア株式会社 算数・数学・理科

津波は地震に起因していることを理解します。海底面の変化が海面に伝わり津波が発生
し、周囲に広がっていくことをシミュレーションなどで理解します。また、普通の波と津波の
波の力などの違いを水槽実験やシミュレーションなどによって理解します。さらに、津波の
伝わる速度や浪の高さが十数メートルに達することもあることを理解します。

●

ZD0184 H19年度 中学校理科　地震と津波　第３巻地震災害と防災 15 ＴＤＫコア株式会社 算数・数学・理科
過去の災害から地震と津波の調査研究が進み、現在では地震、津波等の防災に大きな
役割を果たしています。災害から身を守るためには一人ひとりが、災害の危険について
正しく理解することの重要性を伝えます。

●

ZD0185 H19年度 匠の世界　和紙その他一一枚を念ずるがごとく　今に生きる・手漉和紙 52 グレートデン 学術・教養

●和紙　本美濃紙保存会(岐阜県)：日本最古の年代のわかる紙は、紀元７０２年の美濃
紙でつくられた戸籍用紙である。以来、変わらず漉きつづけられてきた美濃の和紙つくり
をじっくりと描き出す。●和紙　石州半紙技術者会　代表　久保田保一（島根県）：石州産
の正倉院の和紙は、１３００年間、生きつづけている。現代の書画を１０００年の未来に伝
えるために、楮を育て、皮を剥ぎ、繊維にほぐし、漉き上げていく。

●

ZD0186 H19年度 匠の世界　和紙その他二手漉きの伝統　雅の景色を装う 52 グレートデン 学術・教養

●和紙　細川紙技術者協会（埼玉県）：和歌山で漉かれた細川奉書の技術が江戸の需要
に応じ、関東の和紙産地、秩父に持ち込まれた。簀つくりや紙漉き唄を交えながら、伝統
技術を紹介。●和紙　千田長次郎(京都府)：雲母と絵具を用いて、木版刷りで模様をつけ
た唐紙。御所や公家の邸宅、寺社、茶方好み、町衆好みなどに応じた６００点もの版木と
ともに、唐紙製作の苦心の技を収める。

●
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ZD0187 H19年度 世界名作映画全集　０２４駅馬車 99 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

異なった環境で暮らし、生きる目的も違う９人の男女を乗せた駅馬車が、インディアンの
襲撃に遭いながら、無事目的地に辿り着くまでを、乗客一人一人の人間性を描きながら、
見事な人間ドラマに仕上げている。西部劇の代表作として評価の高い作品である。監督
はジョン・フォード。原作はアーネスト・ヘイコックス。

●

ZD0188 H19年度 世界名作映画全集　０２６怒りの葡萄 129 ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
資本主義の不条理な社会に流されながら生きていく一組の家族の愛と民衆の強さを描い
た作品である。監督はジョン・フォード。原作はジョン・スタインベック。

●

ZD0189 H19年度 ジェーン・エア 96 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
原作はシャーロット・ブロンテの同名作小説（１８４７）で、３度目の映画化となる。キャスト
はオーソン・ウェルズ、ジョーン・フォンテーン、マーガレット・オブライエン。監督はロバー
ト・スティーヴンソン。日本語吹替え版

●

ZD0190 H19年度 モロッコ 90 有限会社アプロック 一般映画・アニメ

監督はジョセフ・フォン・スタンバーグで、この作品の成功によってハリウッドでは外人部
隊を扱った映画が量産されるようになった。キネマ旬報の田村幸彦氏の翻訳による日本
初の字幕スーパー作品でもある。キャストはゲイリー・クーパー、マレーネ・デイートリッ
ヒ、アドルフ・マンジユウ。原作はベノ・ヴィグニー。

●

ZD0191 H19年度 世界名作映画全集　０３７マルタの鷹 100 ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

私立探偵サム・スペードが活躍するハードボイルド小説の第一人者ダシール・ハメットの
同名小説を、脚本家のジョン・ヒューストンが初めて監督した作品。ハンフリー・ボガードが
それまでの悪役時代のキャリアを生かして、全く新しいヒーロー像を誕生させた作品でも
ある。

●

ZD0192 H19年度 世界名作映画全集　０６０汚名 101 ＧＰミュジアムソフト 一般映画・アニメ

ストーリーの中に原子爆弾を作るためのウラニウムを取り込んだり、そのウラニウムを詰
めたワインのビンを小道具として上手く使っていたり、天井からパーティを俯瞰していたカ
メラが舞い降りるようにして、一気にバーグマンの手にした鍵にクローズアップしたり、ヒッ
チコックならではのアイデアと華麗なテクニックが詰め込まれた作品である。

●

ZD0193 H19年度 世界名作映画全集　０６８赤い河 133 ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

ジョン・ウェインが若手の共演者モンゴメリー・クリフトを相手に、頑固一徹な西部の人を
圧倒的な存在感で演じれば、演技派クリフトもアクションシーンもこなす熱演でジョン・ウェ
インに正面からぶつかっており、見応えのあるドラマになっている。監督はハワード・ホー
クス。脚本はボーデン・チェイス。

●

ZD0194 H19年度 サンセット大通り 110 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
ビリー・ワイルダー監督によるハリウッドの内幕を衝いた話題作。脚本はチャールズ・ブラ
ケット、ビリー・ワイルダー、Ｄ・Ｍ・マーシュマン・ジュニア。キャストはウイリアム・ホール
デン、グロリア・スワンソン、エリッヒ・フォン・シユトロハイム。日本語吹替え版

●

ZD0195 H19年度 風と共に去りぬ 212 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
原作は３７年にピューリッツアー賞を受賞したマーガレット・ミッチェルのベストセラー時代
長編小説。監督はヴィクター・フレミング。脚本はシドニー・ハワード。キャストはヴィヴィア
ン・リー、クラーク・ゲーブル、オリヴィア・デ・ハヴィランド。日本語吹替え版

●

ZD0196 H19年度 世界名作映画全集　０１９グレート・ワルツ 102 ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
オーストリアを舞台に、ヨーロッパとアメリカの俳優が出演し、フランスの名匠が監督する
という国際色豊かな超大作である。監督はジュリアン・デュヴィヴィエ。脚本はウォルター・
ライシュ。出演はフェルナン・グラヴェ、ルイゼ・ライナー、ミリッツア・コリウス。

●

ZD0197 H19年度
名画の秘密シリーズ　１オルセー美術館マネ　セザンヌ　モネ　ルノアール　ゴーガン
ゴッホ

50 株式会社日経映像 趣味・芸術
印象派の殿堂といわれるオルセー美術館。そこに所蔵されている巨匠達の名画を取り上
げ、その中に潜む画家の愛・苦悩・風刺といったさまざまなメッセージを、名画の生まれた
街やアトリエの風景を交えて伝えます。

●

ZD0198 H19年度
名画の秘密シリーズ　２パリの夜と夢ロートレック　マリー・ローランサン　モディリアー
ニ

50 株式会社日経映像 趣味・芸術
芸術の都パリ、多くの芸術家を魅了する街。パリの光を愛したマリー・ローランサン、夜の
裏道に生きたロートレック、冷え切った屋根裏で傑作を夢見るモディリアーニ。パリを舞台
に描かれた作品の中に、３人の人生を追う。

●

ZD0199 H19年度
名画の秘密シリーズ　３ルネサンスの巨匠レオナルド・ダ・ヴィンチ　ミケランジェロ　ラ
ファエロ

50 株式会社日経映像 趣味・芸術
ルネサンス思想は、匿名の職人として存在していた画家を作品に自分の個性を表現させ
る芸術家へと導き、そして巨匠を生み出した。同じ時代を生きた天才達の苦悩・ライバル
意識・尊敬・模倣を作品の中に探る。

●

ZD0200 H19年度
名画の秘密シリーズ　４ヴィーナスの舞い降りた街フィレンツェ：ボッティチェリ　ヴェネ
チア：ティツィアーノ

50 株式会社日経映像 趣味・芸術
水の都ヴェネチアで水面の光を描いたティツィアーノ。花の都フィレンツェでヴィーナスを
キャンパスに甦らせたボッティチェリ。技法を越えた彼らの才能に触れる。

●
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ZD0201 H19年度 名画の秘密シリーズ　５魅惑のスペインベラスケス　ゴヤ　ガウディ　ピカソ 30 株式会社日経映像 趣味・芸術
中世欧州の覇者となり、その座を追われても人々を魅了する国スペイン。この国で生まれ
た芸術家もまた時代を越えて人々を誘惑しています。その秘密を作品と創造の源に探り
ます。

●

ZD0202 H19年度
名画の秘密シリーズ　６オランダの光と影ルーベンス　フェルメール　レンブラント　ゴッ
ホ

30 株式会社日経映像 趣味・芸術
大国の狭間で独立を果たした国オランダ。長い冬と忍び寄る大国の影、ひと時のまばゆ
い夏の光、街に潜む様々な光と影をキャンパスに描いた巨匠達の作品と生涯を紹介しま
す。

●

ZD0203 H19年度 名画の秘密シリーズ　７世紀末からのメッセージギュスターブ・モロー　クリムト 30 株式会社日経映像 趣味・芸術
聖書や神話を題材に抽象的な観念を描き出した画家ギュスターブ・モロー、時代に即した
総合芸術をめざしたウィーン分離派の中心人物クリムト。世紀を越えて人々を魅了する２
人の作品と生涯に迫る。

●

ZD0204 H19年度 名画の秘密シリーズ　８宿命の女とラファエル前派ロセッティ　ミレイ 25 株式会社日経映像 趣味・芸術
１９世紀半ば、ルネサンスへの回帰を掲げ結成されたラファエル前派。１０年程の活動で
はあったが、後世の英国芸術に大きな影響を与えた。その運動の中心人物であるロセッ
ティとミレイの恋愛・裏切り・希望を作品の中に探る。

●

ZD0205 H19年度 名画の秘密シリーズ　９北の画家　神秘の世界ムンク　エミール・ノルデ 25 株式会社日経映像 趣味・芸術
豊かな感受性で、人々の孤独や不安を表現したムンク。濃密な色彩表現を追求し、大胆
で簡潔な画風を創り上げたノルデ。凍てつく北の大地で自然からエネルギーを芸術に変
えた２人の画家の謎に迫る。

●

ZD0206 H19年度
名画の秘密シリーズ　１０浮世絵とジャポニズム喜多川歌麿　東洲斎写楽　安藤広重
モネ　ホイッスラー

30 株式会社日経映像 趣味・芸術
１９世紀末から、２０世紀初頭にかけて西洋で巻き起こったジャポニズムは、モネやホイッ
スラーなど印象派の人々に大きな影響を与えた。その主役を担った江戸の大衆芸術・浮
世絵が世界美術史に与えた衝撃と痕跡を探る。

●

ZD0207 H19年度 第２０回　全国スポーツ・レクリエーション祭スポレクあおもり２００７ 文部科学省／青森県／（財）日本体育協会／（財）日本レクリエーション協会／（社）全国体育指導委員連合スポーツ・健康

２００７年９月２２日（土）から９月２５日（火）までの４日間、青森県で生涯スポーツの一大
イベント第２０回全国スポーツ・レクリエーション祭「スポレクあおもり２００７」を開催しまし
た。「熱くなれ　みんな輪になれ　りんごの国で」のスローガンのもと開催された、感動の４
日間。

● ● ● ● ●

ZD0208 H19年度
プロジェクトＸリーダーたちの言葉　Ｖｏｌ．１リーダーたちの言葉第１部　逆境に挑む　第
２部　魂をゆさぶる生き方

86 ＮＨＫ 学術・教養

逆境の中、リーダーたちが渾身の思いで発した言葉がある。その言葉はいずれも滋味深
く、聞くものの心を弾ませる。「プロジェクトＸ」に登場した現場のリーダーたちの心に残る
名言を厳選し構成。２００１年８月に放送された番組を収録。◆黒四ダム建設◆伏見工業
ラグビー部総監督◆心臓外科医◆とび職人◆ロータリーエンジン開発◆全日本女子ソフ
トボール監督◆新幹線開発◆ＶＨＳ開発　ほか

●

ZD0209 H19年度
プロジェクトＸリーダーの言葉　Ｖｏｌ．２新・リーダーたちの言葉第１部　ゼロからの出発
第２部　ひたむきに生きる

85 ＮＨＫ 学術・教養

「プロジェクトＸ」で追い求めてきたテーマを、新しいリーダーたちの言葉がさらに鮮烈に語
りかける。２００４年夏に２回にわたって放送された特集番組を収録。◆デジタルカメラ開
発◆ノーベル賞学者◆バイクレース◆医師◆国産コンピュータ開発◆柔道◆帝国料理顧
問◆サッカーＪリーグ　ほか

●

ZD0210 H19年度 なかよしおばけシリーズおばけパーティ 42 アミューズソフトエンタテインメント株式会社一般映画・アニメ
１おばけパーティ　２おばけとカミナリの夜　３いたずらっこスタンリー　４おばけ砂漠へ行く
５アンリとお風呂のアワ　６おばけの時間旅行

● ● ●

ZD0211 H19年度 ケータイ・ネット社会の落とし穴 　Ｖｏｌ．１ネット社会の道しるべ 25 ＮＨＫ 産業・技術
ドラマ１　架空請求と個人情報
ドラマ２　メール交換と友達関係
ドラマ３  掲示板となりすまし

● ● ● ●

ZD0212 H19年度 ケータイ・ネット社会の落とし穴　Ｖｏｌ．２ケータイ社会の落とし穴 25 ＮＨＫ 産業・技術
ドラマ１　メールと依存症
ドラマ２　ケータイサイトと不正請求

● ● ● ●

ZD0213 H20年度 ＮＨＫスペシャル　ローマ帝国　第一集よみがえる幻の巨大都市帝国誕生の秘密 52 ＮＨＫ 学術・教養

舞台は灼熱のアルジェリア。ここにローマ帝国の巨大遺跡「ティムガッド」がある。約２００
０年前に建設されたものの、帝国の滅亡後に放棄され、その後は歴史から忘れ去られた
幻の都市である。破壊や盗掘を免れたティムガッドは、ローマ帝国の典型的な都市の姿
を完璧な形で今に伝える唯一の遺跡である。（２００４年１１月２０日放送）

●

ZD0214 H20年度
ＮＨＫスペシャル　ローマ帝国　第二集一万人が残した落書きポンペイ・帝国繁栄の光
と影

52 ＮＨＫ 学術・教養

イタリアのポンペイ。帝国繁栄の絶頂期、火山の噴火で一夜にして灰に埋まったこの都市
は、当時の市民生活の様子をそのまま残したタイムカプセルだ。１８世紀から発掘が進め
られてきたが、いまだに調査が続く広大な遺跡である。中でも最近注目されているのは、
民家の壁や闘技場の塀など、町の至る所に残された数万に及ぶ「落書き」である。（２００
４年１１月２７日放送）

●
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DVD(全体）

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

ZD0215 H20年度 ＮＨＫスペシャル　ローマ帝国　第三集最果ての兵士たち忍び寄る帝国の終焉 52 ＮＨＫ 学術・教養

イギリス北部の大平原に、総延長１２０キロに及ぶ巨大なハドリアヌスの長城がある。賢
帝と称された皇帝ハドリアヌスがローマ帝国の最果てに築いた防衛線である。そして、そ
の近くからは、兵士たちの駐屯地「ヴィンドランダ要塞」の跡が発見された。ヴィンドランダ
要塞では、実に様々なものが発掘されている。（２００４年１２月４日放送）

●

ZD0216 H20年度 その時歴史が動いた「ミステリー大化改新」～蘇我入鹿暗殺の実像～乱世の英雄編 43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　大化元（６４５）年６月１２日／蘇我入鹿が暗殺され、古代史上の大改革・大化改
新が始まった時（２００４年１２月放送）

●

ZD0217 H20年度
その時歴史が動いた「平　清盛　早すぎた革新」～平氏政権誕生のとき～乱世の英雄
編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　治承３（１１７９）年１１月２０日／清盛、後白河法皇を鳥羽殿に幽閉、院政を停止
（２００４年１月放送）

●

ZD0218 H20年度
その時歴史が動いた「武田信玄　地を拓き水を治める」～戦国時代制覇への夢～乱
世の英雄編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　元亀３（１５７２）年１０月３日／武田信玄、京へ上るため大軍を率いて甲斐を出発
する（２００４年９月放送）

●

ZD0219 H20年度
その時歴史が動いた「信長　執念の天下統一」～大坂本願寺との十年戦争乱世の英
雄編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　天正８（１５８０）年８月２日／大坂本願寺、降伏し、大坂を退去（２００２年２月放
送）

●

ZD0220 H20年度
その時　歴史が動いた「兵法の道は人の道」～宮本武蔵『五輪書』完成への苦闘～乱
世の英雄編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養 その時　正保２（１６４５）年５月１２日／宮本武蔵、『五輪書』を完成（２００３年１月放送） ●

ZD0221 H20年度
その時歴史が動いた「日出づる処の天子より」～聖徳太子、理想国家建設の夢～時
代のリーダーたち編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養 その時　推古１５（６０７）年７月３日／倭国が２回目の遣隋使を派遣（２００３年５月放送） ●

ZD0222 H20年度 その時歴史が動いた「天神・菅原道真　政治改革にたおれる」時代のリーダーたち編 43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　昌泰４（９０１）年１月２５日／右大臣菅原道真、政治改革にやぶれ九州・太宰府
に左遷（２００２年５月放送）

●

ZD0223 H20年度
その時歴史が動いた「乱世を制するリーダーの条件」～湊川の戦い　足利尊氏、苦悩
の決断～時代のリーダーたち編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　建武３（１３３６）年５月２５日／湊川の合戦で足利尊氏が楠木正成を破る（２００３
年２月放送）

●

ZD0224 H20年度 その時歴史が動いた「上杉鷹山　ふたたびの財政改革」時代のリーダーたち編 43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　寛政３（１７９１）年３月／上杉鷹山（４１歳）、２度目の藩政改革に乗り出す（２００
１年９月放送）

●

ZD0225 H20年度
その時歴史が動いた「板垣死すとも、自由は死せず」～日本に国会を誕生させた不朽
の名言～時代のリーダーたち編

43 ＮＨＫきんきメディアプラン 学術・教養
その時　明治１５（１８８２）年４月６日／板垣退助が「板垣死すとも、自由は死せず」の言
葉を発する（２００３年８月放送）

●

ZD0226 H20年度 世界の車窓からイギリス鉄道の旅～ロンドン発湖水地方、春のカントリーサイドの旅～ 70 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術
ロンドン発、蜂蜜色の村々が残るコッツウォルズ地方。保存鉄道の宝庫、風と海のマン
島。詩人ワーズワースが愛した湖水地方、雄大な空と大地のスコットランド。素朴な田園
地帯、ヨークシャー。花咲く春の英国カントリーサイドを満喫する旅。（２００３年撮影）

●

ZD0227 H20年度 世界の車窓からスイス鉄道の旅～スイスアルプス、レマン湖畔、蒸気機関車の旅～ 64 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術

一面の花畑、背景には白く輝くアルプスの雪山･･･。春から夏にかけて、わずかな期間に
のみ出会う風景を見ながらゆくスイスの旅。チューリヒからレマン湖畔のジュネーヴへ。モ
ントルーからは、景観の素晴らしさからゴールデンパスと呼ばれる緑豊かなアルプスを疾
走。ブリエンツ・ロートホルン鉄道はユングフラウ、アイガー、メンヒの名峰を眺めながら２
２４４ｍまで登る、絶景をゆく蒸気機関車。（２００２年撮影）

●

ZD0228 H20年度 世界の車窓からスペイン鉄道の旅～マドリッド発バルセロナ、夏の地中海紀行～ 65 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術

マドリッドから乾燥したラ・マンチャ地方の大地を走り、地中海のバレンシアへ。オレンジ
畑、カタルーニャ地方の海岸を過ぎるとガウディの建築が聳えるバルセロナに到着。ピレ
ネー山脈へ向かう登山列車で、標高１９６７ｍのスペイン一高い駅を目指す。地中海に浮
かぶ観光地マヨルカ島では、レトロな列車が断崖絶壁の山から大海原まで、ダイナミック
な風景の中を駆けぬける。（２００１年撮影）

●
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ZD0229 H20年度 世界の車窓からフランス鉄道の旅～南仏プロヴァンスとコート・ダジュールの旅～ 68 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術

「プロジェクトＸ」で追い求めてきたテーマを、新しいリーダーたちの言葉がさらに鮮烈に語
りかける。２００４年夏に２回にわたって放送された特集番組を収録。◆デジタルカメラ開
発◆ノーベル賞学者◆バイクレース◆医師◆国産コンピュータ開発◆柔道◆帝国料理顧
問◆サッカーＪリーグ　ほか

●

ZD0230 H20年度
世界の車窓からブラジル鉄道の旅～リオ発、サン・パウロと大地の郷愁、保存鉄道の
旅～

85 ＮＨＫ 趣味・芸術

カーニバルの蒸気ほとばしるリオの街、人々の生活の足となっている路面電車は映画
「黒いオルフェ」の世界。ポルトガルの面影残る古都サン・ジョン・デル・レイではブラジル
最古の歴史を誇る蒸気機関車に乗車。内陸の大都市ベロ・オリゾンテから大西洋沿いの
ヴィクトリアまでは１３時間の長旅、美しき緑の地平線と山岳地帯の変化に富む車窓が繰
り広げられる。（２００３年撮影）

●

ZD0231 H20年度
世界の車窓からアメリカ鉄道の旅～ニューヨーク発東海岸、シカゴ発ニューオリンズ、
サンフランシスコ～

74 アミューズソフトエンタテインメント株式会社趣味・芸術

アメリカ東海岸の旅は、アセラ・エクスプレスとダウンイースター号を乗り継いで、晩秋の
ニューイングランドを巡る。シカゴからはミシシッピ川に沿って南下、アメリカ音楽のルーツ
を辿るシティ・オブ・ニューオリンズ号の旅。果てしなく続くテキサスの荒野を駆け抜け、夕
陽を追って西へと向かうサンセット・リミテッド号。（２０００年、２００３年撮影）

●

ZD0232 H20年度
世界の車窓からオーストラリア鉄道の旅～シドニー発メルボルン、荒野を駆ける大自
然への旅～

62 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術

シドニーからオーストラリア南部を巡り、大陸の中心アリス・スプリングスを目指す。開拓
時代の蒸気機関車、トラムカー・レストラン、海の上を走る馬車鉄道などの個性豊かな列
車を体験。グレート・オーシャン・ロードやカンガルー島の雄大な自然も満喫。旅のハイラ
イトは、荒野を駆ける長距離列車ザ・ガン。地平線に沈む夕陽に向かって、荘厳な風景の
中を疾走する。（２００１年撮影）

●

ZD0234 H20年度
世界の車窓からオーストリア鉄道の旅～ウィーン発、オーストリア一周と蒸気機関車
の旅～

75 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術

首都ウィーンを起点に、オーストリアを周遊。音楽の都ザルツブルク、“オーストリアの宝
石”と称される景勝地ザルツカンマーグート、アルプスの山と花飾りの家並みが美しいチ
ロル地方へ。沿線の見どころは、小さな湖畔の街やチロルの秋祭り、歴史を誇る個性的
な蒸気機関車たち。古都グラーツからは、世界遺産のセンメリング鉄道を経て、再び
ウィーンへ。(２００３年撮影)

●

ZD0235 H20年度
世界の車窓からインド鉄道の旅～デリー発バラナシ、コルカタ、聖地と遺跡を巡る悠久
の旅～

77 ｔｖ　ａｓａｈｉ／テレコムスタッフ 趣味・芸術

デリーから始まる鉄道王国インドの旅。現役としては世界最古の蒸気機関車フェアリー・
クィーン、古都アグラのタージ・マハル、野生動物の暮らすパトナ国立公園。母なる大河ガ
ンガーとヒンドゥー教の聖地アラハバード、バラナシ。東インド北部では、ブッダガヤから
仏教大学遺跡ナーランダまで、仏陀ゆかりの地を巡る。さらに芸術文化の中心コルカタか
ら、ベンガル湾の古都プーリーへ。（２００４年撮影）

●

ZD0236 H20年度 喜びも悲しみも幾歳月 160 松竹株式会社 一般映画・アニメ
北海の涯から南国の孤島など、黙々と海を守る燈台守夫婦の２５年の歳月･･･ 　高峰秀
子、佐田啓二　原作・脚本・監督木下惠介

●

ZD0237 H20年度 破れ太鼓 109 松竹株式会社 一般映画・アニメ
典型的な頑固親父で家庭の独裁者である父に、耐え切れなくなった家庭がついに爆発す
る時がきた！　阪東妻三郎、森雅之　監督木下惠介

●

ZD0239 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記②アリとオトシブミ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・サムライアリ１・サムライアリ２・オトシブミ　■しりたがりや
のファーブルくん　②ないているのはだれ？　■むしムシ★まめちしき　②こんちゅうのす
むばしょ

● ● ● ●

ZD0240 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記③セミとオサムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・セミ１・セミ２・オサムシ　■しりたがりやのファーブルくん
③きょうしつにブタが！　■むしムシ★まめちしき　③こんちゅうのたべもの

● ● ● ●

ZD0241 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記④モンシロチョウとカメムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・モンシロチョウ・オオクジャクヤママユ・カメムシ　■しりた
がりやのファーブルくん　④リカールせんせいは大いそがし　むしムシ★まめちしき　④む
しのそだちかた

● ● ● ●

ZD0242 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記⑤カマキリとミノムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・カマキリ・ミノムシ・ゴミムシ　■しりたがりやのファーブル
くん　⑤ノビタキのたまご　■むしムシ★まめちしき　⑤さなぎにならないむし

● ● ● ●

ZD0243 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記⑥クモとシデムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・コモリグモ・コガネグモ・シデムシ　■しりたがりやのファー
ブルくん　⑥ポケットいっぱいのたからもの　■むしムシ★まめちしき　⑥こんちゅうのから
だのいろ

● ● ● ●

ZD0244 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記⑦コオロギとゾウリムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・コオロギ・ゾウムシ・ツチハンミョウ　■しりたがりやの
ファーブルくん　⑦ＡＢＣのべんきょう　■むしムシ★まめちしき　⑦どくをもつむし

● ● ● ●
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ZD0245 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記⑧バッタとカミキリムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・バッタ・カミキリムシ・ハエ　■しりたがりやのファーブルく
ん　⑧きのこのぶんるい　■むしムシ★まめちしき　⑧むしのどうわ

● ● ● ●

ZD0246 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記⑨センチコガネとアワフキムシ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・センチコガネ・アワフキムシ・ハナムグリ　■しりたがりや
のファーブルくん　⑨おまつりのひ　■むしムシ★まめちしき　⑨むしのさがしかた

● ● ● ●

ZD0247 H20年度 アニメ　世界の名作シリーズファーブル昆虫記⑩フンコロガシとサソリ 40 クリエイティヴ・コア株式会社 一般映画・アニメ
■ファーブル先生のおはなし　・フンコロガシ１・フンコロガシ２・サソリ　■しりたがりやの
ファーブルくん　⑩シチメンチョウをねむらせる　■むしムシ★まめちしき　⑩こんちゅうの
かいかた

● ● ● ●

ZD0248 H20年度 ＮＩＴＡＢＯＨ仁太坊―津軽三味線始祖外聞 100 ワオワールド 一般映画・アニメ

岩木川の渡し守りの子供として生まれた仁太郎は、物心がつく頃には既に母親と死別し
ていた。８歳で病気のために失明する。ある日、村にやってきたゴゼのたまなの三味線を
聞いて感動し、三味線の手ほどきをしてほしいと頼み込む。彼は三味線で生計を立てて
いこうと決心するのだが、またも、彼を奈落の底に突き落とす不幸が訪れる…。

● ● ● ●

ZD0249 H20年度
日本の國寶　至寳　第１集第１話　日本美の黎明　古代人の祈り　第２話　寺と仏のは
じまり　法隆寺・西院伽藍

72 ＮＨＫ 学術・教養

第１話◆祈りのはじまり　東日本の縄文土器◆稲作のはじまり　用の美　弥生土器◆金
属のはじまり　大陸文化と農耕の発展◆王墓・古墳のはじまり　現世再現の埴輪◆国際
交流　倭国のはじまり　第２話◆法隆寺創建の謎◆大陸に見る建築様式◆金堂　外陣の
復元　◆中国様式の美　釈迦三尊像　◆あふれる臨場感　五重塔内の群像　◆悠久の
歴史　その痕跡

●

ZD0250 H20年度
日本の國寶　至寳　第２集第３話　祈りの造形　法隆寺・太子ゆかりの寺々　第４話
西域の香り　薬師寺

74 ＮＨＫ 学術・教養

第３話◆渡来文化の粋　玉虫厨子◆立体の新表現　百済仏と日本の仏◆ササン朝ペル
シャの宝物　四騎獅子狩文錦◆東院伽藍　西方様式の御影◆太子転生の祈り　中宮寺
の宝◆秦河勝建立の祈り　広隆寺　第４話◆白鳳文化の華　伽藍　◆白鳳の息吹をたた
える　三尊像◆シルクロードの香り　西域の文様◆飛天舞う水煙　東塔の美◆豊穣の女
神　吉祥天◆神仏習合の神々

●

ZD0251 H20年度
日本の國寶　至寳　第３集第５話　天平の幕開け　東大寺・法華堂　第６話　天平の華
東大寺・大仏開眼

76 ＮＨＫ 学術・教養

第５話◆東大寺のはじまり◆天平彫刻の宝庫　法華堂◆内陣　仏たちの謎◆天平最盛
期の秘仏開帳◆戒壇院の美男　四天王像　第６話◆国家鎮護の大仏造営　苦難の道◆
蓮弁にひろがる華厳　大千世界◆明暗に彩られた再建と復興　大仏殿◆大仏への供養
楽を奏でる菩薩の灯籠◆天平を語る　正倉院正倉の宝物

●

ZD0252 H20年度
日本の國寶　至寳　第４集第７話　天平の甍　唐招提寺　第８話　南都鹿鳴　青丹よし
奈良の寺々

66 ＮＨＫ 学術・教養

第７話　◆万里波濤を越えた受戒の大師◆１３００年の瞑想　鑑真和上像◆大陸舎利礼
拝の意匠◆荘厳な古代仏堂の美◆唐最新の表現技法　金堂の巨像◆戒律の伽藍　天
平の息吹　第８話　◆飛鳥・新羅瓦の寺　元興寺◆南都焼き討ちを逃れた仏たち◆静と
動　新薬師寺の十二神将◆門跡寺院　法華寺◆中将姫伝説　当麻寺

●

ZD0254 H20年度 日本の國寶　至寳　第６集第１１話　神道の造形　神々の息吹　第１２話　浄土憧憬 83 ＮＨＫ 学術・教養

第１１話◆皇祖神の座　伊勢神宮◆大社造の祖形　出雲大社◆天孫降臨の道を守る
宗像大社◆みこしの原型　春日造　春日大社◆八幡宮の総本社　宇佐神宮　第１２話
浄土憧憬◆極楽浄土へのあこがれ◆阿弥陀浄土の具現化　宇治平等院◆九体阿弥陀
が語る　浄瑠璃寺◆人々の切なる願いと祈り　来迎の形

●

ZD0255 H20年度
日本の國寶　至寳　第７集第１３話　地方美術の興隆　陸奥から豊後まで　第１４話
絵巻の黄金時代　源氏物語絵巻

76 ＮＨＫ 学術・教養

第１３話◆九州最古の和様建築　富貴寺阿弥陀堂◆大分　臼杵の石仏　磨崖仏◆奥の
細道　毛越寺◆奥州藤原三代の霊廟　中尊寺　第１４話◆名宝　苦渋の選択◆十五帖
「蓬生」　十六帖「関屋」◆三十六帖「柏木」道ならぬ恋◆三十八帖「鈴虫」　三十九帖「夕
霧」◆四十帖「御法」　四十四帖「竹河」◆四十五帖「橋姫」　四十九帖「宿木」◆五十帖
「東屋」浮舟の苦悩

●

ZD0256 H20年度
日本の國寶　至寳　第８集第１５話　絵巻の黄金時代　大伴大納言絵巻　第１６話　絵
巻の黄金時代　信貴山縁起絵巻

65 ＮＨＫ 学術・教養

第１５話◆応天門炎上　春の夜の怪火　上巻◆文化財の疎開先　小浜◆子供の喧嘩で
犯人暴露　中巻◆宮廷画家のスポンサー　後白河法皇◆真相は闇の中　登場四百人の
表情百科　下巻　第１６話◆飛倉の巻　命蓮の法力◆延喜加持の巻　毘沙門天信仰◆尼
公の巻　叙情的物語◆絵巻誕生の謎

●

ZD0257 H20年度
日本の國寶　至寳　第９集第１７話　絵巻の黄金時代　鳥獣人物戯画　第１８話　平家
残照　厳島神社

65 ＮＨＫ 学術・教養

第１７話◆絵巻の全容◆甲巻　動物たちの風刺劇◆乙巻　動物模写と作者の謎◆丙巻
人間登場遊戯の場面◆丁巻　瞬間をとらえた人物戯画　第１８話◆比類なき社殿　水鳥
のごとし◆極楽往生を願う　奉納の美◆装飾経の贅と高度な技術◆春の夜の夢の如し
平家の終焉

●

ZD0258 H20年度
日本の國寶　至寳　第１０集第１９話　南都復興　雲慶・快慶　第２０話　地獄をめぐる
六道絵の世界

68 ＮＨＫ 学術・教養
第１９話◆南都焼討ち　慶派の誕生◆東大寺復興　南大門仁王像◆繊細優美な作風
快慶◆運慶　畢生の大作　学僧・無著と世親像　第２０話　◆地獄草紙　◆源信と往生要
集　六道絵◆餓鬼草子◆病草紙◆地獄と極楽　源信の願い

●

ZD0259 H20年度
日本の國寶　至寳　第１１集第２１話　書の世界　三筆・三蹟・かな　第２２話　仏像の
変遷　時代を映す仏たち

79 ＮＨＫ 学術・教養

第２１話◆万葉仮名の誕生と三筆◆仮名の誕生と三蹟◆装飾仮名の美　両氏の美◆実
用性の書　定家様◆中国宗代の書と禅僧の書　第２２話◆渡来仏の微笑◆開花する渡
来文化　白鳳の仏　◆西域文化の成熟　天平の仏◆密教森厳　重厚な仏◆国風化　定
朝様の仏◆仏像制作の終焉

●
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ZD0260 H20年度
日本の國寶　至寳　第１２集第２３話　水墨画の世界　中国・宋元画と雪舟　第２４話
現世の荘厳　永徳・等伯

81 ＮＨＫ 学術・教養

第２３話◆日本水彩画の確立◆初期水彩画　黙庵と可翁◆相国寺の画僧　如拙と周文
◆山水長巻と雪舟の画業　第２４話◆表情豊かな墨の色　聚光院障壁画◆謎多き傑作
唐獅子図屏風◆水墨画の最高峰　松林図屏風◆永徳と等伯　命を削る筆の戦い◆中国
水墨画　その趣の変化◆強大な組織力　狩野派

●

ZD0261 H20年度
日本の國寶　至寳　第１３集第２５話　城と茶室　城郭御殿と数寄屋建築　第２６話　絢
爛たる霊廟　日光東照宮

73 ＮＨＫ 学術・教養

第２５話◆高楼建築の最高峰　姫路城◆桃山美術の粋　西本願寺の装飾◆枯淡の美
黒書院・侍庵◆流転の茶室　如庵◆水に浮かぶ書院　飛雲閣　第２６話◆霊獣が守る
唐様の門◆名工・名匠の技　美の宮殿◆狩野派絵師が描いた幻獣◆東照宮と離宮の対
比

●

ZD0262 H20年度
日本の國寶　至寳　第１４集第２７話　この世の賛歌　近世初期風俗画　第２８話　おも
しろの花の都　洛中烙外図

78 ＮＨＫ 学術・教養

第２７話◆風俗画点描◆年中行事を織り込む初期風俗画◆桃山　風俗画時代の到来◆
躍動する人々の波　祭礼図◆野外遊楽図と室内遊楽図◆生の賛歌　近世後期風俗図
第２８話◆焦土から立ちなおる都◆最古の洛中洛外図屏風　歴博甲本◆将軍と天皇二
つの体制を表す　上杉本◆権力者の威信を表す　舟木本

●

ZD0263 H20年度
日本の國寶　至寳　第１５集第２９話　琳派の美　光悦・宋達・光琳・乾山　第３０話　江
戸後期の絵画・文人画と写生画

81 ＮＨＫ 学術・教養
第２９話◆琳派の源流　宗達◆王朝文化を採り入れた絵師　光悦◆光琳の意匠とその構
成◆江戸琳派の誕生　抱一　第３０話◆文人画の大成者　大雅と蕪村◆写生画の確立
者　円山応挙◆奇想の画家たち◆心象の画家　浦上玉堂◆関東文人画　文晃と崋山

●

ZD0264 H20年度
日本の國寶　至寳　第１６集第３１話　地底からのメッセージ　装飾古墳　第３２話　近
世宮廷美術の粋　桂離宮・修学院離宮

80 ＮＨＫ 学術・教養

第３１話◆初期装飾古墳のはじまり　北九州◆渡来系絵師の登場　高松塚古墳◆騎馬
民族系の王朝文化　高句麗◆王権のシンボル　四神・十二支像・星宿・キトラ古墳　第３２
話◆修復成った桂離宮◆書院をめぐる　古書院・中書院・新御殿◆曼珠院・小書院・西本
願寺黒書院◆廻遊式庭園をめぐる◆修学院離宮・上御茶屋・中御茶屋・下御茶屋

●

ZD0265 H20年度
日本の國寶　至寳　第１７集第３３話　日本工芸の華　漆　第３４話　百花繚乱　陶磁器
の世界

84 ＮＨＫ 学術・教養

第３３話◆最古の伝世漆器　玉虫厨子　他◆天平の漆　正倉院宝物と乾漆仏◆平安後
期　日本漆芸の確立◆日本漆芸の代表作◆南蛮漆器と地方漆器　第３４話◆数奇の展
開　志野・織部◆色絵磁器の成熟　伊万里・古久谷◆公家と町衆文化の融合　京焼誕生
◆世界の憧れ　色絵陶磁器

●

ZD0266 H20年度
日本の國寶　至寳　第１８集第３５話　においたつ色香　浮世絵美人　第３６話　花のお
江戸のエンターティナー　北斎・広重

82 ＮＨＫ 学術・教養

第３５話◆吾妻浮世絵のはじまり　師宣◆浮世錦絵の成立　春信◆彩色の華麗さ　清長
◆“自力画師の探求”　歌麿　第３６話　◆奇抜な発想　造形追求の北斎◆風景版画の新
境地　富岳三十六景◆情景の詩人　広重◆創造への執念　北斎◆新たな画境　名所江
戸百景

●

ZD0267 H20年度
日本の國寶　至寳　第１９集第３７話　驚異のまなざし　奇想の画家　若沖・蕭白・芦雪
第３８話　異国への憧れ　南蛮美術　紅毛美術

89 ＮＨＫ 学術・教養

第３７話◆怪異を極めた蕭白の奇才◆芦雪が遺した名作と動物◆若沖　三十幅の華麗
な世界◆斬新な技法へのあくなき挑戦　第３８話◆キリスト教伝来と南蛮美術◆キリシタ
ン弾圧と隠された美の発見◆南蛮美術の華　南蛮屏風◆紅毛美術　秋田蘭画・司馬江
漢◆遠小近大構図とその波紋

