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Z00001 H9年度 宇宙でむすぶコミュニケーションの輪 022 ＫＤＤ／共同通信社／カンノン社 学術・教養
太陽系の誕生から現在の地球に至る歴史を紹介しながら、人間のコミュニケーションの発達と、人工
衛星による通信や宇宙探査について解説する。

● ● ●

Z00002 H9年度 ヘルシーギャル　美容とお米 020
全国米穀配給協会／食生活情報
センター

技術・家庭・産業
女子中学生の関心事や日常の食生活についてのレポート、専門家からの食事に関するアドバイス、Ｃ
Ｍモデルの食事のとり方を聞くなど、美容と食生活の関連を解説する。

●

Z00003 H9年度
朝ごはん　高石ともや親子のきまま族一日のは
じまり

020
全国米穀配給協会／食生活情報
センター

技術・家庭・産業
育ち盛りの中学生にとってバランスのとれた食生活は極めて重要である。このことを考え、旅に出た
父子の触れ合い、会話の中で分り易く楽しく描く。

●

Z00004 H9年度 ２００１年君たちは何を　食生活と気候風土 020
食生活情報センター／全国米穀
協会

技術・家庭・産業 宇宙食を切り出しに未来の食生活を想像し、風土の違いによる食生活の差異を考えていく。 ●

Z00005 H9年度 帆船ソルト号の出発　楽しい塩の実験室 020 日本専売公社 算数・数学・理科 塩が持つ物理的、化学的性質を探り、暮しとのつながりと人間社会における塩の重要性を考える。 ● ●

Z00006 H9年度 塩の故郷をたずねて　もう一つの瀬戸内海紀行 020
日本たばこ産業（株）塩専売事業
本部

算数・数学・理科
東京から来た親子が瀬戸内海を旅し、赤穂の塩業資料館、海水化学工業株式会社を見学し、塩がで
きるまでの工程を紹介する。

● ●

Z00007 H10年度 ただ今花嫁修業中　調理の原点塩 020 日本専売公社 技術・家庭・産業 調理の原点である塩の役割と働き、歴史や用途などを、実例を混じえながら紹介する。 ● ●

Z00008 H10年度 おじゃまレポート　コンテナターミナル 021 日本郵船株式会社 社会科
コンテナの役割と海陸輸送の接点であるコンテナターミナルの様子を、女性レポーターの案内によっ
て、小学生向けにわかりやすく紹介する。

●

Z00009 H10年度 印刷入門 030 印刷学会出版部 産業・技術
印刷の歴史と、印刷の種類を解説し、最新のカラー印刷技術を紹介する。印刷屋と交渉する前に一
見の価値あり。

● ●

Z00015 H10年度 個性と創造の教育５　ある幼稚園の試み 020 財団法人２１世紀教育の会 家庭教育
伝統のある教育の街である、米沢市の九里幼稚園を舞台に、子供の知識、感受性を養う上で、学習
教材の重要性を紹介する。

●

Z00017 H10年度
２１世紀の国づくりをめざして～４つの不均衡是
正と建設行政～

028 開発問題研究所 生活・福祉
２１世紀まで目前の今日、真に豊かな国づくりをめざし、住宅政策や、資本整備等による不均衡是正
への新たな取り組み方などについて考える。

●

Z00018 H10年度
２１世紀の国づくりをめざして～かけがえのない
１５年～

028 開発問題研究所 生活・福祉
２１世紀をひかえて、住みよい環境の国づくりを進めていくにはどのように行財政がすすめられていく
べきかを朝日新聞の早房長治氏に聞く。

●

Z00019 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５６年版　（適切な
表現他）

045 文化庁 国語科
日常生活の中で乱れている言葉遣いを見直し、適切な表現力を身に付けていこうとする心がけが大
切であることを訴える。

● ● ●

Z00020 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５７年版　（幼児の
言葉他）

045 文化庁 国語科
日常生活の中における、会話の中での聞き上手、敬語と丁寧語の違い、幼児の言葉のしつけなどに
ついて、詳しく説明する。

● ● ●

Z00021 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５８年版　（敬語を
適切に他）

045 文化庁 国語科
日常生活の中で敬語を適切に使うことはとても難しい。これらの言葉をいくつか例をあげながら解説
し、正しい敬語を考える。

● ● ●

Z00022 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５９年版　（実りあ
る話し合い他）

045 文化庁 国語科
実りある話し合い、くらしの中の音声訓練、幼児の言葉のしつけなどを、いくつかの例をあげながら、
詳しく説明する。

● ● ●

Z00023 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　６０年版　（分かり
やすい用語他）

045 文化庁 国語科 特別な場合を除き、話しはできるだけ分かり易い方がよい。そのための用語の使い方を考える。 ● ● ●

Z00024 H10年度 明日のために　私たちと環境 020 財団法人日本環境協会 生活・福祉 環境問題全般を分かりやすく解説し、よりよい環境を保つための努力が必要なことを訴える。 ● ● ●

Z00025 H10年度 親の目子の目飛べ！オオムラサキ 030 青森放送 家庭教育
十和田市の蝶類研究家森一彦さんがオオムラサキを追う姿をとらえ、息子のコメントなどをはさみな
がら、オオムラサキが蛹から成虫になって飛びたつまでを描く。

● ● ● ●

Z00026 H10年度
青森県の昔っこ　５９年版第１集天にかえったお
よめさん他

060 青森県教育委員会　ＲＡＢ
青森の歴史・伝統・く
らし

天にかえったおよめさん、しっぽづり、うしかだやまうば、かにのおんがえし、こぞっこまだだが、ばけも
の寺のはなし、キンキラキンのキン、むすめのなみだ。青森県の昔ばなし８作品を収録

● ●

Z00027 H10年度
青森県の昔っこ　６０年版第２集しがまの嫁っこ
他

060 青森県教育委員会
青森の歴史・伝統・く
らし

しがまの嫁っこ、うりひめことあまんじゃく、あなほり長兵衛、うばすて山、つるのおんがえし、だんごが
牛になって牛がだんごになった話、おぼさりてぇタンコロリン、月にいったうさぎ。８作品

● ●

Z00028 H10年度 昔あったど６０年版第１集 060 東津軽郡視聴覚協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで地域の伝説を紹介する。蟹田のガニ、広瀬川のカッ
パ、椿山物語、弥四郎杉、貞伝上人物語、三厩の義経伝説。六町村作品

● ● ●

Z00029 H10年度
青森県の昔っこ　６１年版第３集なんげえはな
しっこ他

060 青森県教育委員会
青森の歴史・伝統・く
らし

なんげえはなしっこ、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話、へっぴりよめっこ、さんこぎつね。青森県の昔ばなし８作を収録

● ●

対象
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対象
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Z00030 H10年度 オモシロ教室　日本の農業 020
農林水産省／（社）農林放送事業
団

社会科 人形劇で日本の農業をわかりやすく説明し、日本の農業を考える必要性を説く。 ● ●

Z00031 H10年度 広がるコンピュータの世界 018
日本視聴覚教育センター／ＴＢＳ
映画社

産業・技術
コンピュータの基本構成と、その役割をわかりやすく紹介する。学校でのコンピュータ教育の例や、実
社会でコンピュータがどのように使われているかを説明する。

● ● ●

Z00032 H10年度 北の牧馬 016
日本視聴覚教育センター／中日
映画社

学術・教養 日本在来馬の一種である「北海道和種」の牧馬と呼ばれる馬の生態を四季を通じて描く。 ● ● ●

Z00033 H10年度 おまえの名はサラブレッド 035
日本視聴覚教育センター／中日
映画社

学術・教養
名馬に育てたいという願いは、サラブレッド生産者すべての夢である。一頭のサラブレッドにどれだけ
の歴史と人間の情熱が注がれているかを描く。

● ● ●

Z00034 H10年度 石油の探査から生産まで 020 日本視聴覚教育センター 学術・教養
石油の探査から試堀、分析、そして開発までの、いわゆるアップストーリー面を、わかり易くアニメー
ションで描く。

● ●

Z00035 H10年度 原油から製品まで 020 日本視聴覚教育センター 学術・教養
原油から製品にいたるまで、目で見ることのできない石油精製工程をわかり易く、アニメーションで描
く。

● ●

Z00036 H10年度 その日、晴れやかに 015
日本視聴覚教育センター／新映
株式会社

家庭教育
娘が初潮の日を晴れやかな気持ちで迎えられるよう、母親がすべき初潮教育について解説する。正
しい知識、子供への対応の仕方等をわかり易く描いている。

● ●

Z00037 H10年度 ようこそ、小さなレディたち 015
日本視聴覚教育センター／新映
株式会社

保健体育科
初潮～突然訪れる体の変化に、とまどいや不安をもつ女の子に、正しい知識、メカニズム、レディとし
てのエチケット等を、会話形式でわかり易く紹介する。

●

Z00038 H10年度 水といっしょに 015
財団法人日本環境協会／中央宣
興株式会社

学術・教養 人の生活にとって水がいかに大切かを小学生にもわかりやすく解説する。 ● ● ● ●

Z00039 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　６１年版　（ことば
の国の裁判他）

060 文化庁 国語科 ことばの国の裁判、美しい日本語と楽しい語源、暮しの中の音声訓練から構成された国語教材。 ● ● ●

Z00040 H10年度
ボランティア全国ビデオ　細井夫妻と仲間たち
コンクール作品

030 財団法人車両競技公益資金記念 生活・福祉 奉仕活動として老人の介護活動を実践しているボランティアの活動の様子を描く。 ● ●

Z00041 H10年度 ボランティアの輪 025 枚方社会福祉協議会 生活・福祉 ボランティアの仕事内容を説明し、ボランティアの呼びかけを通して活動の輪の広がりを紹介する。 ● ●

Z00042 H10年度 福祉ってなんだろう～福祉教育～ 024
天竜厚生会／車両競技公益資金
記念財団

生活・福祉
障害者をとりまく環境は改善されてきている。障害者問題は、障害者のために考えるのではなく、障害
者と共に私たち全体で考えていかなければならないことだと福祉教育を通して考える。

● ●

Z00043 H10年度 楽寿の園のボランティア 025
楽寿会／車両競技公益資金記念
財団

生活・福祉
楽寿の園には１６４名の老人が入所している。ここには年間４０００人以上の人がボランティアに訪れ
ている。中には、中学生も訪れてボランティアの大変さについて語り、老人との触れ合いをする。

● ●

Z00044 H10年度 ふれあいの音がきこえる　貴ちゃんと夢工場 026 車両競技公益資金記念財団 生活・福祉
生まれた時から右手の指が全くない貴ちゃんは、私生活や学校生活を普通に過ごしてきたが、学校で
行う立て笛が吹けないことに気付き、貴ちゃん専用の笛を作ってもらい挑戦して吹けるようになる。

● ●

Z00045 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５５年版－１生きた
あいさつ

015 文化庁 国語科
さまざまな場合を想定して、心のこもった正しいあいさつの仕方をするにはどのような注意が必要かを
解説する。

● ● ●

Z00046 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５５年版－２言葉
のしつけ

015 文化庁 国語科
言葉は子供の時に親から教わる。そのため親は適切な言葉を身につけてなければならない。言葉の
しつけの大変さと正しい言葉の使い方を考える。

● ● ●

Z00047 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　５５年版－３謙譲
語

015 文化庁 国語科
敬語の表現方法にはいろいろあるが、謙譲語の正しい使い方をドラマ風に仕立てて分りやすく解説す
る。

● ● ●

Z00048 H10年度 ブンナよ木からおりてこい 054
（株）仕事／ダックス・インターナ
ショナル

一般映画・アニメ
トノサマがえるのブンナがトンビのえさ場の高い椎の木に登ったばっかりに恐ろしい事件に会い、世の
中の不思議さを知った。生きていることの素晴らしさと尊さを感じる名作アニメ。

●

Z00050 H10年度 米　みのりへの道 018
全国農業協同組合連合会／全国
農村映画協会

社会科
私たち日本人にとって米は主食として、生活、文化の源動力となってきた。その米に関すること、でき
るまでの過程や、食文化の伝統を生かし、それを発展させることの大切さを考える。

● ● ●

Z00051 H10年度 視聴覚障害者が病院を訪れるときの道しるべ 020 富山南ライオンズクラブ 生活・福祉
視聴覚障害者が病院へ行くときに気を配らなくてはいけない事項を、障害者用の字幕入りで解説す
る。病院内での対応の仕方がよく分る。

●

Z00052 H10年度 岩木山　～四季～ 030 岩木町 学術・教養 岩木山の四季折々の風物を織交ぜて、岩木山の一年を紀行風に紹介し、山の美しさを描く。 ●

Z00053 H10年度
生涯教育の観点に立った学校教育と社会教育
の連携と統合（講演）

090 青森県教育委員会 教育方法・学習者
文部省社会教育官加藤雅晴氏の講演記録で、生涯教育、学校教育と社会教育の連携と統合につい
て、臨教審の答申にもとづき話を進める。

●

2/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

対象
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Z00054 H10年度 子育てテレビ父親討論会 060 長崎県教育委員会 家庭教育
今も昔も変らないのは家庭での親子関係であるが、子供に対する父親の姿勢を討論会の場で話し合
う。

●

Z00055 H10年度 親の目子の目赤ちゃんことば考（ことばの発達） 030 民教協 家庭教育
最初に子供にかける言葉のひびきは、やさしい心のつながりになる。成長の過程と言葉のかかわりを
多くの事例で示す。

●

Z00056 H10年度 山王の流水 060 市浦村 学術・教養
市浦村で開催された地元村民による演劇「山王の流水」を記録した作品で、一生懸命に演技する村民
の姿を描く。

●

Z00057 H10年度 白い歳時記（春夏編） 019 日本たばこ産業株式会社 学術・教養
払い清める特別な力を持つ塩は、どのような使われ方をしているのか？お祭りには神にお供えし、漬
け物にも使われるというように様々な役割を持つ塩について紹介する。

●

Z00058 H10年度 白い歳時記（秋冬編） 023 日本たばこ産業株式会社 生活・福祉
晴れの場である祭りの中で塩は使われている。塩には、汚れ・罪を払い清める特別な力がある。神宮
において水・御飯と共に最も重要なお供えとされている塩の力について説明する。

●

Z00060 H10年度 現代の塩の道 022
日本たばこ産業株式会社塩専売
事業本部

学術・教養
私たちが生きていく上でかかせない塩は、今も昔も海水からつくられている。塩の行き先など塩がど
のように使われるかを描く。

●

Z00061 H10年度 幸せな妊娠 025 香川県　津田高校 保健体育科 幸せな妊娠とは？性病、エイズ、人工妊娠中絶の障害、避妊、性交などを取りあげ、詳しく説明する。 ●

Z00062 H10年度 古代が見える飛鳥 029 財団法人飛鳥保存財団 社会科
日本最初の国家、奈良県の飛鳥に今も残る重要文化財の数々を紹介し、当時の服装や住まいや建
築物などについて説明する。飛鳥の地の保存を考える。

●

Z00063 H10年度 動物愛護啓発ビデオ　みんなともだち 030 総理府／日本動物愛護協会 学術・教養 ペットの扱い方と正しい動物の飼育について解説し、動物愛護を訴える。 ●

Z00064 H10年度 森の声が聞こえますか 015 財団法人日本環境協会 学術・教養
森林役割をわかりやすく説明し、人間が自然に接するだけでなく、人間の生活における自然の役割を
考える。

●

Z00067 H10年度 さわやかトーク　がんばってますお父さん 060 青森県教育委員会／青森テレビ 生活・福祉
小、中学生を対象に両親や家庭についてインタビューを行い、その結果をもとにスタジオに集まった父
兄と、家族のあり方などについて討論する。ゲスト　弘前学院大学講師　宮崎　英昭ほか。

●

Z00068 H10年度 これからのエネルギーを考えよう 027
社団法人社会経済国民会議／日
計スライド

学術・教養
人間社会におけるエネルギーの重要性とその利用の歴史をたどる。今後のわが国のエネルギーの開
発・利用の在り方を、自分自身の問題として考える。

● ●

Z00069 H10年度 安東物語 060 市浦村 学術・教養
演劇サークル阿蘇部族による安東物語を録画したもの。津軽におちのびた地方豪族安東氏の栄枯盛
衰を史実に基づいて追い大河ロマン風に描く。

● ● ● ●

Z00070 H10年度 女性とお酒 029
日本家庭生活問題研究協会／
エーブイ教材

生活・福祉
お酒の性質と飲んだ量によって起る症状を解説するとともに、アルコール依存症などのトラブルを避け
ながら、お酒と上手に付き合うノウハウを紹介する。

●

Z00073 H10年度 昔あったど６１年版第２集 066 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで地域の伝説を紹介する。金光上人と阿弥陀川、アネ
コ坂、勘兵衛梨、不老不死の湯っコ、今別の鬼穴、桂淵の大蛇。六町村作品

● ● ●

Z00074 H10年度 ひろしまに川は流れる 026
広島市観光課／京都映画株式会
社

生活・福祉 広島市の街や歴史を通じて、小学校６年生の２人が自分たちの地域を見つめ直す過程を紹介する。 ● ●

Z00075 H10年度 第３２回日本ＰＴＡ全国研究大会青森大会 060
日本ＰＴＡ全国研究大会青森大会
実行委員会

教育方法・学習者 第３２回日本ＰＴＡ全国研究大会青森大会の様子を、豊かな郷土色をまじえて特集し、紹介する。 ●

Z00076 H10年度 親の目子の目三宅島くろしお代学 030 民教協／テレビ朝日 家庭教育
家庭内暴力や登校拒否といった行動をとり、情緒障害、自閉症など問題をかかえる子供達が、親元を
離れて、民間療育センターくろしお代学で生活する。その生活の様子をドキュメントで描く。

●

Z00077 H10年度 
県民のひろば　自然にいどむ親子のつどい　下
北少年自然の家

048 大和映画社 生活・福祉
青森県立下北少年自然の家で、２日間に渡って行なわれた、自然にいどむ親子のつどいの様子を紹
介する。野外キャンプ活動を通じて親と子のつながりを深める様子を描く。

●

Z00081 H10年度 県政の窓　新しい時代の青森県教育 014 青森放送 生活・福祉 青森県教育長本間茂夫と主婦の対談で、青森県の今後の教育のあり方について語る。 ●

Z00082 H10年度
民教協青森大会記念番組　親の目・子の目から
のメッセージ

055 民教協／テレビ朝日 教育方法・学習者
急激に変化しつつある社会や家庭、子供達の世界にあってテレビやテレビ番組のあり方について、一
般市民の声をまじえつつ討論会形式で議論した番組を紹介する。司会、荻　昌弘ほか。

●

Z00083 H10年度 歩くスキー　楽しく安全に 048 大和映画社 一般
北海道スキー連盟理事の佐藤和男さんを講師に、これから歩くスキーを始めようとする人に対して、
正しく安全な歩くスキーの滑り方を紹介する。

● ●

Z00103 H10年度 三曲のてびき 060 日本三曲協会 芸術科
三曲の代表的な演奏形式と特色を、眼で見、耳で聞いて理解できるようにしたもので、使用される楽
器の特色を、実演入りで説明したり、曲の内容や性格をわかりやすく解説する。

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

Z00104 H10年度 未来への創造 029
（財）日本視聴覚教材センター／
電通映画社

学術・教養
シャープという企業の先進性、技術力、国際性を事業別に紹介する。世界における日本のエレクトロ
ニクス技術を考える。

● ●

Z00105 H10年度 アクアの肖像　横濱水道物語 030
（財）日本視聴覚教材センター／
電通映画社

学術・教養
横浜の開港当時は井戸水は塩分が多く、「水屋」の売水は不衛生で疫病がはやることも多かった。街
での水を求める願いに対し、英国技師が、初めて日本に近代水道を引いた時の物語である。

● ● ●

Z00106 H10年度 ６２年版　郷土学習教材作品集 092
青森県教育委員会／各市視聴覚
ライブラリー

教育方法・学習者
県内各地域視聴覚ライブラリーで作られた郷土学習教材作品集。　ぼくは青函連絡船。戸のつく村や
町。ふるさとの詩八甲田の自然。城下町弘前。

● ● ● ●

Z00107 H10年度 城下町弘前 025
県教委／中弘南黒地方視聴覚教
育協議会

青森の歴史・伝統・く
らし

町並や文化の薫りを大切に残しながら、弘前の歴史や成り立ちを説明する。 ● ● ● ●

Z00110 H10年度 ふるさとの詩八甲田の自然 026
青森県教育委員会／東郡視聴覚
ライブラリー

学術・教養 八甲田の大自然を舞台にして季節の移り変わりを題材とした詩を四つ紹介する。 ● ● ● ●

Z00111 H10年度 ぼくは青函連絡船 026
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

生活の中で親しまれてきた青函連絡船の果たしてきた役割りを考えその歴史をふり返る。 ● ● ● ●

Z00112 H10年度 戸のつく村や町 030
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

「戸」がつく村や町の名前の由来を追求すると共に、それら村、町の歴史や伝統も一緒に説明し、さら
に「四戸」の存在についても考察する。

● ● ● ●

Z00113 H10年度 昔あったど６２年版第３集 086 東津軽郡視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで地域の伝説を紹介する。義経寺の秘仏、今別の舎利
石、河童の詫証文、袋風、鰊御殿、おとせの松。六町村作品

● ● ●

Z00114 H10年度 オモシロ教室　日本の漁業 020 農林水産省／農林放送事業団 社会科
人形劇を通して、日本が良い漁場に恵まれていること、漁業には遠洋、沖合などがあること、魚のとり
かた、魚市場の役割りや二百海里の問題などについて分かり易く説明する。

● ●

Z00115 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　６２年版言葉はパ
スワーク他

060 文化庁 国語科 ものを頼む時にはどのような頼み方がよいのかを考え、言葉をうまく使うコミュニケーションを考える。 ● ● ●

Z00116 H10年度 性の衛生　母性への心くばり 027
（株）文化工房／日本家庭生活問
題研究会

スポーツ・健康 現代、もっとも注目されている、性病やエイズなどの病気の恐ろしさを実際の映像を通して解説する。 ●

Z00117 H10年度 木は心のふるさと　吉野杉、桧 015 吉野木材青壮年経営者協議会 学術・教養
奈良県にある、吉野杉の美しさ、温かさ、優しさ、などを表現して木のぬくもりと幸せな家族がどう関係
しているのかを説明する。

●

Z00118 H10年度 新しいエネルギーの話 025
社団法人社会経済国民会議／東
映

技術・家庭・産業
今あるエネルギーを使いやすくするための研究開発の現状とその利用について紹介し、エネルギーと
は何か、エネルギーの果たす役割り、石油の大切さなどについて解説する。

●

Z00119 H10年度 海峡線が運んだ夢　蟹田町のあした 028 蟹田町 生活・福祉
蟹田町の昔の姿を振り返りながら、現代の蟹田町の産業や、観光などを紹介する。また海峡線が出
来たことによって、津軽の交通の要所となった蟹田町を考える。

● ●

Z00120 H10年度 青函連絡船～栄光の航跡～ 116
みちのく銀行／ＮＨＫサービスセン
ター

生活・福祉
本州と北海道とを結ぶ青函連絡船が１９８８年３月１３日の運航を最後に姿を消した。この連絡船の８
０年にわたる苦難と栄光の歴史を紹介している。

●

Z00121 H10年度
手形・小切手と手形交換～そのしくみとはたらき
～

029 全国銀行協会連合会
青森の歴史・伝統・く
らし

手形や小切手の種類と手形交換されるまでの新しいシステムの流れをくわしく説明する。 ● ●

Z00122 H10年度 銀行は今　その機能と役割 025 全国銀行協会連合会 産業・技術
近年大きく変わりつつある銀行の役割や業務内容等わかりやすく解説し、社会における銀行の役割を
考える。

● ●

Z00123 H10年度 運動を見る基準エネルギーの移り変わり 010 東映株式会社 算数・数学・理科
運動を観察するときは、運動の基準点を決めることが必要であることを説明する。／水力発電の実験
から、エネルギーは相互に変換できることを説明する。

●

Z00124 H10年度 イオンの移動／さびはなぜできる 011 共立映画社 算数・数学・理科
いくつかの実験を通して、電圧が同じであってもイオンの種類によって移動する速さが違うことを解説
する。／イオンの生成や性質を金属の錆の発生を題材にして説明する。

●

Z00125 H10年度
塩をとりだす　イオンの性質の利用化学反応と
熱の出入り

010 学研 算数・数学・理科
アニメーションを利用してイオンをわかりやすく説明。化学反応時の熱の発生を実験を通して説明して
いる。

●

Z00126 H10年度 風に向って走るヨットうすい気体の中の放電 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
ヨットの進む方向と風の関係は、どのようなものなのかを力の合成と分解で説明する。／ネオンサイン
は、うすい気体に電圧をかけて放電させたものであることを実験を通して説明する。

●

Z00127 H10年度 エイズってなに？ 020 学研 保健体育科
現在増え続けているエイズについて、エイズとはどのような病気なのか。どうすれば感染するのか。ア
メリカのある一家を例に、エイズを予防するためのポイントを明らかにし伝える。

● ●

Z00128 H10年度 青森ねぶた着付け～はねとマニュアル～ 015 青森市他／あるてす 生活・福祉 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、正しいはねかたを紹介する。 ●
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Z00129 H10年度 新しい風　生涯学習 020 文部省 教育方法・学習者
生涯学習が取り上げられるようになった歴史的背景などを紹介し、生涯学習の現状やあり方などにつ
いて考える。

●

Z00130 H10年度 北の海の白い十字架 025 八戸市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

アメリカの船、チェスボロー号が、太平洋を越えて航海中に津軽海峡で遭難し、車力村の七里長浜に
流された。乗組員の救助に尽力した当時の村人と乗組員の交流を物語にして描く。

● ●

Z00131 H10年度 ケンちゃん・ミカちゃんのニューメディア 015 電通 学術・教養
アニメによって、高度情報通信システム（ＩＮＳ）とこれからの生活のかかわりを説明する。２１世紀の学
校・会社・家庭におけるコミュニケーションの未来像を描く。

● ●

Z00132 H10年度
炭酸ガスでウォーム・ダウン～疲労と上手に付
き合う方法～

008
日本視聴覚教材センター／電通
プロックス

スポーツ・健康
水泳などのハードなスポーツでは、厳しい練習に耐え、いかに疲労を取り去るかが、競技力向上のポ
イントである。疲労回復に炭酸ガスの風呂が効果的であることを紹介する。（鹿屋体育大研究）

●

Z00133 H10年度 テレビゲームの冒険　よりよい環境のために 016 財団法人日本環境協会 社会科
科学技術の進歩により生活が便利になった。反面、それが原因で２０年前まではきれいだった森や川
が滅びつつある。このような現状を、３人の子供が町中調べ回り、説明する。

● ● ●

Z00134 H10年度 花の万博　プロモーションビデオ 020 国際花と緑博覧会協会 生活・福祉 「花の万博」記念ビデオであり、アニメをつかい、花のすばらしさや、大切さを説く。 ●

Z00135 H10年度
日本の塩づくり～藻塩焼からイオン交換膜製塩
まで

022 日本たばこ産業株式会社 学術・教養
日本には、外塩や濃い塩水の湖がなかったため、海水から塩をとるしかなかった。海水から塩の取り
方を、いろいろな例をあげ紹介する。

● ● ●

Z00136 H10年度
消費者保護～契約のＱ＆Ａ～消費者の知恵と
勇気

015 総理府 生活・福祉 訪問販売や通信販売の疑問点をわかりやすくＱ＆Ａ形式で説明する。 ●

Z00137 H10年度
医療と健康　成人病予防成人病は悪い習慣の
積み重ねから

020
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

スポーツ・健康
成人病は若いときからの悪い習慣の積み重ねであるとして、心臓病や脳卒中をとりあげ、食生活・運
動不足・タバコ等とのかかわりを追う。病気の予防は良い習慣づくりにあることを解説する。

●

Z00138 H10年度
明日へのまつり私たちの青森ＥＸＰＯ’８８（公式
記録）

060
青函トンネル開通記念博覧会実
行委員会

生活・福祉
「新たな交流と発展、北の飛躍を目指して」の壮大なテーマをかかげ、くり広げられた青函博。その企
画、開幕から閉幕までの出会い、交流、発見、感動の全貌を紹介する。

●

Z00139 H10年度 葛西善蔵　雪をんなの世界 007 県立弘前中央高等学校放送部
青森の歴史・伝統・く
らし

葛西善蔵が書いた物語「雪女」を聞きながら、彼の生い立ちを紹介する。 ●

Z00140 H10年度 北前船の時代 020 青森県教育委員会／ＡＴＶ 学術・教養
京都から伝わったと思われる祇園ばやしは、青森県の各地に見られるが、どのようにして伝わったの
か、歴史をふり返りながら考える。

●

Z00141 H10年度 新渡戸傳と三本木原 015 青森県教育委員会／ＡＴＶ
青森の歴史・伝統・く
らし

新渡戸伝が、三本木原に水を引いたという功績を歴史をたどりながら紹介する。 ●

Z00142 H10年度 生き生きトークすばらしい大人 060 青森県教育委員会／ＲＡＢ 教育方法・学習者
高齢化が進んでいく社会の中で老人がどう生きていくか、その後を担う私たち世代がどういうふうに対
応していくべきなのか、ゲストと一般参加者が話し合い、考える。

●

Z00143 H10年度 さわやかトークやるっきゃないよお母さん 060 青森県教育委員会／ＡＴＶ 教育方法・学習者
仕事を持っている女性と、これから仕事をしようとしている女性について、スタジオのみなさんと考え
る。

●

Z00144 H10年度 生き生きトークわが町わが人生 060 青森県教育委員会／ＲＡＢ 教育方法・学習者
地域づくり、村おこし、町おこしは、内容や種類が様々あるが、地域活動になんらかの形でかかわって
いる人々をスタジオに招き、地域づくりについて考える。

●

Z00145 H10年度 さわやかトークふれあいの歌がきこえる 060 青森県教育委員会／ＡＴＶ 教育方法・学習者
魚をおろすことのできない女性が増えているが、その原因は、どこにあるのだろうか、スタジオのみな
さんと一緒に考える。

●

Z00146 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　６３年版旅との出
会い他

063 文化庁／学研映画 国語科
旅先でのものの尋ね方１つで楽しい旅行になることを紹介する。さまざまな道具の語源を楽しく解説す
る。いかに心に残るスピーチができるかを、欠点を指摘しながら解説する。

● ● ●

Z00147 H10年度
生涯教育の観点に立った学社連携の理念と方
法　（福留強講演）

097 青森県教育委員会 教育方法・学習者 福留強先生の講演記録。スライドを使いながら生涯教育の学社連携の理念と方法について語る。 ●

Z00148 H10年度 昔あったど６３年版第４集 080 東津軽郡視聴覚協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで地域の伝説を紹介する。異国人上陸、髭どの、宇鉄
沢の流れ小屋、狼の恩返し、せんじゅ小太郎物語、姥ケ沢の狐。六町村作品

● ● ●

Z00149 H10年度 岩木山そのおいたち 016 中弘南黒視聴覚ライブラリー 算数・数学・理科 活発な火山活動によってできた岩木山の歴史、地層、成り立ちをわかりやすく説明する。 ● ● ● ●

Z00150 H10年度 東北のエトランゼと呼ばれた町　七戸町 019 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

教育の町、文化の町と呼ばれる七戸町の文化や歴史を描く。 ● ● ● ●

Z00151 H10年度 よみがえる台地　七戸町 015 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

不毛の地とされていた七戸町の開墾に力をそそいだ工藤轍郎と仲間たちの偉業を解説する。 ● ● ● ●
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ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z00152 H10年度 お菓子を作るひとびと　（小３） 015 十和田市視聴覚センター 学術・教養 様々なお菓子ができるまでの工程についての疑問にわかりやすく答える。小学校低学年向きである。 ●

Z00153 H10年度
教育・文化～生涯学習ゆとりと生きがいを求め
て

020
日本広報協会　ビデオライブラ
リー

教育方法・学習者
生涯学習というテーマで、学習活動を実践している人の考えや意見を聞き、今後の生涯学習のあり方
を考える。

●

Z00154 H10年度 いじめをなくす　親の役割と責任 027 東映株式会社 家庭教育
いじめの典型的な事例を追いながら、その根底にある現代の子供達の心の問題点を描く。併せて、い
じめを防ぎ解決するためには、学校と家庭の連携、信頼関係が大切であることを訴える。

●

Z00155 H10年度 昭和６２年度　鹿児島の教育 030 鹿児島県教育委員会 生活・福祉 これからの鹿児島県の教育方針について濱里教育長に聞く。 ●

Z00156 H10年度 棟方志功　人と芸術 030 朝日新聞社 趣味・芸術
青森県の偉大な芸術家棟方志功。彼にとって芸術とはいったい何だったのかをライブラリーフィルム
で描く。

● ● ● ●

Z00157 H10年度 オモシロ教室　日本の林業 015
農林水産省／（社）農林放送事業
団

社会科
日本が森林国と呼ばれる理由や、苗木を育てあげる過程での苦労や森林の働きをわかりやすく解説
する。

● ● ● ●

Z00158 H10年度 県政の窓地域に広がる公開講座 015 青森放送 教育方法・学習者 青森放送の「県政の窓において放送された高等学校公開講座の内容について紹介する。 ●