●

ZD0268 H20年度
日本の國寶　至寳　第２０集第３９話　海を渡った日本の美　ジャポニズム　第４０話
明治のロマン　近代建築の美

84 ＮＨＫ 学術・教養

第３９話◆ジャポニズムの先駆者たち◆ジャポニズムと万国博覧会◆ジャポニズムの仕
掛け人たち◆ジャポニズムとナンシー派◆世界に浸透する日本文化　第４０話◆はじまり
は清水喜助の三大西洋館◆宮大工が建てた「擬洋風」の傑作　済生館本館◆棟梁・堀江
佐吉と弘前の西洋館◆コンドル来日とその一番弟子　辰野金吾◆宮廷建築家・片山東熊
時代のモニュメント赤坂離宮

●

ZD0269 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第１集２０世紀の幕開けカメラは歴史の断片をとらえ
始めた

74 ＮＨＫ 学術・教養
２０世紀ーその時代の幕開けはどのようなものだったののか？崩壊を目前にした各国王
朝、技術革新をまざまざと見せつけたパリ万国博覧会。カメラは歴史の激動をゆっくりと
映しはじめた。（１９９５年３月２５日放送）

●

ZD0270 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第２集大量殺戮の完成塹壕の兵士たちはすさまじい
兵器の出現を見た

74 ＮＨＫ 学術・教養

第一次世界大戦は、その全貌がはじめて動く映像として記録された戦争だ。その映像は、
この大戦で２０世紀の戦争システムが確立されたことを証言している。第一次世界大戦の
勃発からロシア革命、アメリカの参戦、そして終戦までの４年間を追う。(１９９５年４月１５
日放送)

●

ZD0271 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第３集それはマンハッタンから始まった噴き出した大
衆社会の欲望が時代を動かした

74 ＮＨＫ 学術・教養
１９２０年代は、戦争景気に沸くアメリカが、その富をもって国力を高め、以後の資本主義
社会の基本スタイルを形成した時代である。アメリカ社会の様相、その光と影をニュー
ヨーク　マンハッタンを舞台に描く。（１９９５年５月２０日放送）

●

ZD0272 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第４集ヒトラーの野望人々は民族の復興を掲げたナチ
ス・ドイツに未来を託した

74 ＮＨＫ 学術・教養
大恐慌からの再建に苦しむアメリカ、資本主義国への優越性を宣伝するソ連、満州国の
建国に踏み出した日本の姿を織り込みながら、世界を戦争に巻き込んでいく、ヒトラー率
いるナチス・ドイツの侠気の道を、映像を通して伝える。(１９９５年６月１７日放送)

●

ZD0273 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第５集世界は地獄を見た無差別爆撃、ホロコースト、
そして原爆

74 ＮＨＫ 学術・教養
第二次世界大戦は、科学技術を駆使し、無防備の市民が攻撃の対象となった史上最悪
の戦争。ゆえに犠牲者は６０００万人を越えた。世界が見たこの地獄を知らずして、未来
は語れない。（１９９５年７月１５日放送）

●
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ZD0274 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第６集独立の旗の下に祖国統一に向けて、アジアは
苦難の道を歩んだ

74 ＮＨＫ 学術・教養

１９４５年８月１５日、日本は敗れた。日本の支配下にあったアジア諸国にとって、それは
悲願であった独立への第一歩であった。列強による植民地支配の実情、挫折を繰り返し
た独立運動、そして指導者たちの苦悩の軌跡を半世紀にわたって描く。(１９９５年９月１６
日放送)

●

ZD0275 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第７集勝者の世界分割東西の冷戦はヤルタ会談から
始まった

74 ＮＨＫ 学術・教養

１９４５年２月、ルーズベルト・チャーチル・スターリンの３人によって行われたヤルタ会談
は、ソ連の対日参戦を決定、日本軍捕虜のシベリア抑留と朝鮮半島の米ソ分割占領の悲
劇を生んだ。ヤルタ会談から始まった東西の冷戦は、朝鮮戦争で熱い戦争となり、世界
は二つの陣営に分かれ対峙していく。(１９９５年１０月２１日放送)

●

ZD0276 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第８集恐怖の中の平和東西の首脳は最終兵器・核を
背負って対峙した

74 ＮＨＫ 学術・教養
東西陣営の「冷戦」は世界を二分し、国家や民族を引き裂いた。米ソのミサイル開発競争
は、一瞬にして世界を壊滅させる核戦争の瀬戸際に人類を追い込んだ。核の脅威に支配
された、もろく淡い平和に過ぎない冷戦の時代を描く。(１９９５年１１月１８日放送)

●

ZD0277 H20年度 ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第９集ベトナムの衝撃アメリカ社会が揺らぎ始めた 74 ＮＨＫ 学術・教養

ベトナム戦争は、テレビが茶の間に本格的に伝えられた初めての戦争だった。人々はそ
の破壊と殺戮の映像の前に「アメリカの正義」に疑問を感じるようになり、アメリカ国内で
はさまざまな社会問題が発生し、「自由と平等の国　アメリカ」のイメージは消え去って
いった。（１９９５年１２月１６日放送）

●

ZD0278 H20年度
ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第１０集民族の悲劇果てしなく絶え間ない戦火、さまよ
う民の慟哭があった

74 ＮＨＫ 学術・教養

現在地球上にはたくさんの難民が存在する。難民問題は、植民地支配に対する民俗の
勃興、二度の世界大戦、社会主義国家の誕生と衰退などに端を発しており、２０世紀始
まって以来の最大の課題といえる。今も果てしなく続く民族の悲劇を描く。（１９９６年１月２
０日放送）

●

ZD0279 H20年度 ＮＨＫスペシャル　映像の世紀　第１１集ＪＡＰＡＮ世界が見た明治・大正・昭和 74 ＮＨＫ 学術・教養
２０世紀は、日本が国際社会の一員としての地位を確立した世紀である。日本の歩みは
世界にいかに伝えられ、日本社会はどう観察されていたのか。明治の末から戦後の復興
まで、映像によって海外に伝えられた日本の姿を描く。（１９９６年２月２４日放送）

●

ZD0280 H20年度 映像の世紀　別巻歴史の舞台を巡る 59 ＮＨＫ 学術・教養
ＮＨＫスペシャル「映像の世紀」取材チームが、１９９４年から１９９５年にかけて撮影した
映像で新たに構成。「映像の世紀」の歴史の舞台を巡る。

●

ZD0281 H20年度 世界遺産　夢の旅１００選　Ⅰ西部ヨーロッパ篇 55 （株）ピーエスジー 趣味・芸術 ・スペイン・イギリス・ベルギー・スイス・フランス ●

ZD0282 H20年度 世界遺産　夢の旅１００選　Ⅱ東部ヨーロッパ篇 55 （株）ピーエスジー 趣味・芸術
・イタリア・バチカン・ギリシャ・オーストリア・ドイツ・ハンガリー・チェコ・ロシア・ノルウェー・
デンマーク・トルコ

●

ZD0283 H20年度 世界遺産　夢の旅１００選　Ⅲアジア篇 55 （株）ピーエスジー 趣味・芸術 ・インド・タイ・カンボジア・ベトナム・中国・韓国 ●

ZD0284 H20年度 世界遺産　夢の旅１００選　Ⅳアフリカ・オセアニア篇 55 （株）ピーエスジー 趣味・芸術 ・エジプト・モロッコ・タンザニア・マダガスカル・オーストラリア・ニュージーランド ●

ZD0285 H20年度 世界遺産　夢の旅１００選　Ⅴ南北アメリカ篇 55 （株）ピーエスジー 趣味・芸術 ・カナダ・アメリカ・メキシコ・コスタリカ・ブラジル・パラグアイ・ペルー・アルゼンチン・チリ ●

ZD0286 H20年度 日本の世界遺産 60 （株）ピーエスジー 学術・教養

◆古都京都の文化財【１９９４年】◆古都奈良の文化財【１９９８年】◆法隆寺地域の仏教
建造物群【１９９３年】◆厳島神社【１９９６年】◆姫路城【１９９３年】◆日光の社寺【１９９９
年】◆白川郷と五箇山の合掌造り集落【１９９５年】◆原爆ドーム【１９９６年】◆琉球王国
のグスク及び関連遺産群【２０００年】◆紀伊山地の霊場と参詣道【２００４年】◆白神山地
【１９９３年】◆屋久島【１９９３年】

●

ZD0287 H20年度 古城のまなざし　ｖｏｌ．１～ロワールに生きる貴族の館～フランス編 50 ジェー・ピー 趣味・芸術
１．オープニング　２．トゥール　３．シュノンソー城４．ショーモン城　５．アンボワーズ城
６．シュヴェルニー城　７．ブルデジェール城　８．ロシュコット城　９．ブロワ／ブロワ城　１
０．シャンボール城～エンディング

●
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ZD0288 H20年度 古城のまなざし　ｖｏｌ．２～古城街道　悠久の流れとともに～ドイツ編 50 ジェー・ピー 趣味・芸術

１．オープニング　２．ハイデルベルク　３．ハイデルベルク城　４．ネッカーシュタイナハ
５．四つの城・シャハテンブルク城・ヒンターブルク城・ミッテルブルク城・フォアデルベルク
城　６．ホルンベルク城　７．ヒルシュホルン城　８．ニュルンベルク　９．カイザーブルク城
１０．ローテンブルク～エンディング

●

ZD0289 H20年度 古城のまなざし　ｖｏｌ．３～ハプスブルク家の至宝と塩の道～オーストリア編 50 ジェー・ピー 趣味・芸術
１．オープニング　２．インスブルック　３．ホーフブルク（王宮）　４．アンブラス城　５．トラッ
ツベルク城　６．ハル／ハーゼック城　７．ハライン岩塩坑　８．ザルツブルク　９．ホーエン
ザルツブルク城～エンディング

●

ZD0290 H20年度 古城のまなざし　ｖｏｌ．４～水辺を守る砦たち～北欧編 50 ジェー・ピー 趣味・芸術
１．オープニング　２．クロンボー城　３．ヘルシングーア／ロスキレ　４．ベルゲン　５．
ローゼンクランツ・タワー　６．ホーコン王堂　７．カルマル／カルマル城　８．トゥルク／トゥ
ルク城　９．サヴォンリンナ／オラヴィ城　１０．北カレリア地方～エンディング

●

ZD0291 H20年度 古城のまなざし　ｖｏｌ．５～湖畔に佇む白亜の城～スイス編 50 ジェー・ピー 趣味・芸術

１．オープニング　２．モルジュ／モルジュ城　３．ヴュイユラン城　４．レマン湖・グレロー
ル城・ラ・トゥール・ドゥ・ペイ城　５．モントルー　６．シヨン城　７．エーグル／エーグル城
８．オーバーホーフェン城　ヒュネグ城　９．シャダウ城　１０．トゥーン　１１．トゥーン城～エ
ンディング

●

ZD0292 H20年度 古城のまなざし　ｖｏｌ．６～栄華を見つめた古城たち～イギリス編 50 ジェー・ピー 趣味・芸術
１．オープニング　２．ウィンザー　３．ウィンザー城　４．エディンバラ／エディンバラ城
５．カーディフ　６．カーディフ城　７．カフェリー  ８．カフェリー城　９．カステルコッホ　１０．
コンウィ　１１．コンウィ城～エンディング

●

ZD0293 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期“信じる力”が人を動かす　リゾート再生請負
人　星野佳路の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

不況が続くリゾート業界で、これまでにない手法を用い、次々と破綻リゾートの再建に乗り
だし注目を集めている経営者、星野リゾート社長・星野佳路。残った社員を最大の財産と
考え、やる気を出させるためにあらゆる手を尽くす。どうすれば人は動くのか。破綻した旅
館の再生現場に密着し、新しい時代のリーダーの姿を描く。（２００６年１月１０日放送）

●

ZD0294 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期ひたむきに“治す人”をめざせ　小児外科医
佐野俊二の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

子どもの心臓手術で世界トップレベルの成功率を誇る心臓外科医、岡山大学教授・佐野
俊二（５４歳）。ほかの病院では手術は難しいと断られた子どもたちが、最後の望みを託し
て全国から、海外から集まってくる。１パーセントでも可能性があれば、どんな難しい手術
も決して断らない。ちょっとしたミスや迷いが死に直結する過酷な現場で、日々の手術に
加え、若い医師を育てる佐野。（２００６年１月１７日放送）

●

ZD0295 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期あたり前が一番むずかしい　パティシエ　杉野
英実の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

東京・京橋の小さな店で１日１２時間立ちっぱなしで菓子を作り続ける杉野英実（５２歳）。
パティシェの世界コンクールで日本人として初のグランプリを受賞。フランスの料理界にも
その名がとどろく巨匠でありながらマスコミを避け、派手な宣伝やデパート出店もしない。
「一生かけてやれることは一つ」という根っからの職人。（２００６年１月２４日放送）

●

ZD0296 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期ヒットデザインはこうして生まれる　アートディ
レクター　佐藤可士和の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

ホンダのＣＭ、キリン発泡酒の広告、楽天のロゴなどなど。「彼のデザインを見ない日はな
い」とまでいわれる、日本を代表する人気アートディレクター・佐藤可士和（４０歳）。ヒット
商品を生み出す秘密は「デザイナーは医者、デザインは処方せん」という独特の手法。商
品のパッケージデザインや、新製品の広告戦略の立案などの舞台裏を密着取材。デザイ
ン界きってのヒットメーカーの発想の秘密に迫る。（２００６年１月３１日放送）

●

ZD0297 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期人生も仕事もやり直せる　弁護士　宇都宮健
児の仕事

41 ＮＨＫ 産業・技術

ヤミ金融と闘う弁護士、宇都宮健児（５９歳）。宇都宮は２０代のころ、人づきあいが苦手で
顧客を開拓できずに事務所をクビになった。専門学校の講師の仕事をしながら食いつな
いだ。そんなとき、誰も面倒で手がけなかったサラ金問題の仕事に関わる。「人生はやり
直せる」社会の敵に敢然と立ち向かう人情派弁護士の仕事に迫る。（２００６年２月７日放
送）

●

ZD0298 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期バントをするな　ホームランを狙え　量子物理
学者　古澤明の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

「将来のノーベル賞候補」と呼ばれる科学者・古澤明。アインシュタイン以来の夢「量子情
報の瞬間移動（テレポーテーション）」の実証に世界で初めて成功した。持論は「科学はス
ポーツ」。若い学生を相手に「失敗を楽しめ」「バントをするな、ホームランを狙え」と激励
する。世界と闘う科学者の仕事術に迫る。（２００６年２月１４日放送）

●

ZD0299 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期鳥インフルエンザを封じ込めろ　ＷＨＯ医師
進藤奈邦子の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

世界が注目する鳥インフルエンザ。世界保健機関（ＷＨＯ）の医師、進藤奈邦子（４１歳）。
進藤たちの最大の課題は感染爆発「パンデミック」を防ぐこと。そのために現場に乗り込
み、感染ルートの把握、隔離病棟の設置など、ウィルスの封じ込めに奔走する。そんな進
藤も家に帰れば二人の子どもの母親。仕事と家庭を両立させながら感染症と闘う進藤の
仕事に密着する。（２００６年２月２８日放送）

●

ZD0300 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期不安の中に成功がある　左官　狭土秀平の
仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

日本全国からオファーが舞い込む、若きカリスマ左官・狭土秀平、４３歳。飛騨高山に拠
点を置き、土や天然素材を武器に勝負する数少ない職人だ。その仕事は海外でも紹介さ
れるほどだが、現場に立つ狭土の姿は「臆病者」そのもの。何度も材料を作り直し、「大丈
夫か」と自らに問い続ける。現場でのプレッシャーを力に変え、新しい壁を生み出す現代
の職人の仕事術に迫る。（２００６年３月７日放送）

●

ZD0301 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期“なにくそ！”負けたらあかん　英語講師　竹
岡広信の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

人気漫画「ドラゴン桜」の英語講師のモデルで、書いた参考書は異例の売れ行きを記録
する、予備校、塾講師・竹岡広信（４４歳）。どうしたら、生徒の力を伸ばすことができるの
か。「人はきっかけさえ与えれば自分で伸びていく」という信念を持ち、真剣勝負で生徒と
対じする。試練の受験シーズン、熱い教育現場に密着取材する。（２００６年３月１４日放
送）

●
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ZD0302 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅰ期自分は信じない　人を信じる　スタジオジブリ
鈴木敏夫の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

「千と千尋の神隠し」など記録的大ヒットを連発する宮崎アニメの仕掛け人、プロデュー
サーの鈴木敏夫。その快進撃の陰には、１０００人にものぼるスタッフたちをその気にさ
せ、力を引き出す「鈴木マジック」がある。「自分は信じない、人を信じる」「人は仕事を仕
事と思わなくなったときに、力を発揮する」そう語る鈴木が指揮を執る新作映画制作の現
場に密着。（２００６年４月６日放送）

●

ZD0303 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期チームの力がヒットを生む　商品企画部長
佐藤　章の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

ヒット商品として生き残れるのは、千に一つか二つという厳しい競争が繰り広げられる清
涼飲料の世界。その中で、大ヒットを次々と連発し、常識破りのヒットメーカーとして、ビジ
ネス界の注目を集める大手飲料メーカーの商品企画部長・佐藤章（４６歳）。会社の枠を
超えてチームを結成し、ほとばしる情熱でチームを引っ張る。佐藤独自の「開発の掟１４
か条」をスタジオで公開。（２００６年４月２０日放送）

●

ZD0304 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期藤の老木に命を教わる　樹木医　塚本こなみ
の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

日本を代表する樹木医の一人であり、入園者数日本一の植物園園長でもある塚本こな
み（５６歳）。塚「緑」の不思議な力に魅せられた塚本は猛勉強し、４３歳で日本初の女性
樹木医となった。「人は熱意さえあれば、幾つからでも、何かを成し遂げることができる」。
それを体現している樹木医・塚本こなみに密着し、物言わぬ樹木と向き合う、その仕事の
哲学を伝える。（２００６年５月２５日放送）

●

ZD0305 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期勝つことよりも大事なことがある　高校教師
大瀧雅良の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

サッカー日本代表の小野や川口らを育てた名指導者として知られる静岡・清水商業高校
教諭の大瀧雅良（５４歳）。選手の才能を伸ばすその秘密は、単なるサッカーの指導では
なく、「人としての生き方」を教える大瀧ならではの流儀にある。３０年間の教師生活で１３
人（放送当時）もの日本代表選手を育て上げた「スケールの大きな人材を育てる」流儀に
迫る。（２００６年６月１日放送）

●

ZD0306 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期現場に出ろ、答えはそこにある　ゲーム開発
部長　植村比呂志の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

小学生を中心に爆発的な人気を博した「昆虫対決」カードゲームなど、記録的メガヒットを
生み出している大手ゲームメーカーの研究開発部長・植村比呂志（４１歳）。植村は、子供
や親子が楽しめるカードゲームという新しい市場を切り開き、「業界の常識を変えた男」と
評されている。その流儀は、徹底した「現場」へのこだわりである。開発のヒントをひたすら
現場に求める植村に密着。（２００６年６月２２日放送）

● ●

ZD0307 H20年度 プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期直感は経験で磨く　棋士　羽生善治の仕事 43 ＮＨＫ 産業・技術

２５歳の若さで前人未踏の七冠を達成。将棋界のトップを走り、「天才」の名を欲しいまま
にする棋士・羽生善治（３５歳）。３０歳を過ぎ、自信を持っていたひらめきや体力が衰える
なか、たどりついた境地は、「才能とは努力を継続できる力」。熾烈な勝負の世界に身を
置く、天才棋士の流儀に迫る。（２００６年７月１３日放送）

●

ZD0308 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期リスクを取らなきゃ人生は退屈だ　ベンチャー
企業経営者　飯塚哲哉の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

液晶テレビやプラズマテレビの心臓部を支える画像伝送用ＬＳＩの分野で、世界トップクラ
スのシェアを誇るベンチャー企業がある。社員わずか８５人。年間売上は２００億円を超え
る。社長は、飯塚哲哉（５９歳）。人呼んで、業界の“坂本龍馬”。リスクをぎりぎりまで見極
め、勝負時をかぎわける飯塚の仕事の現場に密着。（２００６年８月２４日放送）

●

ZD0309 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期楽しんで学べ　傷ついて育て　中学英語教師
田尻悟郎の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

島根県の、ある公立中学で行われる英語の授業に全国から視察が殺到している。子ども
のやる気を魔法のように引き出し「マジシャン」と呼ばれる英語教師・田尻悟郎（４８歳）。
田尻の最大の流儀は、「教師はエンターテイナーたれ」。新１年生を受け持った田尻の授
業に密着し、教育界注目の名物教師の人間育成法に迫る。（２００６年９月７日放送）

●

ZD0310 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期ベストセラーは　こうして生まれる　編集者
石原正康の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

村上龍、渡辺淳一、山田詠美、よしもとばなな、そして五木寛之…。人気作家と長年にわ
たる関係を築き、驚異的なペースでベストセラーを連発する編集者・石原正康（４４歳）。
自らの仕事を、作品の誕生を手助けする「助産師」に例える石原は、産みの苦しみと闘う
作家と２４時間、全人格的なつきあいを続ける。出版界のヒットメーカーの仕事術に迫る。
（２００６年１０月１２日放送）

●

ZD0311 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期さらけ出して　熱く語れ　コンビニ・チェーン経
営者　新浪剛史の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

売り上げ１兆４千億円、全国で１６万人を率いる大手コンビニエンスチェーンの経営者、新
浪剛史（４７歳）。「変わらなければいけない」。新浪は、社員や加盟店のオーナーたちに
繰り返し語りかける。自らの不安な気持ちをさらけ出し、思いを相手に届かせる。新世代
経営の旗手として注目を集める新浪の流儀に密着する。（２００６年１０月１９日放送）

●

ZD0312 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅱ期ヒットの秘密は“トゲ”にあり　玩具　企画開発
者　横井昭裕の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

１０年前、世界中で４０００万個を売り上げ社会現象を引き起こした「たまご型ゲーム」を始
め、競争の激しいおもちゃ業界でヒット商品を連発する企画マン、横井昭裕（５１歳）。横井
の信条は「企画の命はトゲ」。トゲこそ、消費者にその商品を手に取らせ、心をつかむポイ
ントだという。横井がこの夏に挑んだ、新しいロボット玩具の企画づくりに密着し、横井昭
裕の仕事の流儀に迫る。（２００６年１０月２６日放送）

●

ZD0313 H20年度 匠の世界　染織　一織は人なり、人は心なり　幽玄の天地を染める 52 グレートデン 学術・教養

●紬縞織・絣織　宗廣力三（神奈川県）：岐阜県郡上八幡に、独創的な「郡上紬」を開発し
た名匠の生き様と技を伝える。郡上八幡での情熱の跡をドキュメントしながら、どぼんこ
染めなどの独特の技術を記録する。●友禅　羽田登喜男（京都府）：金沢に生まれて加賀
友禅を、京都に出て京友禅を極めた名匠の厳しい丹精の毎日を描く。加賀の友禅の技と
京の友禅の技が融合しながら、新しい意匠が創造されてきた。

●

ZD0314 H20年度 匠の世界　染織　二品格を薫りに染めて　いま浮世絵にあるごとく 52 グレートデン 学術・教養

●友禅　森口華弘（京都府）：「着る人の品格のお手伝いをする」という名匠は、伝統の技
法を自在に使いこなしながら、１作ごとに創意を込める。とくに独自に創案した蒔糊の技
法の記録は貴重である。●有松鳴海絞　愛知県絞技術保存会（愛知県）：３８０年間の伝
統をもつ有松鳴海絞は、ほとんどが２代、３代とつづく女性の家内職に支えられ、伝えら
れてきた。複雑で綿密な手仕事を通して絞模様が浮かびあがる。

●

ZD0315 H20年度 匠の世界　染織　三琉球の女を紡ぐ　藍の華を育む 52 グレートデン 学術・教養

●喜如嘉の芭蕉布　平良敏子（沖縄県）：芭蕉科の植物、糸芭蕉の繊維から糸を採る。糸
芭蕉を育てるのに２年、その１本から採れる糸は６０ｇ。繊維から糸を紡ぎ、染めて織りあ
げるまで３年の芭蕉布つくり。●広瀬絣技術者会　天野圭（島根県）：江戸時代末期には
じまった広瀬絣。生活に根ざした厚地に、おめでたい図柄。藍染め１筋の名匠の藍つくり
と絣文様をつくる工程、織りの工程のすべてを伝える。

●
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ZD0316 H20年度 匠の世界　染織　四青が織り成すひと文様　充実の無を追う 52 グレートデン 学術・教養

●宮古上布　宮古上布保持団体（沖縄県）：「極限の織物」とよばれる宮古上布。苧麻か
ら繊維を採る。締め機で固く締めた糸に琉球藍を揉み込んで染色し、絣柄の糸１本１本を
織りながら絣模様を合わせていく。●江戸小紋　小宮康孝(東京都)：遠くから見ると無地、
近くで見ると細かく複雑な単位模様からなる江戸小紋。１寸４方に数百の孔を彫った型紙
を１分の隙もなくつなぎあわせる神技が冴える。

●

ZD0317 H20年度 匠の世界　染織　五雅の伝承　金襴を織る 52 グレートデン 学術・教養

●有職織物・羅　喜多川平朗(京都府)：平安時代の貴族の衣裳となった有職織物を現代
によみがえらせた技。伊勢神宮の御神宝装束の「羅」を織る名匠の姿を中心に、有職織
物の数々を紹介する。　●古代裂製作　広瀬敏雄(京都府)：裂(きれ)は表具の見所。それ
は書画に応じて選ばれる。数多くの古代裂を復元し、重要文化財級の絵画の表装につか
われた名匠の技と心が響いてくる。

●

ZD0318 H20年度 匠の世界　染織　六無限の縞　無心の糸 52 グレートデン 学術・教養

●伊勢型紙縞彫　児玉博（三重県）：武家の裃に用いられた小紋の型が伊勢型紙。現代
の名工は江戸時代の１寸（３．３㎝）に２４本の限界に挑戦し、３３本の縞彫りを達成。小紋
の染め師の技も紹介する。●伊勢型紙糸入れ　城ノ口みゑ（三重県）：縞柄の着物を染め
る型紙には、型紙の縞がずれたり、よれたりしないように細かい糸が入っている。どんな
巧みな彫りも、糸いれがなくては反物に染め上げることはできない。

●

ZD0319 H20年度 匠の世界　染織　七雪中に織る　家族の心をひとつに織る 52 グレートデン 学術・教養

●越後上布・小千谷縮布技術保存協会（新潟県）：越後上布の素材、麻は乾燥すると切
れるが、湿気のなかでは強くなる。越後の冬は麻織物に最適の環境である。越後上布つ
くりの工程とともに、機織りの悲劇を散りばめる。　●結城紬　本場結城紬技術保持会（栃
木県）：祖母から母、娘の３代にわたって着ることができる「結城３代」の絹織物は１家が４
０もの工程を分担して織りあげられる。糸つむぎ、絣くびり、織りを中心に収録する。

●

ZD0320 H20年度 匠の世界　金工　一梵鐘・心の響きを求めて　神器を磨く 52 グレートデン 学術・教養

●梵鐘　香取正彦（東京都）：梵鐘の音は、広大な空間に広がっていく。梵鐘師は鐘楼の
場所、周辺の地形を調査してから型つくりに入る。信者の見守るなかでの鋳造、完成の１
撞きまで、緊迫の１巻。　●鋳鏡研磨　山本凰龍（京都府）：「おのれを磨くことで、良い鏡
ができる」と、神器とあがめられてきた御神鏡をつくって６０年。鋳型の造形、鋳造、研磨
の過程を経て、鏡が神の光を放つ。

●

ZD0321 H20年度 匠の世界　金工　二鉄に魂を打ち込む　鍛えてしなやかに 52 グレートデン 学術・教養

●刀剣　月山貞一（奈良県）：鎌倉時代の出羽月山鍛治にはじまる日本最古の刀鍛冶月
山家伝統の綾杉伝をはじめ、五ヶ伝を修めた名工。鍛刀の諸段階を収め、厳しい刀鍛冶
の精進の日々を活写する。　●刀剣　隅谷正峯（石川県）：鎌倉時代の備前刀を研究し、
玉鋼では古刀再現はできないことを知り、和銑の鉄つくり古刀を新生した。その全工程を
収録。刀紋を決定する秘伝、土取りが収められた。

●

ZD0322 H20年度 匠の世界　金工　三甦る日本美　研ぐ・刃は白く、地は青く 52 グレートデン 学術・教養

●刀剣研磨　本阿彌日洲（東京都）：「刀は研ぎが半分」と言われるように、日本刀は鍛錬
した作品に研ぎの技術が加わって完成する。室町時代以来の研ぎ師の名家を継ぐ匠が、
刀剣に日本の美を吹き込む。●刀剣研磨　小野光敬（神奈川県）：正倉院宝物の１７０振
りもの刀剣を、２６年の歳月をかけて研いだひたむきの技のすべてを紹介。名匠が研いだ
伝聖徳太子所用の丙子淑林剣など奈良時代の名刀も収録。

●

ZD0323 H20年度 匠の世界　金工　四鏨が刻む自然の心　炎にたくす技と命 52 グレートデン 学術・教養

●彫金　鹿島一谷（東京都）：布目象嵌は地金に極小の鏨と金槌で縦横、斜めに、布目の
ような切込みを入れて、金、銀、鉛などを嵌め込む。緻密な布目象嵌の香爐が名工の手
のなかに輝き出す。　●玉鋼製造　安部由蔵・木原明(島根県)：古来のたたら吹きによる
和鉄生産は戦後とだえていたが、昭和５２年に復活した。２人の製鉄責任者・村下(ムラ
ゲ)による神秘につつまれた炎の技が明かされる。

●

ZD0324 H20年度 匠の世界　金工　五鉄と炎に生きる　鎚音響く器 52 グレートデン 学術・教養

●茶の湯釜　角谷一圭(大阪府)：名品「芦屋釜」を超える茶の湯釜をつくりたい。３代つづ
く釜師の家に生まれた名匠がこだわりつづける境地を釜のデザインから仕上がりまでの
炎の技に映しだす。●鎚起銅器　玉川政男・玉川宣夫(新潟県)：鎚起は１枚の銅の板を
焼き鈍しをしながら、鎚で打ち伸ばし打ち縮めて、継ぎ目のない銅器をつくる技。１枚の小
さな銅板から、魔法のように複雑な薬罐ができあがる。

●

ZD0325 H20年度 匠の世界　金工　六漆芸を支えた鎚音　剛の装・雅びの拵え 52 グレートデン 学術・教養

●漆掻き用具製作　中畑長次郎(青森県)：日本でただ１人の農鍛冶の漆掻き用具製作
と、失われつつある漆掻きの貴重な記録。漆の樹をいためず、多量の樹液を採るために
特別な鎌や鉋が製作される。●刀装甲冑金具　宮島市郎(東京都)：日本刀の拵え(こしら
え)や甲冑の金銀、銅鉄などの飾り金具をつくる白銀師が製作、修復した刀装甲冑金具の
紹介とともに、豪華な拵えを完成させる全工程を収録した。

●

ZD0326 H20年度 匠の世界　金工　七白銀師―刀装職人　輝きを仕つらえる 52 グレートデン 学術・教養

●刀装金具　赤野栄一(東京都)：日本刀の刀身を支え保護し、鞘走りを止める？(はば
き)。「？のない刀は帯を締めない女と同じ」と言われる。職人気質が支えるもっとも地味で
精緻な刀装具つくり。●上代飾金具　金江宋観(京都府)：正倉院の金属工芸に魅せられ
て、金、銀、白金、銅、鉄の素材を駆使し、上代の彫金、象嵌、螺鈿、七宝技術を復興。名
工の引手の製作が、燦然と輝く美の結晶にいざなう。

●

ZD0327 H20年度 匠の世界　陶芸　一赤い土と炎の里　みだりに昔をくずさぬように 52 グレートデン 学術・教養

●琉球陶器　金城次郎（沖縄県）：沖縄の鉄分の多い赤土は焼くと黒くなる。そこで白土の
化粧掛け、その上からの線彫り、線刻して白土を象嵌する技術が発達。１２００度の登り
窯のなかの初撮影が見もの。●小鹿田焼　小鹿田焼技術保存会　代表　黒木利保（大分
県）：日田の皿山。開窯以来、３００年の変わらぬ陶技が伝えられる。陶土粉砕、ロクロ、
焼き上がりまで、すべてが家族の手作業。飛鉋（とびかんな）、刷毛目の加飾が美しい

●

ZD0328 H20年度 匠の世界　陶芸　二色絵磁器のシンフォニー　白い磁肌に挑む 52 グレートデン 学術・教養

●色鍋島　１３代今泉今右衛門（佐賀県）：１３代今右衛門のもとに、細工、下絵、上絵、水
拭い、窯焚き、施釉などの工程が組織的に管理されている。それらの技術とともに、当代
が導入した吹墨の技法を紹介する。●柿右衛門濁手　１４代酒井田柿右衛門（佐賀県）：
柿右衛門の美しさは濁手とよばれる白い磁肌。その正統的な技術を紹介しながら、色絵
磁器に挑戦した陶工たちの作品や１４代柿右衛門の華麗な濁手の名品をちりばめる。

●

ZD0329 H20年度 匠の世界　陶芸　三１３００度の炎を操る　緋の景色・土と炎のシンフォニー 52 グレートデン 学術・教養

●鉄釉陶器　清水卯一（滋賀県）：鉄分の多い釉薬を塗り、火加減や鉄の酸化還元作用
によって微妙な色合いを出す鉄釉陶器。比良山の土と鉄釉薬原料の発見によって、独創
的に開発した名工の技術が冴える。●備前焼　山本陶秀（岡山県）：備前焼で景色という
と、表情、色合い、姿をいう。景色を求める名工のロクロ引きから、１５日も焼きつづけら
れる窯場まで。ことに窯場の秘技「炭入れ」は初撮影である。

●
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ZD0330 H20年度 匠の世界　陶芸　四鳥に託す色絵の夢　現代の鬼師 52 グレートデン 学術・教養

●色絵磁器　藤本能道（東京都）：富本憲吉の「文様から文様をつくらず」という精神を受
け継ぎ、写生を生かす色絵磁器を開発した。ぼかし、陰影、立体感を駆使する、名工の新
技法を克明に記録する。●屋根瓦製作　小林章男（奈良県）：軒先や棟を飾る役瓦づくり
のなかで、邪から家を守る鬼瓦を焼く職人は「鬼師」とよばれた。母屋という土台に粘土を
手で練りながらの鬼面つくりは気迫があふれる。

●

ZD0331 H20年度 匠の世界　木竹工　一桐にいのちを　木の息を聴く 52 グレートデン 学術・教養

●美術工芸保存桐箱製作　前田友斎（京都府）：桐は軽く、防湿、耐火、耐朽に優れ、日
本の文化財級の書画はほとんど桐箱に収められている。重要文化財「３６歌仙」の軸巻
製作と桐箱製作に徹底した職人魂を見る。●美術工芸保存桐箱製作　上田淑宏（東京
都）：国宝級の文化財を修理し、それを収める桐箱をつくる。飛騨の匠の血を引く指物師
の、奈良県春日大社の太刀を収める桐箱つくりの工程に、桐との対話が聞こえてくる。

●

ZD0332 H20年度 匠の世界　木竹工　二竹と語り美を編む　歴史の美を守る 52 グレートデン 学術・教養

●竹工芸　飯塚小かん斎(群馬県)：「自然の美しい竹を切って殺してしまうからこそ、新し
い美に生まれかわらせる」と言う。竹を切り、ヒゴ素材１千本をつくり、１５０日かけて編み
上げる繊細な技法。●木造彫刻修理　財団法人美術院(京都府)：明治３１年、岡倉天心
が創設した美術院は日本の国宝、重要文化財の木造彫刻の修理を手がけた。本巻では
寂光院地蔵菩薩修理、４千体の胎内仏の未曾有の発見を収録する。

●

ZD0333 H20年度 匠の世界　木竹工　三木に魅入られて　桐くり物に賭ける 52 グレートデン 学術・教養

●木工芸　大野昭和斎(岡山県)：指物、彫刻、木象嵌など、木工のすべての技法を独力
の創意工夫で切り開いた達人の技。とくに「箱にはじまり、箱に終わる」といわれる桑の箱
の制作行程は圧巻である。●木工芸　中臺瑞真(東京都)：１枚板のみを使って彫り上げ、
箱や皿状の盤とよばれる器をつくる「くり物」。もっとも高度な技術を必要とする桐を素材
に、華麗な菱形輪花箱を製作する過程を収録。

●

ZD0334 H20年度 匠の世界　木竹工　四彩りをかざる　能の心を打つ 52 グレートデン 学術・教養

●木象嵌　秋山逸生(千葉県)：紫檀、黒檀、欅などの木地に金属、貝、竹木をはぎ合わ
せ、緻密な模様をつくっていく。木目の変化に調和しながら浮かび上がる彩りは、筆で描
いた絵画を超える。●能面製作修理　長沢氏春(京都府)：下駄屋の丁稚から能面師へ。
京都壬生狂言や平泉中尊寺の古面の修理を果たした名工の数奇な人生とともに、「小
面」製作の木取り、粗彫りから彩色までの秘術を紹介する。

●

ZD0335 H20年度 匠の世界　木竹工　五樹と語る匠　かしらに生命をこめる 52 グレートデン 学術・教養

●建築物木工　西岡常一(奈良県)：「凍れる音楽」と評される奈良薬師寺の三重の塔。そ
の失われた金堂、西塔を復興した宮大工棟梁が、薬師寺大伽藍の復興を手がける仕事
を収めた貴重な記録。●文楽人形　大江巳之助(徳島県)：戦火で消失した大阪の文楽人
形を復興した阿波鳴門の名工。現在、文楽協会にある４００余のかしらを製作。８０歳の
誕生日のために、文七のかしらをつくる行程を追う。

●

ZD0336 H20年度 匠の世界　漆芸　一漆箱の宇宙　強くしなやかに 52 グレートデン 学術・教養

●蒔絵　大場松魚(石川県)：金銀の薄板を貼る平文の達人の技のすべて。「平文円舞箱」
の図案の構想から完成までを緻密に取材し、金銀、貝で花鳥や光輪をテーマにした名匠
の世界を遊ぶ。 ●蒔絵筆製作　村田九郎兵衛(京都府)：蒔絵は漆で文様を描き、金粉を
蒔く。そのとき用いる蒔絵筆は玉毛(猫毛)でつくられる。蒔絵筆一筋に生きる名工の複雑
で繊細な調製過程に初めてスポットをあてる。

●

ZD0337 H20年度 匠の世界　漆芸　二漆芸の完成を求めて　色漆の心を彫る 56 グレートデン 学術・教養

●蒟醤　磯井正美(香川県)：微細な線や点で彫った文様に、色漆をはめこんで、研ぎ出す
独特の漆技法、蒟醤(きんま)。細かい職人仕事の連続の果てに、磨きにかかると、２匹の
蝶が舞い飛んでいる。●彫漆　音丸耕堂(東京都)：色漆を塗り重ねて彫ると、何層もの色
漆が宝石のような輝きを見せる。多色の漆の配色を考え、塗り重ね、文様を彫り出してい
く職人芸は追随を許さない気迫にあふれる。

●

ZD0338 H20年度 匠の世界　漆芸　三飾りなき漆の美　華を蒔く 52 グレートデン 学術・教養

●きゅう漆　増村益城(千葉県)：漆の塗りをきゅう漆(きゅうしつ)という。石膏や粘土で造形
して、漆を塗り重ねる乾湿技法によって、多様な作品をつくりだす。「紙胎朱溜盤」の制作
過程を収録する。 ●蒔絵　寺井直次(石川県)：漆の上に金粉や輝く貝のみじん、卵の殻
などを蒔いて、文様を描く蒔絵。構想段階から完成までを追ううちに、華麗で高貴な世界
が出現する感動の一巻。

●

ZD0339 H20年度 匠の世界　漆芸　四奥能登、風雪に生きる　甦る女の髪 52 グレートデン 学術・教養

●輪島塗　輪島漆技術保存会(石川県)：５００年余の歴史をもつ輪島塗。輪島漆器を生ん
だ自然環境から、豊富な原材料、多様に開発された漆芸技術までを、４人の練達の職人
を通して、総合的に描き出す。●漆刷毛製作　８世泉清吉(東京都)：漆職人の腕を生かす
も殺すも漆刷毛にかかっている。毛髪を洗い、選別して、生漆と糊で固める毛固めから、
刷毛つくりの命といわれる櫛入れなど、貴重な技術の記録。

●

ZD0340 H20年度 匠の世界　漆芸　五古都奈良、雅を守る漆芸　漆の美を支えて 52 グレートデン 学術・教養

●漆工品修理　北村大通(奈良県)：正倉院の漆工芸品２３３点の修理を手がけ、螺鈿の
玉帯箱を復元した。国宝、重要文化財の漆工品修理を中心に、名工が取り組んだ仕事を
めぐる。●漆濾紙製作　昆布一夫(奈良県)：漆工芸の基盤を支える漆濾紙。漆は濾紙で、
丹念に塵や埃を濾過される。吉野にただ一軒、漆濾紙をつくる昆布家の楮の川ざらしか
ら紙漉きまで、独特の製紙法を伝える

●

ZD0341 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期冷静に、心を燃やす　海上保安官　寺門嘉之
の仕事

42 ＮＨＫ 産業・技術

漫画・映画の大ヒット作「海猿」がモデルにした海上保安庁の潜水士たち。そのなかから
選び抜かれたエキスパート集団が、「特殊救難隊」である。寺門嘉之（３６歳）は特殊救難
隊第６隊の隊長。寺門の流儀は「冷静に、心を燃やす」だ。１年でもっとも海難事故が多
発する８月、特殊救難隊・寺門隊の４８時間に密着した。（２００６年１１月２日放送）

●

ZD0342 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期優等生では面白くない　ウィスキーブレンダー
輿水精一の仕事

37 ＮＨＫ 産業・技術

世界的なコンクールで最高賞を何度も受賞したウィスキーブレンダー・輿水精一（５７
歳）。２００６年秋、２５年もの最高級ウィスキー作りに挑んだ輿水。しかし原酒はこれまで
に難物ばかり。果たして、個性を生かした新しいウィスキーは生み出されるのか。世界屈
指のウィスキーブレンダー輿水精一の仕事の現場に密着した。（２００６年１１月９日放送）

●

ZD0343 H20年度 プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期りんごは愛で育てる　農家　木村秋則の仕事 43 ＮＨＫ 産業・技術

インターネットで売り出すと１０分で完売、そして腐らないりんご。そんな「奇跡のりんご」を
作るのが、青森県弘前市の農家・木村秋則（５７歳）。８年もの苦闘の末に、農薬に頼らな
いりんご作りを成功させた。農業、そして人間に対する、木村の静かで強い愛情と情熱を
追う。（２００６年１２月７日放送）

●
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ZD0344 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期心のままに、荒野を行け　漫画家　浦沢直樹
の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

柔道漫画「ＹＡＷＡＲＡ！」、ハリウッドで映画化が進むサイコサスペンス 「ＭＯＮＳＴＥＲ」、
「２０世紀少年」、「ＰＬＵＴＯ」など大ヒット作を次々と生み出す漫画家・浦沢直樹（４７歳）。
コミックの総発行部数は１億を超え、国際的な人気を博すマンガ界のスーパースターであ
る。作品を生みだすために苦もんする姿を克明に追った。（２００７年１月１８日放送）

●

ZD0345 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期がけっぷちの向こうに喝采がある　指揮者
大野和士の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

ミラノ・スカラ座、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場など世界各国の一流劇場から公演依
頼が舞い込む指揮者・大野和士（４６歳）。今、ベルギー王立歌劇場(モネ劇場)の音楽監
督を務める。２００６年１０月、ドイツオペラの最高峰に挑むが、本番３日前、主役歌手が
突然倒れる大アクシデント。大野が取った驚くべき決断とは。（２００７年１月２５日放送）

●

ZD0346 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期迷わず走れ、そして飛び込め　専門看護師
北村愛子の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

通常の看護師以上に、高度な医療の知識・技術を身につけた看護のスペシャリスト「専門
看護師」。その専門看護師第一号の一人が、大阪市立泉佐野病院の北村愛子(４３歳)
だ。これまでの看護師の枠を超えて、医師と共に積極的に治療に関わる。北村の信念は
「複雑で困難な現場にあえて飛び込む」こと。(２００７年２月２２日放送)

●

ZD0347 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期仕事でこそ、人は育つ　ベンチャー企業経営
者　南場智子の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

携帯サイトで若者に驚異的な人気を誇るソーシャルネットワーキングサービスがある。１
日のページビューは２億以上。この超人気サイトを仕掛けたのが、ベンチャー企業経営
者・南場智子(４４歳)だ。８年前に５人で起業した会社は、今、携帯ネットビジネスの世界
で快進撃を続ける。南場は社長として常に「前のめり」な姿勢を貫く。(２００７年３月８日放
送)

●

ZD0348 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期人の中で　人は育つ　中学教師　鹿嶋真弓の
仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

いじめや学級崩壊がなく、生徒一人ひとりが支え合う。そんなクラス作りに取り組む一人
の教師が、今、注目を集めている。東京都足立区の公立中学に勤務する鹿嶋真弓(４８
歳)だ。鹿嶋は、「エンカウンター」という、生徒同士の関係作りを促す教育法を駆使し、ク
ラス作りを行う。「女金八」と呼ばれる熱血教師と教え子たちの絆のドラマ。(２００７年４月
３日放送)

●

ZD0349 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期未来を見すえる者が勝つ　競馬調教師　藤澤
和雄の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

競馬界の革命児と言われる調教師・藤澤和雄(５５歳)。年間最多勝１０回、有馬記念３連
覇、海外Ｇ１制覇。その実績はまさに“断トツ”だ。馬主から預かった馬をトレーニングする
ほか、出走するレースや騎手の選択にまでかかわる調教師の仕事。その強さの秘密は、
目先の「一勝」より馬の「一生」を重視し、日々の練習を積み重ねることにあると藤澤は言
う。（２００７年５月１５日放送）

●

ZD0350 H20年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅲ期誇りは自分で創り出す　装丁家　鈴木成一の
仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

出版界で「本をヒットさせるなら、あの人に頼むべし」と言われる男がいる。装丁家・鈴木
成一（４５歳）、本の表紙などの装丁を手がける、ブックデザインの第一人者だ。読者の目
を引き、手に取らせる見事なデザインで、年間７００冊を世に送り出す。ベストセラーを陰
で支える人気装丁家の、仕事の流儀に迫る。（２００７年５月２２日放送）

●

ZD0351 H20年度 陽のあたる坂道 209 日活株式会社 一般映画・アニメ
名作「エデンの東」を思わせる石坂洋次郎原作の文芸青春傑作。石原裕次郎、北原三枝
監督田坂具隆

●

ZD0352 H20年度 伝統空間選集⑧　時が磨き、土地が刻んだ記憶下中座の相模人形芝居 31 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養

神奈川県小田原市小竹。この地に人形芝居が伝わったのは江戸時代といわれていま
す。当時の江戸の人形芝居に見られる「鉄砲ざし」という操法や人形のカシラの構造、上
方文楽の「静」に対して「動」とも評される、江戸人形芝居のおおらかな動きなどが特徴で
す。

●

ZD0353 H20年度 審理裁判員制度広報用映画 60 最高裁判所 生活・福祉

平成２１年５月２１日から裁判員制度が始まりますが、裁判員制度の円滑な実施のため
には、国民の方々に制度の趣旨を理解していただくとともに、積極的に刑事裁判手続に
参加していただくことが必要です。裁判員制度広報用として、裁判員裁判の審理がどのよ
うにして行われているのかを中心に最高裁判所で制作したＤＶＤです。

●

ZD0354 H20年度 鮫の神楽〈編集版〉 八戸市／（株）ＲＡＢサービス 青森の歴史・伝統・くらし

「鮫の神楽」は、八戸藩の移出入港として栄えた鮫地区において、古くから伝承されてき
た民俗芸能です。【Ｄｉｓｃ－１】１．四方堂権現舞　２．番楽　３．三番叟　４．鳥舞　【Ｄｉｓｃ－
２】５．剣舞　６．翁舞　７．壇ノ浦錣引　８．墓獅子　９．朝鮮国加藤清正虎狩（昭和５５年１
０月２１日　青森県無形民俗文化財指定）

●

ZD0355 H20年度 鮫の神楽　１ 八戸市／（株）ＲＡＢサービス 青森の歴史・伝統・くらし

「鮫の神楽」は、八戸藩の移出入港として栄えた鮫地区において、古くから伝承されてき
た民俗芸能です。【Ｄｉｓｃ－１】１．四方堂権現舞　２．番楽　３．三番叟　４．鳥舞　【Ｄｉｓｃ－
２】５．剣舞　６．翁舞　７．壇ノ浦錣引　８．墓獅子　９．朝鮮国加藤清正虎狩（昭和５５年１
０月２１日　青森県無形民俗文化財指定）

●

ZD0356 H20年度 鮫の神楽　２ 八戸市教育委員会／八戸市 青森の歴史・伝統・くらし

【Ｄｉｓｃ－１】１．岩扉開　２．四季三番叟　３．小獅子　４．山の神　５．三宝荒神　【Ｄｉｓｃ－
２】６．曽我兄弟　７．丑若丸鞍馬入　８．五條橋千人切　９．安宅関勧進帳　１０．恋路初
旅忠信　【Ｄｉｓｃ－３】１１．羅生門　１２．関の扉小松姫道行　１３．鐘巻道行寺　１４．伊吹
山百足狩　１５．御祝（昭和５５年１０月２１日　青森県無形民俗文化財指定）

●

ZD0357 H20年度 菅江真澄の歩いた下北 下北観光協議会 青森の歴史・伝統・くらし

下北半島に遺された北前船の記録。この半島は、かつては交通の要衡であった。みちの
くの果てなる下北半島は、道のはつるところではない。この地を２００年余り前に隈なく歩
いた旅人がいる。菅江真澄。のちに柳田國男が「民俗学の祖」と呼んだ紀行家だ。彼は、
なぜ、この下北にやってきたのだろう。そして、なぜ、２年半のあいだ、この地に留まった
のだろう。

●
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DVD(全体）

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

ZD0358 H20年度 世界遺産シリーズ知床海・川・森の物語 31 社団法人国土緑化推進機構／株式会社ＣＮインターボイス学術・教養

２００５年、日本で３番目の世界自然遺産に登録された知床。流氷が押し寄せる海岸線、
１５００ｍ級の火山群・知床連山、山々を覆う豊かな森など、原生的な自然環境の中で、
多様な動植物が生息・生育する、貴重な世界が存在します。知床を科学的に見つめ、具
体的な特徴を解説しながら大自然の不思議と魅力に迫ります。

● ● ● ●

ZD0359 H20年度 明日への道しるべ～まちづくりにかける元気な女性たち～ 60 内閣府男女共同参画局／テレビ朝日映像（株）生活・福祉

●再発見！私たちのオリジナル観光マップ：青森県八戸市「はちのへ女性まちづくり塾生
の会」アドバイザー北原啓司氏　●伝えたい！民話で語る村の心：福島県安達郡大玉村
「森の民話茶屋」アドバイザー小野和子氏　メインメニュー：青森県八戸市再生・団体紹
介・市の紹介　・福島県安達郡大玉村再生・団体紹介・村の紹介

●

ZD0360 H20年度 ワーク・ライフ・バランスを知っていますか？～働くオトコたちの声～ 27 内閣府男女共同参画局／（株）テレパック生活・福祉

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？それは、「仕事」と「生活」を調和さ
せるライフスタイルのこと。家庭や会社など私たちの身近なところで、すでに様々な取り組
みが始まっています。ワーク・ライフ・バランス社会の実現を目指す企業や、仕事と家庭
の理想的なバランスを実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。

●

ZD0361 H20年度 平成１９年版科学技術白書映像集科学技術の振興の成果／子ども科学技術白書 文部科学省 算数・数学・理科

●科学技術の振興の成果…宇宙の謎を探る、宇宙技術が暮らしを変える、ガンの克服を
目指す、自身に強い社会を目指して、宇宙からの目、人と地球環境との調和、大容量情
報社会の到来、色の発明が生活を豊かに、見えない光で未来を拓く、進化の謎に挑む
●子ども科学技術白書（ＤＶＤ－ＲＯＭ）

● ● ●

ZD0362 H20年度 みんなでおどろう！レッツヒップホップ 55 全国視聴覚教育連盟 趣味・芸術

子供たちに人気のあるヒップホップダンスの踊り方をわかりやすく紹介しています。ヒップ
ホップダンスは形にとらわれない自由なダンスです。発祥の地アメリカでは子どもたちが
振付を考え、遊びとして踊っています。ダンスを踊る爽快感や達成感。そして練習から生
まれる仲間との協調性。これらが子どもたちの成長に役立てれば幸いです。

● ● ● ●

ZD0364 H20年度 拉致問題啓発アニメ「めぐみ」 25 政府　拉致問題対策本部 生活・福祉
北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメーションＤＶＤです。監督：大森英敏　脚本：三井
秀樹　キャスト：山寺宏一（横田滋役）　深見梨加（横田早紀江役）　高山みなみ（横田めぐ
み役）　羽佐間道夫（ナレーション）ほか

●

ZD0365 H20年度 平成１９年度　はつらつ学びのリーダー育成セミナー　はつらつリーダー研修会 富山県民生涯学習カレッジ 生活・福祉
●「はつらつ学びのリーダー育成セミナー」　・第１～５回　基礎セミナー　・第６～８回
コース別セミナー●「はつらつリーダー研修会」　・開会挨拶　・パネルディスカッション　・ミ
ニ活動体験　・明日に向かって宣言

●

ZD0366 H20年度 第６回全国こども科学映像祭受賞作品集 90 全国こども科学映像祭運営委員会／財団法人日本科学映像協会算数・数学・理科

○文部科学大臣賞　小学生部門「ひょうたん池のヒキガエル」北区立梅木小学校６年１組
中学生部門「光るキノコの不思議　ヤコウタケの神秘に迫る」八丈町立大賀郷中学校自
然研究部光るキノコ班　○優秀作品賞　小学生部門「ふしぎな生きもの変形菌」伊知地直
樹　中野区立桃園第三小学校６年　「プラナリア再生の秘密」河合正郎　つくば市立二の
宮小学校６年　他

● ●

ZD0367 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　１カブトムシ 22 株式会社アスク 算数・数学・理科
甲虫の代表。昆虫の王者カブトムシの行動やその生態を余さず記録。特に「片足を上げ
ての排尿シーン」は、今までスチールの世界でもあまりとらえられることがなかった画期的
映像。地面の中の様子までカメラで追跡。

●

ZD0368 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　２アリ 24 株式会社アスク 算数・数学・理科
自分の体の何倍もの獲物を運ぶことのできるアリ。女王アリを中心として分業生活をおく
るアリの世界の秘密を結婚旅行から巣作りまで解説。女王アリの産卵と育児をする極め
て貴重な場面も収録しました。

●

ZD0369 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　３ナナホシテントウ 24 株式会社アスク 算数・数学・理科
かわいらしい昆虫の代表にあげられることの多いテントウムシ。でもその生態は意外と知
られていません。幼虫のころはどんな姿をしているのか、何を食べて成長するのか、飛翔
のメカニズムなど、その秘密を徹底模写。

●

ZD0370 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　４ホタル 26 株式会社アスク 算数・数学・理科
夏の夜にふさわしい光を放ち、子どもたちにも大人気のホタル。孵化、カワニナを食べる
幼虫時代、お尻の先が光っている蛹、羽化、そして光の合図で交尾にいたるホタルのライ
フサイクルを平易に解説していきます。

●

ZD0371 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　５アメリカザリガニ 24 株式会社アスク 算数・数学・理科
ウシガエルの餌用にアメリカから輸入されたアメリカザリガニ。堅い甲羅と大きなハサミで
瞬く間に日本に定着。脱皮の様子やオス同士のケンカ、育児など水中での映像などを記
録。交尾や産卵など特別に貴重なシーンも収録。

●

ZD0372 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　６オオカマキリ 24 株式会社アスク 算数・数学・理科
西洋では「お祈り虫」と呼ばれるカマキリ。秘密の多いその生態や、春から秋までの一生
を余すところなく収録。獲物を捕獲する瞬間や体のしくみ、雄が雌に近づいて交尾する
シーンや産卵の秘密、成長の記録も紹介。

●
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ZD0373 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　７クワガタムシ 22 株式会社アスク 算数・数学・理科
他の昆虫を圧倒する大アゴで、子どもたちの間に人気抜群のクワガタムシ。一年サイク
ルで発生しない昆虫のため、撮影には大きな困難が伴いました。クワガタムシの成長過
程、その食性の不思議に迫ります。

●

ZD0374 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　８アゲハチョウ 22 株式会社アスク 算数・数学・理科
卵から幼虫へ、さらに蛹から成虫に至るまでの成長の過程を徹底記録。特に蛹に変身す
る過程は圧巻です。蛹が割れて成虫が姿をあらわす羽化の場合や成虫の吸水行動、さ
らに交尾、産卵の様子などを、映像ならではの迫力と優雅さで展開。

●

ZD0375 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　９トノサマバッタ 26 株式会社アスク 算数・数学・理科
不完全変態の昆虫の代表、バッタの生態をカメラが追います。何回も繰り返される脱皮や
特徴的な体の構造、カマキリなど天敵たちとの関わりまでくまなく撮影。さらに褐色型の
バッタの出現についてなど、知られざる生態に迫ります。

●

ZD0376 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　１０ミツバチ 29 株式会社アスク 算数・数学・理科
一匹の女王バチを中心に構成されるミツバチの世界。巣を作る材料となるろう片を、自分
の体から抜き取る一瞬や、女王バチの不思議な生態など、珍しい場面の撮影に成功。ミ
ツバチ社会のメカニズムの秘密を余すところなく収録しました。

●

ZD0377 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　１１アマガエル 26 株式会社アスク 算数・数学・理科
両生類の代表としてカエルの生態を記録。補色の瞬間やジャンプ、保護色や鳴き声の秘
密、産卵のメカニズムなど徹底的にカメラが追いかけます。卵の発生の様子、オタマジャ
クシからカエルへの成長過程も克明に記録しました。

●

ZD0378 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　１２メダカ 23 株式会社アスク 算数・数学・理科
日本一小さく、歌にも歌われている魚、メダカ。体色の変化など的から身を守る手段や春
から秋にかけて続く産卵の不思議、卵の成長などを緻密な美しい映像で描きます。絶滅
危惧種にも指定され、生物環境保護の観点からも貴重な映像作品です。

●

ZD0379 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　１３ギンヤンマ 24 株式会社アスク 算数・数学・理科
トンボ類はその幼虫時代をヤゴとして水中で過ごします。トンボの種類、肉食昆虫として
の食性や一風変わった交尾、産卵行動、さらに卵の孵化や羽化の様子などを詳細に記
録。昆虫の中でも最も飛行上手な謎にも迫ります。

●

ZD0380 H21年度 自然なぜなに？　ＤＶＤ図鑑　１４ヤドカリ 24 株式会社アスク 算数・数学・理科
巻き貝のカラに入って生活する不思議な生き物ヤドカリ。引っ越し（宿替え）の仕方やカラ
の奪い合いなど、カラにまつわる数々のエピソードを中心に、潮だまりに住むヤドカリのユ
ニークな生態を紹介していきます。

●

ZD0381 H21年度 山下清物語　裸の大将放浪記 120 北星株式会社 一般映画・アニメ
障害を持ちながら、戦争の混乱期を乗り切る様子や「日本のゴッホ」と呼ばれた晩年のエ
ピソードを交えて描き、　どんな小さな可能性でも、それを伸ばすことが大切だと訴える。
芦屋雁之助、中村玉緒、芦屋小雁　制作・脚本・監督山田典吾

●

ZD0382 H21年度 蟹工船 109 北星株式会社 一般映画・アニメ
軍国主義下の戦前には不可能とされた、原作の映画化を山村聡はその第一回監督作品
として取り上げ激動の人間像をわが国初の海洋スペクタルの中にダイナミックに描きあげ
た。山村聡、森雅之、日高澄子、中原早苗、原作小林多喜二

●

ZD0383 H21年度 手塚治虫アニメワールド（新）ジャングル大帝　①誕生（たんじょう） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
ところはアフリカ奥地の秘境。ここでは、パンジャという名のライオンが出没、魔神として人
間達に恐れられていた。古代エジプト王朝で神と崇められていた白いライオンの子が盗ま
れてから、４０００年後の出来事である。

● ●

ZD0384 H21年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー版（新）ジャングル大帝　①誕生（たんじょう） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
ところはアフリカ奥地の秘境。ここでは、パンジャという名の白いライオンが出没、魔神とし
て人間達に恐れられていた。古代エジプト王朝で神と崇められていた白いライオンの子が
盗まれてから、４０００年後の出来事である。

● ● ●

ZD0385 H21年度 手塚治虫アニメワールド（新）ジャングル大帝　②約束（やくそく） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
エライザを残して船を脱出したレオは海上を漂流していた。そのレオを発見したのは、エラ
イザを捕らえた張本人の密猟業者・クッター。彼もまた、船の遭難によって漂流者となって
いた。

● ●

ZD0386 H21年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー版（新）ジャングル大帝　②約束（やくそく） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
エライザを残して船を脱出したレオは海上を漂流していた。そのレオを発見したのは、エラ
イザを捕らえた張本人の密猟業者・クッター。彼もまた、船の遭難によって漂流者となって
いた。

● ● ●
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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

ZD0387 H21年度 手塚治虫アニメワールド（新）ジャングル大帝　③旅立ち（たびだち） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
レオとケン一が出会ってから１年。レオはアフリカに送還されることになった。レオはつい
に辿り着いたアフリカの暑さや広さに目を見張る。しかし、レオが送り込まれた場所は、人
の管理下に置かれたサファリパークだった。

● ●

ZD0388 H21年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー版（新）ジャングル大帝　③旅立ち（たびだち） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
レオとケン一が出会ってから１年。レオはアフリカに送還されることになった。レオはつい
に辿り着いたアフリカの暑さや広さに目を見張る。しかし、レオが送り込まれた場所は、人
の管理下に置かれたサファリパークだった。

● ● ●

ZD0389 H21年度 手塚治虫アニメワールド（新）ジャングル大帝　④友達（ともだち） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
アフリカの大地をひた走るレオに、大自然は容赦なく牙をむく。襲撃してきた黒ヒョウのトッ
トから逃れたレオは、罠にかかったガゼルのトニーとオウムのココを救う。アフリカへ来て
初めて得た友人たちであった。

● ●

ZD0391 H21年度 手塚治虫アニメワールド（新）ジャングル大帝　⑤故郷（ふるさと） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
トニーとココの案内でパンジャの森に入ったレオ。その平和な森に突如ジェット機が墜落、
あたりは火の海となる。

● ●

ZD0392 H21年度 手塚治虫アニメワールド　バリアフリー版（新）ジャングル大帝　⑤故郷（ふるさと） 24 手塚プロダクション 一般映画・アニメ
トニーとココの案内でパンジャの森に入ったレオ。その平和な森に突如ジェット機が墜落、
あたりは火の海となる。

● ● ●

ZD0393 H21年度 狩人 172 紀伊國屋書店 一般映画・アニメ

１９７６年の大晦日に起きた不思議な事件。狩猟をしていた６人のブルジョワジーは雪山
の中で不思議な獲物を発見した。１９４９年に終結したはずの内戦の若いパルチザンの
死体だが、まだ温かく、血が滴っている。隠滅のために死体を持ち帰ったホテルの中で、
彼らは本当に終わっていなかった歴史の恐怖を幻視していく。監督・原案・脚本はテオ・ア
ンゲロプロス。

●

ZD0395 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期一瞬の美にすべてを懸ける　花火師　野村陽
一の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

全国の花火競技大会を席けんする孤高の花火師・野村陽一（５５歳）。日本の二大花火
大会、秋田・大曲の競技会で２００５年まで２連覇、茨城・土浦の競技大会では４連覇とい
う偉業を成し遂げた。野村は光の１つ１つを完ぺきにコントロールする。１年をかけてミリ
単位の精度で花火を作り上げる職人の執念のたまもの。その陰には２０年に及ぶ下積み
時代がある。（２００６年８月３１日放送）

●

ZD0396 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期かあちゃん、命と向き合う　海獣医師　勝俣悦
子の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

イルカ、シャチ、アシカなどの「海獣」を専門に扱う獣医として、世界的に注目を集める一
人の女性がいる。海獣医師・勝俣悦子（５３歳）。勝又は、千葉県鴨川にある水族館で海
獣の治療に当たりながら、不可能といわれたイルカの人工授精を日本で初めて成功させ
るなど、海獣医師の先駆者として走り続けている。この夏、勝俣は、国内では成功例のな
いカマイルカの赤ちゃんの飼育に挑んだ。

●

ZD0397 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期イヌは人生のパートナー　盲導犬訓練士　多
和田　悟の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

クイールをはじめ、２００頭以上の盲導犬を育てた日本屈指の盲導犬訓練士、多和田悟
（５４歳）。「イヌ語を話す」と呼ばれる多和田の手にかかれば、どんな犬でも素直に従う。
多和田は、現在、横浜市にある盲導犬訓練士学校の責任者を務める。２００７年２月、多
和田は、学生とともに、視覚障害者に盲導犬を引き合わせる「共同訓練」と呼ばれる作業
に臨んだ。（２００７年４月１７日放送）

●

ZD0398 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期暗中模索、未来創造　デザイナー　吉岡徳仁
の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

海外からも依頼が相次ぐ工業・空間デザイナー、吉岡徳仁（４０歳）。携帯電話やイスのデ
ザインで注目を集めるほか、一流ブランドの店舗デザインなど多方面で活躍する。「未来
の定番を作る」のが仕事という吉岡のデザインは、シンプルかつ大胆。アクリルやガラス
など素材の可能性の探究に徹底して挑み、驚きに満ちたカタチを生み出す。（２００７年６
月５日放送）

●

ZD0399 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期空の伝説　試練の海へ　ヘリコプターパイロッ
ト　森　公博の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

困難な状況での救出劇を何度も成功させた、海上保安庁のヘリコプターパイロット・森公
博。森は救出の際、上空で静止する「ホバリング」技術で抜群のさえを見せる。両手足を
使って機体を操作し、数十センチ単位で隊員を降ろす場所を調整。秒単位で変わる風の
「息」を読む。北海道・函館の航空基地で緊急出動に備える日々に密着。そのとき、漁船
に火災発生との海難情報が入った。（２００７年９月１１日放送）

●

ZD0400 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期背伸びが、人を育てる　校長　荒瀬克己の仕
事

43 ＮＨＫ 産業・技術

全国の教育関係者の注目を集める公立高校がある。京都市立堀川高等学校。６年で国
公立大学への現役合格者が２０倍以上に増加。その実績は「堀川の奇跡」と呼ばれる。
驚異の学校改革、その中心にいるのが校長・荒瀬克己。「生徒は自分の興味を見極めら
れれば、ひとりでに学び出す」という考え方から、“生徒自身が探求する”という授業を創
設した。荒瀬の教育現場に密着する。（２００７年１０月１６日放送）

●

ZD0401 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期仕事は体で覚えるな　文化財修理技術者　鈴
木裕の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

福岡・九州国立博物館を舞台に、国宝の古文書など“紙”のエキスパートとして世界的に
知られる文化財修理技術者・鈴木裕の仕事に迫る。「習熟しない」事をみずからの流儀と
する鈴木は、繊細な技と科学の眼を組み合わせる独自の手法で修復に挑む。日本最古
の印刷物といわれる奈良時代の経典や、江戸時代の武家文書など、傷を負った「日本の
宝」をどうよみがえらせるのか。知られざる文化財修復の現場に密着する。

●

ZD0402 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期きのうの自分をこえてゆけ　絵本作家　荒井
良二の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

児童文学の世界で最高の栄誉の一つとされる「アストリッド・リンドグレーン賞」を、日本人
として初めて受賞した絵本作家、荒井良二（５１歳）。荒井の絵本は一風変わっている。起
承転結のないストーリー、子どもの落書きのような絵。しかしそれが子どもに大人気なの
だ。「大人は、知識があるからすべて理屈で考える」しかし子どもにはそれがない。

●
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DVD(全体）

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

ZD0403 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期修業は、一生終わらない　鮨職人　小野二郎
の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

「現代の名工」に選ばれた鮨職人小野二郎。２００７年、フランスの伝統あるレストランガイ
ドでも三つ星を獲得した。８２歳の今も、毎朝４０分歩き、外出時には手を保護するための
手袋を欠かさない。つけ場では「握った瞬間が最もおいしい」という信念から、流れるよう
な速さで鮨を握り、客に差し出す。「フランス料理界の帝王」の異名を持つシェフとの真剣
勝負に密着。二郎はどんな鮨を握り、帝王はどう反応するのか？

●

ZD0404 H21年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅳ期妥協なき日々に、美は宿る　歌舞伎役者　坂
東玉三郎の仕事

56 ＮＨＫ 産業・技術

歌舞伎役者・坂東玉三郎（５７歳）。気品のある美ぼうと、高い身体能力を生かした舞、そ
して伝統と役を深く理解した演技で、女形としてのトップの地位に立ち続けてきた。その日
常は、限りなくストイックだ。公演中は、歌舞伎座と自宅を往復するだけ。帰宅すると、自
らの肉体を維持するために、丹念にマッサージを受け、眠る。声の調子を保つため、友人
に電話をかける事すらしない。

●

ZD0405 H21年度 発達障害の理解と支援～わかり合うって、素敵だね！～ 64 アローウィン 生活・福祉
①知的障害　②自閉症　③高機能自閉症・アスペルガー症候群　④ＡＤＨＤ　⑤ＬＤ　⑥脳
性麻痺　⑦重症心身障害　⑧てんかん

● ●

ZD0406 H21年度 福島医大版　服薬自己管理モジュール 12 星屑倶楽部（新潟　中島映像教材出版　制作・出版部）スポーツ・健康 １　服薬教室のすすめ方　２　服薬自己管理モジュール　＜全６回＞ ● ●

ZD0407 H21年度 若草物語 122 有限会社アプロック 一般映画・アニメ

１８６８年に発表された米国の女流作家ルイザ・メイ・オルコットの自伝的小説「リトル・
ウーメン」の４度目の映画化となる。キャストはジューン・アリソン、ピーター・ローフォー
ド、マーガレット・オブライエン、エリザベス・ティラー、ジャネット・リー。監督はマーヴィン・
ルロイ。日本語吹き替え版

●

ZD0408 H21年度 アンナ・マクダレーナ・バッハの年代記 94 紀伊國屋書店 一般映画・アニメ

究極のバッハ映画　バッハ演奏史上の貴重なドキュメント　禁欲的な美学に貫かれた映
画芸術史上の金字塔　監督・脚本・編集はダニエル・ユイレ、ジャン＝マリー・ストローブ。
演奏はウィーン・コンツェントゥス・ムジクス（指揮：ニコラウス・アーノンクール）、バーゼ
ル・スコラ・カントルム（指揮：アウグスト・ヴェンツィンガー）、ハノーファー少年合唱団（指
揮：ハインツ・ヘーニヒ）。ドイツ＋イタリア合作。

●

ZD0409 H21年度 ハムレット 153 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
ローレンス・オリヴィエが製作・監督・主演したシェイクスピアの劇映画で、フィリッポ・デ
ル・ジュウディテェが製作指揮した作品である。日本語吹き替え版

●

ZD0411 H21年度 世界名作映画全集　０４８毒薬と老嬢 118 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
伯母である老姉妹のもとに結婚報告に訪れたモーティマー（ケーリー・グラント）は、偶然
伯母達の部屋で死体を発見することからこのドラマは始まる。監督・製作はフランク・キャ
プラ。原作はジョセフ・ケッセルリング。

●

ZD0413 H21年度 緑園の天使 128 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
エニッド・バグノルドの同名小説をセオドア・リーヴスとヘレン・ドイッチェが共同脚色し、ク
レランス・ブラウンが監督したテクニカラー映画である。日本語吹き替え版

●

ZD0414 H21年度 サハラ戦車隊 97 有限会社アプロック 一般映画・アニメ

旧ソ連映画劇「十三人」のエピソードをもとに、「肉弾鬼中隊」（’３４）の原作である実話小
説「偵察隊」の原作者、フィリップ・マクドナルドが構成、「封鎖線」（’３８）のジョン・ハワー
ド・ロウソンが「四枚の羽根」（’３９）のゾルタン・コルダ監督と協同で脚色した作品である。
日本語吹き替え版

●

ZD0415 H21年度 世界名作映画全集　００９嵐の三色旗～二都物語～ 128 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
１８世紀末のフランス、貴族は横暴を極め、人民は困窮の底に喘いでいた。英国に逃れ
てきたルシイに出会ったカートンは、生きる望みを見出したが・・・。監督はジャック・コン
ウェイ。原作はチャールズ・ディケンズ。

●

ZD0416 H21年度 世界名作映画全集　０１０孤児ダビド物語 130 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

チャールズ・ディケンズの長編小説「ディヴィッド・コッパーフィールド」の映画化で、幼くし
て父を亡くし、母親にも他界された少年ディヴィッドは、母の姉である伯母を頼って旅を
し、やがて、伯母の所で一緒に暮らすようになり、幸福な少年期を過ごすことになる。その
後、高等教育を受けたディヴィッド幼い頃より彼を慕う娘の愛に目覚め、将来を誓うの
だった。（英国）監督はジョージ・キューカー。

●

ZD0417 H21年度 世界名作映画全集　０６５オリバー・ツイスト 105 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ

孤児として育ったオリバーは、子どもを使って悪事を重ねる悪党に利用されていたが、富
豪の老人に救われ、その家で幸福な生活を送れるようになった。しかし、悪党たちは、オ
リバーをそのままにしてはおかず、オリバーを連れ出す計画を立てるのだった。（英国）監
督はデヴィット・リーン。原作はチャールズ・ディケンズ。

●

ZD0418 H21年度 世界名作映画全集　０７２黄金 125 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
１９２０年代のメキシコを舞台に、一獲千金を夢見て金鉱掘りを始めた男が、金を掘り当て
る度に、仲間を信じられなくなっていき、最後には破滅していく人間ドラマである。監督・脚
本はジョン・ヒューストン。原作はブルーノ・トレイブン。

●
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DVD(全体）

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

ZD0419 H21年度 わんぱく王子の大蛇退治 86 東映株式会社　東映ビデオ株式会社一般映画・アニメ
有名な日本神話をもとに、わんぱく坊やの大冒険をスリルと笑いで描いた劇場公開作品
である。演出は芹川有吾。声の出演は住田知仁、岡田由記子。原画監督は森康二。

● ● ●

ZD0421 H21年度 熊座の淡き星影 100 紀伊國屋書店 一般映画・アニメ
巨匠ヴィスコンティの円熟期の名作であるこのイタリア作品は、有名な古代ギリシャ悲劇
のエレクトラとオレステス伝説の現代版である。原案・脚本はスーゾ・チェッキ・ダミーコ、
エンリコ・メディオーリ、ルキーノ・ヴィスコンティ。

●

ZD0422 H21年度 楢山節考 98 松竹株式会社 一般映画・アニメ
山奥の寒村を舞台に姥捨て伝説を元にした傑作。歌舞伎様式の舞台、義太夫と長唄の
伴奏音楽で構成。田中絹代、高橋貞二　監督木下恵介

●

ZD0423 H21年度 野菊の如き君なりき 92 松竹株式会社 一般映画・アニメ
政夫と、病弱な母の世話や家事手伝いに来た従姉の民子は、いつしか恋心を抱き合うが
周囲の目に・・・。有田紀子、田中晋二　監督木下恵介

●

ZD0424 H21年度 笛吹川 117 松竹株式会社 一般映画・アニメ
時は戦国時代、甲斐の国に暮らす貧しい農民たちの暮らしを通して、戦争の愚かさ虚しさ
を描き出す。高峰秀子、田村高広　監督木下恵介

●

ZD0425 H21年度 お嬢さん乾杯！ 89 松竹株式会社 一般映画・アニメ
木下恵介初の本格喜劇。敗戦による社会体制の変化を“斜陽族”や“新興成金”を通して
見る。佐野周二、原節子　監督木下恵介

●

ZD0426 H21年度 世界の名作映画全集　０５８白昼の決闘 130 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
ハリウッドを代表するプロデューサーであるデヴィッド・Ｏ・セルズニックが、「風と共に去り
ぬ」に続いて、自ら脚色まで手掛けて製作した西部劇の超大作である。監督はキング・
ヴィダー。原作はナイヴン・ブッシュ。

●

ZD0427 H21年度 心の旅路 125 株式会社ＧＰミュージアムソフト 一般映画・アニメ
イギリス出身の作家で「失はれた地平線」（’３７）、「チップス先生さようなら」（’３９）の原
作者、「ミニヴァー夫人」（’４２）でアカデミー脚本賞を受賞したジェームズ・ヒルトン作の小
説の映画化である。監督はマーヴィン・ルロイ。日本語吹替え版

●

ZD0428 H21年度 地上より永遠に 118 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
第二次大戦直前、ホノルルのスコーフィールド兵営を舞台に、米軍内部をリアルに描いた
ジェームズ・ジョーンズの小説（’５１）を映画化した作品である。監督はフレッド・ジンネマ
ン。日本語吹替え版

●

ZD0429 H21年度 巴里のアメリカ人 113 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
「マンハッタン」（’７９）のジョージ・ガーシュウィン作曲の同名作品を主題としたダンス・
ミュージカル映画である。監督はヴィンセント・ミネリ。原作はアラン・ジェイ・ラーナー。日
本語吹替え版

●

ZD0430 H21年度 市民ケーン 119 有限会社アプロック 一般映画・アニメ

実在の新聞王ウィリアム・ランドルフ・ハーストをモデルにしたオーソン・ウェルズの処女
作。脚本こそハーマン・Ｊ・マンキーウィッツの協力を得たが、製作・脚本・監督・主演と
オーソン・ウェルズのワンマン映画で、その斬新なビジュアル・スタイルは、後のハリウッド
映画に強い影響を与える。日本語吹替え版

●

ZD0431 H21年度 ローマの休日 118 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
「ミニヴァー夫人」（’４２）、「ベン・ハー」（’５９）などのウィリアム・ワイラー製作監督作品で
ある。原作は「パピヨン」（’７３）のイアン・マクラレン・ハンター（ダルトン・トランボ）。日本
語吹替え版

●

ZD0432 H21年度 アニメ名作シリーズ１ファンタジア 117 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
バッハやチャイコフスキー、ベートーヴェンなどの世界的に有名なクラシック音楽ととも
に、ミッキーをはじめ、妖精・天使・ユニコーン・ケンタウロス・悪魔などが繰り広げる幻想
的な世界が広がっていきます。日本語字幕版

● ● ●

ZD0433 H21年度 アニメ名作シリーズ３ダンボ 62 有限会社アプロック 一般映画・アニメ

サーカスの象ジャンボの元にコウノトリが運んできた神様の贈り物。その子象の名前を
“ダンボ”といいました。ところがあまりにも大きすぎる耳のために、芸をしてもからまった
り、踏んづけて転んだりと失敗ばかり。笑いものにされるダンボを母は愛情いっぱいに抱
きしめるのでした。日本語吹替え版