Z00159 H10年度 伝説の旅　西浜 048 大和映画社
青森の歴史・伝統・く
らし

港町として栄えた深浦町を様々の視点から紹介する。 ● ● ● ●

Z00160 H10年度 ＪＡＰＡＮＥＳＥ　ＷＯＭＥＮ　ＴＯＤＡＹ 030 総理府／（社）日本広報協会 教育方法・学習者 現代の日本の女性の生き方や、女性をめぐる環境の変化を様々な角度から紹介する。 ●

Z00161 H10年度 精密度の追求 025
（社）日本機械工業連合会／日経
映像

産業・技術 機械要素と呼ばれているネジ、歯車、ベアリング、これらの部品の製造過程を解説している。 ● ●

Z00162 H10年度 青森市の文化財 030 青森市視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

青森市の歴史とその発展する過程について紹介し、解説する。 ● ● ● ●

Z00163 H10年度 よみがえる古都　古都保存法の役割 030 総理府／毎日映画社 学術・教養
文化財より歴史をたどり、その文化財を祖先より我々が継承し、守り、子孫にその大切さを考えてい
く。

● ●

Z00164 H10年度 新しいエネルギーの利用 021 財団法人社会経済国民会議 学術・教養
現在、開発研究の進められている「新エネルギー」について、開発の必要性、研究と利用の現状、将
来への期待などを紹介し、解説する。

● ●

Z00165 H10年度
日本のエネルギー日本のエネルギー２０世紀２
１世紀

026
社会経済国民会議／日本視聴覚
教材センター

学術・教養 石油、石炭、ＬＮＧ、原子力という現代の４つの主要なエネルギー源について考える。 ● ●

Z00166 H10年度 マッハのエネルギーＱ＆Ａ 020
社会経済国民会議／日本視聴覚
教材センター

算数・数学・理科
エネルギーとは何か、その歴史、身の回りのエネルギー、チェルノブイリ原子力発電所事故、これから
のエネルギーなどをマッハ文朱と小学生の会話、専門家の解説で構成し描く。

●

Z00167 H10年度 エネルギーおもしろクイズ 020
社会経済国民会議／日本視聴覚
教材センター

算数・数学・理科
エネルギーの知識をクイズ方式により子供達が理解するよう、ケント・デリカットが暮しを支えるエネル
ギー、電気のつくり方、石油や原子力とエネルギーの関わりを紹介する。

●

Z00168 H10年度
考えてみようエネルギー　マリーの見た原子力
発電

020
社会経済国民会議／日本視聴覚
教材センター

生活・福祉
他の先進諸国にくらべ、エネルギーの供給構造が脆弱なわが国にとって、石油の代替エネルギーの
開発は重要な課題である。原子力を中心にエネルギー問題を考えてみようとする教材である。

● ●

Z00169 H10年度
未来を担う君達へのメッセージ　現代の土木の
世界

020
日本土木工業協会／毎日ＥＶＲシ
ステム

産業・技術
２１世紀に向けて土木の世界も変ろうとしている。その時をむかえるにあたって、今まで様々な現場と
その人々の過去の体験を振り返ると共に現在を見る。

● ●

Z00170 H10年度 親の目子の目基地の少年マーク 030 民教協 家庭教育
マークは三沢基地のソーラーズ小学校の５年生である。マークが三沢市の上久保小学校４年生のク
ラスに留学した。その留学中の生活を紹介する。

●

Z00171 H10年度 動物の歯の仕組　ボルボックスへの進化 010 東映 算数・数学・理科
全ての動物は歯の形を見ることによって何を食べているかわかることを馬、犬、ブタより考察する。／
単細胞生物から多細胞生物への進化の過程と働きの違いを考察する。

●

Z00172 H10年度 山のおいたちを知る／地震の波 011 共立 算数・数学・理科
花粉の化石により過去を考察する。／地震発生後の震動の伝わり方と地質構造の関係などを解説す
る。

●

Z00173 H10年度 刺激と反応／生きている細胞 010 岩波 算数・数学・理科
様々の生物の刺激によってひきおこされる反応を基本動作の面から考える。／細胞の動作や変化の
様子をオオカナダモで実験する。

●

Z00174 H10年度 積み重なった空気　太陽が沈まない 010 学研 算数・数学・理科
気圧とはその上に積み重なった空気の重さであることをパスカルの行った実験により実証する。／夏
の南極大陸で確認される「沈まない太陽」を模型を作って実証する。

●
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Z00175 H10年度 ストレスと上手につきあおう 020 日本広報協会ビデオライブラリー スポーツ・健康
悩みをうまく処理できずにストレスがたまって、異常な行動をする心身症等の病気が増えている。スト
レスの原因やその解消、悩みをプラスにする対応などを考える。

●

Z00176 H10年度 開発と自然　六ケ所村８８六ケ所村ビデオ要覧 021 六ケ所村 生活・福祉
上北郡六ケ所村の歴史，産業，教育，福祉，行事，各所，伝統，文化等を、美しい音楽にのせて紹介
する。

●

Z00177 H10年度 赤ちゃんからのメッセージ 048 大和映画社 家庭教育
胎児から０歳までの母子の係りを、心理学や精神発達学の立場から解説するとともに成長の神秘を
描く。

●

Z00178 H10年度 法光寺の伝説 020 三八視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

名久井岳の麓にある法光寺に伝わる伝説をアニメで描き、法光寺の歴史、現在などを、住職が語る。 ● ● ● ●

Z00179 H10年度 屯所が生きている 020 三八視聴覚ライブラリー 生活・福祉
今では、消火活動の拠点としての役割がうすれ、市民のいこいの場として活躍している屯所を、昔の
消防用具や消火活動などの様子をまじえて描く。

● ● ● ●

Z00180 H10年度 南部菱刺し裂き織りの姉妹 017 三八視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

菱刺裂き織りを追い求め、自ら収集しながら作品を創作している姉妹の伝統工芸に対する情熱、そし
て菱刺裂き織りの良さを紹介する。

● ● ● ●

Z00181 H10年度 地域ぐるみの交流アラカルト 017 日本広報協会ビデオライブラリー 外国語・国際理解 民間レベルでの国際交流について、事例をあげ、考える。 ●

Z00182 H10年度 ４６億年の贈り物～地球とエネルギー資源～ 025
中央宣興株式会社／ゼネラルプ
ロデュース

学術・教養
誕生から現在までの地球の歴史をアニメで描き、各地質年代ごとに形成されたエネルギー資源を生
物の進化の歴史とともに解説する。最古のエネルギー資源が放射性物質であることなどを取上げる。

● ● ● ●

Z00183 H10年度 エキゾチック横浜 030 神奈川新聞／株式会社日本映像 産業・技術
１９８９年に市政１００周年、開港１３０周年を記念に製作され、いまや日本のトレンディスポットである
横浜の名所や歴史を紹介する。

●

Z00184 H10年度 社会教育施設とボランティア 023 日本青年奉仕協会 生活・福祉
社会教育施設を拠点として活動する、ボランティアの活動の様子を追い、ボランティアと社会教育施設
とのつながりを解説する。

●

Z00185 H10年度 お元気ですか（１）お年寄りの交通安全 020
日本交通安全教育普及協会／学
研

生活・福祉
年々増え続ける老人の交通事故を防ぐため歩行者、自転車の交通マナーなどを桂歌丸がパーソナリ
ティーとなって詳しくわかりやすく解説する。

●

Z00186 H10年度 お元気ですか（２）安全なシルバードライビング 020
日本交通安全教育普及協会／学
研

生活・福祉
年々増え続ける老人の交通事故を防ぐため安全な自動車の運転について三遊亭金馬がパーソナリ
ティーとなって詳しくわかりやすく解説する。

●

Z00187 H10年度 私の名はでんき 020 電気連合会／株式会社ウォーク 算数・数学・理科
電気をつくり出す原子力発電所の緊張感や、電気のおかげで仕事ができる全盲のプログラマーの仕
事ぶりを紹介し、電気の役割を考える。事故防止訓練の様子も紹介する。

● ●

Z00188 H10年度 シルバーエイジの安全教室交通安全　高齢者編 020 日本広報協会ビデオライブラリー 生活・福祉
高齢社会に向けて増え続ける老人の交通事故防止のためのＰＲビデオ。老人のドライバー、歩行者、
自転車など老人の立場でわかりやすく解説した作品である。

●

Z00189 H10年度 地球と二酸化炭素 015 日本環境協会 学術・教養
今は厄介もの扱いになっている二酸化炭素が、原始の時代から現代にいたるまで色々なことに役
立っている。二酸化炭素は、多すぎても、少なすぎてもだめだということを解説する。

● ● ● ●

Z00190 H10年度
地域の活性化～自ら考え自ら行なう地域づくり
～

030 日本広報協会ビデオライブラリー 生活・福祉
ふるさと創生プラン後の経過、そして各地域（鳥取、栃木、山梨、岐阜、群馬）の村おこし計画を、日本
テレビの小林完吾アナウンサーが自らのコメントを入れながら、解説する。

●

Z00191 H10年度 安芸路の四季 015 日本広報協会ビデオライブラリー 学術・教養
日本三景の一つとして知られる安芸の宮島の伝統芸能や名所などを四季折々の風景をまじえながら
紹介する。

●

Z00192 H10年度
長寿社会～エイジライフのすすめ～人生８０年
時代を生きる

019 日本広報協会ビデオライブラリー 教育方法・学習者
人生８０年時代に入り、充実した老後の生活を送るためにどのような老後のライフ計画を立てるかを
色々な人の老後プランを参考にしながら一緒に考える。

●

Z00193 H10年度 オディロン・ルドン展 021 コリン・クラーク　フィルムス 趣味・芸術
フランスの芸術家、オデロン・ルドンの描いた名画をルドンの絵に対する考え方などをナレーターが彼
の代弁者となり紹介する。

●

Z00194 H10年度 一平君のクレジット体験～契約とその心構え～ 024 日本視聴覚教材センター 生活・福祉
クレジットでの契約のあり方やクレジットカードの正しい扱い方などを、一平君という社会人一年生とそ
の幼友達である恵理さんを主人公とした簡単なドラマを通して解説する。

● ●

Z00195 H10年度 板ガラスの世界～快適なくらしを創る～ 020
日本視聴覚教材センター／板硝
子協会

趣味・芸術 板ガラスの歴史、種類や特徴、生活場面での利用例などを紹介する。快適な住まいづくりを考える。 ● ● ●

Z00196 H10年度
大自然の中のふれあい～新入生オリエンテー
ション～

032 学研 生活・道徳・特活
少年自然の家での集団オリエンテーションを通じて、新入生が自然とふれあいながら友達や先生との
絆を強めていく様子を紹介する。

● ●

Z00197 H10年度 イギリスのある家庭生活～子どものしつけ～ 029 学研 外国語・国際理解
イギリスのロンドン郊外の中流家庭を舞台に、イギリスの家庭における子供のしつけ方をこと細かに
紹介する。

●

7/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z00198 H10年度 高校進学　親のアドバイス 030 学研 生活・福祉
高校進学をひかえた子供をもつ親が子供の気持ちを考えたうえで、どのように手助けをすればよいか
を、ドラマ仕立てで考える。

●

Z00199 H10年度 地域にいきづくシルバーボランティア 029 東映株式会社 生活・福祉
米どころ仙台平野の涌谷町の老人達が中学生に実習田で昔ながらの方法で農作業（米づくり）を教え
たり、その他いくつかのボランティア活動を通し、ボランティアとは何かということを考える。

●

Z00200 H10年度 私たちの井戸端会議 031 東映株式会社 生活・福祉 おかあさん達が子供についての悩みを井戸端会議で語りあう様子を描く。 ●

Z00201 H10年度 豊かさと楽しさを支える　安心・安全思想 018
日本視聴覚教材センター／日産
自動車（株）

生活・福祉
事故を未然に防止するアクティブ・セーフティ技術と、パッシブ・セーフティ技術すなわち交通事故を最
小限に食い止める研究や交通安全意識高揚のための活動の現状を紹介する。

● ●

Z00202 H10年度 クルマのできるまで 016
日本視聴覚教材センター／日産
自動車（株）

学術・教養
新型の自動車がお客様のお手元に届くまでの様子を、「クルマ」という商品の企画、設計、開発、生
産、物流といった流れに沿って、平易に紹介する。教師と生徒の会話形式で構成する。

● ● ● ●

Z00203 H10年度 この春咲きます！　花の万博 016 国際花と緑の博覧会協会 学術・教養 ’９０年に行なわれた国際花と緑の博覧会をイメージソングにのせながら紹介する。（ＰＲビデオ） ●

Z00204 H10年度 「ＯＤＡってなあに・・・？」～マサル君は学んだ～ 024 総理府／電通プロックス 社会科
日本のＯＤＡというのは、世界でもトップクラスであり１３５ヵ国に援助を行っている。どんな活動内容な
のか、国際協力にどういう取り組みをしているのか考える。

● ● ● ●

Z00205 H10年度 豊かなくらしとエネルギー 020 科学技術庁／東急エージェンシー 学術・教養
私達の現代社会は巨大なエネルギーによって支えられている。そのエネルギーは、火力発電と原子
力発電などによってつくられている。原子力発電、放射能について紹介する。

● ● ●

Z00206 H10年度 玉川学園創立６０周年音楽祭 130 玉大音楽祭テープ保管所 趣味・芸術 玉川学園創立６０周年記念音楽祭の記録。合唱を中心に構成されている。 ●

Z00207 H10年度 モーターの世界 023 日本機械工業連合会／日経映像 算数・数学・理科 ブラシステッピングモーター、ステッピングモーター、リニアモーターの仕組や実用の様子を紹介する。 ● ● ●

Z00208 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　元年版　（類義語
他）

054 文化庁 国語科 花か車か、類義語、朗読の魅力から構成された国語教材。 ● ● ●

Z00209 H10年度 昔あったど元年版第５集 087 東津軽郡視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで地域の伝説を紹介する。海を渡った権四郎、玉松台
の狐と狢、平内のおぼしな様、日持上人と兄弟梨、龍飛の龍神さま、大開城と平杢之助。六町村作品

● ● ●

Z00210 H10年度 こみせのある街 015 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

姿を消しつつある「こみせ」を紹介する。身近な町並みの中にも歴史を刻んだものがたくさんあることを
訴える。

● ● ● ●

Z00211 H10年度 陸奥湾のほたて貝養殖 020 青森県総合社会教育センター 産業・技術 ほたて貝養殖の始まりの由来、養殖の苦労などを描き、陸奥湾のすばらしさを訴える。 ● ● ● ●

Z00212 H10年度
情報活用能力育成講座～パソコン通信交友録
～

030 財団法人ＡＶＣＣ 学術・教養
現代という大きな時代の変化や、情報化とは何かなど、お互いに語り合う糸口として、熟年の男性が
始めたパソコン通信による交友関係の深まりを描く。

●

Z00213 H10年度 親の目子の目ビェット君１９歳の春 030 民教協／山口放送 家庭教育
ベトナム戦争でボートピープルとなり、ＩＳＳの紹介により山口県の河内さん夫婦の里子して１２歳で日
本に渡ってきたビェット君。それから７年間の日本での生活の様子を描く。

●

Z00214 H10年度 ふるさとの記録Ⅰ 012 西北五地方視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

郷土史家の講釈を交え、津軽の縄文時代遺跡を探訪する。 ●

Z00215 H10年度 今よみがえる安東文化 015 西北五地方視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

現存する史跡をめぐり安倍・安東氏の繁栄と衰退の歴史を探り、安倍・安東氏の謎に迫る。 ● ● ●

Z00216 H10年度
八戸水産高校実習船青森丸～建造記録～県民
のひろばトピックス

045 （株）新潟鉄工所 産業・技術
日本の造船技術の粋を結集したハイテク船である実習船青森丸の建造の記録。県民のひろばトピッ
クスでは、青森丸に係わった人たち話しを聞き青森丸の素晴らしさを紹介する。

● ●

Z00217 H10年度 青森市の石碑 025 青森市視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

二十三夜様や保食神など数多い津軽の民間信仰を郷土史研究家、戎昭先生が紹介する。 ●

Z00218 H10年度 岩木川その流れとはたらき 017 中弘南黒地方視聴覚ライブラリー 生活・福祉 津軽の母なる川、岩木川を青森の美しい四季を織りまぜながら紹介する。 ● ● ●

Z00219 H10年度 未来からのメッセージ　高齢化社会の課題 020
生命保険センター／毎日ＥＶＲシ
ステム

生活・福祉 主人公の高校生知介が近未来の高齢化社会について考える。 ● ● ●

Z00220 H10年度 鮭が川にのぼってきた 020 十和田市視聴覚センター 算数・数学・理科
鮭の人工ふ化を中心に、稚魚の成長の様子、また、稚魚の泳ぎ方、大きな音をたてた時の反応、腹
の膨らみの役割など、鮭の生まれてから死ぬまでを紹介する。