● ● ●
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ZD0434 H21年度 アニメ名作シリーズ５白雪姫 81 有限会社アプロック 一般映画・アニメ

雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継母の女王は、自分より美しい者がいることを
許すことができません。そんな女王はいつも「この世で最高に美しい女は？」と“魔法の
鏡”に問いかけていました。しかしある日、ついに鏡は白雪姫の方が美しいと告げてしま
いました。日本語吹替え版

● ● ●

ZD0435 H21年度 秋刀魚の味 113 松竹株式会社 一般映画・アニメ

妻と死に別れた平山（笠智衆）は二男一女の子持ち。長男・幸一（佐田啓二）は結婚した
が、家には婚期を迎えた長女の路子（岩下志麻）と次男が同居している。幸一はゴルフ
セットを買いたくて妻の秋子（岡田茉莉子）に相談するが、秋子に無駄遣いだと一蹴され
る。一方で幸一は父から頼まれて後輩の三浦（吉田輝雄）と路子の間を取り持とうとする
ものの、時すでに遅く三浦には決まった相手がいた・・・。小津安二郎監督の遺作。

●

ZD0436 H21年度 キネマの天地 135 松竹株式会社 一般映画・アニメ

映画館の売り子・小春は、蒲田撮影所の監督から女優になるように勧められ、撮影所へ
見学に行く。一度は撮影所の独特な雰囲気に戸惑い断るが、人柄のよい助監督・島田に
説得されて女優を志す。そして、慣れない活動屋の世界で数々の苦労を乗り越え、大作
「浮草」の主役に大抜擢され、新しいスターとして、はばたいていく。中井貴一、有森也実
監督山田洋次

●

ZD0437 H21年度 カルメン故郷に帰る 86 松竹株式会社 一般映画・アニメ
日本最初の“総天然色映画”お人好しのストリッパーが里帰り、村はてんやわんやの大騒
ぎになる。高峰秀子、小林トシ子　脚本・監督木下恵介

●

ZD0438 H21年度 晩春 108 松竹株式会社 一般映画・アニメ

娘の紀子（原節子）と二人で暮らす大学教授の周吉（笠智衆）は、２７歳になって未だに嫁
に行く意思を見せない紀子のことを心配していた。周吉の妹まさ（杉村春子）も、紀子に縁
談を持ち込むが、なかなか彼女は首を縦に振らない。一方でまさは、周吉の再婚相手とし
て格好の未亡人を兄に引き合わせる。紀子は、自分の結婚よりも父の再婚話のほうが気
になり出すが？　監督小津安二郎

●

ZD0439 H21年度 わが青春に悔いなし 110 東宝株式会社 一般映画・アニメ

満州事変を機に軍国主義が一段と強まる中、京都帝大教授の娘・幸枝は学友だった野
毛を訪ねる。共に自由主義者だった二人は共鳴し合い共に生活を始めるが、野毛は国際
スパイとして検挙され幸枝も獄舎に放り込まれる。そして野毛は獄死。傷心の幸枝は野毛
の遺骨を抱き、野毛の故郷へ向かうのだった・・・。原節子、藤田進　監督黒澤明

●

ZD0440 H21年度 幸福の黄色いハンカチ 108 松竹株式会社 一般映画・アニメ

失恋して自棄になった欽也は、会社をやめ、退職金で新車を購入、北海道へドライブの旅
に出た。網走に着くと手当たり次第に軟派して、同じ失恋の痛手を持つ朱美を引っかけ
た。それから、海岸で炭坑夫を名乗る中年男・勇作と知り合い、三人で旅することになる。
高倉健、倍賞千恵子、桃井かおり、武田鉄矢、渥美清　監督山田洋次

●

ZD0441 H21年度 伊豆の踊子 98 松竹株式会社 一般映画・アニメ

ノーベル賞作家川端康成の代表作「伊豆の踊子」の二度目の映画化で大ヒット作となっ
た。当時ブルーリボン新人賞に輝いた野村芳太郎監督が望遠レンズを多用した意欲満々
の異才ぶりを発揮。子役から脱皮して卓越した演技を見せたひばりと、将来性を期待され
たホープ石浜朗のコンビは正に適役。

●

ZD0442 H21年度 青森りんご物語～りんごのキモチ～ 106 青森県農林水産部りんご果樹課 青森の歴史・伝統・くらし

りんごに係る、「生産」、「流通」、「加工」、「輸出」、「料理・機能性」について、それぞれを１
篇とし、また、これらをまとめた「総集編」と「総集編（台湾語版）」を加えた編集としました。
（１）生産編　（２）流通編　（３）加工編　（４）輸出編　（５）料理・機能性編　（６）総集編
（７）総集編（台湾語編集）

● ● ●

ZD0443 H21年度
あおもりヒューマンドラマフェスティバル　平成２０年度文部科学省委託事業私たちにで
きること～高校生による人権演劇発表会～

28 青森県人権演劇推進協議会・青森県教育委員会生活・道徳・特活
平成２１年２月８日、高校生による人権演劇の発表会、「あおもりヒューマンドラマフェス
ティバル」が開かれました。選考会で選ばれた青森県内の高校６校が“人権についての演
劇を発表し、発表会にかける高校生の情熱や想い、そしてその姿を追いかけました。”

● ●

ZD0444 H21年度 日本の森シリーズ生命の宝庫　亜熱帯の森沖縄・奄美の島々 33 国土緑化推進機構／ＣＮインターボイス生活・福祉
①プロローグ・豊かな亜熱帯林　②気象・森林環境と地形の成り立ち　③森林の特徴・・・
西表島・やんばる・奄美大島　④多様な森林が養う貴重な動物たち　⑤森と人とのかかわ
り　⑥エピローグ

●

ZD0445 H21年度 配偶者からの暴力の根絶をめざして～配偶者暴力防止法のしくみ～ 35 内閣府男女共同参画局／株式会社　桜映画社生活・福祉

配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害です。配偶者からの暴力
は、あなたの身近なところでおきています。「配偶者暴力防止法」は平成１３年に制定さ
れ、平成１９年７月に保護命令の拡充や市町村の取組の強化を柱とした改正法が成立
し、平成２０年１月に施行されました。このＤＶＤでは、配偶者からの暴力の根絶をめざし
て、「配偶者暴力防止法」のしくみ等についてわかりやすく紹介しています。

●

ZD0446 H21年度 元気に遊ぼう！リズムでゲーム 53 全国視聴覚教育連盟 スポーツ・健康
子ども達が実際に体を動かし汗をかき、楽しくコミュニケーションをとりながら、体力の向
上「トレーニング」と反射神経を鍛える「リズム」また協調性を育む「ゲーム」などの要素を
組み合わせてあり、アスレチックゲームを分かりやすく紹介しています。

● ●

ZD0447 H21年度 新・上北の英語でくっちゃべらないと！ 21 中野渡芳朋（横浜町立有畑小学校校長）外国語科

①三沢合同アイスホッケーチーム（平成１９年度）の試合のダイジェスト版を基に、「中学
校３年間の総まとめ英会話表現を２１分で学べるようにしました。②誰でも・どこでも・いつ
でも「聞き流して」「見流して」「口ずさみながら」英会話表現に慣れ親しむことができるよう
にしました。③「見やすく」「分かりやすい」「ポイントが分かる」よう生徒達の英語に関する
関心を高めることを願って制作しました。

● ● ●
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ZD0448 H21年度 守りまっせ！子どもの未来～兵庫県篠山市丹南児童館　中野母親クラブの挑戦～ 17 兵庫県篠山市丹南児童館　中野母親クラブ家庭教育
子ども達の安全な暮らしを守るために何ができるか？
様々なことに挑戦しました。その記録ＤＶＤです。

●

ZD0449 H21年度 丹波篠山　ぶらり散策ささやまの魅力をご紹介 21 兵庫県篠山市視聴覚ライブラリー 生活・福祉

この作品は、視聴覚ライブラリーで今まで撮り貯めていた市内の映像と新たに追加撮影し
た映像で、市内のガイドブック的ビデオを制作し、篠山の歴史から、イベント、特産物など
広く浅く他地域から来られた人にわかりやすく、また地元の市民にも再認識してもらえる
ような内容にと考え創りました。

●

ZD0450 H21年度 平成１８年度自作視聴覚教材川の先生～豊かな川とともに～ 17 山形県北村山視聴覚教育センター学術・教養

丹生川は魚資源が豊富な清流である。近くに住む菅野さんは川の達人。孫が通う小学校
で、川について教えることになった。川に住む生き物たちに触れ、地域への愛着を深めて
いく子供たちと菅野さんとの触れ合いを通じて、地域の力を教育に生かす取り組みを追っ
た。

● ●

ZD0451 H21年度
平成１９年度全国自作視聴覚教材コンクール～社会教育部門入選～蔵王に育つ～樹
氷の森オオシラビソ～

大浦利昭（宮城県柴田郡大河原町）学術・教養

宮城県では蔵王連邦にのみ生育するオオシラビソは、蔵王登山の時には必ず目に止ま
ります。別名アオモリトドマツとも言われて、東北の高山帯には多くあり、冬になると樹氷
としても有名です。樹氷は、オオシラビソの鎧着となり、冬の厳しい高山の寒さからその身
を守られています。

●

ZD0452 H21年度 八戸のえんぶり　＜編集版１＞ 55 （株）ＲＡＢサービス／八戸市 青森の歴史・伝統・くらし

１．えんぶりとは　２．中居林えんぶり組紹介　３．摺りこみ～摺り始め　４．松の舞　５．中
の摺り　６．えんこえんこ　７．田植え万歳　８．田植え　９．金輪切り　１０．恵比寿舞　１１．
大黒舞　１２．お祝　１３．摺り始め～畔止め（昭和５４年に「八戸のえんぶり」として国の重
要無形民俗文化財に指定されています。）

●

ZD0453 H21年度 八戸のえんぶり　＜編集版２＞ 112 （株）ＲＡＢサービス／八戸市 青森の歴史・伝統・くらし

１．えんぶりとは　２．大久保えんぶり組紹介　３．摺り込み～摺り始め　４．松の舞１　５．
えんこえんこ　６．中の摺り　７．苗取り　８．田植え　９．恵比寿舞１　１０．大黒舞１　１１．
松の舞　１２．恵比寿舞２　１３．大黒舞２　１４．豊年すだれ　１５．杓子舞　１６．刺鳥舞　１
７．大黒舞３　１８．いわし舞　１９．金輪切り　２０．よろこび舞　２１．摺り始め～畔止め

●

ZD0454 H21年度 伝統空間選集　⑨　時が磨き、土地が刻んだ記憶鹿沼今宮神社祭の屋台行事 31 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養

「鹿沼今宮神社祭の屋台行事」（栃木県鹿沼市）は、慶長（１６０８）の大干ばつに今宮神
社で行われた雨乞いの祀りに端を発するといわれます。行列をなして町を曳き廻し、神社
に奉納される彫刻屋台の中には江戸時代、日光の寺社運営に携わった宮大工の手によ
る彫刻もあるとされ、緻密で精細な細工が見る者を魅了します。

●

ZD0455 H21年度 青森県の山三八上北地方の山々 53 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし

青森県南西部は、「南部地方」「県南地方」「三八上北地方」などと呼ばれます。台地や丘
陵、平野が多くを占める地域ですが、その西部や南部には、十和田火山地などの山野が
連なります。特に高い山はありませんが、それだけに、登りやすく、人々に親しまれ、人々
とのつながりが感じられる山の多い地域です。本教材では身近な里山的存在の三八上北
地方の山々を紹介しています。

● ● ● ●

ZD0456 H21年度 あおもりのものづくり再発見 120 青森県商工労働部工業振興課 青森の歴史・伝統・くらし

○あおもりのものづくり：独創的なアイディアと日頃の努力が活かされた製造業のチャレン
ジ精神に触れる。　○あおもりの名人技：職人達の優れた技術が新たな製品・技術へとつ
ながる、可能性への情熱に触れる。　○あおもりの工芸品：青森を代表する古くから伝わ
る伝統工芸を製作する技術、心を紡ぐ匠の技に触れる。

● ● ●

ZD0457 H21年度 八重山　生き物　ウォッチング ＭＯデザイン（沖縄県宜野湾市伊佐１－２－２０）学術・教養

①八重山　生き物　ウォッチング　・道路ぎわ、公園、浜辺などで比較的容易に観察できる
八重山の生き物たち　②ｍｙ　ｆａｖｏｒｉｔｅ　ｉｓｌａｎｄ　　ＩＳＩＧＡＫＩ　＊平成２１年３月に撮影中５
８歳で事故死したフリー・カメラマン盛田祥夫（七戸町生まれ・青森東高校卒業）氏の作品
です。

●

ZD0458 H21年度
平成２０年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座４あおもり航空人ものがたり～
世界記録への挑戦～

青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし

昭和１３年、東京帝国大学航空研究所試作長距離機（航研機）の国際航空連盟公認世界
記録達成にかかわった青森県出身の３人の航空人　工藤富治（製作者）、藤田雄蔵（パイ
ロット）、木村秀政（設計者）について、航空史研究家の大柳繁造氏（青森県立三沢航空
科学館　トヨタカローラ青森（株）取締役名誉会長）が自ら集めた資料を基に公演していま
す。（平成２０年　青森県立三沢航空科学館　ＡＶホールにて）

●

ZD0459 H21年度 高橋竹山～祭りへの熱き思い～ 44 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
○竹山、ねぶたの笛を語る○竹山、小湊のねぶたを語る○竹山、小湊の祭りを語る○竹
山、笛の指導をする○竹山、太鼓の指導をする（出演：高橋竹山、津島豊吉　撮影・編集：
坂本徹　撮影場所：青森県総合社会教育センター、平内町青少年ホーム）

●

ZD0460 H21年度 青森県の山中南地方の山々 63 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし

中南地方は青森県の南西部を占める地域で、三方を山々に囲まれています。比較的標
高の低い山が多いのですが、北西部には、青森県の最高峰、岩木山もそびえています。
この岩木山を初めとして、人々との結び付きが深い山々が多いのも、この地域の特徴で
す。本教材では身近な里山的存在の中南地方の山々を、山にまつわるエピソードや人々
との関わりを交えながら紹介しています。（郷土に伝わる民話の朗読劇を収録）

● ● ● ●

ZD0461 H21年度
平成２１年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座１青森県の看護師～その温故
知新～

62 青森県総合社会教育センター 学術・教養
看護師養成における旧制度と現在の制度との違いや学習内容、終戦頃の軍隊病院での
看護師養成所の様子などを卒業生のインタビューをもとにお話しします。

●
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DVD(全体）

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

ZD0462 H21年度
平成２０年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座３福祉とリハビリテーション～障
がい者の生きざま～

66 青森県総合社会教育センター 学術・教養
若い頃に片足を無くし、それ以来福祉関係の仕事に関わることになった前田氏が、今ま
での体験から福祉を取り巻く環境や障がい者の生きざまについてお話しします。

●

ZD0463 H21年度
平成２１年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座３車いすファッション＆日本郷
土玩具ファッション

60 青森県総合社会教育センター 学術・教養
鷲尾氏がファッションの道へ進んだ経緯と日本郷土玩具ファッションをパリやイタリアで発
表した様子や車いすファッションの内容等をお話しています。

●

ZD0464 H21年度 平成２１年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座２青森県の民謡 65 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
青森県の民謡「口説節」を、音楽学的観点と青森県の歴史風俗面より分かりやすく解説し
ています。「口説節」「山唄オペラ調」の実演もあります。

●

ZD0465 H21年度
平成２０年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座２本の小径を楽しむ読書のすす
め

青森県総合社会教育センター 学術・教養
佐藤氏の人生にとって本は本当に良き友であり、読書をすることによって死というものを
恐れずに受けいられることにつながっていくことを独特の視点から読書についてユーモア
を交えながらお話します。

●

ZD0466 H21年度 インフルエンザ　予防・対策マニュアル 22 青森県 スポーツ・健康
■新型インフルエンザって、何だろう？■新型インフルエンザ（Ａ／Ｈ１Ｎ１）の特徴・症状
は？■急に熱やせきが出てきたら…■新型インフルエンザと診断されたら…■インフル
エンザ感染予防のために■インフルエンザ予防

● ● ● ● ●

ZD0467 H21年度 太宰治生誕１００年記念特別番組「故郷の風に抱かれて」 100 ＡＴＶ青森テレビ 青森の歴史・伝統・くらし

五所川原市が中心となる太宰治銅像建立実行委員会では、平成２１年６月１９日に生誕
１００年を迎えました文豪「太宰治（五所川原市金木町出身）」の文学功績を讃え、末永く
顕彰するために、中村晋也氏（鹿児島市在住）制作の銅像を建立いたしました。この制作
から建立までを記録にしたＤＶＤです。（ＡＴＶ青森テレビ・ＭＢＣ南日本放送の平成２１年７
月２６日放送番組）

● ● ● ●

ZD0468 H21年度 県境不法投棄現場の再生に向けて（小学生用）～これまでの事・これからの事～ 20 青森県環境生活部県境再生対策室生活・道徳・特活 県境不法投棄事案の概要や青森県の取り組みを紹介します。 ● ●

ZD0469 H21年度 県境不法投棄現場の再生に向けて（一般用）～これまでの事・これからの事～ 22 青森県環境生活部県境再生対策室生活・福祉 県境不法投棄事案の概要や青森県の取り組みを紹介します。 ● ● ● ●

ZD0470 H22年度 大地震の恐怖　残された教訓 26 不二映画・映学社 生活・福祉
２００３年に入り震度６以上を記録した大地震は、すでに６回。撮影班は２００３年７月の宮
城県北部連続地震、９月の十勝沖地震発生直後現地入りし、災害地の惨状や被災地者
の生の声を取材。生々しい爪痕を伝え、大地震の恐ろしさを訴えます。

● ● ●

ZD0471 H22年度 人間の條件（人間の条件）第１部純愛篇 105 松竹株式会社 一般映画・アニメ
昭和１８年、戦火の緊張漲る満州。南満州鉄鋼会社に勤める梶は、妻・美千子とともに北
満の老虎嶺鉱山に赴任する。召集免除が梶への条件だった。だがそこには過酷な労働
と、賃金のピンハネに喘ぐ現地・工人の姿があった・・・。

●

ZD0472 H22年度 人間の條件（人間の条件）第２部激怒篇 96 松竹株式会社 一般映画・アニメ
鉱山の所長は特殊工人に重労働を課すともとともに慰安婦をあてがった。中には高と春
欄のような純愛も芽生えた。二割増産目標が達成されたある日、特殊工人の脱走事件が
発覚した・・・。

●

ZD0473 H22年度 人間の條件（人間の条件）第３部望郷篇 102 松竹株式会社 一般映画・アニメ
工人逃亡の責任を押し付けられた梶は、憲兵隊の拷問から釈放後、臨時召集された。北
満の酷寒の中、連日の激しい訓練の後、兵舎では古参兵のしごきが続く。抗し難い暴力
に、梶は軍隊の錯誤を知らされる・・・。

●

ZD0474 H22年度 人間の條件（人間の条件）第４部戦雲篇 75 松竹株式会社 一般映画・アニメ

戦局は日増しに切迫し、梶の部隊も国境近い陣地で待機。思いがけず、少尉に昇進した
友人の影山が赴任してきた。影山は、梶を上等兵に上げ、初年兵の教育にあたらせた。
しかしそれが古兵の妬みをかい、初年兵のミスにつけこんで、何かと梶は傷めつけられ
る。耐えていた梶の怒りが爆発した・・・。

●

ZD0475 H22年度 人間の條件（人間の条件）第５部死の脱出 90 松竹株式会社 一般映画・アニメ
ソ連軍の猛攻撃を塹壕で迎え撃った部隊は、梶、弘中伍長、寺田二等兵を残して全滅し
た。三人は地図も磁石もなく、ひたすら密林の中を彷徨する。やがて、敗残兵と一緒の逃
難民に遭遇する・・・。

●
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ZD0476 H22年度 人間の條件（人間の条件）第６部曠野の彷徨 90 松竹株式会社 一般映画・アニメ

冬が迫っていた。梶は２０名近い敗残兵を率いて斥侯中、ソ連軍の討伐隊から逃れる。だ
が、丹下は単独で投降していった。その後、一隊は老人と女だけの逃難民の集落に着く。
だが「食い逃げする日本兵より、黒パンを持ってくるソ連兵の方がましだ」という女に梶は
言葉を失う・・・。

●

ZD0477 H22年度 昭和の二十年　第一巻敗残の兵 49 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１.オープニング　２.海ゆかば水漬く屍Ⅰ　３.海ゆかば水漬く屍Ⅱ　４.引揚者と復員Ⅰ　５.
引揚者と復員Ⅱ　６.復員の肖像　７.そして故郷へ

●

ZD0478 H22年度 昭和の二十年　第二巻焦土の国土 66 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１.オープニング　２.焼跡の東京Ⅰ　３.焼跡の東京Ⅱ　４.灰燼に帰した大阪Ⅰ　５.灰燼に
帰した大阪Ⅱ　６.灰燼に帰した大阪Ⅲ　７.英連邦占領軍　８.昭和二十一年元旦

●

ZD0479 H22年度 昭和の二十年　第三巻焦土の町・戦禍の郷土 78 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１.オープニング　２.焼跡の人々　３.～２１.戦禍の町　川崎、敦賀、名古屋、舞鶴、四日市、
園部、和歌山、神戸、岡山、松山・新居浜、呉、宇部、徳山・下松、八幡・小倉・戸畑、福
岡、大分、別府、大牟田、佐世保

●

ZD0480 H22年度 昭和の二十年　第四巻戦災を免れた京都 58 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１．オープニング　２．戦災を免れた京都Ⅰ　３．戦災を免れた京都Ⅱ　４．戦災を免れた
京都Ⅲ　５．占領軍から見た日本人の生活　６．京都の庶民たち　７．戦災を免れた京都
Ⅳ　８．戦災を免れた京都Ⅴ　９．戦災を免れた京都Ⅵ

●

ZD0481 H22年度 昭和の二十年　第五巻伝統とＧＨＱ 54 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１．オープニング　２．伝統日本武術　３．伝統は死せず　巧みの技　４．伝統は死せず
巧みの技Ⅱ　５．ＧＨＱ劇場　消防士学校　６．ＧＨＱ劇場　看護学校　７．ＧＨＱ　選挙風景
８．ＧＨＱ劇場　闇取引取締り　９．ＧＨＱ劇場　ＫＡＭＩＫＡＺＥ

●

ZD0482 H22年度 昭和の二十年　第六巻復興への道 59 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１．オープニング　２．復興への礎　３．終戦の鉄道を旅する　４．松根油　５．暮らしを造る
６．明るい農村

●

ZD0483 H22年度 昭和の二十年　第七巻民衆の鼓動 57 日本写真新聞社／プロジェクトワイ　株式会社セブンエイト学術・教養
１．オープニング　２．復活メーデー　３．相撲興行　４．宝塚の歌姫たち　５．１９３７年　６．
終わりに・・・

●

ZD0484 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期ワンクリックで世界を驚かせ　ウェブデザイ
ナー　中村勇吾の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

インターネットを舞台に、世界の最先端を先導し続ける日本人がいる。ウェブデザイナー
中村勇吾（３７歳）。そのウェブデザインは国際賞を総ナメにしてきた。中村はウェブを「新
しいコミュニケーションの扉」ととらえる。作品は使う人に驚きを与え、ページに引き込む仕
掛けに満ちている。番組では、大手通信会社やアパレルメーカーのウェブサイト制作の仕
事に密着。新しい領域を切り開くパイオニアの仕事の流儀に迫る。（２００８年

●

ZD0485 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期隊長は背中で指揮をとる　ハイパーレス
キュー部隊長　宮本和敏の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

東京消防庁、ハイパーレスキュー。最新鋭の機材を使い、危険で困難な災害に立ち向か
う精鋭部隊だ。その部隊長・宮本和敏（４５歳）。これまで国内外で１００を超える人命を救
出してきた。飛び込むのは、刻々と変化する予測不可能な現場。究極のチームワークが
求められる中で、隊員から絶大な信頼を集める。隊員たちは、なぜこの男に命を預けるの
か。究極の流儀がそこにある。（２００８年４月８日放送）

●

ZD0486 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期不屈のリーダー、極寒の海へ　ファクトリーマ
ネージャー　吉田憲一の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

アメリカの水産業界でその名をとどろかせるファクトリーマネージャー・吉田憲一（５２歳）。
極寒のベーリング海で、世界最大級の洋上加工船を舞台に１２０人の外国人を率いて、
高品質のタラコやすり身などを製造する。吉田のタラコは、世界有数のシアトルの市場
で、９年連続で最高値を記録している。かつて作業中に左腕を失うという壮絶な事故に見
舞われた吉田。どん底からはい上がった男の仕事の流儀に迫る。（２００８年４月放送

●

ZD0487 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期一葉入魂、本文を尽くす　茶師　前田文男の
仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

茶葉の特徴を見抜き、それをブレンドすることで最高の味を引き出す“茶師”。その世界で
その名をとどろかせる男がいる。茶師・前田文男（４７歳）。前田は、全国の腕自慢の茶師
たちが茶葉の鑑定技術を競う「全国茶審査技術競技大会」で平成５年に日本一となり、そ
の後、史上初の十段を獲得したプロ中のプロである。新茶のシーズン最盛期。茶師の意
地をかけ、茶作りに挑む前田に密着、仕事の流儀に迫る。（２００８年６月１７日放送

●

ZD0488 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期希望は、必ず見つかる　がん看護専門看護
婦　田村恵子の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

がんの患者を最後の瞬間まで支える看護のスペシャリスト、田村恵子（５０歳）。日本に１
０４人いるがん看護専門看護師の先駆者の一人だ。終末期のがん患者は迫り来る最期
を前に、死への恐怖や悔しさなど、さまざまな精神的苦痛を抱えている。それをひとつひ
とつ取り除き、最期まで患者が人生を積極的に生きられるように支えるのが、田村の仕事
だ。「希望は必ず見つかる」という、がん看護専門看護師・田村の命の現場に迫る。

●

ZD0489 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期最強の二人、宿命の対決　名人戦　森内俊之
ＶＳ羽生善治

57 ＮＨＫ 産業・技術

日本の将棋対局の中で最も長い伝統を誇る「名人戦」。中でも、２００８年の対局は「歴史
に残る名勝負」と呼ばれている。永世名人の資格を有する森内俊之（３７歳）に挑んだの
は、将棋界のスーパースター・羽生善治（３７歳）。２人は同い年で同期。２０年以上にわ
たり、ともに戦ってきた「宿命のライバル」である。２人の人生の歩みを織り込みながら、勝
負師たちのドラマを描く。（２００８年７月１５日放送）

●
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ZD0490 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期古都の雅（みやび）、菓子のこころ　京菓子司
山口富藏の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

茶道の家元たちや、京都の神社仏閣ら絶大な信頼を集める京菓子の匠がいる。１８９３
年創業の老舗京菓子店三代目、山口富藏（７１歳）。伝統を守り続ける一方で、茶会の趣
向を表現したオリジナルの新しい菓子を作り出し、当代随一といわれる。祇園祭でにぎわ
う、夏の京都。源氏物語の「夕顔」を趣向とした茶菓子を作るという難題がつきつけられ
た。山口の仕事の神髄に迫る。（２００８年９月９日放送）

●

ZD0491 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期すべて、動物から教わった　動物園飼育員
細田孝久の仕事

43 ＮＨＫ 産業・技術

動物園飼育員・細田孝久（４８歳）。並外れた飼育の技術で、海外からも注目を集める。飼
育員・細田の真骨頂、それは動物の異変を察知する確かな目だ。向き合うのは、物言わ
ぬ動物たち。わずかなミスが、命に関わる。出産直後のアルマジロの赤ちゃんに問題発
生。残された時間は、２４時間。動物のすべてを預かる飼育員の仕事が明かされる。（２０
０８年１０月７日放送）

●

ZD0492 H22年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅴ期笑いの奥に、人生がある　噺家　柳家小三治
の仕事

57 ＮＨＫ 産業・技術

当代きっての名人と呼ばれる孤高の噺家、柳谷小三治（６８歳）。無駄な動きを極限まで
そぎ落としたその話芸は、「目の前の小三治が消えて登場人物が現れる」とまで称され
る。２００８年８月、小三治は池袋の演芸場で、真夏の７日間の寄席に挑んだ。名人と呼
ばれてなお、さらに芸の道を究めようとする柳谷小三治の真摯な日々に密着する。（２００
８年１０月１４日放送）

●

ZD0494 H22年度 ケータイ・パソコン　その使い方で大丈夫？ 22 東映株式会社　教育映像部 生活・福祉
ケータイやパソコンを使う際のルールとマナーはもちろんのこと、トラブルに遭わないため
には、どうすればいいのか、また遭った時の対応策をドラマ仕立てでわかりやすく描きま
す。

● ● ● ●

ZD0495 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　１大阪城『城塞』／小田原城『箱根の坂』
備中松山城『峠』／熊本城『翔ぶが如く』

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●大阪城『城塞』（大阪／大阪市）●小田原城『箱根の坂』（神奈川／小田原市）●備中松
山城『峠』（岡山／高梁市）●熊本城『翔ぶが如く』（熊本／熊本城）

●

ZD0496 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　２弘前城『街道をゆく　北のまほろば』／名古屋城『城塞』
高知城『功名が辻』／彦根城『関が原』

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●弘前城『街道をゆく　北のまほろば』（青森／弘前市）●名古屋城『城塞』（愛知／名古
屋市）●高知城『功名が辻』（高知／高知市）●彦根城『関が原』（滋賀／彦根市）

●

ZD0497 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　３松山城『坂の上の雲』／宇和島城『花神』
首里城『街道をゆく　沖縄・先島への道』／姫路城『播磨灘物語』

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●松山城『坂の上の雲』（愛媛／松山市）●宇和島城『花神』（愛媛／宇和島市）●首里城
『街道をゆく　沖縄・先島への道』（沖縄／那覇市）●姫路城『播磨灘物語』（兵庫／姫路
市）

●

ZD0498 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　４上田城『関が原』／高取城『庄兵衛稲荷』『おお、大砲』
洲本城『街道をゆく明石海峡と淡路みち』／丸亀城

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●上田城『関が原』（長野／上田市）●高取城『庄兵衛稲荷』『おお、大砲』（奈良／高取
町）●洲本城『街道をゆく　明石海峡と淡路みち』（兵庫／洲本市）●丸亀城『竜馬がゆく』
（香川／丸亀市）

●

ZD0499 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　５岡崎城『覇王の家』／岐阜城『国盗り物語』
島根城『街道をゆく島原・天草の諸道』／松前城『菜の花の沖』

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●岡崎城『覇王の家』（愛知／岡崎市）●岐阜城『国盗り物語』（岐阜／岐阜市）
●島原城『街道をゆく　島原・天草の諸道』（長崎／島原市）●松前城『菜の花の沖』（北
海道／松前町）

●

ZD0500 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　６仙台城『馬上少年過ぐ』／長浜城『新史　太閤記』
郡山城『街道をゆく芸備の道』／中津城『播磨灘物語』

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●仙台城『馬上少年過ぐ』（宮城／仙台市）●長浜城『新史　太閤記』（滋賀／長浜市）●
郡山城『かいどうをゆく芸備の道』（広島／安芸高田市）●中津城『播磨灘物語』（大分／
中津市）

●

ZD0501 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　７清洲城『国盗り物語』／浜松城『覇王の家』
丸岡城『街道をゆく　越前の諸道』／佐賀城『歳月』

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●清洲城『国盗り物語』（愛知／清須市）●浜松城『覇王の家』（静岡／浜松市）●丸岡城
『街道をゆく　越前の諸道』（福井／坂井市）●佐賀城『歳月』『アームストロング砲』（佐賀
／佐賀市）

●

ZD0502 H22年度
司馬遼太郎と城を歩く　８五稜郭『燃えよ剣』／平戸城『韃靼疾風録』
会津若松城『王城の護衛者』／江戸城『箱根の坂』『最期の将軍

60 「司馬遼太郎と城を歩く」制作委員会（株式会社エッグボックス／株式会社ヤマシナ／財団法人ＮＨＫ学術・教養
●五稜郭『燃えよ剣』（北海道／函館市）●平戸城『韃靼疾風録』（長崎／平戸市）●会津
若松城『王城の護衛者』（福島／会津若松市）●江戸城『箱根の坂』『最期の将軍－徳川
慶喜－』（東京／千代田区）

●

ZD0503 H22年度 ポケモンｄｅイングリッシュ！　１あいさつ 38 小学館・小学館プロダクション・Ｔｈｅ　Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ・メディアファクトリー外国語・国際理解

子どもたちが大好きなアニメ「ポケモン」と一緒に、「生きた」英語発音を身につけられる教
材ＤＶＤ。収録内容はすべてアメリカで編集・放送されたもので、ネイティブ＆ナチュラルス
ピードの英語に慣れ親しむことができる。●あいさつ　特典映像１：１話英語版アニメフル
ストーリーを収録（「ポケモン　きみにきめた！」）　特典映像２：２曲ポケモン・カラオケを収
録（「ＹＯＵ＆ＭＥ＆ＰＯＫＥＭＯＮ」、「ＰＩＫＡＣＨＵ」）

● ● ●

ZD0504 H22年度 ポケモンｄｅイングリッシュ！　２かず・いろ 37 小学館・小学館プロダクション・Ｔｈｅ　Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ・メディアファクトリー外国語・国際理解

子どもたちが大好きなアニメ「ポケモン」と一緒に、「生きた」英語発音を身につけられる教
材ＤＶＤ。収録内容はすべてアメリカで編集・放送されたもので、ネイティブ＆ナチュラルス
ピードの英語に慣れ親しむことができる。●かず・いろ　特典映像１：１話英語版アニメフ
ルストーリーを収録（「トゲピーはだれのもの？」）　特典映像２：２曲ポケモン・カラオケを
収録（「ＳＯＮＧ　ＯＦ　ＪＩＧＧＬＬＹＰＵＦＦ」、ほか）

● ● ●
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ZD0505 H22年度 ポケモンｄｅイングリッシュ！　３のりもの　たべもの 39 小学館・小学館プロダクション・Ｔｈｅ　Ｐｏｋｅｍｏｎ　Ｃｏｍｐａｎｙ・メディアファクトリー外国語・国際理解

子どもたちが大好きなアニメ「ポケモン」と一緒に、「生きた」英語発音を身につけられる教
材ＤＶＤ。収録内容はすべてアメリカで編集・放送されたもので、ネイティブ＆ナチュラルス
ピードの英語に慣れ親しむことができる。●のりもの　たべもの　特典映像１：１話英語版
アニメフルストーリーを収録（「かえってきたマサラタウン」）　特典映像２：２曲ポケモン・カ
ラオケを収録（「ＡＬＬ　ＷＥ　ＷＡＮＮＡ　ＤＯ」、ほか）

● ● ●

ZD0506 H22年度
名作アニメーション・シリーズ　トーベ・ヤンソンのムーミン楽しいムーミン一家　１話
ムーミン谷の春

25 テレビ東京／テレスクリーン 一般映画・アニメ

ムーミン谷の住人は冬の間は眠って過ごします。春が来て、ムーミン谷の住民が目覚め
ました。南を旅していたスナフキンも帰ってきたようです。さっそく、ムーミンはスナフキンと
スニフをさそって山に登りました。山でムーミンパパの帽子に似た帽子を見つけ、家に持
ち帰りました。しかし、その帽子はとても不思議な帽子だったのです・・・。

● ● ●

ZD0507 H22年度 日本のおばけ話シリーズきもだめしのばん 15 北星株式会社 一般映画・アニメ
ある冬も近い夜のことです。村の若者たちが茂吉の家に集まってわら仕事をしていまし
た。わらでぞうりやわらぐつを作るのです。ただ仕事をしているだけでは退屈になってきた
ので弥助が面白いことを思いつきました。・・・

● ● ●

ZD0508 H22年度 日本のおばけ話シリーズのっぺらぼう 15 北星株式会社 一般映画・アニメ
大工の正八は、町はずれのお寺の修理をしていました。ついつい仕事に夢中になってし
まい、もう日も暮れそうです。仕事をおえて縁側でお茶をいただくと、おしょうさんが妙なこ
とを言いだしました。・・・

● ● ●

ZD0509 H22年度 日本のおばけ話シリーズ百目のあずきとぎ 15 北星株式会社 一般映画・アニメ
むかしむかし、電気の明かりもない昔のことです。旅人がひとりで山を越えるのは、それ
は心細いものでした。夜になれば何が出てくるかわかりません。・・・

● ● ●

ZD0510 H22年度 日本のおばけ話シリーズ絵からとびだしたねこ 15 北星株式会社 一般映画・アニメ
むかし、あるお寺に、らくがき好きの小坊主さんがいました。小坊主さんは何よりも、ねこ
の絵を描くのが大好きで、そうじをしていても、勉強をしていても、ついついねこの絵を描
いてしまいます。・・・

● ● ●

ZD0511 H21年度 平成２１年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座４青森県に考古学を学んで 54 青森県総合社会教育センター 学術・教養
「登呂遺跡」にはじまり、本州最北青森において「大森勝山遺跡」、「垂れ柳遺跡」、「三内
丸山遺跡」と重要な発掘調査に携わった村越氏。青森県の「考古学」の歴史と共に歩ん
できた氏の歴史について語ります。

●

ZD0512 H21年度
平成２０年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座１５５年前の青森のバレエそし
て今、未来への夢

64 青森県総合社会教育センター 学術・教養
青森のバレエの歴史と天内氏のバレエ人生。そして、海外公演やバレエ教室を通じて得
た人生観や教育観について、三村三千代氏と対談しながらお話しいただきました。

●

ZD0513 H22年度
平成１９年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座１津軽民謡を歌い続けて響け
ジョッパリ節

49 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
ライブハウス「山唄」で津軽民謡を歌い続けている福士りつさんの津軽民謡に対する熱い
思いや、夫である山田千里氏との思い出等三村三千代氏が福士りつさんの素顔に迫りま
す。

●

ZD0514 H21年度
平成１９年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座２私の見た青森県文化風土と
まちづくり

62 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
弘前大学教育学部、青森大学教授を歴任、町村合併促進にかかわり地域社会づくりを推
進した石﨑氏が、青森に対する熱い想いを語ります。

●

ZD0515 H21年度
平成１９年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座３りんごは地球を救う地球の温
暖化にストップを

44 青森県総合社会教育センター 学術・教養
ニューヨークで活躍されている山口氏のりんごに対する想いや、地球温暖化防止のため
に、砂漠に木を植える活動について語ります。

●

ZD0516 H21年度
平成１９年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座４坂道の歩みＴｏｄａｙ　ｉｓ　Ｂｅａ
ｕｔｉｆｕｌ　Ｄａｙ

73 青森県総合社会教育センター 学術・教養
青森銀行取締役頭取、青森商工会議所会頭を歴任した講師が、これまでの人生を振り返
り、人生をいかに生きるかを自分の歩んできた道のりをもとに熱く語ります。

●

ZD0517 H22年度 空海 168 東映株式会社　東映ビデオ株式会社一般映画・アニメ

宝亀五年、讃岐に生まれた佐伯真魚（まお）（北大路欣也）は、英才と期待され勤勉家で
あったが、大学での勉学に飽き足らず、山野での過酷な修行に身を投じ、やがて密教に
開眼する。正式に僧となった彼は名を空海と改め、遣唐留学生として唐へ渡った。・・・
監督：佐藤純彌