● ●
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Z00221 H10年度 くらしとゴミ 020 十和田市視聴覚センター 社会科
ゴミを処理する清掃工場の仕組みや役割を紹介し、ゴミの再利用を通してゴミ処理の問題点および自
然の大切さをわかりやすく解説する。

●

Z00222 H10年度 海王丸Ⅱ世　２１世紀の海へ 048
練習船教育後援会／日本船舶振
興会

学術・教養
海王丸Ⅱ世の設計から建設を通して海王丸Ⅱ世の出来るまでを紹介する。日本からホノルルまでの
初航海の様子を訓練生の姿と共に描き、帆船の美しさと、訓練生の苦しさと喜びを描く。

●

Z00223 H10年度 岡本包治氏講演記録 120 青森県総合社会教育センター 教育方法・学習者
立教大学教授岡本包治先生が「今なぜ生涯学習のまちづくりが必要か」と題してわかりやすく講演す
る。

●

Z00224 H10年度
化石が語る　昔の環境月はなぜ片面しか見えな
いのか

010 東映 算数・数学・理科
植物の葉の化石、サンゴの化石を中心に当時の環境を推定する。／月の表面の様子、模型で見た月
の動き、月が片面しか見えないわけなどを説明する。

●

Z00225 H10年度 カニの足とハサミ　川の汚れを生物で調べる 010 学研 算数・数学・理科
カニの体のつくりは基本的に同じだが、足やはさみの形の働きが生活に深く関連している。川の汚れ
ぐあいを川の生物や酸素を調べることで考える。

●

Z00226 H10年度 心臓の動きと血液の流れ　両生類とハ虫類 010 共立映画社 算数・数学・理科
Ｘ線を用いて、心臓の動きと血液の流れを解説し、心臓の重要性を考える。／両生類とハ虫類の違い
を東京サンショウウオとカナヘビを例にして解説する。

● ●

Z00227 H10年度 火山の形／市長さんの天気予報 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
大気の圧力の大きさを体感し、天気の予測における気圧変化を印象づけ説明する。／火山の形が、
噴火の仕方、噴出物の性質によっていくつかの型に分類されることをアニメーションを交えて説明す
る。

● ● ●

Z00228 H10年度 環境にやさしいライフスタイル 017
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

生活・福祉
地球の環境破壊が進んでいる今日、私達が地球を守るにはどうすればよいのか。廃棄物を減らすこ
とによって資源を大切にすることができる。古紙や牛乳パックの再利用などの活動を紹介する。

●

Z00229 H10年度
「行ケヤ海ニ火輪ヲ転ジ」～明治初年・岩倉使節
団～

045 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
維新日本をどのような国家にするか。大型外交使節団が世界一周の旅に出た。彼らは新しい日本を
作る上で何を学んだか。岩倉使節団の足跡をたどりながら、２１世紀の日本の選択を考える。

●

Z00230 H10年度 心のふるさと南部の歴史 030 八戸市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

根城南部氏と遠野南部氏を八戸の歴史とともに紹介する。その歴史の流れをわかり易く、質問形式で
制作する。

● ● ● ●

Z00231 H10年度 寺山修司 020 公立上北視聴覚ライブラリー 学術・教養
青森県にゆかりの深い作家寺山修司の生い立ちを、知人の語るエピソードや、修司の書いた詩を混じ
えて、紹介する。

●

Z00232 H10年度 湖に眠る姉妹姫　小川原湖伝説 016 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

平成元年に小川原湖に建立された一対の像、玉代姫、勝代姫。この二人について語り継がれる物
語、小川原湖伝説を絵を使った語りで紹介する。

●

Z00233 H10年度 藻場～魚たちのゆりかご～ 030 日本視聴覚教材センター 学術・教養
海の森と呼ばれる藻場の役割とその重要性を解説する。魚介類の幼稚魚の生活とかかわりを考え
る。

● ● ●

Z00234 H10年度 森のシンフォニー 013
グリーンミュージアム実行委員会
／東映

学術・教養 人間と森とのかかわりと森自身のもつ表情を映像と音楽によって表現する。 ●

Z00235 H10年度 りんご皮むき 010 東北栄養専門学校 家庭教育
どうすればりんごの皮を上手にむくことが出来るかを目標に、ナイフの使い方や、りんごの押さえ方な
どを詳しく説明する。

●

Z00236 H10年度
思いやりを行動に　社会福祉－障害者とともに
歩む－

018 日本広報協会 生活・福祉
障害のある人に暮らしにくい社会は、障害のない人にも暮らしにくい。社会的不利は社会環境で克服
できる。障害のある人を特別視することなく普通に接する、ノーマライゼーションを解説する。

● ● ●

Z00237 H10年度 生き生きトークおいしいオールドエイジを 060
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
高齢化社会の中で高齢者はどう生きるべきか、また、家庭から外へ出て社会参加の道を考えることも
含め、私達が高齢者とどのように付き合っていくべきかを考える。

●

Z00238 H10年度 さわやかトーク～こどもはみんなヒーローさ～ 060
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
親は子供に口では勉強しろと言ってしまうが、本音は逞しく育って欲しいと願っている。そのギャップに
対する子育て論をトーク番組で追究する。

●

Z00239 H10年度
生き生きトーク輝け青春！　高校生は今～高校
生は今～

060
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・道徳・特活
平成元年、高校生は何を考え、どの様に自己の確立を図っているか、今と昔の違いを比較し、高校生
に期待するものを、ゲストと共に考える。

●

Z00240 H10年度 さわやかトーク創ろう　ふれあいコミュニティー 059
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
近所、地域とどのように付き合ったらよいか、地域との関わり合いをどう持つかなど、コミュニティのあ
り方について考える。

●

Z00241 H10年度 献血　言葉だけ知ってても 020
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

スポーツ・健康
現在日本では献血に協力する人が減少していて深刻な問題となっている。献血や血液に関する知識
を説明しながら、献血の必要と大切さを訴える。

● ●

Z00242 H10年度 馬と祭り－東北篇－ 035 馬の博物館／農林放送事業団 学術・教養
男と馬の間には長い歴史と伝統がある。馬に対する男の熱い思いを通して東北の馬と祭りを紹介す
る。

●

Z00243 H10年度
ある日の藤城さん親子～原子炉の暴走は防げ
るか～

030
電気事業連合会／株式会社
ウォーク

産業・技術
アメリカで起きた原子炉暴走事故をきっかけに、アメリカ、日本が実験した。それをもとにどのような対
策で安全を守っているのかを貴重な資料を交えながら、安全性について問い直す。

●
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Z00244 H10年度 太郎君のマイカー作戦 020
家計経済研究所／ＮＨＫテクニカ
ルサービス

生活・福祉 よく考えてから、車を買うようにするため、その社会的責任と経済状況などの問題から描く。 ●

Z00245 H10年度 頑張れ　緑の少年団 020
国土緑化推進機構／農林放送事
業団

生活・福祉
緑の少年団の学習活動、奉仕活動、レクリエーション活動等を通じて、子供達が何を学びどのように
成長していくかを描く。

● ● ● ●

Z00246 H10年度 青函の詩　青函連絡船８０年の航跡 030 ＲＡＢ開発 生活・福祉
人々の胸に残る、あの日あの時の青函連絡船。昭和６３年３月１３日、８０年の歴史に幕を閉じるまで
の思い出で描く。

●

Z00247 H10年度 日本の火まつり　青森ねぶた 045 青森放送株式会社／ＲＡＢ開発
青森の歴史・伝統・く
らし

ねぶたとねぶた師の紹介と歴史、また、ねぶた祭の映像とそのねぶた絵の解説を１つ１つ行ない、ね
ぶたの魅力を描く。

●

Z00248 H10年度 悟空の著作権入門 020 文化庁／著作権資料協会 生活・福祉 悟空たちの冒険を楽しみながら、とかく軽視されがちな「著作権」について考える。 ● ● ●

Z00249 H10年度 露頭が語る八戸の地層 032 八戸市視聴覚センター 算数・数学・理科
八戸の地層は中生代の終りごろのものであり、代表的な地層と岩石の性質を松山力先生の解説で紹
介する。

●

Z00250 H10年度 青森県にもやってきた松蔭 030 三八視聴覚ライブラリー 学術・教養 吉田松蔭が青森県に来た時に通った道を歩きながら、松蔭の詩や歴史や文化財などを紹介する。 ● ●

Z00251 H10年度 さわやかトーク壮年も大志を抱け！ 060
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

教育方法・学習者
人生８０年社会にあって、生きがいのある豊かな高齢期を迎えるために、高齢期の生活課題を展望す
る。また成人期からの人生設計の大切さについても考える。

●

Z00252 H10年度 生き生きトーク子どもは風の子、がき大将 060
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
家庭ならびに地域における教育機能が低下しつつある中で、その意義と役割を見直し、家庭学校地
域の連携による、教育力の活性化について考える。

●

Z00253 H10年度 さわやかトークわれらはつらつ中学生 060
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

家庭教育
現代の中学生の家庭や学校での生活など、その考え方に焦点を当てて、たくましい自立に向けて青
年期をどう生きるべきかを考える。

● ●

Z00254 H10年度 生き生きトーク青森県民　今日から明日へ 060
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉 ２１世紀の「ふるさと青森」を担う、青森県民に期待される資質について考える。 ●

Z00255 H10年度 豊かに生きる～ボランティアの心～ 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉 青森県のボランティア活動の状況を取材し、その意義について考える。 ●

Z00256 H10年度 モモの地球探検～人間編～ 020 星の環会／ＮＨＫ スポーツ・健康
農薬や食品添加物等の使用で、食生活は変わってきた。それらが人体に与える影響のために、多く
の問題が生じている。自分達の食べものについて考える。

● ● ● ●

Z00257 H10年度 モモの地球探検～地球編～ 020 星の環会／ＮＨＫ 生活・福祉
人類社会の発展にともない水や大地は汚染され、現在、オゾン層の破壊や地球の温暖化などの大き
な問題が生じている。欠かすことのできない地球の自然を守ることの大切さを訴える。

● ●

Z00258 H10年度 子供の絵をよみとる 020 リュック 家庭教育
子供の絵には年齢によってさまざまな段階がある。大人は絵から子供達の発達段階を理解し、子供
のメッセージがたくされている絵をあたたかく見守っていきたいものである。

●

Z00259 H10年度 子供の成人型糖尿病 020 学研 スポーツ・健康
子供の成人型糖尿病が増加している。この原因は、糖尿病になりやすい体質、肥満、ストレスと考え
られる。予防策は正しい食事と運動であり、それらは同時に全ての成人病の予防にもなることを解説
する。

●

Z00260 H10年度 あなたはあなたを知っているか 045
放送大学学院／放送教育開発セ
ンター

教育方法・学習者
「自分」には、他人から見た自分、自分だけが知っている自分、自分も知らない自分、がある。３つめ
の「自分」は混沌として言葉で説明できないものだが、それが本来の「自分」を動かしている。

●

Z00261 H10年度 家族のなかの男と女 045
放送大学学院／放送教育開発セ
ンター

教育方法・学習者
男性と女性の生き方に対する問題意識のギャップのために、アメリカでは離婚率が増加している。そ
の結果、家族形態が多様化した。新しい家族形態に対する社会の受け皿の整備が必要とされている
ことを紹介する。

●

Z00262 H10年度 日本の暦１～３月 032 ワールド　エール（株） 学術・教養
日本の１～３月の大きな行事と主だったものを詳しく紹介し、「文明」の発達とともに、忘れ去られようと
している「文化」をもう一度考える。

●

Z00263 H10年度 日本の暦４～６月 030 ワールド　エール（株） 学術・教養
日本の４～６月の大きな行事と主だったものを詳しく紹介し、「文明」の発達とともに、忘れ去られようと
している「文化」をもう一度考える。

●

Z00264 H10年度 日本の暦７～９月 030 ワールド　エール（株） 学術・教養
日本の７～９月の大きな行事と主だったものを詳しく紹介し、「文明」の発達とともに、忘れ去られようと
している「文化」をもう一度考える。

●

Z00265 H10年度 日本の暦１０～１２月 030 ワールド　エール（株） 学術・教養
日本の１０～１２月の大きな行事、主だったものを詳しく紹介し、「文明」の発達とともに、忘れ去られよ
うとしている「文化」をもう一度考える。

●

Z00267 H10年度
豊かな未来を創る～若いエンジニアリングたち
～

023
（社）日本機械工業連合会／日経
映像

産業・技術
２１世紀にむかって、未知の分野にいどみ、未来への夢をひらく若いエンジニアたちが、強い意志と柔
軟な思考力をいかして、積極的に取り組む姿を描く。

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

Z00268 H10年度 豊かな時をつくるために 018
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

産業・技術
現在日本で働いているサラリーマンの休暇、定年後の過ごし方、生き方、余暇についてもう一度考え
る。

●

Z00269 H10年度 海、僕たちの世界 025 社団法人大日本水産会 技術・家庭・産業 遠洋マグロ漁業船の出発から、船内の人達の生活や、マグロ漁の仕方などを紹介する。 ● ● ● ●

Z00270 H10年度 水はともだち 016 財団法人日本環境協会 生活・福祉 人間と水の関わりから、水の役割をわかりやすく解説する。 ● ● ● ●

Z00271 H10年度 西濱 014
深浦町高校生ボランティア・スクー
ル

学術・教養 深浦町高校生ボランティアが深浦町の昔話を取り入れ、名所を解説し、紹介する。 ● ● ● ●

Z00272 H10年度 西濱百話人形劇「亀杉の話っこ」 013 修道小学校人形劇クラブ 家庭教育 北金ケ沢の小学生達が古くから伝わる昔話しを人形劇にして紹介する。 ● ● ● ●

Z00273 H10年度 謎のセールスマン～地球にやさしく～ 027
日本経済教育センター／読売映
画社

生活・福祉
フロンガス、二酸化炭素の増加、酸性雨、森林破壊などの地球規模で進んでいる環境破壊の現状を
とりあげ、私たちは、今、何をなすべきかを訴える。

● ● ● ●

Z00274 H10年度 タックンくらしのＴＡＸノート 025 総理府／電通・電通プロックス 生活・福祉
税野さん一家の生活を通して、私たちが納めている税金が、さまざまな場面で役だっていることを紹
介する。

● ● ●

Z00275 H10年度
開発途上国ってどんな国？～小さな友情から、
大きな夢へ～

020
外務省／（財）日本視聴覚教材セ
ンター

外国語・国際理解
厳しい自然や環境の開発途上国であるアフリカで少年が体験したことを通して、国の生活状況や、日
本はどんな援助策をとっているかを紹介する。世界中の人がお互いに助けあって生きることの大切さ
などを考える。

● ● ● ●

Z00276 H10年度 デーモン小暮閣下の悪夢へようこそ 017
自動車工業振興会／カジマビジョ
ン

生活・福祉 若者を交通事故に誘う要因を取り上げ安全運転の大切さをアニメドラマの形式で訴える。 ● ●

Z00277 H10年度 ザ・石油　オイルマンの熱い日々 027
第一企画（株）／クロスメディア・
ジャパン

学術・教養
石油産業のさまざまな分野で日夜働いているオイルマン。彼らの仕事にかける情熱を、生々しい映像
で描きあげる。

● ● ● ●

Z00278 H10年度
親の目子の目新しい生命との出会い～ファミ
リー出産の記録～

020 民教協／テレビ朝日 家庭教育
今回で最後の出産になるだろうと、出産に家族全員が立ち合い、新しい生命の誕生の瞬間を経験す
る。出産間近かのお母さんやそれを見守る家族の心情を描く。

●

Z00279 H10年度
豊かな心をもちたくましく生きる子供を育てる小
学校篇

030 文部省／岩波映画製作所 教育方法・学習者
新学習指導要領の目標にされた「豊かな心をもちたくましく生きる子供を育てる」ため、学校全体で取
り組む道徳教育の計画を立てるための指導資料。

●

Z00280 H10年度
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる中
学校篇　（１）

030 文部省／毎日映画社 教育方法・学習者
新学習指導要領の目標にされた「豊かな心をもちたくましく生きる子供を育てる」ため、学校全体で取
り組む道徳教育の計画を立てるための指導資料。

●

Z00281 H10年度 共に歩む～国際協力の現場から～ 028 経済協力推進協議会 外国語・国際理解
国際協力を必要とする発展途上国アジア・アフリカなどの生活状況を確認し、人道的な視点に立ち国
際協力を考える。

● ●

Z00282 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　２年版適切な言葉
遣い

030 文化庁／テレビ朝日映像 国語科 謙譲語と尊敬語の使い分けをし、相手の人格を尊重する姿勢を考え、適切な言葉遣いを紹介する。 ● ● ●

Z00283 H10年度 よみがえる水　下水処理場をたずねて 017 十和田市視聴覚センター 生活・福祉 小学生達が下水処理に疑問を持ち、実際に汚水処理をしていく過程を見学、紹介する。 ● ● ● ●