●

ZD0518 H22年度 おじゃる丸第６シリーズ・・・１おじゃるの毎日 62 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①時間にうるさいおじゃる丸②アカネとふたりきり③電ボが恋すると④カズマとちくわとお
じゃる丸⑤おじゃずきん⑥貧テント⑦月光町ちっちゃいちっちゃいものくらぶ⑧だれのお願
い？

● ● ●
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ZD0519 H22年度 おじゃる丸第６シリーズ・・・２おじゃるとゆかいななかまたち 62 ＮＨＫエンタープライズ２１ 一般映画・アニメ
①１０１匹の電ボ②月光湯③フワリン坊④かなえ　たまえ⑤イングリッシュ⑥マドをふく⑦
キスケの恋⑧またハマる

● ● ●

ZD0520 H22年度 奥様は魔女 77 株式会社ワールドピクチャー／株式会社高砂商事一般映画・アニメ
キャスト：フレドリック・マーチ、ヴェロニカ・レイク、スーザン・ヘイワード、ロバート・ベンチ
リー、セシル・ケラウェイ　監督・製作：ルネ・クレール　原作：ソーン・スミス　日本語・原語
対応版

●

ZD0521 H22年度 椿姫 108 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：グレタ・ガルボ、ロバート・テイラー、ライオネル・バリモア　監督：ジョージ・キュー
カー　原作：アレクサンドル・デュマ・フィス。日本語吹替え版

●

ZD0522 H22年度 わが谷は緑なりき 118 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：ウォルター・ピジョン、モーリン・オハラ、ドナルド・クリスプ　監督：ジョン・フォード
原作：リチャードレウェリン　日本語吹替え版

●

ZD0523 H22年度 黄昏 112 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：ローレンス・オリヴィエ、ジェニファー・ジョーンズ、ミリアム・ホプキンス　監督・製
作：ウィリアム・ワイラー　原作：セオドア・ドライザー　日本語吹替え版

●

ZD0525 H22年度 桑港 115 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
キャスト：クラーク・ゲーブル、ジャネット・マクドナルド、スペンサー・トレイシー　監督：Ｗ・
Ｓ・ヴァン・ダイク二世　原作：ロバート・Ｅ・ホプキン　日本語吹替え版

●

ZD0526 H22年度 三十四丁目の奇跡 96 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：モーリン・オハラ、ジョン・ペイン、エドモンド・グウェン　監督：ジョージ・シートン
原作：ヴァレンタイン・デイヴィース　日本語吹替え版

●

ZD0527 H22年度 アラバマ物語 129 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：グレゴリー・ペック、メアリー・バーダム、フィリップ・アルフォード　監督：ロバート・
マリガン　原作：ネル・ハーバー・リー　日本語吹替え版

●

ZD0528 H22年度 陽のあたる場所 122 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
キャスト：モンゴメリー・クリフト、エリザベス・テイラー、シェリー・ウィンタース　監督・製作：
ジョージ・スティーヴンス　原作：セオドア・ドライザー　日本語吹替え版

●

ZD0529 H22年度 雨の朝巴里に死す 115 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：エリザベス・テイラー、ヴァン・ジョンソン、ウォルター・ピジョン　監督・脚色：リ
チャード・ブルックス　原作：Ｆ・スコット・フィッツジェラルド　日本語吹替え版

●

ZD0530 H22年度 ゾラの生涯 116 株式会社マックスター 一般映画・アニメ

１８９４年フランスで起きたドレフュス事件に対して軍部を弾劾した、文豪エミール・ゾラの
生涯を描いた伝記映画。キャスト：ポール・ムニ、ジョゼフ・シルドクラウト、ゲイル・ソン
ダーガード　監督：ウィリアム・ディターレ　原案：ハインツ・ヘラルド、ゲザ・ヘルツェグ　日
本語吹替え版

●

ZD0531 H22年度 地上最大のショウ 152 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：ベティ・ハットン、コーネル・ワイルド、チャールトン・ヘストン　監督・製作：セシ
ル・Ｂ・デミル　原作：フレドリック・Ｍ・フランク、シオドア・セント・ジョン、フランク・キャ
ヴェット　日本語吹替え版

●

ZD0532 H22年度 栄光何するものぞ 111 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
キャスト：ジェームズ・キャグニー、コリンヌ・カルヴェ、ダン・デイリー　監督：ジョン・フォー
ド　原作：マックスウェル・アンダーソン、ローレンス・ストーリングス　日本語吹替え版

●

ZD0533 H22年度 硫黄島の砂 110 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：ジョン・ウェイン、ジョン・エイガー、アデール・メイラ　監督：アラン・ドワン　アソシ
エイト・プロデューサー：エドモンド・グレインジャー　原作：ハリー・ブラウン　日本語吹替え
版

●
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ZD0534 H22年度 郵便配達は二度ベルを鳴らす 113 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：ジョン・ガーフィールド、ラナ・ターナー、セシル・ケラウェイ、ヒューム・クローニン
監督：テイ・ガーネット　原作：ジェームズ・Ｍ・ケイン　日本語吹替え版

●

ZD0535 H22年度 ブロードウェイ・メロディー 100 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：アニタ・ペイジ、ベッシー・ラブ、チャールズ・キング　監督：ハリー・ボーモン　原
作：エドモンド・グールディング　日本語吹替え版

●

ZD0536 H22年度 真昼の決闘 84 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
キャスト：ゲイリー・クーパー、トーマス・ミッチェル、ロイド・ブリッジス　監督：フレッド・ジン
ネマン　原作：ジョン・Ｗ・カニンガム　日本語吹替え版

●

ZD0537 H22年度 紳士協定 118 有限会社マックスター 一般映画・アニメ
反ユダヤ主義に対して果敢な挑戦を行なったジャーナリストの姿を通し、アメリカ社会の
恥部を描くローラ・Ｚ・ホブスンの同名小説が原作。キャスト：グレゴリー・ペック、ドロシー・
マクガイア、ジョン・ガーフィールド　監督：エリア・カザン　日本語吹替え版

●

ZD0538 H22年度 ジャンヌ・ダーク 145 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
マックスウェル・アンダーソンの舞台劇「ロレーンのジョーン」を映画化したものである。
キャスト：イングリッド・バーグマン、ホセ・フェラー、ワード・ボンド監督：ヴィクター・フレミン
グ　日本語吹替え版

●

ZD0539 H22年度 山河遥かなり 105 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
スイス、チューリッヒのプレゼンス・フィルムがＭＧＭに提供した作品である。キャスト：モン
ゴメリー・クリフト、イワン・ヤンドル、アリーン・マクマホン　監督：フレッド・ジンネマン　脚
本：リヒアルト・シュヴァイツア　日本語吹替え版

●

ZD0540 H22年度 なかよしおばけ　２おばけの地下室たんけん 42 ＴＶ‐Ｌｏｏｎｌａｎｄ 一般映画・アニメ
①おばけの地下室たんけん②いなくなったワンちゃん③おばけのミステリー④おばけの
ハロウィン⑤おばけと雪の日の朝⑥おばけの子ガモ騒動

● ●

ZD0543 H22年度 日本一のホラ吹き男 93 東宝株式会社 一般映画・アニメ

オリンピックの陸上競技選手候補の初等（はじめひとし＝植木等）は思わぬケガで出場を
断念。郷里で淋しく療養中、ひょんな事から『大ボラを吹いて一介の浪人から刀一本で一
万石の大名に三段出世・・・』という先祖の伝記を発見。等は“これが男の生きる道”とば
かりに「増益電機」に入社。さっそく先祖伝来の大ボラを吹きまくり、ホップ・ステップ・ジャ
ンプの大出世を目論むが・・・！？

●

ZD0544 H22年度 めし 97 東宝株式会社 一般映画・アニメ
周囲の反対を押し切って結婚したものの、今は倦怠な雰囲気が否めない夫婦（原節子、
上原謙）。その家に奔放な姪が転がり込み、二人の間にささやかな波紋を投げかける。林
芙美子の未完に終わった絶筆の映画化。監督：成瀬巳喜男

●

ZD0545 H22年度 放浪記 124 東宝株式会社 一般映画・アニメ
行商人の娘として生まれたヒロイン・ふみ子（高峰秀子）が、貧困にあえぐなかでカフェの
女給などをしながら詩作に励み、やがて文壇で脚光を浴びるまでを描く。監督：成瀬巳喜
男

●

ZD0546 H22年度 夢千代日記 129 東映株式会社 東映ビデオ株式会社一般映画・アニメ

あと半年の命－雪深い山陰の温泉町、湯の里で、数人の芸者を抱えた置屋“はる家”を
営む夢千代（吉永小百合）は、長年、原爆症に苦しんでいた。その夢千代が、白血病と診
断を受けて、失意のうちに病院からの帰途、列車で出会った一人の男。暗い影を宿した
旅役者・宗方（北大路欣也）は、刑事に追われる身。・・・　監督：浦山桐郎

●

ZD0547 H22年度 １リットルの涙 98 東映株式会社　東映ビデオ株式会社一般映画・アニメ

主人公、木藤亜也（大西亜恵）を襲った病魔『脊椎小脳変性症』。病院で、担当医師に不
治の病であると衝撃的な事実を告げられ、母・潮香（かとうかずこ）は、自分に出来る事は
すべてしてあげようと堅い決意をする。県立高校に合格した亜也は、病状の進んだ高校
生活のつらさや悩みを日記に本音で書き綴っていく。・・・

●

ZD0548 H22年度 きけ、わだつみの声 130 東映株式会社　東映ビデオ株式会社一般映画・アニメ

１９４３年１０月２１日、神宮外苑の学徒出陣式。ラガーマンの鶴谷勇介、勝村寛、相原
守、芥川雄三もその中にいた。「生きて再び此処でラグビーをやりたい・・・」だが、その想
いを口にする者はいなかった。物語の舞台はやがて、フィリピン・リンガエン湾の悲惨な戦
場＜フィリピン戦線＞と、太平洋戦争下の日本＜本土・沖縄戦線＞へ。グランドではない
戦場に立つ彼らは、戦いの中で生死を見つめ、胸の内を語ることなく散っていく。

●

ZD0549 H22年度 第１話　からすのパンヤさん　第２話　どろぼうがっこう 40 東映株式会社　東映ビデオ株式会社一般映画・アニメ

第１話：いずみが森のからすのパン屋さん。とんかちパンに、かえるパン、バナナパンに
きょうりゅうパン、おもしろくてすてきなパンをどっさり焼いてきました。するとそのパンは町
中の子どもに大評判！大人たちも何事かとかけだして、パン屋さんの店の前は大騒ぎに
なってしまいます・・・！　第２話：山また山の村はずれにある、どろぼう学校。毎晩夜ふけ
から夜があけるまで、一生懸命頑張って、早く一番悪いどろぼうになるように…

●
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ZD0550 H22年度 草を刈る娘 87 日活株式会社 一般映画・アニメ

東北、青森県にある岩木山のふもとに広がる草原では、秋になると草刈りの季節が訪れ
る。冬に備えて、馬の飼料を確保するための作業だが、老人たちの楽しみは、若い男女
の出会いの場をつくること。吉永小百合、浜田光夫、望月優子、清川虹子　原作：石坂洋
次郎　監督：西川克巳

●

ZD0551 H22年度 働くということフリーターについて考える 28 ＮＨＫエンタープライズ 産業・技術

●「フリーター」とは？●役者を目指す　～若林泰介さんの例●自分を変えたい　～平沢
麻実子さんの例●ミュージシャンを目指す　～宇賀神悟さん、八田浩一さんの例●働くた
めの技術・知識を身につける　～松本智子さんの例●就職活動の厳しさ①　～佐々木豪
さんの例●就職活動の厳しさ②　～中村比呂史さんの例●正社員とフリーターのちがい

●

ZD0552 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第１期　保育士 24 ＮＨＫ 産業・技術

［私は子育てのパートナー］「女子高校生のなりたい職業」第１位の「保育士」。主な志望
理由は「子供が好き。楽しそう」。保育士の仕事は、“子供を預かる”という重い責任のも
と、毎日朝から夕方まで子供たちと格闘し、知力体力を使う過酷な労働です。その分、子
供の成長をダイレクトに感じられるやりがいのある仕事でもあります。子供が好きなだけ
では務まらないけれども、子供が好きでないと務まらない保育士の仕事に迫ります。

● ●

ZD0553 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第１期　声優 68 ＮＨＫ 産業・技術

［この声でチャンスをつかみたい］さまざまな声を奏でるプロ、声優、若者に人気の仕事で
すが、ひとつの役をめぐって大勢が競い合う激しい世界です。今回の主人公は、専門学
校を卒業後、競争率１０倍という声優プロダクションのオーディションに合格し、２年契約
の“ジュニア”として登録されている新人声優。仕事が入らなければ収入ゼロという中で、
アルバイトもしないと生計がたてられない日々です。…（２００５年６月６日放送）

● ●

ZD0554 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第２期　美容師 24 ＮＨＫ 産業・技術

［“あなたらしさ”を美しくしたい］　美容師はヘアカットだけでなく、着付けやメイク、ネイル
ケアなどトータルに美を作り出す仕事です。カットの前にお客様とじっくり話し合う中から、
さまざまな希望を聞き出し、どんなカットがよいのかを提案していくことが、美容師にとって
は大切なことです。どうしたらお客さまの微妙な気持ちを探り、その想いをヘアスタイルと
して提案できるのか・・・。（２００４年４月５日放送）

● ●

ZD0555 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第１期　プログラマー 24 ＮＨＫ 産業・技術

［誰でも使えるシステムを作れ］「男子高校生のなりたい職業」第３位の「プログラマー」。
アルファベットや記号の組み合わせによるプログラミング言語を駆使して、コンピュータに
指示を与えていくのがプログラマーの仕事。論理的に言語を積み重ねていく作業が必要
とされます。番組の主人公は働き始めて４年目のプログラマー。“誰もが簡単に使えるシ
ステム”を目指すプログラマーの姿に迫ります。（２００４年１月１８日放送）

● ●

ZD0556 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第２期　パティシエ 24 ＮＨＫ 産業・技術

［ケーキの向こうに笑顔がみたい］パティシエの手から生み出される、甘いお菓子。しか
し、現実の仕事は甘くない。１日中立ちっぱなし、重い材料を運ぶ重労働、やけどだらけ
の手。今回の主人公は、小学生の頃からの夢を実現しケーキ店に就職し、この春から
ケーキの生地を作る「仕込み」と呼ばれる作業を任されたばかり。「いつかはお客さまの
喜ぶ笑顔をみたい」と朝から晩まで材料と格闘する仕事を通しパティシエの仕事に迫りま
す。

● ●

ZD0557 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第３期　薬剤師 24 ＮＨＫ 産業・技術

［心にも効く薬を届けたい］この１０年間で４０％も増えた薬剤師。町の調剤薬局やドラッグ
ストアの増加にともない、その専門知識が求められています。そんな中、病院では薬剤師
が、医師の処方せんに基づき薬を「調剤」するだけでなく、専門知識を生かし、病棟で直
接、医療に関わるようになってきました。横浜市の病院に勤める主人公は、薬剤師歴５
年。２年前から、病棟に常駐し、医師や看護師たちとともにチーム医療の一員として…

● ●

ZD0558 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第３期　介護職員 24 ＮＨＫ 産業・技術

［お年寄りの力を引き出したい］介護職員は、老人ホームなどで、お年寄りの身の回りの
世話をする仕事です。特別養護老人ホームの場合、介護は２４時間態勢。職員は、毎
日、起床・着替えの介助に始まり、食事、おむつ交換、入浴・・・と、分刻みのスケジュール
で働いています。主人公は、東京の特別養護老人ホームで、お年寄りのケアにあたって
いる５年目の介護職員。主人公の姿を通じて、「介護職員」の奥深い面白さに迫ります。

● ●

ZD0559 H22年度 あしたをつかめ　平成若者仕事図鑑第２期　市役所職員 24 ＮＨＫ 産業・技術

［“おいしい”街に来ませんか？］市民の生活を支える市役所職員。誰もが住みたい・行き
たい街にするために、どこの自治体も日々創意工夫を凝らしています。その一つが“コ
ロッケの街”として売り出し、街全体に活気を取り戻す観光戦略。個性的なコロッケを売る
市内の肉屋やスーパーと連携して新たな試みへの一歩を始めています。我が街の特色
を探し、育て、キラリと光る街づくりを目指す、若手市役所職員の奮闘を紹介します。

● ●

ZD0560 H22年度 身体機能の向上をはかる介護予防体操シリーズ第１巻　体操で元気に！！解説編 19 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

第１部　高齢者に転倒が多い理由　①転倒がもたらす身体的影響②転倒の場所と原因・
危険因子③転倒を防ぐための心得等、転倒予防のポイントを解説　第２部　尿失禁がも
たらす影響　身体的影響・心理的影響・社会的影響尿失禁（腹圧性尿失禁）の原因と対
策を具体的に解説し、日常生活を積極的に前向きに過ごす生活スタイルを考える。

●

ZD0561 H22年度
身体機能の向上をはかる介護予防体操シリーズ第２巻　らくらく座ってできる転倒予防
体操体操編

19 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

体力が低下している方・長時間の体位が不自由な方のためのイスに座って行う体操で
す。●イスに座っての準備体操【指の曲げ伸ばし／腕の内転と外転／肘の上げ・下げ
他】●イスを使っての筋力アップ体操【爪先・踵の上げ下げ／片足上げ・膝伸ばし／片足
体重掛け　他】●ゴムバンドを使って行う筋力アップ体操【水平開き・閉じ／腰伸ばし／膝
の開閉／片足上げ・胸寄せ　他】●整理体操【足踏み／深呼吸】

●

ZD0562 H22年度
身体機能の向上をはかる介護予防体操シリーズ第３巻　いきいき転倒予防体操体操
編

24 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

お元気な高齢者が、ますますお達者に、いきいきと毎日を過ごしていただくための体操で
す。●準備体操【指の曲げ伸ばし／腕の内転と外転／膝曲げ・上体回し　他】●筋力アッ
プ体操【踵の上げ下げ・膝曲げ伸ばし／片足体重掛け／上体起こし　他】●バランス能力
の改善【タンデムスタンス／閉じ／左右の重心移動／体重移動歩行　他】●整理体操【膝
回し／腰回し／深呼吸】

●

ZD0563 H22年度
身体機能の向上をはかる介護予防体操シリーズ第４巻　うきうき尿失禁・改善体操体
操編

23 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

この体操を続けた人の半数以上が、お漏らしが完治しています。体操をやって元気に外
へ出かけてみませんか?●準備体操【足踏み／腕の前後振り／腕回し／肘の上げ・下げ
他】●イスに座って行う骨盤底筋の強化を補助する筋力アップ体操【●仰向けで行う骨盤
底筋の強化を補助する筋力アップ体操●立って行う骨盤底筋の強化を補助する筋力アッ
プ体操●ボールを使う補助体操●整理体操

●
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ZD0564 H22年度 ボクらの島をドキュメント！ 40 株式会社　中国放送 生活・道徳・特活

広島県尾道市の百島は瀬戸内海に浮かぶ、周囲１０ｋｍの小さな島。若者の多くはこの
島を離れ、島民の多くはお年寄りばかり。子どもたちの数も減りつづけ、小学校と中学校
と幼稚園がひとつに併合されました。そんな小さな学校で、小中合同での総合学習の一
環としてビデオドキュメンタリーをつくることになりました。…　特典映像①プロが教える！
ビデオづくり＜基本編＞②プロが教える！ビデオづくり＜応用編＞

● ● ● ●

ZD0565 H22年度 新野鳥図鑑　１狩をする鳥／森や渓流の鳥 64 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

オジロワシやオオタカ、シマフクロウなど力強くスピード感に溢れる猛禽類。そして、カワセ
ミやキセキレイ、カッコウやアカゲラなど、美しい森や渓流に生息する様々な鳥たち－　日
本で見ることができる、９０種の野鳥を収録。生態の紹介はもちろん、「科別」、「季節別」、
「サイズ別」などでも本編を再生できる機能付き。まさに“動く野鳥図鑑”決定版です。

● ● ● ● ●

ZD0566 H22年度 新野鳥図鑑　２美しくさえずる鳥／草原や里山の鳥 64 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

オオルリやキビタキ、ノゴマなど、美しい鳴き声を持つ鳥たち。そして、エナガやシジュウカ
ラ、メジロなど、私たちの身近に暮らしている鳥たち－　日本で見ることができる、１０４種
の野鳥を収録。生態の紹介はもちろん、「科別」、「季節別」、「サイズ別」などでも本編を
再生できる機能付き。まさに“動く野鳥図鑑”決定版です

● ● ● ● ●

ZD0567 H22年度 新野鳥図鑑　３池や湖の水鳥／海に舞う鳥 62 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

オオハクチョウやマガン、キンクロハジロなど、池や湖に渡ってくる多くの鳥たち。そして、
ウミガラスやエトピリカ、アホウドリなど、海や島の岩礁などに生息する鳥たち－　日本で
見ることができる、９３種の野鳥を収録。生態の紹介はもちろん、「科別」、「季節別」、「サ
イズ別」などでも本編を再生できる機能付き。まさに“動く野鳥図鑑”決定版です。

● ● ● ● ●

ZD0568 H22年度 新野鳥図鑑　４水辺に棲む鳥／渚に棲む鳥 61 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

アマサギやタンチョウ、バンなど、個性的で華麗な姿をもつ水辺の鳥たち。そしてミヤコド
リやコチドリ、チュウシャクシギなど、世界を舞台に北から南、南から北へと行き来する渚
の鳥たちなど－　日本で見ることができる、９２種の野鳥を収録。生態の紹介はもちろん、
「科別」、「季節別」、「サイズ別」などでも本編を再生できる機能付き。まさに“動く野鳥図
鑑”決定版です。

● ● ● ● ●

ZD0569 H22年度 青森県の山青森県の山　岩木山－成り立ちと祈り－岩木山－成り立ちと祈り－ 20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
古くから信仰の対象として広く親しまれ、敬われてきた青森県の最高峰「岩木山」につい
て、その成り立ち、登山ルート、「お山参詣」等を通した人と山との関わりなどを紹介する。

●

ZD0570 H22年度
青森県の山青森県の山　津軽半島と青森市近郊の山々津軽半島と青森市近郊の
山々

20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
三方を海に囲まれ展望に優れた津軽半島の山々や、青森市民を中心に里山的存在とし
て親しまれている青森市近郊の山々を紹介する。

●

ZD0571 H22年度 平成２２年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座書と人生 62 青森県総合社会教育センター 学術・教養
書家吉澤秀香氏の生い立ちから始まり、修行時代や両親への思い、今後の目標につい
て語った対談（ナビゲーター三村三千代氏）です。吉澤秀香氏による書の実演も収録して
います。

●

ZD0572 H22年度 ありすの音楽室 91 青森県総合社会教育センター 趣味・芸術
平成２２年４月２４日に青森県総合社会教育センターで開催された、ボランティアによるコ
ンサート「ありすの音楽室」の模様を収録しています。

●

ZD0573 H22年度 二双子だげぐら舞 46 黒石市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
黒石市二双子地区で毎年８月２日に行われている伝統芸能「二双子だげぐら舞」の模様
を紹介。

● ● ● ●

ZD0574 H22年度 チャレンジ！ゴムとびまりつき～伝えたい日本のあそび～ 33 青森県子ども地域活動推進協議会スポーツ・健康
「ゴム跳び」「まりつき」の遊び方を紹介。「ゴム跳び」「まりつき」を通してみんなと仲良くす
ることを学び、運動能力や体力を高めましょう。

● ● ●

ZD0575 H22年度 青森ねぶた着付け・はねとマニュアル 15 青森市・青森商工会議所他／株式会社あるてす青森の歴史・伝統・くらし だれでもすぐ覚えられる青森ねぶたの標準的な着付けと、正しい跳ね方を紹介する。 ●

ZD0576 H22年度 むかしっこ青森県の昔っこ　第１集ひとり立ち 60 青森県教育委員会・青森放送株式会社青森の歴史・伝統・くらし
ひとり立ちをテーマに、青森県の昔ばなし８作品（天にかえったおよめさん、しっぽ釣り、う
しかだやまうば、かにのおんがえし、こぞっこまだだが、はけもの寺、キンキラキンのキ
ン、むすめのなみだ）を収録。

● ●

ZD0577 H22年度 むかしっこ青森県の昔っこ　第２集ふれあい 60 青森県教育委員会・青森放送株式会社青森の歴史・伝統・くらし
ふれあいをテーマに、青森県の昔ばなし８作品（しがまの嫁っこ、うりこひめとあまんじゃ
く、あなほり長兵衛、うばすて山、つるのおんがえし、だんごがべごになってべごがだんご
になった話、おぼさりてタンコロリン、月へいったうさぎ）を収録。

● ●
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ZD0578 H22年度 むかしっこ青森県の昔っこ　第３集ともに生きる 60 青森県教育委員会・青森放送株式会社青森の歴史・伝統・くらし
ともに生きるをテーマに、青森県の昔ばなし８作品（なんげぇはなしっこ、地獄からもどさ
れた男たち、なにがおっかねえ、ねずみの一番のり、かぶ穴の酒、ジェンコがモッケになっ
たはなし、へっぴりよめっこ、さんこぎつね）を収録。

● ●

ZD0579 H22年度 わがふるさとふるさとの詩　八甲田の自然 26 青森県教育委員会・青森市視聴覚ライブラリー青森の歴史・伝統・くらし
八甲田山を彩る植物や湿原の様子を中心に、その自然の美しさを中学生の詩とナレー
ションで綴る。

● ● ● ●

ZD0580 H22年度 わがふるさとぼくは青函連絡船 26 青森県教育委員会・東郡視聴覚ライブラリー青森の歴史・伝統・くらし
本州と北海道を結んできた青函連絡船の歴史と、２人の小学生の乗船レポートで構成す
る作品。

● ● ● ●

ZD0581 H22年度 わがふるさと最北の須恵器前田野目古窯跡群が語る謎 15 青森県総合社会教育センター・ＲＡＢ開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
日本で盛んに作られ、現在の陶器のルーツといわれる古代の焼物・須恵器。前田野目地
区で発掘された古窯跡の復元の様子や、歴史から忽然と姿を消し、今でも数々の謎を残
す須恵器を紹介する。

●

ZD0582 H22年度 津軽と南部～祭り編～ 17 青森県総合社会教育センター・ＲＡＢ開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
津軽と南部、同一県内に２つの文化圏が存在する青森県。今回は”祭り”という観点か
ら、津軽らしさ、南部らしさを紹介する。

● ● ●

ZD0583 H22年度 津軽と南部～風土編～ 14 青森県総合社会教育センター・ＲＡＢ開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
津軽と南部、同一県内に２つの文化圏が存在する青森県。今回は、”気候・風土”をテー
マにし、身近な生活様式等の違いを紹介する。

● ● ●

ZD0584 H22年度 わがふるさと青森県の鉄道 16 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
明治２４年の青森～上野間開通から始まる鉄道交通の歴史をたどりながら、鉄道建設の
様子や交通機関としての役割の変化、そして、鉄道の魅力や未来について考える。

● ● ● ●

ZD0585 H22年度 わがふるさと津軽の伝統農具～農業機械化の中で息づく農具～ 18 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
機械化が進む中で、今も使われている昔ながらの農具。津軽地方独特の農具の製造方
法や使い方を紹介したり、県内他地域や他県の農具と比較したりしながら、農具や農業
の変遷などについて考える。

● ● ● ●

ZD0586 H22年度 わがふるさと戸のつく村や町 30 青森県教育委員会・八戸市視聴覚ライブラリー青森の歴史・伝統・くらし
本県南東部から岩手県北部に点在する「戸」のつく村や町を訪ね、地名の由来や町村の
移り変わりを紹介する。

● ● ● ●

ZD0587 H22年度 特別企画詩画集十六歳の内面 16 青森県総合社会教育センター 趣味・芸術
詩画集「十六歳の内面」（作者斉藤新吾）は、東奥日報主催「青森詩祭」高校の部第１位
となった作品を中心に、三浦弘子の絵とともに出版された。この作品を若山たか子の朗
読で描く。

● ●

ZD0588 H22年度 わがふるさとはるかなる縄文 18 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
約四千年前の縄文時代に生きた女性オミが少年たちに語りかける。三内丸山遺跡をはじ
めとする様々な遺跡の発掘調査から明らかとなった、縄文時代の生活や文化を紹介す
る。

● ● ● ●

ZD0589 H22年度 わがふるさと北の大地から　七戸地方の米作り機械化以前の稲作を再現する 20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
機械化以前の稲作はどのようにして行われていたのだろうか。自然と共にあった昭和初
期の七戸地方の米作りを再現する。

● ● ●

ZD0590 H22年度 わがふるさと中世の里まちづくり 24 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
浪岡町は、自分たちの町を「中世の里」と親しみを込めて呼んでいる。北畠氏城跡から中
世の時代を紹介するとともに、浪岡町の歴史にこだわった様々な活動を描く。

● ● ●

ZD0591 H22年度 わがふるさと伝承とボランティア　東通村能舞 19 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
東通村では、老・壮・青・若と世代を越えた伝承活動に支えられ、５００年もの間、能舞が
伝えられてきた。郷土芸能の伝承活動をボランティアの視点から描く。

● ● ● ●
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ZD0592 H22年度 わがふるさと南部小絵馬秘められた庶民の祈り 21 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
七戸町には、三百数十年前から伝えられている絵馬がある。人々が祈りを託してきた絵
馬の由来や、その意味するところを検証する。

● ● ● ●

ZD0593 H22年度 わがふるさと癒しの地恐山 18 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
古くから多くの人々の信仰を集めてきた地、恐山。夏の大祭を通して下北の人々に伝えら
れてきた思い、「癒し」を考える。

●

ZD0594 H22年度 わがふるさと城下町弘前 25 青森県教育委員会・中弘南黒地方視聴覚ライブラリー青森の歴史・伝統・くらし 弘前城を中心とした城下町弘前の文化財と歴史を紹介。 ● ● ● ●

ZD0595 H22年度 わがふるさと北前船の時代 20 青森県教育委員会・株式会社青森テレビ青森の歴史・伝統・くらし
江戸時代、藩米や物資の輸送を担った北前船が、津軽及び県内の文化興隆に果たした
役割を見つめ直す。

●

ZD0596 H22年度 わがふるさと新渡戸伝と三本木原 15 青森県教育委員会・株式会社青森テレビ青森の歴史・伝統・くらし
不毛の地といわれた三本木原の開拓に取り組み、十和田市の開祖となった南部藩士新
渡戸伝の偉業を紹介する。

●

ZD0597 H22年度 わがふるさと陸奥湾のほたて貝養殖 20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
青森県を代表する産業の一つである「ほたて貝養殖」に取り組む人々の姿をほたての生
態とともに描く。

● ● ● ●

ZD0598 H22年度 あおもり探訪青森県の凧 15 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
郷土の風土に根ざした県内の４つの系統の凧を紹介する。時代による凧の使われ方の
変化や、凧あげの魅力を探る。

● ● ● ●

ZD0599 H22年度 指導者用教材新しい学力観に基づく授業の創造をめざす 25 青森県総合社会教育センター 教育方法・学習者
個の重視と自己教育力の育成をめざす剣吉小学校のメディアミックス授業への取り組み
を紹介する。

● ●

ZD0600 H22年度 わがふるさと屏風山湿原残された原生花園 19 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
津軽半島の日本海側にある本州最大規模の屏風山湿原。その湿原に咲く植物と自然環
境、湿原の基盤となる泥炭層、湿原の成り立ちなどを探り、屏風山湿原の価値を考える。

● ● ●

ZD0601 H22年度 平成２２年度あおもり県民カレッジあおもり学特別講座チェアスキーの歴史 42 青森県総合社会教育センター スポーツ・健康
日本チェアスキー協会会長の四戸龍英氏を講師に迎え、選手であり開発者として日本の
チェアスキーを世界のトップまで導いた同氏に、これまでの経緯と取組み、今後の目標に
ついて語ってもらいました。

●

ZD0602 H22年度 わがふるさとこみせのある街 15 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
身近な街並みの中にも歴史を刻んだものがたくさんある。黒石市内に今も残る「こみせ」
を紹介する。

● ● ● ●

ZD0603 H22年度 わがふるさと弥生時代の米づくり 21 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
２０００年前、稲作の世界最北限が青森県にあった。垂柳遺跡の水田跡に残された無数
の足跡が古代のロマンへ誘う。

● ● ● ●

ZD0604 H22年度 わがふるさとふるさとの木・青森ひば 26 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
近年、理想的な建築材として「青森ひば」が注目をあびている。「青森ひば」の魅力にス
ポットをあて、その植生や関連産業の様子を紹介する。

● ● ● ●

ZD0605 H22年度 わがふるさと北の誇り・亀ヶ岡文化 18 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
縄文時代晩期の華麗な亀ヶ岡文化の中心が今の青森県であった。土器や漆器などを紹
介し、亀ヶ岡文化の魅力を綴る。

● ●
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ZD0606 H22年度 あおもり探訪こけしの里・温湯 17 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
津軽系こけし発祥の地として知られる黒石温泉郷の温湯。この地のこけし工房を訪ね、こ
けしのできるまでやこけしにかける思いを聞く。

● ● ●

ZD0607 H22年度 特別企画ひばに挑む・彫刻家たちの夏 20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
平成３年６月、青森市で「木により、彫刻、青森展」が開催され、彫刻家たちによる青森ひ
ばの巨木への彫刻が始まった。作家たちの創造の輪が広がる９日間を追う。

● ●

ZD0608 H22年度 特別企画映像資料集　日本の歴史・原始編（縄文～弥生） 26 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
青森県の縄文～弥生時代の遺跡に関する貴重な映像を集めたもの。自作教材などの資
料映像として使用できる。全９０コマ。

● ●

ZD0609 H22年度 わがふるさとりんごが変わる～青森りんごの未来へ向けて～ 22 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
本県を代表する産業である「青森りんご」を取り巻く情勢や関連産業の最新技術を品種
の変遷を交えて紹介する。

● ● ●

ZD0610 H22年度 あおもり探訪伝統玩具・八幡馬 20 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
八戸市に伝わる八幡馬は、県南の代表的な民芸品である。八幡馬のただ一人の手掘り
職人である大久保直次郎氏を訪ね、八幡馬の魅力を探る。

● ● ●

ZD0611 H22年度 特別企画或るめぐらの話 19 青森県総合社会教育センター 趣味・芸術
高木恭造の津軽弁の詩「或るめぐらの話」。牧良介が演じた一人芝居を山口清治の写真
と東出雅子の朗読で綴る。

● ● ●

ZD0612 H22年度 わがふるさと幻の鳥オオセッカ 17 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし 三沢市の仏沼湿原に生息する幻の鳥といわれるオオセッカと人間との関わりを描く。 ● ● ● ●

ZD0613 H23年度 虐待防止シリーズ幼児・児童虐待－見えない虐待をしないために－ 25 東映株式会社 生活・福祉 実例３話のオムニバスドラマ。問題点と虐待を防ぐ対応法を分かりやすく紹介。 ●

ZD0614 H23年度 三遊亭楽太郎十八番集　一 61 株式会社テイチクエンタテイメント 趣味・芸術 ・藪入り　・お化け長屋 ●

ZD0615 H23年度 日本画家　平山郁夫　－私の歩んだ道－ 32 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
日本画家平山郁夫の生い立ち、作品を描き続けた思い、文化財保護への思いなどを作
品の実写、記録写真・映像、語りかけで紹介する。

● ● ● ● ●

ZD0616 H23年度 大地しんから命を守ろう 20 東京書籍 生活・福祉 小学生を対象に、地震に関する知識、避難方法等を紹介。 ● ●

ZD0617 H23年度 大地震に備える 25 東京書籍 生活・福祉 中学生を対象に、地震に関する知識、避難方法等を紹介。 ● ●

ZD0618 H23年度 虐待防止シリーズ高齢者虐待－尊厳を奪わないために－ 26 東映株式会社 生活・福祉 実例３話のオムニバスドラマ。介護の問題点と虐待防止の対応法を分かりやすく紹介。 ●

ZD0619 H23年度 虐待防止シリーズ配偶者虐待－ＤＶを許さないために－ 25 東映株式会社 生活・福祉 実例２話のオムニバスドラマ。問題点と対応法を分かりやすく紹介。 ●
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ZD0620 H23年度 三遊亭楽太郎十八番集　二 69 株式会社テイチクエンタテイメント 趣味・芸術 ・禁酒番屋　・死神 ●

ZD0621 H23年度 三遊亭楽太郎十八番集　三 71 株式会社テイチクエンタテイメント 趣味・芸術 ・明烏　・芝浜 ●

ZD0622 H23年度 シェーン 118 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
少年が立ち去る主人公のガンマンに呼びかけるラストシーンは有名。西部劇映画史上か
つてない感動を呼んだ名作。キャスト：アラン・ラッド他、監督：ジョージ・スティーヴンス、
日本語・原語対応版。

●

ZD0623 H23年度 黄色いリボン 103 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ

1949年制作のアメリカ西部劇映画。
西部劇なのに殺し合いのシーンがなく、死人が一人も出ないように仕上がっている、騎兵
隊の生活の様子を主に描いた叙事詩的映画。キャスト：ジョン・ウェイン他、監督：ジョン・
フォード、日本語・原語対応版。

●

ZD0624 H23年度 黒水仙 100 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
ルーマー・ゴッデン原作の同名小説を映画化したテクニカラー作品。英国からヒマラヤの
僻地に赴任した五人の伝道尼僧の葛藤、信仰と愛を描く。キャスト：デボラ・カー他、監
督：マイケル・パウエル、エメリック・プレスバーガー、日本語・原語対応版。

●

ZD0625 H23年度 シャレード 113 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
連続殺人をめぐってのミステリー・コメディ。ジバンシィによって提供されたヘップバーンの
衣装が話題となった。キャスト：ケーリー・グラント、オードリー・ヘップバーン他、監督：スタ
ンリー・ドーネン、日本語・原語対応版。

●

ZD0626 H23年度 望郷 94 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
フランスの植民地アルジェリアの首都アルジェの暗黒街カスバを舞台に、凶悪犯の男と都
会派の美女との熱烈な恋を描いた作品。キャスト：ジャン・ギャバン他、監督：ジュリアン・
デュヴィヴィエ、日本語・原語対応版。

●

ZD0627 H23年度 仔鹿物語 128 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
フロリダ北部の森林地帯で暮らす一家を主人公に、自然の猛威、隣家との確執を交えな
がら、ひとり息子の少年と子鹿の触れ合いを描く成長譚。キャスト：グレゴリー・ペック他、
監督：クラレンス・ブラウン、日本語・原語対応版。

●

ZD0628 H23年度 バルカン超特急 98 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
列車内で貴婦人が消えた。そして謎の事件に巻きこまれるヒロインを描いたサスペンス作
品。キャスト：マーガレット・ロックウッド他、監督：アルフレッド・ヒッチコック、日本語・原語
対応版。

●

ZD0629 H23年度 恐喝 82 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
殺人を犯してしまった女とその恋人のふたりを恐喝しようと目論む男。3人のやりとりをス
リリングに描く。キャスト：アニー・オンドラ他、監督：アルフレッド・ヒッチコック、日本語・原
語対応版。

●

ZD0630 H23年度 雨に唄えば 102 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
映画史上に輝くジーン・ケリーの傑作ミュージカル！キャスト：ジーン・ケリー、デビー・レイ
ノルズ他、監督・音楽演奏：ジーン・ケリー、スタンリー・ドーネン、日本語・原語対応版。

●

ZD0631 H23年度 グランドホテル 113 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
ベルリンにあるホテルで、一日の間に繰り広げられる色とりどりの人間模様を描く傑作群
像劇。キャスト：グレタ・ガルボ、ジョーン・クロフォード他、監督：エドモンド・グールディン
グ、日本語吹替え版。

●

ZD0632 H23年度 救命艇 96 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
原作はジョン・スタインベック。沈没した船から脱出した男女が一隻の救命艇に乗り込ん
だことから起こる密室劇を描く。キャスト：タルーラ・バンクヘッド他、監督：アルフレッド・
ヒッチコック、日本語・原語対応版。

●

ZD0633 H23年度 母べえ 133 松竹株式会社 一般映画・アニメ
名匠・山田洋次監督が常々描いてきた「家族」というテーマの集大成といえる作品。原作
は野上照代のノンフィクション小説。キャスト：吉永小百合、浅野忠信、檀れい他。

●
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ZD0634 H23年度 雪国 113 松竹株式会社 一般映画・アニメ
川端康成の長編小説であり代表作のひとつ。雪国を舞台に主人公・島村と2人の女性、
駒子・葉子の人間関係を描く。キャスト：岩下志麻他、監督：大庭秀雄。

●

ZD0635 H23年度 父ありき 94 Cosmo Contents Co.,Ltd 一般映画・アニメ
東京で学校の先生をしながら一人息子を男手一つで育てていた父親。その後離れ離れ
の生活が続き、やがて、大学を卒業した息子と再会する。キャスト：笠智衆他、監督:小津
安二郎。

●

ZD0636 H23年度 麦秋 124 Cosmo Contents Co.,Ltd 一般映画・アニメ
結婚にあまり興味のない娘と、そんな娘に早く結婚してほしいと気を揉む家族を中心にさ
りげない日常をユーモアを織り交ぜ淡々と細やかに描く感動作。キャスト：原節子、笠智
衆他、監督：小津安二郎。

●

ZD0637 H23年度 お茶漬の味 115 Cosmo Contents Co.,Ltd 一般映画・アニメ
倦怠期を迎えたこの夫婦を中心に、彼らを取り巻く人々の人間模様を描いた作品である。
キャスト：佐分利信、小暮実千代、監督：小津安二郎。

●

ZD0638 H23年度 犬と私の１０の約束 117 松竹株式会社 一般映画・アニメ
あかりが12歳のとき、子犬のソックスがやってきた。亡くなった母とかわしたあの約束を、
はたして、あかりは守れるのか…。キャスト：田中麗奈他、監督：本木克英。

●

ZD0639 H23年度 フライング・タイガー 101 有限会社アプロック 一般映画・アニメ
日中戦争を舞台に、中国国民党軍を支援した米国義勇軍「フライング・タイガース」が日
本軍相手に大活躍する物語。キャスト：ジョン・ウェイン他、監督：デヴィッド・ミラー、日本
語吹替え版。

●

ZD0640 H23年度 オール・ザ・キングスメン 109 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
政界の浄化に燃え市長選挙に出馬した男が、権力の座に着くや金権政治の亡者と化し
て堕落していくさまを、友人の新聞記者ド）の眼で捉えていく。キャスト：ブローデリック・ク
ロウフォード、監督：ロバート・ロッセン、日本語吹替え版。

●

ZD0641 H23年度 コロラド 98 株式会社ワールドピクチャー 一般映画・アニメ
南北戦争後。軍隊から除隊し、故郷に戻った二人。傷ついた友人を救おうと模索する男
の姿を描く秀作。キャスト：グレン・フォード、ウィリアム・ホールデン他、監督：ヘンリー・レ
ビン、日本語・原語対応版。

●

ZD0642 H23年度 八つ墓村 151 松竹株式会社 一般映画・アニメ
横溝正史ブームのなか、推理性と情念の絡み合いで独自性を出し、落武者の怨みを現
在の秘境へ伝える形で浪漫の世界を描いた大ヒット作。キャスト：萩原健一他、監督：野
村芳太郎。

●

ZD0643 H23年度 テレビドラマ版「男はつらいよ」 151 松竹株式会社 一般映画・アニメ
映画「男はつらいよ」４０周年を記念して、「男はつらいよ」オリジナルテレビ版がついに初
ＤＶＤ化！「男はつらいよ」の原点がここにあります。

●

ZD0644 H23年度 発達障害のある子とお母さん・先生のための思いっきり支援ツール 50 アローウィン 生活・福祉
障害のある子は見えないことを考えたり、推測することが苦手。約束を結ぶ、ルールを守
る、計画を立てる、相手の気持ちを察するなど、目に見えないものごとを支援ツールを
使って分かるようにするなど、支援の仕方を紹介する。

● ●

ZD0645 H23年度
ちゃんと人とつきあいたい！子ども期発達障害や人間関係が苦手な人のためのソー
シャルスキル・トレーニング

27 アローウィン 生活・福祉
発達障害のある人や、人間関係や社会的行動につまづきのある人が、人とうまく付き合う
にはどうしたらよいか。日常よく見かける事例を中心に、社会的スキルを獲得するための
具体的な方法を解説・紹介する。

●

ZD0646 H23年度
ちゃんと人とつきあいたい！青年・成人期発達障害や人間関係が苦手な人のための
ソーシャルスキル・トレーニング

23 アローウィン 生活・福祉
発達障害のある人や、人間関係や社会的行動につまづきのある人が、人とうまく付き合う
にはどうしたらよいか。日常よく見かける事例を中心に、社会的スキルを獲得するための
具体的な方法を解説・紹介する。

●

ZD0647 H23年度
なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか　児童編～知的障害を持つ子とのゆたか
なコミュニケーションを求めて～

32 アローウィン 生活・福祉
知的障害を持つ人の特有な思考法を理解し、具体的な対応の仕方を学べるように、日常
的によく出会うケースを紹介しつつ、言語聴覚士による解説を行う。

●
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ZD0648 H23年度
なぜ伝わらないのか、どうしたら伝わるのか　成人編～知的障害を持つ人とのゆたか
なコミュニケーションを求めて～

28 アローウィン 生活・福祉
知的障害を持つ人の特有な思考法を理解し、具体的な対応の仕方を学べるように、日常
的によく出会うケースを紹介しつつ、言語聴覚士による解説を行う。

●

ZD0649 H23年度 対人援助技術 信頼関係を築くスキルＰＡＲＴ１ 48 アローウィン 生活・福祉
対人援助の基本は、援助職とクライエントとの間の良好な信頼関係を築くこと。その信頼
関係を築くための具体的な技術を解説する。

●

ZD0650 H23年度 対人援助技術 信頼関係を築くスキルＰＡＲＴ２ 43 アローウィン 生活・福祉
対人援助の基本は、援助職とクライエントとの間の良好な信頼関係を築くこと。その信頼
関係を築くための具体的な技術を解説する。

●

ZD0651 H23年度 はじめての知的障害雇用 48 アローウィン 生活・福祉
知的障害者雇用については、採用のノウハウがないことだけではなく、知的障害者のイ
メージ自体がつかめないことによる不安が大きい。本ＤＶＤでは、そのような不安を持ちつ
つも障害者雇用を立ち上げ、軌道に乗せた企業６社を紹介する。

●

ZD0652 H23年度 ジョブコーチってどんな仕事 35 アローウィン 生活・福祉
第一線で活躍するジョブコーチの日常業務を追いながら、障害のある人ひとりひとりの状
態の違いに合わせた支援の様子を描く。

●

ZD0653 H23年度 ジョブコーチ入門（第１巻） 32 アローウィン 生活・福祉
障害のある人の就労を支援するプロセスと技術を、具体的な事例に基づいて、分かりや
すく整理し紹介する。

●

ZD0654 H23年度 ジョブコーチ入門（第２巻） 33 アローウィン 生活・福祉
障害のある人の就労を支援するプロセスと技術を、具体的な事例に基づいて、分かりや
すく整理し紹介する。

●

ZD0655 H23年度 青森県の先人廣澤安任青森県をつくった自主の民 24 青森県総合社会教育センター 青森の歴史・伝統・くらし
青森県の成立に尽力し、日本初の洋式民間牧場を開設して日本の近代化に貢献した「廣
澤安任」の生涯を取り上げ、困難な状況の中で最善の道を探し、自らよく生きようと努力
する大切さを伝える。

● ● ● ●

ZD0656 H23年度 みんなが主役！人形劇で遊んじゃおう 46 全国視聴覚教育連盟 家庭教育
森の動物たちがカレーライスを作ろうとしたのに、カレーラーメンになってしまうお話し。子
どもたち自身が人形劇を上映することにより、感情の表現力を養い、人とのコミュニケー
ションが円滑にできるようになることを目的として制作。

● ● ●

ZD0657 H23年度 折って・切って・広げて　びっくり！　切り紙遊び 40 財団法人　全日本社会教育連合会家庭教育
子どもたちと様々な世代の方たちが、一緒に切り紙の知識を教えあい、楽しみながら互い
に刺激しあって交流を深めるための体験教材です。

● ●

ZD0658 H23年度 笹ノ沢神楽保存編・伝承編 166 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「笹ノ沢神楽」は八戸市尻内町の笹ノ沢地区で伝承されてきた民俗芸能です。この神楽の
由来や、６つの演目を紹介します。

●

ZD0659 H23年度 笹ノ沢神楽ダイジェスト編 8 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「笹ノ沢神楽」は八戸市尻内町の笹ノ沢地区で伝承されてきた民俗芸能です。この神楽の
由来や、６つの演目を紹介します。

●

ZD0660 H23年度 八戸のえんぶり保存編・伝承編　重地えんぶり組(ながえんぶり) 122 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「えんぶり」は、八戸地方に伝わる豊作祈願の民俗芸能です。２種類ある「えんぶり」のう
ち、動きがゆったりとした古い型の「ながえんぶり」を紹介します。

●

ZD0661 H23年度 八戸のえんぶりダイジェスト編　重地えんぶり組(ながえんぶり) 15 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「えんぶり」は、八戸地方に伝わる豊作祈願の民俗芸能です。２種類ある「えんぶり」のう
ち、動きがゆったりとした古い型の「ながえんぶり」を紹介します。

●
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ZD0662 H23年度 八戸のえんぶり保存編・伝承編　新井田仲町えんぶり組(どうさいえんぶり) 112 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「えんぶり」は、八戸地方に伝わる豊作祈願の民俗芸能です。２種類ある「えんぶり」のう
ち、テンポが速い「どうさいえんぶり」を紹介します。

●

ZD0663 H23年度 八戸のえんぶりダイジェスト編　新井田仲町えんぶり組(どうさいえんぶり) 15 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「えんぶり」は、八戸地方に伝わる豊作祈願の民俗芸能です。２種類ある「えんぶり」のう
ち、テンポが速い「どうさいえんぶり」を紹介します。

●

ZD0664 H23年度 日本の森シリーズ四季が育む生命の山々東北・冷温帯の森 31 社団法人国土緑化推進機構／株式会社ＣＮインターボイス学術・教養
東北の山々を中心に、四季のそれぞれに豊かな表情を見せる冷温帯の森の具体的な特
徴を解説しています。そこに生きる多様な動植物たちを紹介し、自然の不思議とその魅力
に迫ります。

● ● ● ●

ZD0665 H23年度 五代獅子舞 60 弘前市・弘前市教育委員会／株式会社ＩＴＢ青森の歴史・伝統・くらし
弘前市五代地区に伝わる五代獅子舞を紹介。鹿獅子の系統に属し、舞は雄獅子、中獅
子、雌獅子のほかオカシコで構成され、笛、太鼓、手平鉦、胴鼓、謡方で囃子方が構成さ
れています。

●

ZD0666 H23年度 石川獅子舞 90 弘前市・弘前市教育委員会／株式会社ＩＴＢ青森の歴史・伝統・くらし
弘前市石川地区に伝わる石川獅子舞を紹介。熊獅子の系統に属し、舞は、立獅子、中獅
子、女獅子のほかオカシコ、天狗、恵比須で構成され、笛、太鼓、手平鉦で囃子が構成さ
れています。

●

ZD0668 H23年度 矢澤・大仏神楽保存編・伝承編 238 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「矢澤・大仏神楽」は八戸市尻内町の矢沢、大仏地区において伝承されてきた民俗芸能
です。

●

ZD0669 H23年度 矢澤・大仏神楽ダイジェスト編 8 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「矢澤・大仏神楽」は八戸市尻内町の矢沢、大仏地区において伝承されてきた民俗芸能
です。

●

ZD0670 H23年度 市川神楽保存編・伝承編 348 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「市川神楽」は、八戸市の北部に位置する市川町の通称浜市川地区において伝承されて
きた民俗芸能です。

●

ZD0671 H23年度 市川神楽ダイジェスト編 7 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
「市川神楽」は、八戸市の北部に位置する市川町の通称浜市川地区において伝承されて
きた民俗芸能です。

●

ZD0672 H23年度 高館駒踊保存編・伝承編 154 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
旧南部藩領に伝わる駒踊は、八戸市内では高館地区で保存・伝承されています。旧南部
藩領の地域は、古来馬産地として有名で、一般的には「野馬捕り」の様子を芸能化したも
のと考えられます。

●

ZD0673 H23年度 高館駒踊ダイジェスト編 6 八戸市教育委員会／アール・エー・ビー開発株式会社青森の歴史・伝統・くらし
旧南部藩領に伝わる駒踊は、八戸市内では高館地区で保存・伝承されています。旧南部
藩領の地域は、古来馬産地として有名で、一般的には「野馬捕り」の様子を芸能化したも
のと考えられます。

●

ZD0674 H23年度 平成２３年度あおもり県民カレッジ　あおもり学特別講座色と形ともう一つ 87 青森県総合社会教育センター 趣味・芸術
青の画家として知られる佐野ぬい氏。幼少期からの思い出、女子美術大学での日々、画
家としての自立、そして"ぬいブルー"がいかにして誕生したか、小山内世喜子氏との対
談により語ってもらいます。

● ● ● ●

ZD0675 H23年度 演劇「光の扉を開けて」沖縄の子供たちを中心とした４０名が演ずる感動作 90 0 生活・福祉
ＨＩＶに感染した女子高生とハンセン病元患者との交流を描く感動作です。第１０回ハンセ
ン病問題に関するシンポジウムにて上映されました。

● ● ●

ZD0676 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期まぐろ一徹、意地を張れ　まぐろ仲買人　藤田
浩毅の仕事

43 日本放送出版協会 産業・技術
名だたるすし職人たちから絶大な信頼を得るマグロの目利きが、築地にいる。“マグロの
カリスマ“こと、藤田浩毅（45歳）。徹頭徹尾、味にこだわる仲買人の誇りに迫る。（2009年
1月20日放送）

●
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ZD0677 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期空を守る、不動の男　航空管制官　堀井不二
夫の仕事

43 日本放送出版協会 産業・技術
世界屈指の巨大空港、羽田空港。ここで、空の安全を一手に握る男がいる。航空管制
官・堀井不二夫（56歳）。羽田の管制塔に長期密着取材を敢行、タフな仕事の流儀に迫
る。（2009年2月17日放送）

●

ZD0678 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期人間、死ぬまで勉強　料理人　西健一郎の仕
事

43 日本放送出版協会 産業・技術
名だたる食通に愛され続け、京料理の巨人としてその名を轟かせる料理人、西健一郎
（71歳）。その料理は素朴ながら絶品。奥の深い味。１年の集大成であるおせち料理に挑
む姿に密着。（2009年2月24日放送）

●

ZD0679 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期まだ見ぬ未来を、創造せよ　建築家　伊東豊
雄の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
世界の建築界にその名がとどろく建築家、伊東豊雄（67歳）。赤字覚悟でコンペティション
に挑み、60歳を越えた今も、安住することなく革新的であり続ける、伊東の流儀に迫る。
（2009年4月7日放送）

●

ZD0680 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期すべてを捧げて、命をつなぐ　血管外科医
大木隆生の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
手術不能の壁に挑む現代のブラックジャック、血管外科医・大木隆生。他の病院では治
療困難と言われた患者が「最後の希望」を託す大木の治療現場に密着。（2009年4月14
日放送）

●

ZD0681 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期“ばかもの”が、うねりを起こす　公務員　木村
俊昭の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
地域再生の知恵袋として活躍する公務員がいる。木村俊昭（４８歳）。様々な街おこしを成
功させ、小樽市役所から中央官庁に引き抜かれた熱血公務員の流儀に迫る。（2009年5
月19日放送）

●

ZD0682 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期誇りと夢は、自らつかめ　農業経営者　木内
博一の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
「農業は儲からない」というイメージを覆す、農業界の革命児、木内博一。千葉県北部、９
２軒の農家を束ねるリーダーだ。それまでの農業の常識を疑い、壁に挑み続ける。（2009
年6月2日放送）

●

ZD0683 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期沈黙の海で、生命を撮る　水中写真家　中村
征夫の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
日本を代表する水中写真家・中村征夫（63歳）。卓越した技術により、海の生き物たちの
一瞬のドラマを撮ってきた。海という大自然と謙虚に向きあう中村の流儀に迫る。（2009年
6月16日放送）

●

ZD0684 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期夢を語れ、不可能を超えろ　燃料電池車開発
藤本幸人の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
「究極のエコカー」と呼ばれる燃料電池車の開発に挑む、自動車メーカーの技術者藤本
幸人（52歳）。極秘の開発現場での熱き技術者たちのドラマを、初めてカメラが捉えた。
（2009年6月30日放送）

●

ZD0685 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅵ期闘いの螺旋、いまだ終わらず　漫画家　井上
雄彦の仕事

57 日本放送出版協会 産業・技術
漫画界の孤高の天才・井上雄彦に１年間の長期密着取材。累計発行部数１億を超える
「スラムダンク」の誕生秘話、「バガボンド」最終章へ向けてのドキュメント。（2009年9月15
日放送）

●

ZD0686 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期絆を、最高のメスに　呼吸器科外科医　伊達
洋至の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
肺がんや呼吸器難病の治療で世界的に知られる外科医・伊達洋至（51歳）。進行肺がん
の手術の実績は、世界でも飛び抜けている。患者や家族の思いを自らの力とすることで、
現場には、医師と患者・家族の確かな絆がある。（2010年放送）

●

ZD0687 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期苦労の数だけ、人生は実る　米農家　石井稔
の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
米１ｋｇ１５００円。４０年以上前から米の有機栽培に取り組み、現代最高峰の米作りの匠
と呼ばれる農家・石井稔（６９歳）。稲を甘やかさず、厳しくしつけながら、生命力あふれる
米を生み出す”カリスマ農家”の格闘の記録。（2010年放送）

●

ZD0688 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期はいつくばれ、その先に真実がある　交通鑑
識　池森昭の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
ひき逃げ事件を捜査する交通鑑識の世界で、全国に名をとどろかせるプロがいる。群馬
県警交通鑑識係・池森昭（５７歳）。ここ５年間の死亡ひき逃げ事件の検挙率は１００パー
セント。妥協なき仕事に迫る。（2010年放送）

●

ZD0689 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期“自分”を消して、ヒットを生みだす　グラフィッ
クデザイナー　佐藤卓の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
日本一売れているガムや牛乳など、数々のヒット商品のパッケージを手がけてきたデザイ
ナー・佐藤卓（５４歳）。１０年を超えるロングセラーも多い。ヒットデザインはどうやって生
まれるのか。（2010年放送）

●

ZD0690 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期“夢の医療”に挑む　再生医療　岡野光夫の
仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
ケガや病気で失われた体の組織や臓器を再生させようという夢の医療、「再生医療」。世
界の医療界を驚かせ、再生医療を大きく進めた「細胞シート」を開発し、注目を浴びてい
るのが岡野光夫（６１歳）だ。（2011年放送）

●
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ZD0691 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期涙も笑いも、力になる　院内学級教師　副島
賢和の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
病気やケガで入院中の子どものために、病院で授業を行う「院内学級」。家族に迷惑をか
けていると考え、自分を責めてしまう子どもたちに「自分を大切にしよう」とメッセージを送
る教師・副島賢和（４４歳）。（2011年1月24日放送）

●

ZD0692 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期漁の神様、誉れの一本釣り　マグロ漁師　山
崎倉の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
青森県大間で“マグロ漁の神様”と呼ばれる山崎倉（６０歳）。伝統の一本釣りで、１００ｋｇ
を超える巨大マグロと闘う。異例の不漁に見舞われた２０１０年冬、山崎は、師走の海で
最後の勝負をかける。（2011年放送）

●

ZD0693 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期魂のデパ地下、情熱の売り場　百貨店食品フ
ロア開発　内山晋の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
不況に苦しむデパート業界で、異例の売上増を達成し注目される、食料品売り場一筋の
内山晋（５４歳）。デパートを単なる「場所貸し」から、「魂のこもった売り場」へと生まれ変
わらせる。（2011年放送）

●

ZD0694 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期意志あるところに、道は拓ける　中華料理人
古田等の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
国内外の名料理人や食通が、その味に驚き、注目する中華料理店が岐阜にある。腕を
振るうのは、古田等（５４歳）。都会での修行経験はないが、さまざまな食材を駆使し、独
創的な料理を生み出し続ける。（2011年放送）

●

ZD0695 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅶ期列車は、走るビックリ箱　デザイナー　水戸岡
鋭治の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
九州新幹線「新８００系」をはじめ、「おもちゃ電車」「たま電車」など、ユニークな列車を
次々生み出し、鉄道デザインのカリスマと呼ばれるデザイナー・水戸岡鋭治（６３歳）。
（2011年放送）

●

ZD0696 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅷ期人が変われば、会社は変わる　小売り再建
大久保恒夫の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
小売り再建のエキスパート、大久保恒夫。ユニクロや無印良品など数々の小売企業の改
革で成果を上げ、その名を轟かす。消費不況のただ中に挑む老舗スーパーの改革に密
着する。（2009年11月10日放送）

●

ZD0697 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅷ期人気ショップは、こうして生まれる　インテリア
デザイナー　片山正通の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
この男に任せれば、店に人が集まりモノが売れると、今、日本だけでなく世界各国から店
舗のデザイン依頼が殺到する片山正通。旬のデザイナーの知られざる現場に密着する。
（2009年11月24日放送）

●

ZD0698 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅷ期命の農場で、土に生きる　農家　金子美登の
仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
有機農業の世界のカリスマ農家・金子美登。野菜の個性を生かし農薬も化学肥料も使わ
ず60種類の野菜や米を作る。命めぐる農場の営みを、春から秋にかけ長期密着。（2010
年1月5放送）

●

ZD0699 H23年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅷ期若きプリンス、生命の謎に挑む　生命科学者
上田泰己の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術
日本科学界の若きプリンスと呼ばれる生命科学者・上田泰己。生命の神秘に迫る「体内
時計」の研究など、世界が注目する最先端の知の現場に密着する。（2010年2月16日放
送）

●

ZD0700 H23年度 プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅷ期魂の酒、秘伝の技　杜氏　農口尚彦の仕事 47 日本放送出版協会 産業・技術
「日本酒の神」と呼ばれる日本の酒造りの最高峰、杜氏・農口尚彦、７７歳。この道６１年。
最高の酒を生むための壮絶な苦闘、覚悟の大吟醸造りに密着する。（2010年3月9日放
送）

●

ZD0701 H23年度 オズの魔法使い 102 （株）ファーストトレーディング 一般映画・アニメ

ライマン・フランク・ボームの児童文学小説「オズの魔法使い（The Wonderful Wizard of
Oz」の映画化。少女ドロシーが、迷い込んだ魔法の国オズで、知恵のない案山子、心を
持たないブリキ男、勇気のないライオンと出会い、彼らと旅をともにするファンタジー・
ミュージカル。

●

ZD0702 H23年度 グレンミラー物語 112 （株）ファーストトレーディング 一般映画・アニメ
「ムーンライト・セレナーデ」「茶色の小瓶」「真珠の首飾り」など、ビッグバンドのバンドリー
ダーとして活躍したアメリカのジャズミュージシャン、グレン・ミラーの半生を描く伝記映
画。

●

ZD0703 H23年度 三人の妻への手紙 103 （株）ファーストトレーディング 一般映画・アニメ
タイプの異なる三組の夫婦の絆をユーモラスに描いたハリウッド黄金期の傑作映画。３人
の若妻に届いた見知らぬ女性からの手紙が元で起こる浮気騒動を描く人間喜劇です。

●

ZD0704 H23年度 カヴァルケード 110 （株）ファーストトレーディング 一般映画・アニメ
邦題「大帝国行進曲」１８９９年、２０世紀の直前の大晦日の夜から、１９３２年大晦日の夜
までを大英帝国（イギリス）とともに歩んでいく、ロンドンのある上流階級の家族の歴史を
描く物語。

●
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ZD0705 H23年度 ベン・ハー 141 （株）ファーストトレーディング 一般映画・アニメ
ルー・ウォーレスの小説「ベン・ハー」の２度目の映画化（アカデミー賞受賞作品は映画化
３度目の作品で本作とは別）。ローマ帝国が支配していた時代のユダヤ人貴族、ベン・
ハーの半生に、イエス・キリストが関わっていく。

●

ZD0706 H23年度 或る夜の出来事 105 株式会社マックスター 一般映画・アニメ
サミュエル・Ｈ・アダムズの小説「夜行バス」をフランク・キャプラが映画化。大富豪のお嬢
様と、しがない新聞記者のロマンス喜劇、アメリカ《ボーイ・ミーツ・ガール》映画。

●

ZD0707 H23年度 西鶴一代女 137 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ
井原西鶴「好色一代女」に脚色を加え、田中絹代が１３歳の少女から５０歳をすぎた娼婦
までの“女の一生”を名演した。溝口健二監督。

●

ZD0708 H23年度 安宅家の人々 116 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ
原作は吉屋信子の同名小説。知的障害を持つ優しい夫・宗一を支える久仁子。幸せな安
宅家のもとに、事業に失敗した夫の弟夫妻がやってくる。

●

ZD0710 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期料理の力を、信じている　料理家　栗原はる
みの仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

料理本の発行部数2200万部。圧倒的な人気を誇る料理家・栗原はるみ。その秘密は
「100人が作ったら100人がおいしく作れる」緻密なレシピ作りにあった。グラタン、チャーハ
ン、リンゴのデザートなど料理も満載。笑顔あふれるキッチンとその陰にある闘いの記
録。(2011年10月24日放送)

●

ZD0711 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期信頼は、己の全てでつかみ取る　食品スー
パー経営者　福島徹の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

大手との厳しい競争を生き抜いてきた食品スーパー経営者・福島徹。全国を駆け回り、も
のの本質を見極める「目利き」の力で良質の食材を発掘。生産者とともにオリジナル商品
も開発する。この夏、新米販売を前に風評被害とどう向き合うか、試練の日々を追った。
(2011年10月31日放送)

●

ZD0712 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期不屈の課長、情熱を力に　商社マン　片野裕
のしごと

47 日本放送出版協会 産業・技術

産業の「生命線」レアアースやリチウムを扱う商社マン・片野裕。かつて中国産レアアース
の輸入が事実上ストップした際、片野のチームはわずか2ヵ月で新たな輸入ルートを開
拓、業界を驚かせた。可能性ゼロと言われた米企業との息詰まる交渉に密着!ニッポンの
課長の奮闘を追う。(2011年11月21放送)

●

ZD0713 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期突き詰めた先に、美は生まれる　数寄屋大工
齋藤光義の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

茶室などに用いられ、400年受け継がれてきた「数寄屋建築」。その美を今に受け継ぐ大
工棟梁・斎藤光義。無駄をそぎ落としたシンプルな世界の奥には、研ぎ澄まされた美の感
覚が広がっている。技を突き詰めたその舞台裏に密着。伝統を弟子に伝えようとする姿
を描く。(2011年11月28日放送)

●

ZD0714 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期極限の宇宙　コマンダーへの道　宇宙飛行士
若田光一の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

2013年、日本人初の国際宇宙ステーションの船長(コマンダー)という重責を担う若田光
一。極限の状況下での緊急事態に対応できるよう、途方もない量の訓練を積み重ねてい
る。アメリカ・NASAやロシア“星の街"での過酷な訓練に、異例の長期密着。(2011年12月
5日放送)

●

ZD0715 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期独創力こそ、工場の誇り　町工場経営者　竹
内宏の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

「超小型射出成形機」の開発で業界の度肝を抜いた町工場経営者・竹内宏。下請けに甘
んじることなく、独自製品の開発にこそ価値を置く。この夏、福島で町工場を営む親子の
ため、特殊な医療機器に挑んだ竹内だが、思わぬ難関に遭遇する…。ものづくりに人生
を捧げた男に密着。(2011年12月19日放送)

●

ZD0716 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期子供を鍛える、母の給食　管理栄養士　佐々
木十美の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

レシピ本が出版されるほどの人気を誇る「給食の鬼」こと佐々木十美。1年を通じ同じメ
ニューを作らず、地元の旬の食材で、本物の味にこだわりながら予算の壁を乗り越える。
引退前の最後の年、新人栄養士に自らの思いを込め、名物のカレー作りを託した。その
結果は…。(2012年1月16放送)

●

ZD0717 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期挑まなければ、得られない　ＩＴ技術者　及川
卓也の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

インターネット検索エンジン最大手企業で開発を手がける及川卓也。若き天才集団を率
いるリーダーとして、「世界を変える」インパクトのあるものを目指す。変える痛みを恐れそ
の場に留まることこそリスクだと考える及川の開発現場に、初の長期密着。(2012年1月23
日放送)

●

ZD0718 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期夢の旅客機、未来へのフライト　旅客機パイ
ロット　早川秀昭の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

新型旅客機ボーイング787の世界初就航。その舞台裏で「空の安全」を守るパイロット・早
川秀昭。精密なフライトシミュレーターでの過酷な訓練。さらには新型機のコクピットに初
めてカメラが入り、「空の呼吸を読む」というパイロットの知られざる仕事の流儀を描く。
(2012年2月13日放送)

●

ZD0719 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅸ期不満足こそが、極上を生む　パン職人　成瀬
正の仕事

47 日本放送出版協会 産業・技術

パン作りの世界大会「クープデュモンド」日本代表にも選出され、飛騨・高山で店を構える
パン職人・成瀬正。そのクロワッサンは、折り重なる生地が驚きの食感を生み出す。いつ
も不満足、惰性を許さない姿勢で毎日厨房に10時間立ち続ける。究極のパンに挑む男の
闘いに密着。(2012年2月27日放送)

●
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ZD0720 H25年度
プロフェッショナル　仕事の流儀茂木健一郎の脳活用法スペシャル～暗記力・集中力・
育ての極意～

47 日本放送出版協会 産業・技術
脳の仕組みをフル活用した驚きの暗記法、集中力を高めるための独自のトレーニング、
子どもや部下の力を引き出す“育ての極意"など、ユニークな脳活用法を紹介。(2008年4
月29日放送)

●

ZD0721 H25年度 プロフェッショナル　仕事の流儀宮崎駿の仕事 47 日本放送出版協会 産業・技術
第1回「映画を創る 宮崎駿・創作の秘密」2007年放送、第2回「宮崎駿のすべて～“ポ
ニョ”密着300日～」2008年放送

●

ZD0722 H25年度
元気に行進！レッツゴーパレード楽しい音楽に合わせて旗を振ったりダンスをしながら
元気に行進してみよう！

45 一般財団法人　日本視聴覚教育協会スポーツ・健康
音楽に合わせて踊ったり井、旗を振って元気に行進し、お互いに声を掛け合ったりアドバ
イスし合うなどパレードの練習を通して、子ども同士の「思いやる心」「協力する心」を大き
く成長させるのに役立つ教材。

●

ZD0723 H25年度 忍者になって　ホップ！ステップ！ジャンプ！体力づくり体験活動 37 財団法人　全日本社会教育連合会スポーツ・健康
子どもたちの運動能力を高めるために、子どもたちに人気の「忍者」に着目し、「忍者の動
き」を参考に、楽しみながら体力づくりが出来る教材。

● ●

ZD0724 H25年度 みんなでおどろう！よさポップ 45 全国視聴覚教育連盟 スポーツ・健康
みんなで手軽に楽しめる「よさこい」おどりをモチーフにした楽しい「よさポップ」の紹介と指
導。

● ●

ZD0725 H25年度 みんなが主役！人形劇で遊んじゃおう 46 全国視聴覚教育連盟 家庭教育
「森の動物さんたちがカレーライスを作ろうとしたのに、カレーラーメンになってしまう」楽し
いお話を、子どもたちが人形劇で上演するための指導

● ●

ZD0726 H25年度 子どもの体力向上支援事業体力向上支援プログラムＤＶＤ 青森県教育委員会 スポーツ・健康
児童生徒が意欲的に運動に親しむために、青森県教育委員会が作成した体力向上支援
プログラムをＤＶＤ化。

●

ZD0727 H25年度 ジョブカフェあおもりシンポジウム２００５　ｉｎ　八戸工業大学私のキラリ、見つけた！ 168 青森県若年者就職支援センター 生活・福祉
平成１７年１２月１５日、八戸工業大学で開催された「ジョブカフェあおもりシンポジウム
2005 in 八戸工業大学～私のキラリ、見つけた～」の様子を収録。

● ●

ZD0728 H25年度
伝統空間選集１０　東日本地方文化事業支援紹介映像　時が磨き、土地が刻んだ記
憶野沢温泉村の灯籠祭り長野県　野沢温泉村

30 財団法人　東日本鉄道文化財団 学術・教養
出湯の里に江戸時代から伝わる「燈籠祭り」。男たちは、４０歳から４２歳厄年までの３年
間、祭りを通じてその絆を強めていく。

●

ZD0729 H25年度 発達障害教育情報センター研修講義（平成２０年度版） 114 独立行政法人　国立特別支援教育総合研究所教育方法・学習者
センターの紹介／ちょっと気になるが出発点／教室の中の気になる子どもたち／注意を
集中し続けることが難しい子／音読が苦手な子／書くことが苦手な子／乱暴な言葉や態
度を示す子／先生と保護者の関係づくり／研修プラン（サンプル）

●

ZD0730 H25年度 白銀四頭権現神楽ダイジェスト編 13 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「白銀四頭権現神楽」は、八戸市の東部、八戸港を臨む白銀地区において伝承されてき
た民俗芸能です。この神楽は、漁村部に伝わる神楽らしく、春祈祷では大漁旗を獅子頭
に噛ませて大漁祈願を祈ったり、毎年７月６日、７日に行われる地元三嶋神社の祭典で
は、会場祈願での神楽奉納を行うのが特徴です。

●

ZD0731 H25年度 白銀四頭権現神楽伝承編 212 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「白銀四頭権現神楽」は、八戸市の東部、八戸港を臨む白銀地区において伝承されてき
た民俗芸能です。この神楽は、漁村部に伝わる神楽らしく、春祈祷では大漁旗を獅子頭
に噛ませて大漁祈願を祈ったり、毎年７月６日、７日に行われる地元三嶋神社の祭典で
は、会場祈願での神楽奉納を行うのが特徴です。

●

ZD0732 H25年度 白銀四頭権現神楽保存編 250 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「白銀四頭権現神楽」は、八戸市の東部、八戸港を臨む白銀地区において伝承されてき
た民俗芸能です。この神楽は、漁村部に伝わる神楽らしく、春祈祷では大漁旗を獅子頭
に噛ませて大漁祈願を祈ったり、毎年７月６日、７日に行われる地元三嶋神社の祭典で
は、会場祈願での神楽奉納を行うのが特徴です。

●

ZD0733 H25年度 青森県無形民俗文化財　法霊神楽ダイジェスト編 16 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「法霊神楽」は、八戸市の中心街、内丸地区にあり、八戸班の守護神として崇められた法
霊山龗（おがみ）神社において伝承されてきた民俗芸能です。八戸藩領の神楽には、「中
山手」と「江刺家手」という二つの流れがあり、龗神社では、古くから山伏らにより御祈祷
の神楽が行われてきました。

●
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ZD0734 H25年度 青森県無形民俗文化財　法霊神楽伝承編１　中山手 186 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「法霊神楽」は、八戸市の中心街、内丸地区にあり、八戸班の守護神として崇められた法
霊山龗（おがみ）神社において伝承されてきた民俗芸能です。八戸藩領の神楽には、「中
山手」と「江刺家手」という二つの流れがあり、龗神社では、古くから山伏らにより御祈祷
の神楽が行われてきました。

●

ZD0735 H25年度 青森県無形民俗文化財　法霊神楽伝承編２　中山手 157 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「法霊神楽」は、八戸市の中心街、内丸地区にあり、八戸班の守護神として崇められた法
霊山龗（おがみ）神社において伝承されてきた民俗芸能です。八戸藩領の神楽には、「中
山手」と「江刺家手」という二つの流れがあり、龗神社では、古くから山伏らにより御祈祷
の神楽が行われてきました。

●

ZD0736 H25年度 青森県無形民俗文化財　法霊神楽保存編　中山手 289 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「法霊神楽」は、八戸市の中心街、内丸地区にあり、八戸班の守護神として崇められた法
霊山龗（おがみ）神社において伝承されてきた民俗芸能です。八戸藩領の神楽には、「中
山手」と「江刺家手」という二つの流れがあり、龗神社では、古くから山伏らにより御祈祷
の神楽が行われてきました。

●

ZD0737 H25年度 青森県無形民俗文化財　法霊神楽伝承編　江刺家手 116 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「法霊神楽」は、八戸市の中心街、内丸地区にあり、八戸班の守護神として崇められた法
霊山龗（おがみ）神社において伝承されてきた民俗芸能です。八戸藩領の神楽には、「中
山手」と「江刺家手」という二つの流れがあり、龗神社では、古くから山伏らにより御祈祷
の神楽が行われてきました。

●

ZD0738 H25年度 青森県無形民俗文化財　法霊神楽保存編　江刺家手 117 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

「法霊神楽」は、八戸市の中心街、内丸地区にあり、八戸班の守護神として崇められた法
霊山龗（おがみ）神社において伝承されてきた民俗芸能です。八戸藩領の神楽には、「中
山手」と「江刺家手」という二つの流れがあり、龗神社では、古くから山伏らにより御祈祷
の神楽が行われてきました。

●

ZD0739 H25年度 日本名作映画集１３青い山脈前後編 183 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 青森の歴史・伝統・くらし
石坂洋次郎文学の大ヒット作である小説「青い山脈」を社会派監督今井正が映像化した
作品。

●

ZD0740 H25年度 日本名作映画集１７戸田家の兄妹 106 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 青森の歴史・伝統・くらし
上流階級である戸田家の当主が亡くなり、残された妻や子供達とそれぞれの家族が右往
左往しながら、父親の一周忌を迎えるまでの経緯を描いた作品。

●

ZD0741 H25年度 日本名作映画集２８雨月物語 97 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 青森の歴史・伝統・くらし
１９５３年度のヴェネチア国際映画祭で、監督の溝口健二がサン・マルコ銀獅子賞に輝い
た作品。

●

ZD0742 H25年度 明日への一歩を踏み出す君へ高校生インターンシップとは 23 青森県教育委員会 産業・技術
県内のインターンシップの現場映像、県外企業訪問の様子とともに、インターンシップの
ポイントを解説。

● ●

ZD0743 H25年度 日本の森シリーズ暖温帯の森生命をつなぐ知恵 34 社団法人　国土緑化推進機構 学術・教養
日本各地の森の自然環境や、豊かな生態系を形成する多様な動植物の世界を描き、更
に人間と自然との関わりを見つめる日本の森シリーズの第二話。暖温帯を代表する森、
照葉樹林を中心に解説。

●

ZD0744 H25年度 平成２１年度　命を大切にする心を育む同世代応援メッセージ大会 71 青森県教育委員会 家庭教育
平成２２年１月１１日、青森市民ホールで開催された「平成２１年度　命を大切にする心を
育む同世代応援メッセージ大会」の様子を収録。