Z00284 H10年度 ぼくらの獅子踊り 023 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

津軽地方を代表する民族芸能で、青森県の無形文化財として、人々の生活に深くかかわってきた獅
子踊りを紹介する。

● ● ● ●

Z00285 H10年度 ふるさとの木　青森ひば 026 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、また、カビや白アリを寄せ付けない不思議な木として青森ひばが注目
をあびている。青森ヒバの魅力にスポットをあて紹介する。

● ● ● ●

Z00286 H10年度 弥生時代の米づくり 021 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、米づくり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。

● ● ● ●

Z00287 H10年度
天皇陛下御即位を寿ぐ　平成「即位の礼」の記
録

058
総理府／ニュース映画製作者連
盟

学術・教養 諸外国の元首クラスの来賓を招いて行われた今上天皇陛下の即位の礼を描く。 ●

Z00288 H10年度
２１世紀へのブレークスルー新しい素材を求め
て

030 科学技術庁 技術・家庭・産業
新しい工業素材を開発するアプローチとして、素材の隠れた機能を引き出し、それらの機能の組み合
わせて複合素材を開発していく研究過程を紹介する。

● ● ● ●

Z00289 H10年度
２１世紀へのブレークスルーニューフロンティア
～宇宙へ～

030 科学技術庁 技術・家庭・産業
日本の宇宙開発について、毛利さん等３人の訓練の様子も含め、日本が初めてロケットのテストに成
功した１９５５年以降の歩みを追う。

● ●

Z00290 H10年度
２１世紀へのブレークスルー海と空と陸　地球を
知る

030 科学技術庁 生活・福祉
地球環境に関して、日本の科学技術者が地球の姿をどのように発展させようとしているか、様々な角
度から紹介する。

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

Z00291 H10年度
２１世紀へのブレークスルーライフサイエンスへ
の未来

030 科学技術庁 技術・家庭・産業
ライフサイエンスの基盤となる技術として、遺伝子大量コピー技術、ＤＮＡ組み替えの技術、細胞融合
技術、発生工学技術、大量培養技術などを説明する。

● ●

Z00292 H10年度 惑星アトン　～税の働き～ 030
日本税務協会／大蔵税務協会税
のしるべ総局

社会科 惑星アトンでの物語を通して税金の働きを考える。 ●

Z00293 H10年度 ねぶたができるまで 030 青森市観光課／（株）創芸企画 生活・福祉
ねぶたができるまでには約１年近くもの日数を要する。ねぶた祭りの当日までのねぶた製作の過程を
追い、製作者の動きとともに紹介する。

● ● ●

Z00294 H10年度 最新版　青森ねぶた祭り 018 青森市観光課
青森の歴史・伝統・く
らし

１９９０年夏の青森ねぶた祭の模様を記録した作品 ● ● ●

Z00295 H10年度 テレビ税金セミナー　ぼくたちの税務署訪問 015 青森税務署 社会科
税金とは国に納めるお金であると知った子供達が、それをなぜ納め、国でどういうことに使用している
かを税務署を訪問し税金に関する疑問を解明する。

● ● ●

Z00296 H10年度 くらしと産業を支える貨物輸送 018 財団法人物流技術情報センター 社会科
私達の暮らしや産業の中で貨物輸送がどのように行われているかを紹介し、貨物輸送が果たす役割
を考える。

● ● ● ●

Z00297 H10年度 信濃川とさかなたち 020
（財）日本視聴覚教材センター／
水産庁

学術・教養 信濃川の上流、中流、下流それぞれに生息する魚や水生昆虫などの生態を紹介する。 ● ● ●

Z00299 H10年度 赤ちゃんがうまれるまで 010 学研映画 保健体育科
どのようにして赤ちゃんが生まれるのかを、受精から出産までわかりやすく説明し、母親と「自分」との
関係を考えていく。

●

Z00300 H10年度 体のつくりと働き～食べる～ 008 岩波 算数・数学・理科
動物の食べる様子と食べ方と歯の関係を中心に見ていきながら人間と動物を比較し、歯や手の動き
を考える。肉食動物と草食動物の歯や猿はどのようにミカンを食べるのかも紹介する。

●

Z00301 H10年度 人と環境～生きもののつながりあい～ 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
動物への酸素供給が、植物に依存していることを実験で示す。人も含めた生物は、他の生物及び周
囲の環境とかかわって生きているということを説明する。

●

Z00302 H10年度 こうして話せばいいんだね～話し方・聞き方～ 019 東映株式会社 国語科
小学校基礎学習のなかでも音声言語、話し聞く力をつける指導と目的を実現するために大切な「話し
方・聞き方」の基本を考える。

●

Z00303 H10年度 秋とあそぼう 017 共立映画社 生活・道徳・特活 落葉や木の実を使ったりして、秋にしかできない遊びを行ない、自然と親しむことについて考える。 ●

Z00304 H10年度 宇宙の音楽をつくろう 021 学研 芸術科
児童が、これまで得た音楽性、感性、心情を駆使して自由な発想で宇宙のイメージに合った「音」の収
集、楽譜づくり、グループ学習による「音楽」づくり、発表の様子を描く。

●

Z00305 H10年度 地球と環境 020 桜映画社 社会科
熱帯林の破壊、地球の温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、海洋汚染等を紹介し、地球規模の環境破
壊も私達身近な暮らしの中に、その原因が潜んでいることを考える。

● ● ●

Z00306 H10年度 私たちの場合～ある生徒会の報告より～ 020 東映株式会 生活・道徳・特活
ある中学の生徒会役員の活動を通して、現在の中学生をとりまく状況と、その中における生徒会の存
在意義を考え、一人ひとりの生徒が生徒会活動の活性化を考える。

●

Z00307 H10年度 現代の人間像 021 新生映画株式会社 社会科
現代社会の特質、核家族化、高齢化、６５歳以上人口割合の日本、ヨーロッパ、アメリカなどを国際比
較し、現代の人々の生活を再考察する。

●

Z00308 H10年度 水産育種とバイオテクノロジー 021 東京シネ・ビデオ 技術・家庭・産業
バイオテクノロジー、二倍体、三倍体など魚の細胞に付いて説明し、魚のオス、メスをホルモンによっ
て変えることができることなどを解説する。

●

Z00309 H10年度 せんせい・せんせい～三才児の世界～ 021 岩波映画製作所 教育方法・学習者
幼稚園で幼児は何をどのように学びとり、身につけていくか。教師の役割や指導とは何か。３歳児と先
生との生活する姿をありのままに記録し、幼稚園における指導のあり方を考える。

●

Z00310 H10年度 ハイパーメディアの世界 026 文部省／日本視聴覚教育協会 教育方法・学習者
日本初のハイパーメディア教材として日本視聴覚教育協会によって開発された「文京文学館」を事例
として紹介する。

●

Z00311 H10年度 伝統工芸「鳴子こけし」 018
古川第一小学校　吉田　浩之ほ
か３名

趣味・芸術 宮城県鳴子町の伝統工芸である「鳴子こけし」の出来るまでを解説し、紹介する。 ● ● ● ●

Z00312 H10年度 風ものがたり 014 遠田支会視聴覚部会 生活・福祉 風を主人公にし、空ビンとともに川をくだり、川のしくみを解説する。 ● ● ● ●

Z00313 H10年度 安心へのステップ　’９１ 020
石油公団／日本視聴覚教材セン
ター

学術・教養
日本国内では生活や産業に欠かすことの出来ない石油を、危機に備えて石油備蓄基地をつくって貯
蔵している。全国各地にある石油備蓄基地施設の紹介をし、石油備蓄がなぜ必要かを考える。

● ● ●

Z00314 H10年度 パソコン大好き 020 （財）ＡＶＣＣ 教育方法・学習者
高度情報化社会において、いろいろなメディアがあふれている日本。どの情報をどの様に役立てる
か、今コンピュータが身近になっている。コンピュータを利用した教育のモデルを紹介する。

● ● ●

12/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

対象
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Z00315 H10年度 惑星アトン２　パルポノスの塔 023
国税庁／大蔵財務協会税のしる
べ総局

生活・福祉 税の働きや大切さについてアニメーションで分かり易く描く。 ● ● ● ●

Z00316 H10年度
あなたを守る知恵と行動　防災～地震の被害防
止～

020
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

生活・福祉
日本は、他国と比べ地震の多い国で知られているが、地震はなぜ起こるのか、地震による被害を少
なくするにはどうしたらよいか、一人一人の地震への備えと適切な処置の在り方を考える。

●

Z00317 H10年度
われら地球家族　国際貢献～国際緊急援助隊
の活動～

020
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

外国語・国際理解
先進諸国は発展途上国を支援し人々の生活の向上に貢献している。我々は地球家族の一員として何
ができるか？救助活動・医療活動をする国際緊急援助隊はどんな活動をしているのかを紹介する。

●

Z00318 H10年度 サンタクロースが村にやってくる 015 西北五視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

岩崎村には豊富な観光資源があり、それを活用して観光立村を目指している。その一環としてフィンラ
ンドとの交流を促進するため日本サンタランド岩崎計画を進めている。その交流の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z00319 H10年度 北の灯～大間崎灯台～ 025 むつ市視聴覚ライブラリー 生活・福祉
大間崎灯台について、灯台の働きや役割、灯台に勤務している人の暮らしや仕事、街の人々の声な
どを集めて紹介する。

● ● ● ●

Z00320 H10年度 お元気ですか（４）豊かな経験を安全運転へ 021
（財）日本交通安全教育普及協会
／学研

生活・福祉
高齢者が安全に車を運転するためには何に注意すべきかを、老夫婦を主人公としてドラマ形式で描
く。

●

Z00321 H10年度 ぱくぱくごっくん（改定版）　低学年向け 015
全国学校給食用牛乳供給事業推
進協議会

保健体育科 牛乳への関心を深め、牛乳を飲用することが健康を維持することに役立つことを知らせる。 ●

Z00322 H10年度 私たちの食事高学年向け 020
全国学校給食用牛乳供給事業推
進協議会

保健体育科
教師と児童の食事の場面を通して、食事の栄養、給食の栄養、牛乳の生産と成分、児童の食事に牛
乳を加えた場合の栄養について考える。

●

Z00323 H10年度 スプーンおばさんの料理教室（高学年向け） 017
全国学校給食用牛乳供給事業推
進協議会

技術・家庭・産業
栄養についての基本的な考え方や役割などを、子供たちがスプーンおばさんと共にカレーライスの材
料を探し歩くというストーリーの中で、できるだけ興味深く、わかりやすく描き出そうとした作品。

●

Z00324 H10年度 みんなのきゅうしょく（低学年向け） 015
全国学校給食用牛乳供給事業推
進協議会

保健体育科
学校給食の導入期にある小学校低学年の児童を対象に、食事の基本的な手順とマナー、栄養のバラ
ンスのとれた食事の大切さなどを楽しく分かりやすく解説する。

●

Z00325 H10年度 中学校向け　骨折の謎・大追跡！ 020
全国学校給食用牛乳供給事業推
進協議会

保健体育科
中学のビデオ部の生徒達が、校内で頻発する骨折の原因を追求し、ビデオ化していく過程を映像化し
ながら、成長期には、栄養に留意し、基礎体力を貯えておくことが、いかに大切かを考える。

●

Z00326 H10年度 稲生川と新渡戸伝 020 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

稲生川の秘密と、その川の開発にたずさわった新渡戸親子の偉業を語る。 ● ● ● ●

Z00327 H10年度 湖に生きる～小川原湖の漁法～ 018 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

小川原湖の四季の様々な漁法について細かく紹介している。 ● ● ● ●

Z00328 H10年度 やる気を育てる 034 株式会社教配／近代映画協会 生活・福祉 親が子供にやる気を起こさせる対応の仕方について考える。 ●

Z00329 H10年度 老年期をどう生きるか～心の健康～ 033 桜映画社 生活・福祉
老年期をむかえ生活している人々の例をあげ、さまざまな生きがいについて紹介する。老年期をいか
に有意義に過ごすか考える。

●

Z00330 H10年度 さわやかトーク国際交流を考えよう 055
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

外国語・国際理解
現在盛んに行なわれている県内の国際交流事例を紹介する。国際交流とは、心と心のふれ合い、学
び合いの中でお互いが豊かになっていくことだと訴える。

●

Z00331 H10年度 おんなじ空の下で～私たちの社会参加～ 025
日本広報協会　ビデオライブラ
リー

生活・福祉
障害を持つ人々が、様々な地域活動の中で社会参加している。障害者やその関係者が、社会への参
加と平等を願い活動している様子を紹介する。

●

Z00332 H10年度 ぼく学校はきらい～ひよわな心～ 030 桜映画社 家庭教育
哲也君の登校拒否を中心に、親のしつけの仕方に原因があることに触れ、集団生活に溶け込むこと
によって、子供は成長するということを考える。

●

Z00333 H10年度 人生百年 020 東京シネ・ビデオ株式会社 生活・福祉
高齢化が進む今日の日本で「いかに老人が健康的に楽しい生活を送ることができるか」を、数人の長
寿老人を通して考える。

●

Z00334 H10年度 子どもの眼 030 東京シネ・ビデオ株式会社 教育方法・学習者 子供の眼を視点に、子供たちが驚きや喜びをくり返す日々の中で成長していく様子を描く。 ●

Z00335 H10年度
たった一度の好奇心～それがすべてを終らせる
～

019 日本広報協会ビデオライブラリー 保健体育科
日本で広がりつつある覚醒剤等の薬物使用の現状や、薬物汚染の若年化や中毒者の家族の悲痛の
声などを紹介する。

● ● ●

Z00336 H10年度 風物語　蟹田風太鼓 045 蟹田町／ジャンアムジャパン 生活・福祉
町制施行５０周年を記念し、新たに制作した町のイメージソング（ふるさとは風のまち・風物語）を蟹田
風太鼓の曲にのせながら紹介し、併せて町の歴史や四季折々のできごとも紹介する。

● ● ●

Z00337 H10年度 馬と祭－関東篇－ 034 馬の博物館／農林放送事業団 生活・福祉
関東の郷土に伝わる馬とかかわりの深い祭りの様子、由来などを紹介する。埼玉県、八幡宮の鉄砲
祭りをはじめ、栃木県の初馬祭り、千葉県の馬出し祭り等を描く。

●
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Z00338 H10年度
私、電気をつくる人？！～智子の新エネルギー
見て歩き～

028
電気事業連合会／株式会社
ウォーク

算数・数学・理科
自然の力を利用して起こす発電への関心が高まっている現在、日本や世界で取り組んでいる自然の
力を生かした新エネルギーの現場をレポーターが世界見て歩きの旅にでかけ紹介する。

● ● ● ●

Z00339 H10年度 街のちょっぴり先生 032
長寿社会開発センター／東京シ
ネ・ビデオ

生活・福祉
高齢者の生きがいと健康づくりを考える作品。豊富な知識と経験を生かして街の子供たちを指導する
高齢者を主人公に描いた作品。

●

Z00340 H10年度
「日本列島誕生ものがたり」～なぜ少ないエネル
ギー資源～

028
中央宣興株式会社／ゼネラルプ
ロデュース

算数・数学・理科
日本列島の誕生から現在にいたる歴史を説明し、なぜ、日本に地下エネルギー資源が不足している
かを解説する。

● ● ● ●

Z00341 H10年度 はい１１９番～消防最前線２４時間～ 017 十和田市視聴覚センター 社会科 十和田市消防署を舞台に、消防隊員の活動の様子と、一日の仕事を紹介する。 ● ● ●

Z00342 H10年度 はちのへの台地に水を～伴蔵の用水路～ 020 八戸市視聴覚センター 社会科 八戸藩士蛇口伴蔵の生涯と私費を投じて行った用水路開発事業について紹介する。 ● ● ● ●

Z00343 H10年度 ふるさとの道　「今昔」 015 東津軽郡視聴覚教育協議会 社会科 津軽の文化の伝搬を担った主要道路と沿線の東郡６町村の開発、発展の歴史を紹介する。 ● ● ● ●

Z00344 H10年度 親の目子の目自然はぼくらの保育室 030 民教協／信越放送 家庭教育
自然と子供達が一体化し、なごやかに楽しく、そして、自由に遊びまわることが成長にとって大切な要
因となることを紹介する。

●

Z00345 H10年度 ＷＥＬＣＯＭＥ　ＡＢＯＡＲＤ！ＡＳＵＫＡ　ＣＲＵＩＳＥ 016 郵船クルーズ株式会社 学術・教養
日本最大の本格的外洋型豪華客船「飛鳥」の船内の様子や、クルージングの楽しみ方を紹介するプ
ロモーションビデオ。

●

Z00346 H10年度 ふるさと展望～空から見た群馬の都市・山～ 060 群馬県教育委員会／毎日映画社 学術・教養 群馬県の都市と産業、交通及び上毛三山や谷川岳などの美しい姿を空撮で紹介する。 ●

Z00347 H10年度 ビジュアル歳時記　日本の暦 032 ワールドエール（株） 学術・教養
日本人として、昔から伝承されてきた祝祭日や催し、習慣等を見直し、その意味を考え、次代に正しく
受け継いでもらいたいという願いを描く。

● ● ●

Z00348 H10年度 なぎら健壱のＨＡＶＥ　Ａ　ＮＩＣＥ　ＤＲＩＶＩＮＧ 022 自動車工業振興会／毎日映画社 生活・福祉
若者によって引き起こされる交通事故が多発している。こうした車社会を背景に、安全でしかも快適に
運転できるよう、わかりやすくドライブマナーを解説する。

●

Z00349 H10年度
エネルギー～家庭の省エネ～知恵と工夫で快
適な生活を

017
日本広報協会　ビデオライブラ
リー

生活・福祉
エネルギー資源の少ない我が国にあって、家庭の省エネも大切なことである。ちょっとした工夫で、か
なりのエネルギーが節約できることを教える作品で、家族そろって勉強できる。

● ● ● ●

Z00350 H10年度
青森県の自然シリーズ２森と湖のいきものたち
十二湖の自然

021 青森県自然保護課 学術・教養 十二湖の自然の季節の移り変わりと、そこに生息する昆虫や高山植物などを紹介する。 ● ● ● ●

Z00351 H10年度
美しく豊かな言葉をめざして　３年版　（慣用的な
表現等）

041 文化庁 国語科
慣用的な表現では、その言葉の使い方をどのような表現をすれば良いかを問題や例をあげたり、イラ
ストを使い考える。くらしの中の音声は、日常会話の表現のとらわれ方を演劇を通して考える。

● ●

Z00352 H10年度
「テレビと生涯学習」～民教協九州地区研究協
議会記録～

090 民教協／ＲＫＢ毎日放送 教育方法・学習者
民間放送教育協会の九州地区研究協議会の記録。研究会や協議会等の企画や運営計画の立案に
役立つ作品である。

●

Z00353 H10年度 ボク達が考えるふるさと作り～子供サミット～ 029
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

教育方法・学習者
子供たちが、自分の学校やふるさとの伝統など、「ふるさと」を紹介していき、子供たちにとってのふる
さとは何かを考える。

● ●

Z00354 H10年度 現代子ども考～自然と遊び～ 058
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

教育方法・学習者
県教委主催のあすなろアドベンチャーキャンプ（７泊８日）で、自然とともに生活することによって、自発
性や協調性や忍耐力を養う子供たちの姿を描く。

● ● ●

Z00355 H10年度 ドラマ　ああ恋愛、されど結婚　結婚をめぐって 058
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
２７歳の一人の女性が、「恋愛や結婚ってなんだろう」ということから、結婚とはなにかを見つけていく。
「結婚をめぐって」は、結婚しない症侯群や農家などの嫁不足や結婚生活などを語る。

●

Z00356 H10年度 ちょっとおしゃれに　女・仕事・家庭・・・ｉｎｇ 059
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

産業・技術
吉村真理さんや北野岸柳さんをコメンテーターに迎え、これから結婚し、または、すでに結婚していて
仕事と家事の両立を図ろうとしている女性や夫婦へ共働きについてアドバイスする。

●

Z00357 H10年度 生き生きトーク現代家族事情 058
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

教育方法・学習者
家族を５つのパターンにわけて、一般の人達（家族）の意見をとり入れながら、ゲストとともに家族のあ
り方を考える。

●

Z00358 H10年度 地球号ＳＯＳ 020 外務省／桜映画社 生活・福祉
今、地球は森林が伐採され、大気汚染などにより二酸化炭素が増加したり、酸性雨が降るなど環境
破壊が進んでいる。こうした環境破壊が私達の生活にどう関連し、どう影響しているかを考える。

● ● ● ●

Z00359 H10年度 ウルトラマンのシュワッチ！　宇宙探検 028 科学技術庁広報財団 学術・教養
人工衛星の役割や目的をウルトラマンが、人間と同じ生活をしながら追求していく。また、２１世紀に
向けて、地球上でできない科学的実験をこれから宇宙でどのように実験していくのかを説明する。

● ●

Z00360 H10年度 ウルトラマンのＴＶゲーム大冒険 028 科学技術庁広報財団 学術・教養
現在のコンピュータができるまでの歴史やコンピュータの機能をファミコンの機能におきかえて、どの
ようにコンピュータが働いているのかをウルトラマンと一緒に分析していく。

● ●
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Z00361 H10年度 もう蝶はとばない　１５０００人のアンネフランク 067 北海道札幌藻岩高校放送局 家庭教育
笑顔を忘れ、希望も失い、死を待つ子供たち。しかし、絵を通し子供たちはわずかな希望を持った。第
二次大戦のユダヤ人が受けた迫害を通じて戦争の恐ろしさを語りかける。

● ● ● ●

Z00362 H10年度 石油危機に備えて～石油備蓄が活躍する時～ 017
日本視聴覚教材センター／読売
映画社

学術・教養
万一わが国の石油供給が不足するような緊急時に、どのように備蓄が放出され、私たち消費者のもと
にどのように安定供給されるのか、また、放出のためどのような訓練がなされているのかを紹介する。

● ● ●

Z00363 H10年度 愛と自立のたましいを～羽仁もとこの生涯～ 026 八戸市視聴覚センター 生活・道徳・特活
八戸出身のもと子は、上京し、報知新聞の女性第１号の記者になった。もと子は、のちに、自由学園を
設立し、それまでの女性に不足していた学問を教えた。日本の教育を変えたもと子の生涯を描く。

● ● ●

Z00364 H10年度 津軽弁バンザイ 026 中弘南黒視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

現在、津軽で使っている津軽弁は昔と違い、共通語化してきている。津軽弁の保存に、いろいろな人
が、それぞれどのような活動をして努力しているかを紹介する。

● ●

Z00365 H10年度 どう教える。「情報基礎」 020 （財）ＡＶＣＣ 教育方法・学習者
平成５年度より中学校・技術家庭科に選択科目として「情報基礎」が実施される。「情報基礎」の実践
例を中心にこれから導入を予定している先生方のための教育情報を提供する。

●

Z00366 H10年度 切込焼～謎と美を求めて～ 020 大崎地域視聴覚教材センター 学術・教養 宮城県の切込焼の由来と伝統やどのように作られているかを紹介する。 ●

Z00367 H10年度 Ｗｅｌｃｏｍｅ　ｔｏ　ｇｒｅａｔｅｒ　ＨｏｎｇＫｏｎｇ 017 三菱商事株式会社 外国語・国際理解
香港は、アジアのほぼ中心にあり、しかも、優位な立地、港に適した深い海、情報に敏感な人々に恵
まれ、活気づいている。香港三菱商事を中心とし、中国華南地区の経済をみていく。

● ●

Z00368 H10年度 地球環境を守る～エンノスケの旅～ 020 科学技術広報財団 生活・福祉
科学技術が進むと環境が悪化する。しかし、人間はその環境を科学技術で改善しようとしている。宇
宙開発、環境問題、海洋探査などをわかりやすく説明する。

● ● ● ●

Z00369 H10年度 キミ科学する？～暮らしを変える先端技術～ 021 科学技術広報財団 学術・教養
環境問題や医療や最近身近になった原子炉など私達の生活に密着した先端技術をわかりやすく、説
明する。

● ● ● ●

Z00370 H10年度 海洋フロンティア　２１ 024 日経映像 学術・教養
２１世紀へ向けて、海洋の開発が進められている。現在、海洋がどのように使われているか、また、ど
のように探究されているか紹介する。

● ● ●

Z00371 H10年度 古代の海の贈り物 030 日本視聴覚教材センター 社会科
重要な工業原料である石灰石の採掘、輸送、選鉱や品質管理などの様子を紹介し、産業や生活での
利用に言及する。また、科学技術を駆使し、公害防止と環境保全への配慮もなされていることも紹介
する。

● ● ●

Z00372 H10年度 日本の海運 030
日本船主協会／日本シネセル株
式会社

産業・技術
日本の海運は定期船、不定期船やタンカーによって、世界とネットワークを結んでいる。どんなもの
が、どのような方法で輸出入されているかを解説する。また、旅客船などの新しい事業も紹介する。

● ● ●

Z00373 H10年度
家庭教育ビデオ子育てたまご～子供の交際能
力を考える～

030 石川県教育委員会／北陸放送 生活・福祉
放課後や休日の大半を塾や習い事で過ごす現代の小、中学生にとって、友達と遊ぶ時間が極端に
減っている。こうした状況の中で、子供同士の交友関係をいかに育てていくべきかを問う。

●

Z00374 H10年度 息子　日本語字幕入り 121 松竹株式会社 一般映画・アニメ
父と子の絆、ハンディを乗り越えた若者同士の恋、本当の幸福とは何かを大きく問いかけた名作。山
田洋次監督、椎名誠原作。

● ● ●

Z00375 H10年度 日本の沿岸漁業 020 農林放送事業団 社会科
自然環境を生かし、かつ海の生態系を崩さないように工夫して営まれている日本の沿岸漁業の様子
をわかりやすく紹介する。また、水産資源保護や環境保全を考える。

● ● ●

Z00376 H10年度 和菓子　～その美と心～ 025 日本映画新社 学術・教養
資料を元に和菓子の歴史をたどるとともに、四季折々の風物をモチ一フにした美しい和菓子の姿が数
多く映し出され、その製造工程やパリの人々からも好まれている様子などを描く。

● ● ●

Z00377 H10年度 深海生物ダイジェスト 020 パイオニアＬＤＣ 算数・数学・理科
深海の海底に近い所で生活している魚はどのような特色があるかをＬＤソフトのダイジェスト版で紹介
する。

● ● ● ●

Z00378 H10年度 空気の中の水じょう気 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
水は加熱しなくても自然に蒸発することや水の蒸発は至る所で常に起っていること、湯気やモヤは水
蒸気ではなく、そこで水の蒸発が起っていること、空気には必ず水蒸気がはいっていることなどを解説
する。

●

Z00379 H10年度 空気中の水蒸気の変化 010 共立 算数・数学・理科
雲を題材として、空気中には水蒸気がふくまれていて、まわりの温度で小さな水の粒になり、集まると
雲となり、また、それが水蒸気になり見えなくなるという空気中の水蒸気の変化を解説する。

●

Z00380 H10年度 気温てなに　どうして変わるの？ 010 学研 算数・数学・理科
空気と地面の温度を多チャンネル熱電対温度計やサーモトレーサー等で測定する。それを太陽高度
の図を重ねたり、曇りの日の温度のグラフと比べて、太陽と地面と空気の関係を解説する。

●

Z00381 H10年度 あした天気になあれ！～天気の見方、調べ方～ 010 東映 算数・数学・理科
やさしい気象観測や記録の取り方と、新聞の天気図を関連づけて考えさせ、気象衛星やアメダスの画
像を利用し、天気は西から東へと変化するという傾向性をとらえ、天気の見方・考え方を育てる。

●

Z00382 H10年度 アメリカ合衆国の誕生 025 東映 社会科
１７世紀初頭に北米大陸に入植した人たちは、１８世紀後半にイギリス本国からの独立を目ざし闘っ
た。独立宣言の採択、合衆国憲法を制定し、共和制と三権分立による新しい国家が誕生するまでを描
く。

●

Z00383 H10年度 イギリス議会の歴史 022 東映 社会科
世界史の上で、議会制民主主義の典型の一つとなったイギリス上・下院の成立過程と現状を、マグナ
カルタから責任内閣制の成立、婦人参政権の確立までの長い歴史を紹介しながらふりかえる。

●
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Z00384 H10年度 遺伝の法則をたしかめる 024 東映 算数・数学・理科
メンデルと同じ材料のエンドウを使って交配実験を行う。親の形質が子孫に伝わる時、一定の法則に
従っていることや動物にもあてはまることを確めながらメンデルの法則について解説する。

● ● ●

Z00385 H10年度 森と縄文人 038 東京都教育文化財団 学術・教養
縄文時代の土を採取し、どのような草花や木があったのかを調査する。現在まで、植物がどのように
変化してきたのか、また、当時の人々の生活がどのようなものであったかを推定する。

●

Z00386 H10年度
豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる
－２＜小学校篇＞

032 文部省／毎日映画社 教育方法・学習者
子ども自身が人間としてのよりよい生き方を考え、求めていくようになるための道徳教育の在り方をド
ラマを通して考える。

●

Z00387 H10年度
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる－
２＜中学校篇＞

043 文部省／毎日映画社 教育方法・学習者
さまざまな葛藤を経て成長していく生徒の様子を一人の生徒のモノローグで表現しつつ、学校の教育
活動全体と響き合う道徳の時間指導計画を模索する教師たちの真摯な努力を描く。

●

Z00388 H10年度 国際花と緑の博覧会メモリー　「花と緑の約束」 056 ハイビジョン・コミュニケーションズ 学術・教養 花と緑の博覧会の記録を通じて、花や緑の大切さを訴える。 ● ● ● ●

Z00389 H10年度 森林の成り立ちと営み 018
国土緑化推進機構／日本シネセ
ル株式会社

算数・数学・理科
中学校理科２類の教材として、森の変化と自然の法則について、桜島を事例として森の生い立ちと森
の働きや動植物のつながりからわかりやすく解説する。

●

Z00390 H10年度 八甲田山　完全版 171 東宝／シナノ企画 一般映画・アニメ
青森第５連隊の死の雪中行軍を題材にした大作映画のビデオ版で、公開時にカットされた部分が本
編終了後に収録されている。　主演は、高倉健、北大路欣也。

● ● ● ●

Z00391 H10年度 母と娘の日本測り歩き 030
電気事業連合会／株式会社
ウォーク

学術・教養
放射線のなぞを探るため、母と娘が放射線測定機を持って、日本各地を旅行し人工放射線と自然放
射線の量を測り歩く。放射線に対する正しい認識について考察する。

● ● ● ●

Z00392 H10年度 クイズ！ホントにホント？　税って何んだ 016 日本広報協会ビデオライブラリー 生活・福祉
税金がどのような仕組みによって成立ち、どのようなところに使われているか、そして、私たちの生活
にどう役立っているのかを分かりやすく、クイズ形式で解説する。

● ● ●

Z00393 H10年度
これだけは知っておきたい　エイズ　正しい知識
と予防

016 日本広報協会ビデオライブラリー スポーツ・健康 エイズに対する正しい知識を分かりやすく解説し、感染防止を呼びかける。 ● ●

Z00394 H10年度
借りすぎ、使いすぎにご用心　ローンとクレジット
の正しい利用法

015 全国銀行協会連合会 生活・福祉
ローン・クレジットを利用する者に、借りすぎ、使いすぎの恐さを訴え多重債務の防止を図る。ローン・
クレジットの正しい利用法をわかりやすくアニメで説明する。

● ●

Z00395 H10年度 われらのふるさと　交流半島　下北 018
明るい社会づくり運動むつ・下北
地区協議会

生活・福祉 下北半島の各市町村をそれぞれの祭り、行事、史料を交えながら紹介する。 ●

Z00396 H10年度 鱈の里　脇野沢村～「鯛島伝説」 013 むつ市視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

脇野沢村の特産品と同村に伝わる鯛島伝説を紹介する。 ● ● ●

Z00423 H10年度 目で見る「国会百年」 068 衆議院・参議院／毎日映画社 生活・福祉
平成２年、国会は開設百年を向えました。明治から現在までの国会の動きと時代背景をドキュメントで
描く。

● ●

Z00424 H10年度 地球環境アニメーション映画　カワセミが危ない 014
群馬県教育委員会／スタジオ古
留美

生活・福祉
カワセミの「アース」の魔法で「まもる」と「みどり」が鳥や魚になり環境汚染を知っていく。地域や家庭
の環境問題についての関心を高め、問題解決のための活動を考える。

● ● ●

Z00425 H10年度 この星に生きる！　地球博士の環境クイズ 021
（財）日本環境協会／（株）日経映
像

生活・福祉
今、地球の環境危機が大きな問題となっている。クイズなどを交えながら、判り易く地球環境の現状を
紹介し、環境を破壊しないために、私たちに何が出来るかを考える。

●

Z00426 H10年度 東北の電気物語北のあかり＜青森編＞ 029 東北電力・映像企画
青森の歴史・伝統・く
らし

明治から大正、そして昭和にかけての当時の人々の生活、産業活動と電気との関わりの歴史を描く。 ● ● ●

Z00427 H10年度
～海外旅行を安全に～事件や事故に遭わない
ために

016 日本広報協会ビデオライブラリー 外国語・国際理解
日本人の海外旅行が増えていますが、それに伴い、海外での事故・事件も増えています。そこで、海
外旅行でトラブルに巻き込まれないための基本的心構え、防止対策、注意点を考えます。