● ● ● ●

ZD0745 H25年度 平成２２年度　命を大切にする心を育む同世代応援メッセージ大会 81 青森県教育委員会 家庭教育
平成２３年１月１２日、青森市民ホールで開催された「平成２２年度　命を大切にする心を
育む同世代応援メッセージ大会」の様子を収録。

● ● ● ●

ZD0746 H25年度
深め　発見する喜び言語力とメディア活用能力の向上をめざす教師の支援独立行政
法人教員研修センター委嘱事業　教員研修モデルカリキュラム開発プログラム

140 別府大学 教育方法・学習者
児童・生徒の言語力とメディア活用能力の向上を目指す教師の支援のあり方をテーマに
研究実践を行い、子供の能力口授王に結びつく具体的な支援の方法を明らかにしてい
る。

●

ZD0747 H25年度
子供防災力アップ事業　青森県版防災教育教材ＤＶＤみんなで考えよう！イザという
時どうする？小学校低学年用　小学校高学年用　中高校生用

101 青森県教育委員会 教育方法・学習者
防災教育に活用できる教材ＤＶＤ。ストーリー編、資料編に分かれており、対象により使い
分けることができる。

●
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ZD0748 H25年度
人生をデザインしようヨ！先輩に会いに行こう販売職編目的地までの行き方がわから
なくなったら

33 青森県若年者就職支援センター 生活・福祉
家具雑貨販売編／服飾販売編／携帯電話販売編／ダイジェスト・総集編／ジョブカフェ
あおもりって何？

● ● ●

ZD0749 H25年度
人生をデザインしようヨ！先輩に会いに行こう営業職編目的地までの行き方がわから
なくなったら

49 青森県若年者就職支援センター 生活・福祉
シティホテル営業編／コミュニティＦＭ営業編／ＩＴ関連営業編／ダイジェスト・総集編／
ジョブカフェあおもりって何？

● ● ●

ZD0750 H25年度
ジョブカフェあおもりシンポジウム２００６　ｉｎ　弘前学院大学夢はぬりかえていくもの基
調講演編

青森県若年者就職支援センター 生活・福祉
平成１８年２月８日、弘前学院大学で開催された「ジョブカフェあおもりシンポジウム2006
in 弘前学院大学～夢はぬりかえていくもの～」における基調講演の様子を収録。

● ●

ZD0751 H26年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅹ期日本料理人 山本征治の仕事 覚悟をもって、
我が道を行く

56 日本放送出版協会 産業・技術
「この料理法は、本当に最上なのか？」。毎晩、営業が終わった深夜から明け方まで、厨
房で探求し続ける山本征治。その目的はただ1つ、日本料理を「進化」させること。食材に
眠る究極の味を引き出すため、全身全霊を傾ける姿を描く。（2012年4月9日放送）

●

ZD0752 H26年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅹ期心臓外科医 天野篤の仕事 一途一心、明日
をつむぐ

52 日本放送出版協会 産業・技術

執刀医として携わった約6千の心臓手術で、98％という抜群の成功率をおさめてきた天野
篤。かつて第一助手として立った父親の心臓手術で一本の糸の緩みをきっかけに父親が
亡くなった経験をもつ。天皇陛下の心臓手術の執刀医も務めた天野の、手術に向き合う
日々に密着。（2012年5月14日放送）

●

ZD0753 H26年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅹ期天ぷら職人 早乙女哲哉の仕事 道を究める
その先に

54 日本放送出版協会 産業・技術

15歳で修業を始めてから半世紀。「当代屈指の天ぷら職人」と言われる早乙女哲哉。天
ぷらはシンプルな料理なだけに、現状に満足した途端に高みを目指す闘いにピリオドが
打たれると言う。だからこそ早乙女は日々 刺激を求め、そして自らのひとつひとつの工程
を見つめ直す。（2012年6月11日放送）

●

ZD0754 H26年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅹ期介護福祉士 和田行男の仕事 闘う介護、覚悟
の現場

54 日本放送出版協会 産業・技術

介護の仕方によっては“普通に生きる姿”を続けられると、先駆的な取り組みを続けてき
た和田行男。和田の施設では、自分でできることは自分でするのがルール。リスクもある
が、認知症の度合いや身体能力などを見極めながら、できる限り“普通の暮らし”を維持
できるよう奮闘し続ける。（2012年6月25日放送）

●

ZD0755 H26年度
プロフェッショナル　仕事の流儀　第Ⅹ期小学校教師 菊池省三の仕事 未来をつか
む、勝負の教室

60 日本放送出版協会 産業・技術

この20年で、崩壊したクラスを次々と立て直してきた菊池省三。「自信」を持たせることこ
そが、学級崩壊やいじめをなくす秘けつだと考えている。そのため、菊池は子どもたちを
褒めることにこだわる。なれ合うことなく、生徒たちとの信頼関係を築いていく姿を追う。
（2012年7月16日放送）

●

ZD0756 H25年度 トムとジェリー楽しいボーリング 60 ワーナー 一般映画・アニメ
「楽しいボーリング」「ここまでおいで」「ワルツの王様（第２５回アカデミー賞ノミネート）」
「テニスなんて楽だね」「ピアノ・コンサート（第１９回アカデミー賞受賞）」「インディアンごっ
こ」「強敵あらわる」「土曜の夜は」

● ●

ZD0757 H25年度 アニメ名作シリーズ２バンビ 70 ディズニー 一般映画・アニメ
緑の豊かな森の奥で、１頭の雄の子鹿が生まれました。バンビと名付けられた王子、母
の愛と森の仲間に見守られながら、すくすくと育っていきます。

● ●

ZD0758 H25年度 日本名作映画集１９長屋紳士録 183 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ
小津安二郎の戦後第一作監督作品。戦後間もない東京、たくさんの戦災孤児のうちの一
人を男に預けられた女は、その子が疎ましくて仕方がなく、置き去りを試みるもうまくいか
ない。そのうち情が湧いてきて、二人の間に実の親子のような絆が生まれてくるが…。

●

ZD0759 H25年度 日本名作映画集２７祇園囃子 106 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ
日本が世界に誇る映画監督・溝口健二が京都の花街・祇園を舞台に芸妓とそれを取り巻
く人々の生態を細部まで徹底的に描き出した人間ドラマの傑作。

●

ZD0760 H25年度 日本名作映画集３６七つの顔 97 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

戦後ＧＨＱによってチャンバラを禁止された時代劇の大御所・片岡千恵蔵が、刀を二挺拳
銃に持ち替え、大ヒットを飾った「多羅尾伴内シリーズ」の記念すべき第一作。「ある時は
…、またある時は…、しかしてその実体は！」というクライマックスの主人公の名台詞はあ
まりにも有名。

●

ZD0761 H25年度 太平洋作戦Flying Leathernecks 99 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

１９４２年の初夏、日本軍の攻撃を阻止して反攻に転じるため、ハワイで猛訓練を行って
いたアメリカ海兵隊は、冷血な職業軍人カービー少佐に率いられ、ガダルカナル島上陸
に参加した。苦戦はしたものの少佐の作戦が効を奏し、さらにサイパン、硫黄島、フィリピ
ンへ転進するが…。

●
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ZD0762 H25年度 砂漠の鬼将軍The Desert Fox 88 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

第２次世界大戦下のアフリカ戦線で連合国軍から「砂漠の狐」と称され、恐れられていた
ドイツ軍のロンメル将軍。しかし、戦況が徐々に悪化していく中、彼は最前線の過酷な状
況を顧みようともしない軍の上層部に憤りを感じ、やがてヒトラー総統の暗殺計画に加担
していくことになる…。

●

ZD0763 H25年度 欲望という名の電車A Streetcar Named Desire 122 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

父の死と共に家を失ったブランシュは酒で身を持ち崩し、妹・ステラが結婚している街を
訪れた。ステラの夫はカードと酒に狂っては妻に暴力をふるい、彼女はそんな夫に心から
尽くしていた。そんな妹夫婦を見るにつけ、ブランシュは、まじめで純情な独身者・ミッチに
次第に関心を持つようになる…。

●

ZD0764 H25年度 舞台恐怖症Stage Fright 110 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

大女優シャーロットは夫を殺害し、愛人ジョニーの元へ助けを求めに来た。ジョニーは彼
女の着替えを取りに行った姿を目撃され、容疑者として警察に追われる。それを聞いた
ジョニーのガールフレンド・イブは、彼を匿い、彼を罠にはめた証拠を見つけるべく身分を
偽り屋敷に忍び込む…。

●

ZD0766 H25年度 私は告白するI Confess 95 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

カナダの都市ケベックの教会で、神父・マイケルに重大な告白をしたケラー。生活苦の末
に強盗を働き、弁護士・ヴィレットを殺害したという。彼は犯行のときに僧衣をまとっていた
ため、神父であるマイケルに疑いがかかる。だが聖職にあるマイケルは、ケラーの告白の
内容を洩らそうとはしなかった…。

●

ZD0767 H25年度 ショウ・ボートShow Boat 108 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

ミシシッピの流れを行くショウボートの船長には、娘・マグノリアがいた。仲良しだった主演
女優は、混血児の身で白人と結婚していることが法に触れ、俳優だった夫と船を下りる。
入れ替わりに乗り込んできた粋なバクチ打ちの男・ゲイロードに、マグノリアはたちまち恋
に落ち、駈け落ちする…。

●

ZD0768 H25年度 リオ・グランデの砦Rio Grande 105 Ｃｏｓｍｏ　Ｃｏｎｔｅｎｔｓ 一般映画・アニメ

ヨーク中佐は、南北戦争でシェリダン将軍の率いる北軍に参加した際、妻の親族の所有
地を焼いたため、怒った妻は１人息子のジェフを連れ別居してしまった。やがてヨーク率
いるインディアン討伐の砦へ視察に来た将軍の部下に、息子のジェフが一兵卒として偶
然おり、更にそれを追って来た妻も砦に居すわることになる…。

●

ZD0769 H25年度 島守駒踊　ダイジェスト編 12 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
島守駒踊は、八戸市南郷区の、島守地区において伝承されてきた伝統芸能です。昭和２
０年頃、えんぶりの門付が戦争で来なくなったため、それに代わるものとして、当時の福
地村杉沢にあった駒踊を、その師匠から習い伝承しました。

●

ZD0770 H25年度 島守駒踊　ダイジェスト編　保存編　伝承編 16 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
島守駒踊は、八戸市南郷区の、島守地区において伝承されてきた伝統芸能です。昭和２
０年頃、えんぶりの門付が戦争で来なくなったため、それに代わるものとして、当時の福
地村杉沢にあった駒踊を、その師匠から習い伝承しました。

●

ZD0771 H25年度 島守神楽　ダイジェスト編 9 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
島守神楽は、八戸市南郷区の、島守地区において伝承されてきた伝統芸能です。岩手県
軽米町の金剛院神楽の流れをくみ、今からおよそ１２０年前、大蔵院の別当が明治２０年
代に始めたとされています。

●

ZD0772 H25年度 島守神楽　保存編 147 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
島守神楽は、八戸市南郷区の、島守地区において伝承されてきた伝統芸能です。岩手県
軽米町の金剛院神楽の流れをくみ、今からおよそ１２０年前、大蔵院の別当が明治２０年
代に始めたとされています。

●

ZD0773 H25年度 島守神楽　伝承編 104 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
島守神楽は、八戸市南郷区の、島守地区において伝承されてきた伝統芸能です。岩手県
軽米町の金剛院神楽の流れをくみ、今からおよそ１２０年前、大蔵院の別当が明治２０年
代に始めたとされています。

●

ZD0774 H25年度 中野神楽　ダイジェスト編 9 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
中野神楽は、八戸市南郷区の、中野地区において伝承されてきた伝統芸能です。江戸時
代、月山神社には大蔵坊という山伏が居たとされ、その配下の人たちが行ったものと考え
られています。

●

ZD0775 H25年度 中野神楽　保存編 139 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
中野神楽は、八戸市南郷区の、中野地区において伝承されてきた伝統芸能です。江戸時
代、月山神社には大蔵坊という山伏が居たとされ、その配下の人たちが行ったものと考え
られています。

●

ZD0776 H25年度 中野神楽　伝承編 130 八戸市教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
中野神楽は、八戸市南郷区の、中野地区において伝承されてきた伝統芸能です。江戸時
代、月山神社には大蔵坊という山伏が居たとされ、その配下の人たちが行ったものと考え
られています。

●
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ZD0777 H25年度 平成２５年度　こども民俗芸能大会　Ｎｏ．１ 113 青森県教育庁文化財保護課 青森の歴史・伝統・くらし
平成２５年９月２９日（日）、つがる市生涯学習交流センター「松の館」で行われた、こども
民俗芸能大会の記録ＤＶＤ。

●

ZD0778 H25年度 平成２５年度　こども民俗芸能大会　Ｎｏ．２ 71 青森県教育庁文化財保護課 青森の歴史・伝統・くらし
平成２５年９月２９日（日）、つがる市生涯学習交流センター「松の館」で行われた、こども
民俗芸能大会の記録ＤＶＤ。

●

ZD0779 H25年度 平成２２年度　命を大切にする心を育む同世代応援メッセージ大会 81 青森県教育委員会 家庭教育
平成２３年１月１２日、青森市民ホールで開催された「平成２２年度　命を大切にする心を
育む同世代応援メッセージ大会」の様子を収録。

● ● ● ●

ZD0780 H25年度 日本の森シリーズ北の大地に息づく命亜寒帯・北海道の森 35 社団法人　国土緑化推進機構 学術・教養
日本各地の森の自然環境や、豊かな生態系を形成する多様な動植物の世界を描き、更
に人間と自然との関わりを見つめる日本の森シリーズの第四話。亜寒帯・北海道の森の
具体的な特徴を解説。

●

ZD0781 H25年度 楽しい授業をサポート！ＮＨＫ学校放送・デジタル教材２０１０ 23 日本放送協会 教育方法・学習者
いろいろあります！学校放送番組／学校放送番組を使った授業／ウェブサイトも充実「Ｎ
ＨＫ　デジタル教材」／新番組「大科学実験」

●

ZD0782 H25年度 オルシペ　スウオプアイヌのお話アニメ 24 財団法人アイヌ文化振興・研究推進機構一般映画・アニメ
６０のゆりかご／ハツカネズミが酒をつくった（ハンキリキリ）／ポイヤウンペとルロアイカ
ムイの戦い１節つきの歌／ポイヤウンペとルロアイカムイの戦い２あらすじ

●

ZD0783 H25年度
平成２４年度文部科学省「学びを通じた被災地の地域コミュニティ再生支援事業」安心
できる避難所づくり男女共同参画の視点を避難所運営に

26 青森被災地の地域コミュニティ再生支援事業実行委員会生活・福祉
災害は、いつ、どこで起きてもおかしくありません。その時のために、どのような避難所作
りが大切なのかを一緒に考えてみましょう。

●

ZD0784 H25年度 知っていますか？青森県の“ｅ”ところいろいろなエネルギー関連施設 37 青森県エネルギー総合対策局　原子力立地対策課産業・技術
エネルギーに関する理解を深めるため、青森県のエネルギー関連施設を紹介する。解説
に工学博士・北野大氏、ナビゲーターは江口ともみさん。

●

ZD0788 H25年度 津軽弁の日　爆笑傑作選　ＣＤ・その１津軽弁の味コに笑味期限なし。さ、笑るべし！ 80 津軽弁の日やるべし会 青森の歴史・伝統・くらし 「我家（おえ）の金（じぇ）ンコ食い虫」　ほか ●

ZD0789 H25年度 津軽弁の日　爆笑傑作選　ＣＤ・その２津軽弁の味コに笑味期限なし。さ、笑るべし！ 80 津軽弁の日やるべし会 青森の歴史・伝統・くらし 「○○高等学校バス停前の婆様たち」　ほか ●

ZD0790 H25年度 津軽弁の日　爆笑傑作選　ＤＶＤ津軽弁の味コに笑味期限なし。さ、笑るべし！ 60 津軽弁の日やるべし会 青森の歴史・伝統・くらし
青森放送テレビで１９９４年から毎年年末に放映している「爆笑！！津軽弁の日」より、作
品紹介の合間に繰り広げられる出演者の面白トークやバトル、貴重なＮＧシーンなど、選
りすぐりの映像を集めました。

●

ZD0791 H25年度 クテ打組紐技法への招待入門編 42 クテ打組紐技法研究会 趣味・芸術
クテ打組紐技法とは、正倉院宝物の組紐の調査、解析により復元された古来の組紐製作
技法。指導者養成のために講習会も実施されている。

●

ZD0792 H25年度 ボディスラップ　おもしろリズムをつくろう！手や体をたたいて、みんなで遊ぼう。 40 全国視聴覚教育連盟 スポーツ・健康
手拍子や足踏みでリズムを作り、そのリズムに合わせて身体表現をすることにより、子ど
も同士の「思いやる心」「協力する心」を大きく成長させるのに役立つ教材。平成２５年度
子どもゆめ基金女性活動。

● ●

ZD0793 H27年度
青森県無形民俗文化財　田子神楽　プロモーション企画盆舞ガールズふるさとの田子
神楽をつなぐ

77 青森県田子町 青森の歴史・伝統・くらし この町で伝え育まれた田子神楽。これからもその「技」は、子どもたちへ受け継がれてゆく ● ● ● ● ●

55/67



DVD(全体）

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

ZD0795 H26年度 第１０回　全国こども科学映像祭受賞作品集 86 全国こども科学映像祭運営委員会算数・数学・理科
「全国こども科学映像祭」は、カメラの目を通して“科学する心”を育てることを目的として、
全国の小・中学生を対象に毎年開催されている科学ビデオのコンクールです。

● ● ● ●

ZD0796 H27年度 脳卒中（重症化）予防普及啓発ＤＶＤ 14 青森県東青地域県民局地域健康福祉部スポーツ・健康
健康劇「もし大切な人が脳卒中になったら」、うた「ＦＡＳＴ～大切な人を守るために～」を
収録。

●

ZD0797 H27年度 家庭教育支援動画 130 青森県総合社会教育センター 家庭教育 青森県内のさまざまな課程の子育てや家庭教育支援団体を紹介します。 ● ● ●

ZD0798 H27年度 家庭教育支援動画　２ 130 青森県総合社会教育センター 家庭教育 県内のさまざまな家庭の子育てや家庭教育支援団体を紹介します。 ● ● ●

ZD0799 H27年度 赤毛のアン 40 共立映画社 一般映画・アニメ
世界各国の子ども達に愛読されている「赤毛のアン」（モンゴメリ原作）のアニメ化。いつも
明るく元気なアンが、養父母の愛情や親友との友情を感じながら成長していく課程を描
く。

● ● ●

ZD0800 H27年度 フランダースの犬 35 共立映画社 一般映画・アニメ

原作は一世紀以上にわたって世界中の人々に読み継がれてきたウィーダの児童文学作
品。少年ネロ、祖父、愛犬パトラッシュの「心の交流」を中心に描き、動物への深い愛情、
友情、芸術への深いあこがれなど、児童の情操を高める内容を豊かに盛り込んでアニメ
化。

● ● ●

ZD0801 H27年度 月の輪グマ 22 共立映画社 一般映画・アニメ
椋鳩十の同名原作をアニメ化。子を思う親グマの愛情あふれる行動に強く心をゆさぶら
れた作者の心情を、アニメーションで子ども達にわかりやすく描く。

● ● ●

ZD0802 H27年度 ドラッグの悲劇 19 東映株式会社　教育映像部 一般映画・アニメ
危険ドラッグに関する事件や事故が近年急増し、大きな社会問題となっています。本作品
は、危険ドラッグに手を出した少年の転落の軌跡をドラマと詳細な解説で描きます。

● ● ● ●

ZD0803 H27年度 海峡 145 東宝株式会社 一般映画・アニメ
昭和３２年の調査以来、国鉄の技術団員の阿久津は青函トンネル開通に執念を燃やして
いた。７年後、ようやく開始の号令が出るや、阿久津を始め、海を掘ることに憑かれた男
達が函館に集結。岩盤と水との戦いが始まった。

●

ZD0804 H27年度 ボクはすぐに逃げたんだ東日本大震災から学んだこと 14 株式会社映学社 生活・福祉
３月１１日の大震災が発生した時、釜石市の小学生が津波避難の三原則を守って、どの
ように避難したかを詳細に描きながら、地震が起こった時の身の守り方、そして津波のメ
カニズムや特徴などをおりまぜて、子供たちの防災力向上を目的に制作したものです。

● ● ● ●

ZD0805 H27年度 危険な目にあわないぞ！ナナミパパの青空防犯教室 18 東映株式会社　教育映像部 生活・福祉
本作品は通学路や公園など子どもに身近な場所を舞台に、具体的にわかりやすく危険な
場所や怪しい人、危険な目にあった時の対処法を描き、子ども達自身が身を守るための
力をつけることを目的として制作しています。

● ● ● ● ●

ZD0806 H27年度
ネットワーク社会のトラブル～危険性と安全対策～第１巻　情報と社会生活～情報活
用のルールとマナー～

17 株式会社パンドラ 生活・福祉
情報を安全に利用するための基本的な仕組みや、情報セキュリティを高めるための技術
的な対策方法を学びます。また、情報セキュリティを確保するための組織的対応の必要
性も紹介します。

● ● ● ● ●

ZD0807 H27年度
ネットワーク社会のトラブル～危険性と安全対策～第２巻　情報モラル　トラブル集～
スマートフォンのトラブル対策～

20 株式会社パンドラ 生活・福祉
著作権や情報の発信に伴って発生する可能性のある問題や発信者としての責任につい
て学びます。また、ネットワーク上でのルールやマナー、人権侵害の防止など、情報技術
の利用場面に応じて適性に活動する能力と態度を身につけさせます。

● ● ● ● ●

ZD0808 H27年度 ＢＢＣ　ＥＡＲＴＨグレート・ネイチャー　Ｖｏｌ．１夏の北極から、偉大な冒険が始まった。 99 BBC 学術・教養
夏の北極圏で繰り広げられる生物たちの営みに焦点をあてる「EPISODE 1 氷の大融解」
と、ハイイログマから巨木に及ぶすべての生命を支えているサケの姿に迫る「EPISODE 2
サケの大遡上」の２編を収録。

●
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ZD0809 H27年度
ＢＢＣ　ＥＡＲＴＨグレート・ネイチャー　Ｖｏｌ．２海で起こる、生きものたちの壮大なバト
ル。

98 BBC 学術・教養
雨と草原を求めて移動を続けるヌーと、厳しい乾季を生き延びるライオンの姿を追う
「EPISODE 3 ヌーの大移動」と、海の中で繰り広げられる捕食者と5億匹以上ものイワシ
の大群“サーディン・ラン”を追う「EPISODE 4 世界最大の魚群」の２編を収録。

●

ZD0810 H27年度 ＢＢＣ　ＥＡＲＴＨグレート・ネイチャー　Ｖｏｌ．３それでも生きものたちは、地球を愛する。 99 BBC 学術・教養
湿原を求めて乾季の砂漠を旅しながら生き延びるゾウの群れにスポットを当てる
「EPISODE 5 恵みの大洪水」と、夏のピークにさまざまな生き物にあふれ巻き起こる、大
自然の生命の爆発に迫る「EPISODE 6 大いなる海の宴」の２編を収録。

●

ZD0811 H27年度 太平洋戦史連合艦隊と山本五十六 73 有限会社サンユーフィルムジャパン学術・教養

昭和20年3月23日米機動部隊は沖縄本島に向け猛烈な艦砲射撃を開始。太平洋戦争最
後の決戦の幕が開いた。米陸海空軍の大攻撃兵力約18万人を迎え撃つ日本軍は特攻
を含め死力を尽くして戦ったが、圧倒的物量を誇る米軍の作戦の前に、ついに玉砕を余
儀なくされた。これは貴重なフィルムで綴る鎮魂の記録である。

●

ZD0812 H27年度 太平洋戦史死闘最後の決戦 71 有限会社サンユーフィルムジャパン学術・教養

1941年12月7日午前8時（現地時間）ハワイオアフ島の真珠湾を、南雲忠一中将ひきいる
機動部隊から飛び立った艦載機が奇襲攻撃をかけ、ここに太平洋戦争は遂に勃発した。
当初、マレー沖海戦、シンガポール攻略、グアムや香港奪取など日本軍の破竹の進撃が
展開されたが、日本はミッドウェー海戦での敗北を機に苦戦をしいられ、そして戦いは最
後の砦ともいうべき硫黄島決戦へと追いつめられてゆく。

●

ZD0813 H27年度 太平洋戦史硫黄島 106 有限会社サンユーフィルムジャパン学術・教養
太平洋戦争において、“もっとも凄惨な戦い”といわれた硫黄島攻防戦の全貌。米海兵隊
が撮影し、未公開のまま米国防総省に保管されていたフィルムを一般公開用に編集。

●

ZD0814 H27年度 太平洋戦史海ゆかば 106 有限会社サンユーフィルムジャパン学術・教養

米海軍省撮影のフィルムで綴る太平洋戦争海戦の貴重なドキュメント。真珠湾攻撃から
レイテ沖海戦までの凄絶な死闘。戦後初めて公開された米国防総省の太平洋戦争海戦
の記録。戦争の華々しさではなく、ここにドキュメントとして撮られたものは兵士たちの哀し
さであり、兵士たちの恐怖であり驚きである。兵士たちにとって戦争とは、いかに虚しく哀
しいものかをこのフィルムは見事に捉えている。

●

ZD0815 H27年度 いのししうりっ子のぼうけん 22 共立映画社 一般映画・アニメ
“うりっ子”は、向こう見ずのイノシシの兄弟。カミナリに震えている姿を友達に笑われた“う
りっ子”は悔しくてしょうがない。弱虫でないことを証明するため、七色の虹の橋を渡ろうと
意気揚々と向かったが…愛と知恵と勇気を描く、教育映画祭優秀作品賞受賞作品。

● ● ● ●

ZD0816 H27年度 しあわせの王子 19 共立映画社 一般映画・アニメ

ある港町に立つ「しあわせの王子」の銅像。瞳にサファイア、剣にルビー、体に金箔が貼
られた美しい王子は、銅像になって町を眺めていると、世の中には不幸な人がとても多い
ことに気づき、涙を流していた。それを知ったツバメは…教育映画祭最優秀作品賞、文部
科学大臣賞、厚生労働大臣賞受賞作品。

● ● ● ●

ZD0817 H27年度 とうきちとむじな 18 共立映画社 一般映画・アニメ

むかし、ある村にとうきちという猟師がいました。ある日、山へ狩りに出かけましたが、獲
物が見つからない上にお弁当をむじなに盗まれてしまいました。悔しくてたまらないとうき
ちは、狩りもそこそこにむじなを探し出し、巣からいぶり出そうと…厚生労働大臣賞受賞、
文部科学省特別選定作品。

● ● ● ●

ZD0818 H27年度 いたちのこもりうた 19 共立映画社 一般映画・アニメ
長者さまのひとり娘と庭にすむイタチとの交流を描いた、新潟地方に語り継がれている民
話のアニメーション化。教育映画祭優秀作品賞、文部科学大臣賞、厚生労働大臣賞、芸
術最優秀賞受賞。文部科学省選定作品。

● ● ● ●

ZD0819 H27年度 化けくらべ 21 共立映画社 一般映画・アニメ
タヌキのごんべえが化けた花嫁行列は、道ばたのおまんじゅうに飛びついて化けの皮が
はがれます。、おまんじゅうに化けていたキツネのへらこいは大笑い。そこでごんべえは
一計を案じ…教育映画祭優秀作品賞受賞。

● ● ● ●

ZD0820 H27年度 がんばれ五色桜 20 共立映画社 一般映画・アニメ

樹齢５００年の五色桜は村人たちの自慢の種。体の弱い小学生の健吉も、強くたくましい
五色桜のようになりたいと毎日がんばっていた。ところが、元気になっていく健吉にくら
べ、五色桜はどんどん枯れていく。そこで桜を根接ぎする事になったが…教育映画祭最
優秀作品賞、文部科学大臣賞受賞作品。

● ● ● ●

ZD0821 H27年度 地球交響曲（ガイアシンフォニー）第二番龍村仁監督作品 130 株式会社オンザロード 学術・教養

イギリスの生物物理学者ジェームズ・ラブロック博士の唱えるガイア理論「地球はそれ自
体がひとつの生命体である」という考え方に勇気づけられ制作されたオムニバスのドキュ
メンタリー映画シリーズ。本作には青森県出身の佐藤初女をはじめ、ジャック・マイヨー
ル、フランク・ドレイク、１４世ダライ・ラマ法王が出演。

● ● ●

ZD0822 H28年度 鰺ヶ沢のむがしこ 107 鰺ヶ沢町教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし
青森県鰺ヶ沢町に残る昔話を６話収録。昔話の世界を切り絵で表現。語りに木野花、田
中耕一、青山良平。（収録）さんこぎつね／おたからガメ／光信公の鬼退治／亡者船／鬼
神太夫／光信公一代記

● ● ● ●
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ZD0823 H27年度 世界遺産シリーズ絶海にうかぶ進化の島々小笠原諸島 33 (株)ＣＮインターボイス 学術・教養
小笠原諸島の自然と、そこに生息・生育する動植物の生態を最新の研究成果を踏まえ、
科学的な視点で解説します。また、人間の活動とともに島々へ進入してきた外来の動植
物から、貴重な小笠原諸島の自然を守る、人々の様々な取組を紹介していきます。

● ● ●

ZD0824 H27年度
はじめよう！みんなで一緒に！めざせ☆元気な青森県青森県版　食に関する指導教
材

27 青森県教育委員会 生活・道徳・特活
学校における食に関する指導教材。「見つめよう！青森県の今」、「長井家、万里の長寿
～『あおもり型』給食大作戦～」（全５話）、「『あおもり型』給食レシピ」（２種）を収録。

● ● ● ● ●

ZD0825 H28年度 魅力いっぱい！野菜のある食卓 24 (株)放送映画製作所 生活・道徳・特活
野菜に含まれる栄養素やそのはたらきについての知識、献立への手軽な取り入れ方など
をミニドラマ形式で紹介。栄養バランスもとく、楽しい食生活を応援します。

● ● ● ●

ZD0826 H27年度
青森県の歴史　津軽と南部がひとつになれたのはなぜか～廃藩置県・他に先駆けて
合県した五つの藩の物語～

71 あおもり県民カレッジ事務局 青森の歴史・伝統・くらし

陸奥国と出羽国からなる奥羽地方から、いかにして津軽藩と南部藩ができたか。両藩の
対立が激化した幕末の戊辰戦争、そして斗南藩の誕生。明治維新の廃藩置県による弘
前県・黒石県・斗南県・七戸県・館県の設置から現在の「青森県」となるまでの歴史と秘
話。

● ● ●

ZD0827 H27年度 平成２６年度　こども民俗芸能大会 167 青森県教育庁文化財保護課 青森の歴史・伝統・くらし
平成２６年９月２８日、平川市文化センターで開催された大会の記録。こどもたちの力強
い舞と、元気な囃子が鳴り響く。

● ● ● ●

ZD0828 H27年度 スマホの落とし穴親子・地域で考えよう 34 一般財団法人　日本視聴覚教育協会生活・福祉
子どもたちがスマートフォンを使うときにありがちな問題をドラマで紹介。「ルールは決め
たけど…」「そんなつもりじゃ…」「フィルタリングは大事」「ＳＮＳは便利に使おう」「気を付
けて！投稿写真」「無料ゲームの罠に注意」の６話。

● ● ● ● ●

ZD0829 H28年度
見て・触れて・食べて　十和田湖魅力再発見の旅十和田八幡平国立公園十和田八甲
田地域国立公園指定80周年

67 青森県上北地域県民局 青森の歴史・伝統・くらし
十和田湖とその周辺の魅力について（十和田湖現代美術館、アーツ・トワダウィンターイ
ルミネーション、スノーランブリング、十和田神社、十和田バラ焼き、十和田湖乙女の像な
ど）

● ● ● ● ● ●

ZD0830 H28年度 キッズ介護教材　長寿大国を探検しよう見て　学んで　考える　WEB教材 全国視聴覚教育連盟 生活・道徳・特活
少子高齢化が急速に進んでいる中で、社会の中で子どもたちが高齢者と出会う割合はま
すます多くなっています。この教材は、もはや子どもたちに縁遠いものではない「介護」に
ついて、楽しくわかりやすく学んでもらうものです。

● ● ● ● ●

ZD0832 H28年度 ある日突然最愛の娘を奪われて犯罪がその後にもたらすもの 41 内閣府犯罪被害者等施策推進室 生活・福祉
ストーカー被害の後殺害された長女。耐えきれないほど苦しんだご家族をされに傷つけ
たのは、事件後における周囲の人々の様々な態度や反応でした。

●

ZD0833 H28年度
NON SMORKING 青森県～大好きな君を守るよ～親子の防煙対策推進のための普及
啓発DVD

5 青森県健康福祉部　がん・生活習慣病対策課生活・福祉
たばこを吸わないこと、たばこの煙を吸わせないことで、明るい未来が待っています。た
ばこに手を出さないことによる明るい未来を「健やか力」向上推進キャラクターマモルさん
と、健康を目指す「けんちゃん」と「ここちゃん」がメッセージソングでお伝えします。

● ● ● ● ● ●

ZD0834 H28年度
ＮＨＫスペシャル巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃　第一集　異常気象
“暴走”する大気と海の大循環

73 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

豪雨や熱波が各地を襲い観測記録の更新が続く日本、今年２５０年ぶりの大洪水に見舞
われた英国、５００年ぶりと言われる大干ばつが続く米国カリフォルニア州など、世界で気
象災害が激しさを増している。その原因と指摘されているのは、赤道から極域へと熱を運
ぶ地球の“大気と海の大循環”の異変。番組では、地球の“大循環”を可視化し、最新の
観測データやシミュレーションが明らかにしつつある将来の気象災害の姿を見つめる。

● ● ●

ZD0835 H28年度
ＮＨＫスペシャル巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃　第二集　スーパー
台風“海の異変”の最悪シナリオ

49 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

台風は、熱帯の海にたまった熱エネルギーを温帯に循環させ、均衡を保とうとする地球
の巨大なシステムの一部でもある。しかし、今後も海水温が上がり続ければ「スーパー台
風」が頻発し、日本を襲う可能性が高まる。暴風によって送電網の鉄塔が倒れ大規模停
電が発生、高潮で都心まで浸水･･･、最新のシミュレーションからは大都市の新たなリスク
が見えてきた。大気や海水のダイナミズムが生み出す、地球最強の気象災害「スーパー
台風」の脅威に迫る。

● ● ●

ZD0836 H28年度
ＮＨＫスペシャル巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃　第三集　巨大地震
見えてきた脅威のメカニズム

49 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
地球内部の大循環システムの鍵を握っていることが分かってきた日本の地下。番組で
は、地震波トモグラフィーが解き明かし始めた地球内部の挙動から、巨大地震の発生メカ
ニズムを読み解いていく。

● ● ●

ZD0837 H28年度
ＮＨＫスペシャル巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃　第四集　火山大噴
火迫り来る地球規模の異変

49 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
地球の歴史上、繰り返されてきた火山大噴火。現代の私たちが経験していない大噴火
は、地球環境や人類にどれほどの影響をもたらすのか。火山研究の最前線を取材し、そ
の脅威の姿を見つめていく。

● ● ●
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ZD0838 H28年度
ＮＨＫスペシャル巨大災害 MEGA DISASTER 地球大変動の衝撃　第五集　激化する
豪雨日本に迫る脅威

58 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

科学者たちは新たなレーダーを使って、発達する雨雲を従来の１００倍の精度で観測し、
局地豪雨を事前に予測しようと研究を加速させている。番組では、地球規模の大気と海
の異変から日本を襲った２０１４年の異常気象を徹底的に解明。激しさを増す豪雨に私た
ちは、どう備えればよいのかを考えていく。

● ● ●

ZD0839 H28年度 君が僕の息子について教えてくれたこと 58 ＮＨＫエンタープライズ 生活・福祉

日本の自閉症の若者・東田直樹さんの書いたエッセイが２０か国以上で翻訳されベストセ
ラーとなっている。英訳したのは、イギリスの作家デイヴィッド・ミッチェル氏。彼にも自閉
症の息子がいる。東田さんの本を読んでまるで息子が語りかけているように感じたと言
う。ミッチェル氏の訳した本は、自閉症の子どもを持つ世界の家族に希望のともしびをとも
した。日本の自閉症の若者と外国人作家の出会いから生まれた希望の物語である。

● ● ● ● ●

ZD0840 H28年度 ワイルドライフ　南米 イグアス 世界最大の滝に野生が集う 63 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

南米アルゼンチンとブラジルの国境に位置する世界遺産・イグアスの滝。落差８０メート
ルの滝が幅３キロにわたって連なる世界最大の瀑布だ。水量は毎秒１７００トン。巨大な
滝は嵐のような風と水しぶきをもたらす。滝の周辺は、国立公園として保護される広大な
ジャングルが広がる。立ち上る大量の水しぶきのため湿度が高く、着生植物など独特の
生態系が広がる。また、豊富な植物はそれを食べる動物を呼び、さらにその捕食者を呼
ぶ。「滝の申し子」とも呼べるアマツバメを中心に、世界最大の滝に育まれる、命のつなが
りを見つめる。

● ● ● ● ●

ZD0841 H28年度 ワイルドライフ　東欧の秘境 タラ渓谷 断崖に野生を見た 94 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養

ヨーロッパ南東部のバルカン半島に、“東欧のグランドキャニオン”と呼ばれる雄大な渓谷
がある。モンテネグロにあるタラ渓谷だ。ヨーロッパ最大の渓谷が高原状の大地をＶ時に
深く刻み、谷底には「ヨーロッパの涙」とも形容される神秘的なエメラルド色を帯びたタラ
川が流れる。この起伏に富んだ大地にはブナなどの落葉樹、クロマツなどの針葉樹を中
心に７００種以上の植物が生い茂り、豊かな生態系が育まれている。とりわけ人を寄せ付
けない急峻な場所には生きものたちの独自の営みが見られる。岩場ではカモシカの仲
間・シャモアの群れが躍動し、それを狙ってイヌワシが悠然と空を舞う。

● ● ● ● ●

ZD0842 H28年度 ワイルドライフ　進化の島 ガラパゴス ウミイグアナ 豊かな海に泳ぎ出せ 65 0 学術・教養

太平洋に浮かぶガラパゴス諸島。大陸と一度も陸続きになったことがないことから、生き
ものたちは独自の進化をとげた。島の植生によって甲羅の形が変わったガラパゴスゾウ
ガメ、天敵の肉食獣がいないので翼が小さくなったコバネウなど、島独特の環境に適応し
た様子がよくわかる、正に“進化の実験場”なのだ。

● ● ● ● ●

ZD0843 H28年度 生き抜く　南三陸町人々の一年 99 ＭＢＳ 生活・福祉
南三陸町の一年の記録を通して、被災地で生き抜く、生き抜こうとしている人々の姿を克
明に描く。

● ● ● ● ●

ZD0844 H28年度 ダブルシフト　パパの子育て奮闘記 89 マリア・エッセーン 家庭教育

テレビで天気予報を担当しているエマと、タクシー運転手のヨーナスは一緒に暮らしてい
る。二人の間にできた赤ちゃんを、8カ月間、面倒をみていたエマが、仕事に復帰。育児を
バトンタッチされて戸惑うヨーナス。子どもが言葉を覚え、歩き始めるに従い、育児の喜び
を知り始めるが…。今の日本より、遥かに進んだ子育てへの考え方に感服！