● ● ●

Z00428 H10年度 免疫とエイズ 022
性教育問題資料研究会／わかば
社

保健体育科
人の体は常に健康を保つように働いている。それが血液の中の働き「免疫」である。その基礎に基づ
いて免疫不全がどういうことかをアニメーションを使い描く。

● ●

Z00429 H10年度 ビデオ教材のつくり方 020 学研 教育方法・学習者
初めてビデオ教材を制作する先生方の活動を追いながら、それぞれの場面で適宜ビデオの制作に必
要な基礎知識や技術について、わかりやすく解説する。

●

Z00430 H10年度 男と女－高校生の性を考える－ 037 学研 生活・道徳・特活
性についてのロールプレイング（役割演技）によって変わっていく高校生たちの生の声や姿を拾い上
げる。性のテーマの重要性を訴えている。

● ●

Z00431 H10年度 高圧力の世界 023
神戸製鋼所／コベルコピーアール
センター

産業・技術
圧力は温度と並んで、物質の性質を支配する最も基本的なファクターで、常識では考えられない現象
が起きる。無限の可能性、不思議な高圧の世界を描く。

●

Z00432 H10年度 ＴＨＥ　ＡＬＵＭＩＮＩＵＭ 021
神戸製鋼所／コベルコピーアール
センター

産業・技術
身近な金属でありながら意外と知られていないアルミニウムの製造法や優れた特性を紹介する。先端
技術の分野でも脚光を浴びているアルミニウムに秘められた未知の可能性を探る。

●
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Z00433 H10年度 青春の集い－これからの青少年教育施設－ 020 学研 学術・教養
青少年が集う場所、また、青少年教育施設等がどんなところにあって、どのような使われ方をしている
のかを紹介し、現在どのような施設が必要なのかを考えていく。

●

Z00434 H10年度
長寿社会～豊かな老後を～寝たきりにならない
ために

015 学研 スポーツ・健康
世界一長寿国となった日本。平均寿命が八十年という長い人生において、老後を幸せに、また、有効
に過ごす為に、寝たきりにならないように注意点・対策法を考える。

●

Z00435 H10年度 馬と祭り－九州・四国篇－ 030 馬の博物館／毎日映画社 学術・教養
日本人は昔から、馬を神聖なものとして信仰してきた。九州・四国地方で行なわれている馬と関わりの
ある祭りの紀元とその祭りに寄せる地元の人々の願い、思いなどを紹介する。

●

Z00436 H10年度 よみがえる織り～南部さきおりと伝統技術～ 013 十和田市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

古着を破いて織るさきおりは、ごみの問題や資源の節約がさけばれる今、見直されつつある。そのさ
きおりのルーツや織り方などを紹介するとともに一つの物を最後まで使う精神を考える。

●

Z00437 H10年度 海辺につくられた公園　合浦の碑 018
青森市立中央公民館／視聴覚ラ
イブラリー

青森の歴史・伝統・く
らし

青森市の合浦公園は砂浜と松の木に囲まれ、全国でも珍しい海辺の近くにある公園で長年、多くの
市民に親しまれている。そこにある数多くの碑と、この公園の良さを紹介する。

● ● ● ●

Z00438 H10年度 「日本一おいしい水」物語 018 青森市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

人が生きていくために必要不可欠な水。青森の水道水の歴史と、現在の整備に至るまでを説明しな
がら、全国的にもおいしい水といわれる理由を環境面、整備面から探っていく。

● ● ● ●

Z00439 H10年度 ふるさとの記録４馬市まつり木造町 011 五所川原市視聴覚ライブラリー 学術・教養
縄文の里、木造町は新田開発により開かれた町で、現在は屏風山のスイカ・メロンで全国に知られて
いる。新田開発のとき活躍した馬の霊を慰める祭、馬市を通し、この町の魅力を描く。

● ● ● ●

Z00440 H10年度 りんごの里板柳　りんご火祭り 011 五所川原市視聴覚ライブラリー 産業・技術 板柳町のりんご農園の１年間の作業と、それに伴う祭りを紹介する。 ● ● ● ●

Z00441 H10年度 親の目子の目いのちってなあに 028 民教協／信越放送 家庭教育
伊那小５年春組でローラという牛を飼うことになった。ローラに人口受精をし出産に至るまでに、春組
の子供達は、そのことを通して性教育について学んだ。生と死、命の大切さを考える。

● ●

Z00442 H10年度 ６歳からの始まり～そして今～ 009 柴田女子高等学校放送部 生活・道徳・特活
柴田女子高校３年の斎藤由美子さんは、６歳の頃、母親のすすめで津軽手踊りを始め、１１年経っ
た。しかし、今は、自分の意志で目標をもって続けている彼女の姿を描く。

●

Z00444 H10年度 ことばとコミュニケーション 018 岩波 生活・福祉
ことばの障害（失語症、難聴）をもつお年寄りは自分の殻に閉じ込もった孤独な老人となり、痴呆、精
神障害者と誤解されがちである。いかに言葉とコミュニケーションが大切かを訴える。

●

Z00445 H10年度
「今、こども達が変わる」第１回～静岡県大井川
町を訪ねて～

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

青森の歴史・伝統・く
らし

他県の先進事例として、生涯学習関連事業および学校・家庭・地域の連携について紹介する。それら
を参考にしながら子ども達を考えていく。

● ● ● ●

Z00446 H10年度
「今、こども達が変わる」第２回～こどもの放課
後～

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

青森の歴史・伝統・く
らし

本県の先進事例として、子どもの自発性、活動性を重視した地域活動および学校・家庭・地域の連携
について紹介する。それらを参考にしながらこれからの取り組みについて考えていく。

● ● ● ●

Z00447 H11年度
「今、こども達が変わる」第３回～ぼく達、私達の
土曜休業～

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

青森の歴史・伝統・く
らし

本県の学校週五日制の指定校の取り組みや、家庭・地域の連携のあり方などを子どもの生活を通し
て紹介する。

● ● ● ●

Z00448 H11年度
「今、こども達が変わる」第４回～学校週五日制
をむかえて～

060
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

青森の歴史・伝統・く
らし

第１回から第３回までの事例を参考にして、子どもの学校外生活はどうあればよいかを、学校・家庭・
地域のつながりの中で取り組みを考える。

● ● ● ●

Z00449 H11年度 １５０万人のテレビ講座「私の生涯学習」 030
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

教育方法・学習者
生涯学習県民のつどい「作文・意見」「標語」作品コンクールの優秀作品をもとに、小学生、中学生、高
校生、一般の人たちの考え行動や、生涯学習とは何かを考える。

● ● ● ●

Z00450 H11年度
１５０万人のテレビ講座「命の大切さ」～性教育
～

030
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

保健体育科 これからの学校、及び家庭の性教育への取り組みについて考える。 ● ● ● ●

Z00451 H11年度 １５０万人のテレビ講座「男と女のいい関係」 060
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

教育方法・学習者
「女性のための生き生きセミナー」（実験講座）を中心にして、これからの女性の生き方について考え
る。

● ●

Z00452 H11年度 ＯＨ！ナイスドライブ 021
社団法人自動車工業振興会／テ
レビ朝日映像

生活・福祉
若者ドライバーを対象に、シートベルト・ヘルメットの重要性を解説し、スピードの出し過ぎ等の事例・
実験を視聴者参加型のテレビ番組形式で行う。スタジオ参加者と司会者のトークを通して交通安全を
訴える。

●

Z00453 H11年度 原子力と環境原子力発電所のしくみ 044 国際原子力機構 生活・福祉
原子力と環境：地球環境にやさしてエネルギーとは何か？環境保護の視点から将来のエネルギーを
問う。　原子力発電所のしくみ：原子力発電所のしくみ、重要性、安全性を実例をもとに紹介する。

●

Z00454 H11年度
紙・地球への思いやり～水と大気を守り緑を育
てる～

015 日本製紙連合会 学術・教養
紙が、そして製紙産業が自然との調和を目指し、どのような工夫や努力を行っているかをわかりやす
く紹介する。

● ● ●

Z00455 H11年度
紙・ワンダーランド～豊かな暮らしを支えるパー
トナー

020 日本製紙連合会 学術・教養
紙、そして製紙産業を様々なテーマからスポットを当てて紹介する。今まで知らなかった紙の世界につ
いて考える。

●

Z00456 H11年度 未成年者とアルコール 023 キリンビール／キリンシーグラム 保健体育科
未成年者の飲酒が日常化している。アルコールが発育途上の心身に与える影響について、生徒達の
自発的な問題解決として考える。

● ●
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VHS

幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z00457 H11年度 成分献血入門～これからの献血～ 012
日本視聴覚教材センター／日本
赤十字社

スポーツ・健康
成分献血とは、どのようなものなのか、また、どうして成分を分けて血液を集めるのかを輸血の仕方
の例を上げて、わかりやすくアニメーションで描く。

● ●

Z00458 H11年度 なるほど血液ゼミナール～血液のはたらき～ 015
日本視聴覚教材センター／日本
赤十字社

スポーツ・健康
血液の成分を分析し、その成分の種類や働きをわかりやすく説明しながら、血液のはたらきについて
描いている。また、献血の重要性について訴える。

● ●

Z00459 H11年度 オモシロ教室　農業と地球環境 015
農林水産省／（社）農林放送事業
団

生活・福祉
舞ちゃんとふしぎな少年（人形）の対話により、環境問題に焦点をあて、農業が地球環境とどのように
関わっているかを解説する。

●

Z00460 H11年度
アジアのうねり～ＡＰＩＣ開発教育キット　Ｐａｒｔ３
～

020 財団法人国際協力推進協会 外国語・国際理解
フィリピン・レイテ島からの研修生ポティカーノさんを主人公にして、今、大きな社会問題としてクローズ
アップされている外国人労働者の現状と課題を紹介する。

● ●

Z00461 H11年度 ＡＩＤＳ～正しい理解と行動～ 021 （株）桜映画社 スポーツ・健康
エイズに関心があるか。エイズはどんな病気か、エイズはどのように感染するか、どうしたら感染を防
げるか、差別と偏見をなくすために、感染者への理解と共生の６項目から構成している。高校生用教
材

● ●

Z00462 H11年度 －津軽弁の詩－或るめぐらの話 019 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」を、牧良介が舞台に持ち込み一人芝居を演じた。山口清治
の写真と東出雅子の朗読でつづる感動の世界

● ● ●

Z00463 H11年度 北の誇り・亀ケ岡文化 018 青森県総合社会教育センター 社会科
縄文時代晩期の華麗な亀ケ岡文化の中心が今の青森県であった。美しい映像とイラスト、神秘的な
音楽で亀ケ岡文化の魅力をつづる。

● ●

Z00464 H11年度
科学技術が世界を結ぶ～アルキメデスの探検
～

020
日本原子力研究所他／科学技術
広報財団

生活・福祉
地球の環境破壊は、地球規模で協力し合わないと止められない。今、それに関して、世界でいろいろ
な調査が行われている。そこでは、どのような科学技術が使われているかを探っていく。

● ● ●

Z00465 H11年度 南の国の人たちと共に－人口と食糧－ 020 （財）日本視聴覚教材センター 外国語・国際理解
南の国の生活は、食糧難で、それには人口増加がどのように関わっている。また、それらを克服する
ために他の国が、どのような援助をし、村の人々がどのような努力をしているかを描く。

● ●

Z00466 H11年度 見えないパワー～チェーン・ばね・油圧～ 025
（社）日本機械工業連合会／（株）
日経映像

産業・技術
自動車や自動二輪車等に使われている、チェーン・バネ・油圧がどのように作られて、また、どのよう
な検査を受けて、私たちのもとで使うまでに至るのかをわかりやすく説明する。

●

Z00467 H11年度 みらいテレビ　科学でＧＯ！ 025 科学技術庁／日本テレビ 産業・技術
フライト・シュミレータ、コンピュータ・グラフィックスから噂のニューメディアまで。ハイパーメディア・クリ
エーター高城剛がチョイスした最先端科学情報を満載する。

● ●

Z00468 H11年度 もう、がんはこわくない！？ 025 科学技術庁／日本テレビ スポーツ・健康
ＣＧアニメーションなどの表現技法を駆使し、細胞・遺伝子レベルで次第に解明されてきたがんの本態
に迫るとともに、著しく進歩しつつある治療法を紹介する。

●

Z00469 H11年度
平成４年度生涯学習県民のつどいビデオ作品コ
ンクール入賞作品集

055 青森県総合社会教育センター 生活・福祉
毎年、総合社会教育センターで開催している生涯学習県民のつどいのビデオ作品コンクールにおい
ての入賞作品集。ユーモア部門の２部門を集録。

● ●

Z00470 H11年度 蒼の祈り～ブルーロード・伝統文化篇～ 008
青森地域広域事業組合／ジャン
アムジャパン

生活・福祉
ブルーロードは、青森市、平内町、蓬田村、蟹田町、平舘村、今別町、三厩村の広域七市町村であ
る。これらの地域で行われている豊作・豊漁祈願等の伝統文化を紹介する。

●

Z00471 H11年度 蒼のささやき～ブルーロード・観光篇～ 032
青森地域広域事業組合／ジャン
アムジャパン

生活・福祉
ブルーロードは、青森市、平内町、蓬田村、蟹田町、平舘村、今別町、三厩村の広域七市町村であ
る。それぞれの市町村の見どころを紹介する。

●

Z00472 H11年度 歴史の迪を訪ねて～ブルーロード歴史篇～ 045
青森地域広域事業組合／ジャン
アムジャパン

青森の歴史・伝統・く
らし

三厩宇鉄小学校の児童が、三厩の歴史とそれに関連するブルーロードの地域の歴史に興味を持ち、
各地域の児童に協力してもらい調べていく様子を描く。

● ●

Z00473 H11年度 健太君は編集長～著作権ってなんだ？～ 020 財団法人著作権資料協会 学術・教養
健太君は、学級新聞に、クラスメイトの作文を無断で掲載し、著作権侵害と言われる。これを機会に、
著作権というものはどのようなものなのかをわかりやすく説明する。

●

Z00474 H11年度 いつまでも自然のままに 015 三八視聴覚ライブラリー 学術・教養
市街地に囲まれ唯一残ったうみねこの繁殖地、八戸の蕪島。そこに生きるうみねこの産卵や、縄張り
争い、天敵などの今と昔を紹介し、自然の美しさ、自然との共存の大切さを訴える。

●

Z00475 H11年度 盲導犬 017 財団法人　関西盲導犬協会 産業・技術 盲導犬の訓練の仕方、そして、訓練の後どのような仕事をするのかを紹介する。 ●

Z00476 H11年度
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる
（３）中学校篇

039 文部省／共同テレビジョン 生活・道徳・特活
教職経験２年目の学級担任が、２学期の半ば、自らの指導について振返り、生徒を心で見ること、生
徒の心をつかむことの難しさを痛感する。そして研究授業の機会に、積極的に道徳授業に挑戦する姿
を描く。

●

Z00477 H11年度
豊かな心をもちたくましく生きる子供を育てる
（３）小学校篇

039 学習研究社 生活・道徳・特活
教職経験２年目の教諭が、道徳授業指導法にいきづまるが、先輩教師のアドバイスを受け、授業以
前の心の耕し、子供との温かみのある人間関係等、学級経営の大切さに目を開くようになっていく姿
を描く。

●

Z00478 H11年度 津軽に生きる技～津軽塗・津軽焼～ 022 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

津軽塗りの歴史とどのような種類があり、それぞれどのように作られているのか、また、津軽焼はどの
ように作られているのかを紹介する。

●

Z00479 H11年度 ウミガメを守る人と浜 020
毎日映画社／水産庁／日本水産
資源保護協会

生活・福祉
ウミガメを絶滅させないため、産卵する砂場を確保したり、卵からかえった子供を保護したり、ウミガメ
の生息する地域の人々が協力しあって、ウミガメを守っている様子を描く。

●
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幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z00480 H11年度 猪飢渇をみつめた人～安藤昌益～ 018 八戸市視聴覚センター 学術・教養
江戸時代中期に大飢饉が起こり、死者が次々とでた。それは、やませや猪飢渇だけではないと考え、
医者安藤昌益は、医者をやめて原因を追及していく。

● ● ●

Z00481 H11年度
熱帯に賭ける夢～アジア太平洋からのリポート
～

027
オイスカ産業開発協力団／（株）
映像同人

生活・福祉
環境か開発か・・・難しいテーマを抱えながら、心の通った、実りある国際協力とは何かを、ＮＧＯの最
前線で活躍する日本人ボランティアたちの姿を通して考える。