● ● ● ● ●

ZD0845 H28年度 知りたい仕事ライブラリー① 動物看護士／トリマー／動物訓練士 90 0 産業・技術
動物看護士…確かな技術と知識で、獣医とともに小さな命を見守る。トリマー…傷だらけ
立ちっぱなし、体力勝負のペットの仕事。動物訓練士…ひたすら動物と心を通わせる、熱
意ある人だけの狭き門。

● ● ● ● ●

ZD0846 H28年度 知りたい仕事ライブラリー　② 歯科衛生士／歯科技工士 66 0 産業・技術
歯科衛生士…技術で虫歯を、笑顔で心を癒やす歯科医院のオアシス。歯科技工士…自
分のペースで工芸感覚でできる技能職。

● ● ● ● ●

ZD0847 H28年度 知りたい仕事ライブラリー③ 介護福祉士／理学療法士／作業療法士 83 0 産業・技術
介護福祉士…高齢化社会の救世主となる、献身の職。理学療法士/作業療法士…リハビ
リの現場で人をよみがえらせる忍耐の職。

● ● ● ● ●

ZD0848 H28年度 知りたい仕事ライブラリー④ 美容師／リフレクソロジスト／スポーツインストラクター 76 0 産業・技術
美容師…華やかさの裏にある試練の修業時代。リフレクソロジスト…急成長の西洋式足
つぼマッサージ。スポーツインストラクター…給与、待遇は二の次。そんなことよりこのや
りがい！

● ● ● ● ●

ZD0849 H28年度 知りたい仕事ライブラリー⑤ フードコーディネーター／パン職人／料理人 90 0 産業・技術
フードコーディネーター…雑誌やテレビで引っ張りだこの、食の裏方集団。パン職人…体
力、孤独、早起き、研究心、そしてパンへの情熱。料理人…遊ぶ時間ゼロの見習い期間
を乗り越えられるかが勝負。

● ● ● ● ●

ZD0850 H28年度 知りたい仕事ライブラリー⑥ CGクリエイター／Webデザイナー 66 0 産業・技術
ＣＧクリエイター…「やる気」だけが未来を左右する最先端の仕事。Ｗｅｂデザイナー…こ
れからは「質」を問われる時代の申し子。

● ● ● ● ●

ZD0851 H28年度 知りたい仕事ライブラリー⑦ 一級建築士／測量士／鳶職 90 0 産業・技術
一級建築士…昼、現場を飛び回り、夜黙々と製図に向かう日々。測量士…国家資格で安
定性抜群のアウトドアな毎日。鳶職…読経と技術で足場を渡る県背悦現場の花形。

● ● ● ● ●
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ZD0852 H28年度 知りたい仕事ライブラリー⑧ コンシェルジェ・ウェイター／フロント・施設管理 85 0 産業・技術
コンシェルジュ/ウェイター…ホテルの人気を左右するサービス担当。フロント/施設管理
…ホテルを支える表舞台と影の立役者。

● ● ● ● ●

ZD0853 H28年度 知りたい仕事ライブラリー⑨ フラワーコーディネーター／ブライダルコーディネーター 66 0 産業・技術
フラワーコーディネーター…花のために生きる。ブライダルコーディネーター…その日、ひ
とりの女性を完璧な「華」にする。

● ● ● ● ●

ZD0854 H28年度 知りたい仕事ライブラリー⑩ エディター／ミキサー／フォトグラファー 90 0 産業・技術
エディター…1日座りっぱなしで映像に漬かる毎日。ミキサー…適性は耳の良さより、マメ
な人柄。フォトグラファー…体力勝負の芸術派。

● ● ● ● ●

ZD0855 H28年度 十和田湖「深」発見の旅水と森が生命を紡ぐ 56 上北地域県民局地域連携部 青森の歴史・伝統・くらし
十和田湖湖上からのドローンによる低空映像、流鏑馬近接映像、八
甲田「グダリ沼」水中映像など小型カメラ技術を多用したほか、十和田信仰の洞穴、火山
活動の痕跡など。

● ● ● ● ●

ZD0856 H29年度 平成２９年度「あおもり伝統芸能フェスティバル・ワークショップ」 276 三内丸山遺跡と青森県の伝統文化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２９年９月１６日、１７日に三内丸山遺跡で開催した「あおもり伝統芸能フェスティバ
ル・ワークショップ」の記録集。南部駒踊（三沢市）東通神楽（東通村）晴山獅子舞（十和田
市）津軽神楽（弘前市）黒石ねぷたばやし（黒石市）田子神楽（田子町）ナニャドヤラ（八戸
市）下北の能舞（東通村）内童子獅子舞（平内町）相内の虫送り（五所川原市）を収録。

● ● ● ● ●

ZD0857 H30年度 鯵ヶ沢　白八幡宮大祭　学習DVD 23 鯵ヶ沢ライオンズクラブ 青森の歴史・伝統・くらし ● ● ● ● ●

ZD0858 H29年度
プロフェッショナル 仕事の流儀リハビリ医 酒向正春の仕事　希望のリハビリ、ともに闘
い抜く

52 ＮＨＫ 産業・技術
脳卒中のリハビリのエキスパート。人生の再出発をめざし、患者、そして患者の家族と共
に闘うリハビリ医療の現場を追う。

ZD0859 H29年度 プロフェッショナル 仕事の流儀染織家 志村ふくみの仕事　いのちの色で、糸を染める 53 ＮＨＫ 産業・技術
人間国宝の染織家・志村ふくみは草木で圧倒的な色彩美を作り上げてきた。未だ見ぬ究
極の色を求める、果てなき闘いの姿を追う。

● ● ● ● ●

ZD0860 H29年度
プロフェッショナル 仕事の流儀そば打ち職人 高橋邦弘の仕事　人生を込めて、そばを
打つ

54 ＮＨＫ 産業・技術
香り・食感・のどごしを兼ね備え、名だたる料理人を唸らせる高橋邦弘のそば。全国の職
人が神業と呼ぶ名人の世界に迫る。

● ● ● ● ●

ZD0861 H29年度 プロフェッショナル 仕事の流儀デザイナー 佐藤オオキの仕事　世界をもっと、心地よく 53 ＮＨＫ 産業・技術
世界を驚かせる日本人デザイナー・佐藤オオキ。「ありそうで、なかった」を作り出すデザ
インのカリスマ、その格闘の日々を追う。

● ● ● ● ●

ZD0862 H29年度 プロフェッショナル 仕事の流儀囲碁棋士　井山裕太の仕事　盤上の宇宙、独創の一手 54 ＮＨＫ 産業・技術
囲碁界前人未踏の囲碁6冠を成し遂げた井山裕太。一手打つために、千もの可能性を読
みあう世界に密着したドキュメント。

● ● ● ● ●

ZD0863 H29年度
プロフェッショナル 仕事の流儀脳神経外科医・坂井信幸　逃げない思いが、明日を拓
く

47 ＮＨＫ 産業・技術 脳神経外科医、坂井信幸・56歳。命の現場に信念を持って立ち続ける医師の姿を追う。 ● ● ● ● ●

ZD0864 H29年度 プロフェッショナル 仕事の流儀漫画家　藤子・F・不二雄　僕は、のび太そのものだった 47 ＮＨＫ 産業・技術
藤子・F・不二雄、国民的な漫画「ドラえもん」を残した、伝説のプロフェッショナル。国民的
漫画家の素顔と創作の秘密に迫る。

● ● ● ● ●

ZD0865 H29年度 プロフェッショナル 仕事の流儀経営者　大山健太郎　歩き続けるかぎり、倒れない 51 ＮＨＫ 産業・技術
ユニークな商品開発力を支える秘密は？自身の姿勢の裏にある信念とは？戦うリー
ダー、その舞台裏に迫る。

● ● ● ● ●
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ZD0866 H29年度
プロフェッショナル 仕事の流儀外科医 笹子三津留の仕事 まっすぐ無心に、人生を診
る

55 ＮＨＫ 産業・技術
35年に及ぶ胃ガンとの闘いが生んだ信念とは。人呼んで「胃ガン治療・最後の砦」、その
日常・熱き現場に密着する。

● ● ● ● ●

ZD0867 H29年度
プロフェッショナル 仕事の流儀プロ野球投手 山本昌の仕事 球界のレジェンド 覚悟の
マウンドへ

53 ＮＨＫ 産業・技術
現役最年長のプロ野球選手・山本昌48歳。不屈の大ベテランの知られざる格闘の記録
と、その流儀に迫る。

● ● ● ● ●

ZD0868 H29年度 ＮＨＫスペシャル　ママたちが非常事態！？ 98 ＮＨＫ 家庭教育 なぜ母親たちは、これほど育児に苦しめられるのか？その謎に最新科学で迫ります。 ● ● ● ● ●

ZD0869 H29年度 証言記録　東日本大震災岩手県陸前高田市 ～消防団員の見た巨大津波～ 43 ＮＨＫ 生活・福祉
28人の死亡・行方不明者を出した、岩手県陸前高田市の消防団、高田分団。あの日、何
があったのか。人々は何を考え、どう行動したのか。

● ● ● ● ●

ZD0870 H29年度 証言記録　東日本大震災宮城県女川町 ～静かな港を襲った津波～ 43 ＮＨＫ 生活・福祉
リアス海岸がつくる深くて静かな良港を持ち、沖合に優れた漁場を有する水産の町。あの
日、何があったのか。人々は何を考え、どう行動したのか。

● ● ● ● ●

ZD0871 H29年度 証言記録　東日本大震災福島県南相馬市 ～原発危機 翻弄された住民～ 43 ＮＨＫ 生活・福祉
巨大津波と原発事故、ふたつの大災害に直面した福島県南相馬市。あの日、何があった
のか。人々は何を考え、どう行動したのか。

● ● ● ● ●

ZD0872 H29年度 証言記録　東日本大震災岩手県大槌町 ～津波と火災におそわれた町～ 43 ＮＨＫ 生活・福祉
寺の住職は、家族が行方不明のまま親戚の寺に間借りして、犠牲者の供養を続けた。あ
の日、何があったのか。人々は何を考え、どう行動したのか。

● ● ● ● ●

ZD0873 H29年度 証言記録　東日本大震災宮城県石巻市 ～北上川を遡った大津波～ 43 ＮＨＫ 生活・福祉
真っ黒な巨大津波は取り残された老人たちを瞬く間に押し流した。あの日、何があったの
か。人々は何を考え、どう行動したのか。

● ● ● ● ●

ZD0874 H29年度 証言記録　東日本大震災福島県大熊町 ～１万１千人が消えた町～ 43 ＮＨＫ 生活・福祉
東京電力福島第一原子力発電所が立地する、福島県大熊町。あの日、何があったの
か。人々は何を考え、どう行動したのか。

● ● ● ● ●

ZD0875 H29年度 ワイルドライフアリューシャンマジック　驚異！海の生きもの大集結 55 ＮＨＫ 学術・教養
オキアミの大集団を目指して、鳥と魚とクジラが大集結する。奇跡のスペクタクルを世界
初のスクープ映像で描く。

● ● ● ● ●

ZD0876 H29年度 ワイルドライフオーストラリア メルボルンの海 10万匹のカニ 謎の大集結 64 ＮＨＫ 学術・教養
世界で初めて撮影された驚きの護身術。厳しい海の中で次世代に子孫を残そうとする命
がけのカニ大集結のドラマを描く。

● ● ● ● ●

ZD0877 H29年度 ワイルドライフ大西洋 フォークランド諸島 ペンギン王国の夏　走れ！跳べ！ 65 ＮＨＫ 学術・教養
イワトビペンギンをはじめとする5種類ものペンギンが思い思いの環境やスタイルで命を
謳歌する。

● ● ● ● ●

ZD0878 H29年度 ワイルドライフアフリカ大サバンナ 草食獣対肉食獣　生と死の攻防 63 ＮＨＫ 学術・教養
肉食動物との攻防を追われる側の視点で見つめ、知られざるサバンナの素顔を浮き彫り
にする。

● ● ● ● ●

ZD0879 H29年度 ワイルドライフアフリカ大サバンナ 飛ばない鳥 大地を生きる 63 ＮＨＫ 学術・教養
ケニアの南西部、飛べるのに飛ばない鳥がいる。なぜ飛ばずに地上で暮らすようになっ
たのか。巧みな生存戦略を探る。

● ● ● ● ●
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ZD0880 H29年度 ワイルドライフアフリカ大サバンナ ヌー100万頭 親子で決死の大移動 65 ＮＨＫ 学術・教養
大移動とともに成長する子どものドラマを中心に、平原を南から北へと大移動するヌーた
ちが繰り広げる一大スペクタクルを描く。

● ● ● ● ●

ZD0881 H29年度 ワイルドライフ京都法然院　いのちの庭 92 ＮＨＫ 学術・教養
庭園の四季と美しい仏事の光景を織り交ぜながら、驚きと感動に満ちたいのちの繋がり
を見つめる。

● ● ● ● ●

ZD0882 H29年度 ワイルドライフ世界自然遺産　知床 角がつなぐ！エゾシカ　命の物語 63 ＮＨＫ 学術・教養
流氷の海から、原生林、草原、そして高山まで、多様な自然環境が凝縮し、大型の野生
動物が暮らす。ここで大繁栄を遂げているエゾシカの姿に密着。

● ● ● ● ●

ZD0883 H29年度 ワイルドライフ世界自然遺産　小笠原諸島 絶海の楽園に奇跡の進化を見た 66 ＮＨＫ 学術・教養
島の生き物たちのくらしに密着。最新の特殊撮影技術を駆使し、独自の進化を視覚的に
わかりやすくし、進化の謎に迫る。

● ● ● ● ●

ZD0884 H29年度 歴史秘話ヒストリア　幕末編新選組 素顔の沖田・土方・近藤 ～京都青春録～ 42 ＮＨＫ 学術・教養
新選組誕生！鉢金に秘めた願い、証言で探る沖田総司の謎、悩める近藤　池田屋事件
の真相

● ● ● ● ●

ZD0885 H29年度
歴史秘話ヒストリア　幕末編高杉晋作 "愛され・やんちゃ”革命！ ～時代を変えた男
の魅力～

42 ＮＨＫ 学術・教養
ザンギリ頭の悩み、青春の暴走と挫折、“愛される男”仲間との熱き絆、“愛されやんちゃ”
革命！絆が生んだ奇跡の逆転劇

● ● ● ● ●

ZD0886 H29年度
歴史秘話ヒストリア　幕末編坂本龍馬と中岡慎太郎 熱き名コンビ ～さらば相棒 龍馬
と死んだ男～

42 ＮＨＫ 学術・教養
動乱！若者たちの栄光と悲劇。薩長同盟への道　凸凹浪人コンビの奇跡。さらば、相棒
ふたりの最後の日々。

● ● ● ● ●

ZD0887 H29年度
歴史秘話ヒストリア　幕末編勝海舟　 俺がやらなきゃ誰がやる ～第2の人生の使い方
～

42 ＮＨＫ 学術・教養
勝海舟×静岡茶＝幕府の後始末？明治に喝！勝海舟の辛口名言集。明治天皇と徳川
慶喜　歴史的会見の影で…

● ● ● ● ●

ZD0888 H29年度
歴史秘話ヒストリア　幕末編西郷隆盛 マイペース人生 ～のほほんと大胆にいきましょ
う！～

42 ＮＨＫ 学術・教養
信念か？現実か？若き西郷の悩み。口は災いのもと！？苦難を招いた大胆発言。江戸
城無血開城の秘策。

● ● ● ● ●

ZD0889 H29年度 三浦雄一郎　終わりなき冒険　８０歳エベレストに挑む 83 東映 学術・教養
2013年5月、世界初となる80歳でのエベレスト登頂に成功した冒険家・三浦雄一郎。未公
開映像を交えて伝える。

● ● ● ●

ZD0890 H29年度 聲の形　道徳教材DVD 83 東映 一般映画・アニメ
いじめや障がい者との共生などの難しいテーマを、視聴者が自然に考えることができる視
聴覚教材。

● ●

ZD0891 H29年度 細雪 140 東宝 一般映画・アニメ
市川崑監督作品。昭和13年。戦争の足音が近づく大阪・船場の名家薪岡家の四姉妹に
別れの日が近づく…。

● ●

ZD0892 H29年度 駅　STATION 132 東宝 一般映画・アニメ
オリンピックの射撃選手でもある刑事の、3人の女性の宿命的出会いと別れを3部構成で
描いた人間ドラマ。

● ●

ZD0893 H29年度 あ・うん 114 東宝 一般映画・アニメ 向田邦子原作小説を映画化。昭和初期を舞台に、中年実業家の友情を描いた作品。 ● ●
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ZD0894 H29年度 あなたへ 111 東宝 一般映画・アニメ
富山の刑務所で指導教官を務める主人公に、亡くなった妻から届いた絵手紙。そこには
“故郷の海に散骨して欲しい”という想いが記されていた。高倉健主演。

● ●

ZD0895 H29年度 酔いどれ天使 98 東宝 一般映画・アニメ
闇市を支配する若いやくざと、貧乏な酔いどれ中年医者とのぶつかり合いを通じて、戦後
風俗を鮮やかに描き出したヒューマニズム溢れる力作。

ZD0896 H30年度 日本の夜と霧 107 松竹 一般映画・アニメ
安保闘争がきっかけで結ばれた、新聞記者と女子学生の結婚披露宴の中、学生運動の
陰に起こった様々な事件が暴露されていく。

ZD0897 H31年度 青森県指定無形民俗文化財　悪戸獅子踊　悪戸獅子舞 88 株式会社アイ・ティー・ビー（企画　弘前市教育委員会　著作　弘前市　一般財団法人　地域創造）青森の歴史・伝統・くらし
5月から6月にかけて常盤神社で獅子起こしを行い、7月16日の祭礼の宵宮に奉納され
る。踊り手は大獅子、中獅子、女獅子、オカシからなり、演目は、街道わたり、橋かけ、山
かけ、女獅子かくし、歌掛け、家褒め、庭褒めがある。

ZD0898 H30年度 平成２９年度あおもり子育てネットの子育て動画 0 家庭教育 ● ● ● ● ● ●

ZD0899 H30年度 人権啓発教材ＤＶＤいのちに寄り添うターミナルケアと人権 35 東映株式会社 生活・福祉
どんな風に生きて、どんな風に最期を迎えるのか。もしも、あなたの身近な人が重い病に
なったとしたら？２人に１人が、がんになる時代。現代に生きるすべての人が学ぶべき、
命の教材です。

● ● ● ●

ZD0900 H30年度 人権学習教材ビデオわっかカフェへようこそココロまじわるヨリドコロ 35 東映株式会社 生活・福祉
あなたには「心のよりどころ」がありますか？忙しい日常に追われて誰かと「心を交流す
る」ことをおろそかにしていませんか？【収録テーマ】・インターネットによる人権・高齢者
の人権・外国人の人権

●

ZD0901 H30年度 さびしんぼう 110 東宝株式会社 一般映画・アニメ
『転校生』『時をかける少女』に続く大林監督の“尾道三部作”の第3作。山中 恒原作の
「なんだかへんて子」を、大林監督が故郷・尾道を背景に映像化したちょっぴり切ない恋
物語。

● ● ● ●

ZD0902 R1年度 ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第１集”腎臓”が寿命を決める 49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
尿をつくるのが仕事と思われていた腎臓だが、実はさまざまな臓器と"メッセージ"をやり
とりしながら、あなたの運動能力を高め、心臓の働きを助け、さらには寿命までも左右して
いることがわかってきた！

● ● ● ● ●

ZD0903 R1年度
ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第２集驚きのパワー”脂肪と筋肉”が
命を守る

49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
ダイエットがうまくいかないのも、"メタボ"になると恐ろしい病気を引き起こすのも、「ただ
のアブラ」と思っていた体脂肪が発する"メッセージ"が原因にあった！あなたを病気から
守る「脂肪と筋肉が交わす会話」とは？

● ● ● ● ●

ZD0904 R1年度 ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第３集"骨"が出す最高の若返り物質 49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
脳や体をいつまでも若々しく保ってくれる"秘密のメッセージ"が、なんとあなたの体を支え
る「骨」から全身に送られていた！カルシウムのかたまりに思える骨に秘められた、不思
議なパワーを解き明かす。

● ● ● ● ●

ZD0905 R1年度
ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第４集万病撃退"腸"が免疫の鍵だっ
た

49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
花粉症に食物アレルギー…。現代人に広がる悩ましいアレルギーを根本解決するカギ
が、あなたの腸と無数の腸内細菌との間で交わされる"会話"にあることがわかってきた。
親から子へ受け継がれる「健やかな腸の会話」とは？

● ● ● ● ●

ZD0906 R1年度
ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第５集"脳"すごいぞ！ひらめきと記
憶の正体

49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
コンピューターには真似できない「ひらめき」を生む、人間の脳。その驚くべきネットワーク
の全容がついに解明され始めた。さらに、ある臓器から脳に伝えられる"メッセージ"の解
明が、認知症の治療にも活かされようとしている。

● ● ● ● ●

ZD0907 R1年度
ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第６集"生命誕生"見えた！母と子ミ
クロの会話

49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
受精卵というたった一つの細胞が、一人の人間の姿形にどう変わっていくか。その命運
は、細胞たちが盛んに交わす"会話"が握っていることがわかってきた。あなたがあなたに
なるまでの神秘の物語を、最新科学でひもといていく。

● ● ● ● ●

63/67



DVD(全体）

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

ZD0908 R1年度 ＮＨＫスペシャル　人体　神秘の巨大ネットワーク第７集"健康寿命"究極の挑戦 49 ＮＨＫエンタープライズ スポーツ・健康
体内を飛び交う様々なメッセージの中には、なんとがん細胞が出す"ウイルスメール"の
ようなものも存在することが発見された。しかも同様の"体内メール"がさまざまな細胞で
も利用され、生命進化に関わっているというのだ。

● ● ● ● ●

ZD0909 R1年度 地震と津波～しくみとその驚異～ 49 ＮＨＫエンタープライズ 生活・福祉
ＮＨＫの豊富な資料映像から貴重な実験映像やＣＧを選び出し、地震や津波のメカニズム
についてわかりやすく紹介しています。

● ● ● ● ●

ZD0910 R1年度 児童文学ライブラリーＤＶＤ一つの花 11 株式会社サン・エデュケーショナル一般映画・アニメ

戦争児童文学の傑作といわれる今西祐行の名作をアニメ化。「一つだけちょうだい。」とい
う言葉から始まるこの作品の主人公ゆみ子を通して、戦争を体験した人の思いや願いが
伝わります。戦争中と戦争後の場面の変化を比べながら、それぞれのくらしの違いをてい
ねいに描きました。＜文部科学省選定・優秀映画鑑賞会推薦＞

● ● ● ● ● ●

ZD0911 R1年度 おしりたんてい１ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう 60 日本コロムビア 一般映画・アニメ
第１話「ププッとかいけつ！おしりたんていとうじょう！」
第２話「ププッちいさなしょちょうのだいピンチ！？」
第３話「ププッおおどろぼうあらわる！」

● ● ● ● ● ●

ZD0912 R1年度 おしりたんてい２ププッふめつのせっとうだん 60 日本コロムビア 一般映画・アニメ
第４話「ププッふめつのせっとうだん　前編」
第５話「ププッふめつのせっとうだん　後編」
第６話「ププッおきゃくさんのわすれもの」

● ● ● ● ● ●

ZD0913 R1年度 おしりたんてい３ププッブラウンものがたり 60 日本コロムビア 一般映画・アニメ
第７話「ププッブラウンものがたり」
第８話「ププッむらさきふじんのあんごうじけん　前編」
第９話「ププッむらさきふじんのあんごうじけん　後編」

● ● ● ● ● ●

ZD0914 R1年度 おしりたんてい４ププッ　かいとう　たい　たんてい 80 日本コロムビア 一般映画・アニメ

第１０話「ププッコアラちゃんだいかつやく」
第１１話「ププッとこやさんにうかぶゆうれい」
第１２話「ププッかいとう　たい　たんてい　前編」
第１３話「ププッかいとう　たい　たんてい　後編」

● ● ● ● ● ●

ZD0915 R1年度 シンデレラ 74 コアラブックス 一般映画・アニメ ディズニー「シンデレラ」 ● ● ● ● ● ●

ZD0916 R1年度 ピノキオ 88 コアラブックス 一般映画・アニメ ディズニー「ピノキオ」 ● ● ● ● ● ●

ZD0917 R1年度 ピーターパン 77 コアラブックス 一般映画・アニメ ディズニー「ピーターパン」 ● ● ● ● ● ●

ZD0918 R1年度 ふしぎの国のアリス 75 コアラブックス 一般映画・アニメ ディズニー「不思議の国のアリス」 ● ● ● ● ● ●

ZD0919 R2年度 ゆずり葉の頃 102 パンドラ 一般映画・アニメ
市子が少女の頃に思いを寄せていた人は、今では国際的な画家となっていた。彼の個展
の記事を目にした市子は、思い出の一枚の絵を求め、軽井沢へと旅立つ。心豊かな人生
の過ごし方を描いた作品。

● ● ● ● ●

ZD0920 R2年度 NHKスペシャル　プラネットアースプラネットアース　Episode5　高山　天空の戦い 59 NHKエンタープライズ 学術・教養
気温マイナス３０度、酸素は、平地のわずか数分の一。生命を寄せつけない、岩と雪だけ
の世界、高山。こんな環境にも、生き残りをかけて挑み続けてきた生きものたちがいる。
生きものたちの命のドラマを、美しく貴重な映像で描く。

● ● ● ● ● ●

ZD0921 R2年度 NHKスペシャル　プラネットアースプラネットアース　Episode8　極地　氷の世界 59 NHKエンタープライズ 学術・教養
地球の両極には白く凍り付いた、極寒の世界が広がっている。南極、北極は、地球で最も
苛酷な環境の一つ。限界の環境のなか、輝く命のドラマが次々と繰り広げられる。

● ● ● ● ● ●
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ZD0922 R2年度 NHKスペシャル　プラネットアースプラネットアース　Episode10　森林　命めぐる四季 59 NHKエンタープライズ 学術・教養
ロシア・タイガの森から、アメリカ・カリフォルニアの世界最大の巨木の森、四季の美しい
ヨーロッパの森など。壮大な空撮やモーション・コントロール・カメラによる特殊撮影を駆使
して、鮮やかな季節変化の中に、森と命の物語を描く。

● ● ● ● ● ●

ZD0923 R2年度
綾小路きみまろの人生ひまつぶし綾小路きみまろの人生ひまつぶし　第2巻　滋賀・青
森編

74 テイチクエンタテイメント 生活・福祉
中高年のアイドルとして大人気の漫談家・綾小路きみまろが全国各地をぶらぶら歩きま
わる旅バラエティTV番組「綾小路きみまろの人生ひまつぶし」に、最新ライブや未収録映
像を追加収録したDVD第2巻。

● ● ● ● ● ●

ZD0924 R2年度 ムーミン谷とウィンターワンダーランド 86 アミューズ 一般映画・アニメ
冬になれば春まで長い眠りにつくムーミン一家。しかし、好奇心いっぱいのムーミントロー
ルは、まもなく訪れる冬を感じるため外へ出かけ、そこで初めて「クリスマス」の存在を知り
…。

● ● ● ● ● ●

ZD0925 R2年度 児童文学ライブラリー　かさこ地ぞう 13 株式会社サン・エデュケーショナル一般映画・アニメ

雪にうもれた地ぞうさまに、じいさまは、かさこをかぶせてやります。ところが、地ぞうさま
は6人、かさこは5つ。1つ足りません。民話の中でも特に有名な「かさこ地ぞう」をアニメ
化。やさしく美しい映像で、じいさまとばあさまのやさしい心を明るく描いています。
＜文部科学省選定＞

● ● ● ● ● ●

ZD0926 R2年度 家康、江戸を建てる 145 NHKエンタープライズ 一般映画・アニメ
寒村から、「大都市・江戸」を計画した、ドリーマー徳川家康と、家康の夢に人生をかけた
熱い男たちのドラマ。全編は、上水の整備を命じられた大久保藤五郎、後編は全国共通
貨幣「小判」を製造した橋本庄三郎をとりあげる。

● ● ● ● ● ●

ZD0927 R3年度
お元気ですか？ココロとカラダ　オフィスで自宅で簡単ヨガ　～目覚めのよい朝＆深い
眠り～

35 NPO法人日本YOGA連盟 スポーツ・健康
＊ヨガとは　＊ヨガの呼吸法　＊くつろぎのポーズ　＊簡単ヨガ　目覚めのよい朝　深い眠
り　＊日本YOGA連盟（連盟説明とお問合せ先）　＊HEALING　MUSIC　＊CAST

● ● ● ● ● ●

ZD0928 R3年度 お元気ですか？ココロとカラダ　オフィスで自宅で簡単ヨガ　～腰痛＆肩こり～ 34 NPO法人日本YOGA連盟 スポーツ・健康
＊ヨガとは　＊ヨガの呼吸法　＊くつろぎのポーズ　＊簡単ヨガ　腰痛　肩こり　＊日本
YOGA連盟（連盟説明とお問合せ先）　＊HEALING　MUSIC　＊CAST

● ● ● ● ● ●

ZD0929 R3年度 お元気ですか？ココロとカラダ　オフィスで自宅で簡単ヨガ　～目の疲れ＆頭痛～ 38 NPO法人日本YOGA連盟 スポーツ・健康
＊ヨガとは　＊ヨガの呼吸法　＊くつろぎのポーズ　＊簡単ヨガ　目の疲れ　頭痛　＊日本
YOGA連盟（連盟説明とお問合せ先）　＊HEALING　MUSIC　＊CAST

● ● ● ● ● ●

ZD0930 R3年度 お元気ですか？ココロとカラダ　オフィスで自宅で簡単ヨガ　～女性に多いトラブル～ 39 NPO法人日本YOGA連盟 スポーツ・健康
＊ヨガとは　＊ヨガの呼吸法　＊くつろぎのポーズ　＊簡単ヨガ　便秘　冷え性・生理痛
＊日本YOGA連盟（連盟説明とお問合せ先）　＊HEALING　MUSIC　＊CAST

● ● ● ● ● ●

ZD0931 R3年度 お元気ですか？ココロとカラダ　オフィスで自宅で簡単ヨガ　～ストレス解消呼吸法～ 34 NPO法人日本YOGA連盟 スポーツ・健康
＊ヨガとは　＊ヨガの呼吸法　＊くつろぎのポーズ　＊簡単ヨガ　ストレス解消呼吸法　＊
日本YOGA連盟（連盟説明とお問合せ先）　＊HEALING　MUSIC　＊CAST

● ● ● ● ● ●

ZD0932 R3年度
お元気ですか？ココロとカラダ　オフィスで自宅で簡単ヨガ　～全身健やかに！ハンド
マッサージ法～

29 NPO法人日本YOGA連盟 スポーツ・健康
＊ヨガとは　＊ヨガの呼吸法　＊くつろぎのポーズ　＊簡単ヨガ　全身健やかに！ハンド
マッサージ法　＊日本YOGA連盟（連盟説明とお問合せ先）　＊HEALING　MUSIC　＊
CAST

● ● ● ● ● ●

ZD0933 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　落語　禁酒番屋　井戸の茶碗 60 東北町教育委員会 学術・教養

落語家　大地　球
・禁酒番屋（30分）
酒に酔った二人の侍が喧嘩をし、一方が相手を斬り殺したあげく自分も腹を切って死ぬと
いう事件が起こります。君主はそれ以来、藩士が酒を飲むことを禁止し厳しく取り締まるこ
とに。酒飲み藩士たちのとった策が笑いを誘います。
・井戸の茶碗（30分）
麻布茗荷谷に住むくず屋の清兵衛、人呼んで正直清兵衛。貧乏浪人の千代田卜斎から

● ● ● ● ● ●

ZD0934 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　楽しく学ぶ　人の心理と行動 30 東北町教育委員会 学術・教養

青森県立保健大学客員研究員　竹林　正樹
人間の感情は象に似ている。ナッジ理論は「小さなきっかけを与えて、人々の行動を変え
る戦略」です。ナッジを具体的に使うポイントとは。ＥＡＳТ(簡単、魅力的で、規範に訴え、
タイムリーに)フレームワークについて、具体例を用い簡潔に説明している。小さなゴール
を設定しゴールまであと少しと言われると到達率は確実に上がる例ほか。

● ● ● ● ● ●

ZD0935 R3年度
あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　楽しい行動経済学　コロナ時代　人を動か
す

30 東北町教育委員会 学術・教養

青森県立保健大学客員研究員　竹林　正樹
人を動かすことは難しい。どうすれば人を動かすことができるのか？①教える②やさしく
背中を押す③ほうびやバツを与える④強制する。あなたならどうしますか？ナッジ理論は
③のやさしく背中を押すことによる効果について詳しく説明しています。感情は常に発動
している働き者で、コントロールすることが難しく、でもそっと後押ししてやると・・

● ● ● ● ● ●

65/67



DVD(全体）

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

ZD0936 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　津軽と南部～祭りの起源を探る～ 30 東北町教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

青森大学社会学部教授　清川　繁人
津軽と南部の祭りの形態はなぜ違うのか。日本三大祭りは神道を起源としているが東北
の祭りの由来は何か。北前船が果たした役割と 民俗行事・七夕祭りとの係わりなどを歴
史を紐解きながら解説している。

● ● ● ● ● ●

ZD0937 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　津軽と南部～忍者の歩んだ道～ 30 東北町教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

青森大学社会学部教授　清川　繁人
忍者のことを津軽藩では「早道之者(はやみちのもの)」と呼び、南部藩では「間盗役(かん
とうやく)と呼んだ 。青森県にはいつから忍者が現れ、その役割と特徴は？忍者の服装と
服の色は？藩の境界と活動地域はなど、わかり易く解説され思わず画面に引き込まれ
る。

● ● ● ● ● ●

ZD0938 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　津軽手踊りと津軽三味線 55 東北町教育委員会 青森の歴史・伝統・くらし

希真の会（津軽手踊り）の皆さんと遠藤昌宏（津軽三味線奏者）さんのステージを鑑賞で
きます。津軽手踊りの由来や津軽三味線の特徴を紹介し、津軽五大民謡に合わせたリズ
ミカルで優雅な手踊りを希真の会会主の福井真希子さん親子が披露します。
手踊り：津軽手踊り希真ノ会　福井　真希子・りさ・ほのみ
津軽三味線：遠藤　昌宏

● ● ● ● ● ●

ZD0939 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　知られざる近代伝統木版画 30 東北町教育委員会 学術・教養

八戸クリニック　街角ミュージアム館長兼学芸員　小倉　学
江戸時代の伝統的な木版画は豪快で迫力満点、明治時代になると遠近法の導入により
絵も現実性が重視されスッキリと描かれるようになる。また木版画は文芸雑誌とのコラボ
で近代小説の隆盛に大きく貢献するとともに、浮世絵師や日本の美術史の地位向上に大
きな役割を果たすことになる。

● ● ● ● ● ●

ZD0940 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　百花繚乱　幕末の浮世絵 30 東北町教育委員会 学術・教養

八戸クリニック　街角ミュージアム館長兼学芸員　小倉　学
浮世絵といえば歌麿の美人画、北斎や広重の風景画、写楽の役者絵などをすぐ思い出
すが、他にも様々な作品があり色々な 文化が反映されている。世相を反映したものや風
刺した作品、髪の毛の生え際や先端までの繊細な彫師や摺り師の技など、浮世絵の魅
力について多方面から解説している。

● ● ● ● ● ●

ZD0941 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　朗読の上達法・１　【基礎編】 30 東北町教育委員会 学術・教養
元青森放送アナウンサー　つなかわ　かずお
朗読の上達法・基礎編として、発音や発声の練習を行います。また、活舌練習として、落
語「外郎売」に挑戦します。

● ● ● ● ● ●

ZD0942 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　朗読の上達法・２　【応用編】 30 東北町教育委員会 学術・教養
元青森放送アナウンサー　つなかわ　かずお
朗読の上達法・応用編として、島崎藤村の「初恋」や民話「ものぐさ太朗」、東北町の「小
川原湖伝説」をテキストに朗読のポイントを学びます。

● ● ● ● ● ●

ZD0943 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　陸奥湾にイルカがやってくる 30 東北町教育委員会 学術・教養

青森大学社会学部　教授　清川　繁人
陸奥湾には春から初夏にかけて、野生のカマイルカが群れでやってきます。「そもそもイ
ルカは、なぜ毎年のように陸奥湾にやってくるのか？」イルカたちの生態について調査を
されている「青森のイルカ博士」清川教授が教えてくれます。

● ● ● ● ● ●

ZD0944 R3年度 紅い襷～富岡製糸場物語～ 100 富岡製糸場映画制作委員会 一般映画・アニメ
富岡製糸場に工女として入場した女性の手記をもとに、日本の近代化を担った若き女性
たちの姿を描く。

● ● ● ● ● ●

ZD0945 R3年度 全国共通　防災落語～親子で楽しんで学ぼう～vol.1  災害の備え編 20 （有）十影堂エンターテイメント 生活・福祉

親子で…おじいちゃんと孫で…世代を超えて一緒に楽しみながら防災知識を身につけよ
う！Vol.1
出演／立川かじら
「防災そば」～非常時に役立つ”食”の話～
「妻のお願い」～地震に備えた"住"の話～

● ● ● ● ● ●

ZD0946 R3年度 全国共通　防災落語～親子で楽しんで学ぼう～vol.2 災害時編 24 （有）十影堂エンターテイメント 生活・福祉

親子で…おじいちゃんと孫で…世代を超えて一緒に楽しみながら防災知識を身につけよ
う！Vol.2
出演／立川かじら
「三助の実践」～災害時における自助・共助・公助～
「本当にこわいもの」～家事・雷・台風・雪の基本的な対策～

● ● ● ● ● ●

ZD0947 R3年度 平成26年度　家庭教育支援動画３ 80 青森県総合社会教育センター 家庭教育

平成26年度家庭教育支援動画

● ● ● ● ● ●

ZD0948 R3年度 平成27年度　あおもり子育てネットの子育て動画 80 青森県総合社会教育センター 家庭教育 平成27年度家庭教育支援動画 ● ● ● ● ● ●

ZD0949 R3年度 平成28年度　あおもり子育てネットの子育て動画 110 青森県総合社会教育センター 家庭教育 平成28年度家庭教育支援動画 ● ● ● ● ● ●

ZD0950 R3年度 平成30年度　あおもり子育てネットの家庭教育支援動画 55 青森県総合社会教育センター 家庭教育 平成30年度家庭教育支援動画 ● ● ● ● ● ●

ZD0951 R3年度 令和元年度　家庭教育支援動画　あおもり子育てネット 55 青森県総合社会教育センター 家庭教育 令和元年度家庭教育支援動画 ● ● ● ● ● ●
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ZD0952 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　世界文化遺産に登録された青森の縄文遺跡群 60 東北町教育委員会 学術・教養 青森県企画政策部　世界文化遺産登録推進室　世界文化遺産登録専門官　岡田　康博 ● ● ● ● ● ●

ZD0953 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　特殊詐欺に遭わないために 30 東北町教育委員会 学術・教養 青森県警察本部　生活安全企画課　佐藤　誠　警部 ● ● ● ● ● ●

ZD0954 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　青森の暮らし　私たちは時代に何をのこせるのか 60 東北町教育委員会 学術・教養 グラフ青森代表取締役　下池　康一 ● ● ● ● ● ●

ZD0955 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　墓石が語る江戸時代 60 東北町教育委員会 学術・教養 弘前大学人文社会科学部　教授　関根達人 ● ● ● ● ● ●

ZD0956 R3年度 あおもり県民カレッジ地域キャンパス講座　ビッグデータから見える健康の未来 60 東北町教育委員会 学術・教養 弘前大学健康未来イノベーションセンター副センター長・教授　村下公一 ● ● ● ● ● ●
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