● ●

Z00482 H11年度 育て！子供の森 020
オイスカ産業開発協力団／（株）
映像同人

生活・福祉
熱帯林の破壊は年々深刻さを増しているが、アジア太平洋地域では一般的に木を植えるという習慣
が弱く意識も乏しい。「子供の森」計画は、子供達による新しい植林活動、森づくりの運動であり、その
取り組みの様子を紹介する。

● ● ●

Z00483 H11年度 立命館大学 028 立命館大学父母教育後援会 生活・道徳・特活 立命館大学を学部ごとの教育方針などを説明し、紹介する。 ●

Z00486 H11年度 タマゴが食卓に届くまで 013 全国鶏卵消費促進協議会 生活・福祉
卵の生産工程を追いながら、卵の安定供給・品質管理への疑問に答える。また、卵にどんな栄養素
が含まれ、私たちの健康作りにどのように役立っているのかを解説する。

●

Z00487 H11年度 タマゴをおいしくかしこく食べる 015 全国鶏卵消費促進協議会 生活・福祉
あなたの健康を保つため、卵をおいしく、かしこく食べる方法を栄養価値・食効の説明とともに紹介す
る。

●

Z00488 H11年度 タマゴのいろいろな利用法 014 全国鶏卵消費促進協議会 生活・福祉 卵を使ったおいしい料理の数々と医薬品や化粧品など意外な利用のされ方を紹介する。 ●

Z00489 H11年度
美しく豊かな言葉をめざして「言葉と環境」「言葉
遊び」

040 文化庁／（株）共同テレビジョン 国語科
「言葉と環境」では、家庭の中での会話の重要性を、「言葉遊び」では、いろいろな言葉遊びを紹介し、
言葉を豊かにするとは何かを考える。

● ● ● ●

Z00490 H11年度 タマゴからのメッセージ 015 全国鶏卵消費促進協議会 生活・福祉 卵の魅力、使われ方、意外と知られていない卵の知識を紹介する。 ●

Z00491 H11年度 これは知っておきたい卵料理のコツ 015 全国鶏卵消費促進協議会 趣味・芸術 手軽で、しかもバラエティにとんだ基本的卵料理のコツを紹介する。 ●

Z00492 H11年度 実践！エイズ対策　ＰＡＲＴ１ 017 日本綜合テレビ（株） スポーツ・健康
日本でも「エイズ」は、年々増加の傾向にある。エイズの知識と具体的な予防法をわかりやすく説明す
る。

● ●

Z00493 H11年度 実践！エイズ対策　ＰＡＲＴ２ 060 日本綜合テレビ（株） スポーツ・健康
エイズ対策について、医療現場や学校、企業等における実際の場面を想定して具体的な対処法を説
明する。

● ●

Z00494 H11年度
日本とアジアを結ぶ海運～産業と貿易を通して
～

020
社団法人日本船主協会／日本シ
ネセル（株）

社会科
この映像は、日本とアジアを結ぶ海運の様子と、その働きや役割の重要性を、アジアの産業と貿易を
通して描く。

●

Z00495 H11年度 そろばんと友だち 030
日本視聴覚教材センター／東和
映像株式会社

算数・数学・理科
初めてそろばんに触れた子どもたちが、そろばんによる計算の仕方を学んでいく様子をドキュメンタ
リータッチで描く。

●

Z00496 H11年度
私たちの暮しを守る山の緑～森林の働きを知ろ
う～

020
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

生活・福祉
森林がなくなると、どのような災害が起こるのか。森林の大切さを訴えながら、私たちの生活とどのよ
うな関わりあいがあるのかを考える。

● ● ●

Z00497 H11年度 太陽・月・惑星～ガリレオが見たもの～ 019 東映 算数・数学・理科
ガリレオがなしとげた天文学上の様々な発見は、人々に衝撃を与え近代科学の先駆けとなった。彼が
いかにして地動説を確立して行ったか観察記録をもとにたどる。

● ●

Z00498 H11年度 川の流れと河原のようす 010 東映 社会科
川の流れの速さと石や土を運ぶ力の違い、更に平常時と満水時との比較から、流水の量や流速の動
きが、川原や土地の様子を変えることを解説する。

●

Z00499 H11年度 土地のでき方 010 学研 算数・数学・理科
地層がどこでどのように作られたかを推定する手段や方法を分かりやすく解説する。生物そのものの
化石ばかりでなく、生痕化石も取り上げている。

●

Z00500 H11年度 つぶのようす～たいせき岩と火成岩～ 011 共立映画社 算数・数学・理科
地層や岩石などを観察して、土地をつくっている物の特徴や土地のでき方を調べる。その際、堆積岩
と火成岩について特に詳しく比較観察する必要がある。そのための映像資料である。

●

Z00501 H11年度 流れる水のはたらき 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
流水の働きについて、砂場の実験と実際の川がつくる地形の間に、雨の降る造成地にできる地形の
観察を挿入し、イメージの飛躍を埋めて、流れる水の働きを考える。

●

Z00502 H11年度 中世の教会建築とキリスト教 023 共立映画社 社会科
キリスト教会堂の建築とキリスト教について、フランスを舞台に紹介し、ヨーロッパの歴史と文化の形
成過程を考える。

●

Z00503 H11年度 市民文化の時代～ヴィクトリア時代のロンドン～ 021 共立映画社 社会科
産業革命によってもたらされたロンドンの市民生活の変容とその流れを博物館資料や建造物、絵画、
現在の生活などを紹介する。

●

Z00504 H11年度 風間浦村「伝説の旅」 018 むつ市視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

風間浦村の伝説をたどりながら、歴史などにふれながら紹介する。 ●
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対象
ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z00505 H11年度 野脇尋常小学校創立 006
野脇国民学校長第４回卒業生クラ
ス会

生活・道徳・特活
野脇尋常小学校創立の際撮影されたもので、御真影の奉安・職員と児童、校歌全文と徴章の由来、
本校の養蜂の３編から描く。

●

Z00506 H11年度 ごみの減量は生活の見直しから 015 （社）日本広報協会 生活・福祉
現在のゴミ事情を紹介し、ゴミの減少と再利用や自己意識の改善をうったえるとともに地域のゴミ処理
対策を考える。

● ● ● ●

Z00507 H11年度 北の輝きふるさと紀行－青森県の四季－ 047 青森銀行／ＡＴＶ青森テレビ 学術・教養
青森銀行創立５０周年を記念して創られたもので、青森県の自然、伝統文化、まつり、特産物やそこ
に生活する人々を四季にそって描く。

● ● ●

Z00508 H11年度 白神　森のいぶき 048 青森銀行／青森放送株式会社 学術・教養
白神山地で手つかずで残されている原生林地帯は、世界でも第一級の自然遺産でもある。そこで生
息する動植物の生態を追いながら、詩情豊かに紹介する。

● ● ●

Z00509 H11年度 東京西六郷少年少女合唱団合唱指導 044 ＲＡＢサービス 芸術科
東京西六郷少年少女合唱団の指導者である鎌田典三郎氏による歌うことに対する問題点とその解決
法、指導方法についての講話を、合唱を混じえながら紹介する。

●

Z00510 H11年度 森林の働き 016 日本シネセル株式会社 算数・数学・理科
森の働きを光合成の仕組み、小動物、微生物との相互作用の働き、森林の地球環境に対する働き等
から説明する。

● ●

Z00511 H11年度 森林と暮らし－木を活かす日本人の知恵－ 020 日本シネセル株式会社 産業・技術
木の細胞構造、種類、性質を説明し、更に木材の性質をいかした日本ならではの利用法の今と昔を
紹介する。

● ●

Z00512 H11年度 ビジネス電話入門～新入社員のみなさんへ～ 018 株式会社記録映画社 産業・技術
ビジネス電話対応に於いて、その基本事項、社員の心構え、応用編などを盛り込み、新入社員のた
めに解説する。

●

Z00513 H11年度 ボランティアで生き生き人生 015
（社）日本広報協会ビデオライブラ
リー

生活・福祉
ボランティア活動の中から、新しい自分の生き方を発見していく過程を紹介し、ボランティア活動の重
要性を考える。

● ●

Z00514 H11年度 愛犬と楽しく暮らす５つのポイント 028 ＮＨＫエンタープライズ
青森の歴史・伝統・く
らし

家族の一員として犬と共に暮らすために、ぜひ知っておきたい事柄を５つのポイントに分け、わかりや
すく具体的に解説する。

● ● ● ●

Z00515 H11年度 ある文化情報センターのひとこま 017 全国学習情報提供機関協議会 学術・教養 文化情報センターの活動を寸劇で表現し、学習相談のあり方を、笑いを混じえながら紹介する。 ●

Z00516 H11年度
「自分時間」創り　あなたも考えてみませんか
余暇と住まい

020
（株）インターボイス　（社）経済企
画協会

生活・福祉
自分の時間を豊かに過ごすために、余暇と住まいについて一緒に考えながら、その具体例を紹介す
る。

●

Z00517 H11年度
船と私たちの生活－くらしをささえる船のはたら
き－

017
（社）日本旅客船協会（株）イン
ターボイス

学術・教養
島に生活している人々と船とのかかわりや人々のくらしを支えている船の様々な働きを紹介し、海上
での運輸の仕事の様子を描く。

● ● ● ●

Z00518 H11年度 馬と祭り－中国・近畿篇－ 030 毎日映画社 学術・教養 中国・近畿地方の馬を主役とするまつりを紹介し、その由来や様子を伝える。 ●

Z00519 H11年度
遥かなる騎馬の民－ハンガリー大平原の人と馬
－

047 農林放送事業団、ＪＲＡ 学術・教養
ハンガリー人の歴史を紐解き、そこに住む人々と馬に密着した生活を取材し、馬と馬車の重要性、馬
車競技の概要、そして現在に受け継がれた遊牧民としての精神などをハンガリー大平原を舞台に描
く。

● ●

Z00520 H11年度 日本と西アジア・アフリカ・中南米を結ぶ海運 020
日本シネセル株式会社　（社）日
本船主協会

外国語・国際理解
アラビア、アフリカ、中南米のそれぞれの国の事情や産業、そして日本との貿易に関する資料を提供
するとともに海運の役割を考える。

● ● ●

Z00521 H11年度
中学校体育実技指導サッカー学習指導のポイ
ント

030
株式会社オーディオビジュアル
ネットワーク

保健体育科 サッカーでボールに触れることから試合に至るまでの学習指導のポイントを具体的に説明する。 ● ●

Z00522 H11年度 中学校体育実技指導サッカー授業展開 030
株式会社オーディオビジュアル
ネットワーク

保健体育科
生徒の自主性を主体とし、課題を自ら発見し解決しようという態度と技能発達を目的とした段階別授
業展開を具体的に説明する。

● ●

Z00523 H11年度 中学校体育実技指導創作ダンス授業展開 030
株式会社オーディオビジュアル
ネットワーク

保健体育科 創作ダンスに於ける段階別授業展開のあり方や、指導のポイントを具体的に説明する。 ● ●

Z00524 H11年度 まもろう水鳥の生息地－湿地の保全－ 024 （財）日本環境協会 生活・福祉
水鳥の生息に不可欠な湿地の役割と重要性、それに関連したラムサール条約やその他の機関を紹
介しながら、今後の自然保護のあり方を考えていこうとする。

● ● ●

Z00525 H11年度 炎の証言～戦争と子どもたち～ 025 社団法人日本戦災遺族会 学術・教養 第二次世界大戦の子供に焦点をあて、多くの体験談とともに戦争の悲惨さを描く。 ● ● ●

Z00526 H11年度 彩りのまち－宇治十章－ 037 宇治市 学術・教養 観光ＰＲを含め、宇治を様々な角度からとらえ紹介する。 ●

Z00527 H11年度 国際交流－私たちの場合－ 032
日本経済教育センター、東京シ
ネ・ビデオ

外国語・国際理解 国際交流について公的機関のものから民間レベルのものまでの幅広い活動を紹介する。 ● ●
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Z00528 H11年度 自立発展という名の木を植えよう 026
日本経済教育センター、日本映画
新社

外国語・国際理解 海外青年協力隊に於ける概要とその活動を説明し、実際に現地で活動をしている隊員を紹介する。 ● ● ●

Z00529 H11年度 日本型食生活 030 （財）日本経済教育センター 生活・福祉
日本の食生活の歴史、食文化、米のもつ役割、栄養素の検討など、望ましい食生活の姿を明らかに
する。米を主食とした日本型食生活を見直す。

● ● ● ●

Z00530 H11年度 よみがえった安藤昌益 028 八戸市視聴覚センター 社会科
封建時代に生きた安藤昌益の軌跡をたどりながら彼の思想や人間像を紹介する。安藤昌益物語、第
二部

● ● ●

Z00531 H11年度 自然と叡知の結晶　塩ビ 020
塩化ビニールリサイクル推進協議
会

技術・家庭・産業
現代社会にはば広く使われている塩化ビニール。どのように作られるか。また、どのように利用されて
いるかを紹介し、また再生されて社会に再利用されている状況を描く。

● ● ●

Z00532 H11年度
ピンポ君のなんでも答えちゃう　農村の役割って
なあに

015 農村放送事業団 産業・技術
現代の農村で何が作られているかを表し、食料の自給の必要性を訴える。また水田や山林は環境面
に貢献していることを確認し、これからの農村の意義を考える。

● ●

Z00533 H11年度 今どき科学がおもしろい 029 科学技術庁 算数・数学・理科
身近な疑問や現在使われているものにどのような科学分野が当てはまるのかを紹介しながら、科学
する心について考える。

● ●

Z00534 H11年度 出合い喜びそして感動第１回やんちゃ学園 028
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
木造町出身の高校生のボランティアグループ「やんちゃ学園」の活動を通してこれからの福祉ボラン
ティアの取り組み方について考える。活動場所　内潟療護園、老人クラブ

● ●

Z00535 H11年度
出合い喜びそして感動第２回もつけっこメンタル
フレンド

028
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
黒石市のボランティアサークル「もつけっこ」と登校拒否児童の心の友達「メンタルフレンド」の活動を
通してこれからのボランティア活動にどう取り組んでいくのかを考える。

● ●

Z00536 H11年度
出合い喜びそして感動第３回出合い喜びそして
感動

058
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
総合社会教育センターの「高校生のボランティア活動に対する調査報告書」をもとに、高校生の意識
や実態を明らかにし、ボランティア活動を活発にしていくにはどうしたらいいのかを提言する。

● ●

Z00537 H11年度 社会教育特別番組第１回親子ふれあい村 027
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
親子でキャンプを楽しむ様子から、子供たちの校外での活動状況を観察する。自然を体験することに
より、家族の粋が深められ、学校では学ばないことに親子で協力しながら取り組む姿を描く。

●

Z00538 H11年度 社会教育特別番組第２回われら太陽っ子 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
現在は兄弟の数も少なく、また塾通いなどで友達と遊ぶ時間も少ない。そんな中で太陽っ子の日を設
け、活発な子供会活動を行う十和田市のユニークな子供会活動を紹介する。

●

Z00539 H11年度
社会教育特別番組第３回はばたけ！風の子子
供会

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
子供が主体として活動している青森市矢田前の風の子子供会の活動のドキュメント。学年を越えたつ
ながりやふれあいが得られる子供会活動を紹介する。

● ● ● ●

Z00540 H11年度 社会教育特別番組第４回放課後バンザイ 060
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉 子供たちの放課後の過ごし方の在り方について、親子で討論する。 ● ● ● ●

Z00541 H11年度 トンボがかたる自然環境 031 東映 生活・福祉
種類によって住む環境が異なるトンボは、自然環境の変化や良否を知る上で重要な指標になってい
る。その様子を各種のトンボの貴重な映像とともに示す。

● ● ●

Z00542 H11年度 親父が街に帰ってきた 031 東映 家庭教育
仕事にかまけて子育ての責任を放棄していた父親が、息子の意外な一面を知って、父親としての役
割に目覚め、地域の父親たちと青少年の育成に積極的に取り組む。その過程を体験をもとに描く。

●

Z00543 H11年度 バット大王の交通安全Ｑ＆Ａ 021 東映 生活・道徳・特活
交通ルールを守らない子供たちが、バット大王の交通安全テストに合格するまでを飛出しや横断中の
事故を中心に再現しながら、事故防止法を子供の疑問に答える方式で描く。

● ●

Z00544 H11年度 健康なくらし 047 性教育問題資料研究会 保健体育科
エイズが小学校でも話題になっている現代。人間教育としての性教育と病気やけがの予防教育として
の保健教育において、エイズについてわかりやすく正しく解説する。

●

Z00545 H11年度 車社会の一員として 013 （社）自動車工業振興会 生活・福祉
交通事故の現状の統計から理性的な運転の重要性を訴える。事故を再現し、精神的負担を含めた事
故の大きさ等をあげ、正しい運転法、安全対策、車社会の一員として心がけを紹介する。

● ●

Z00546 H11年度 平成５年度版美しく豊かな言葉をめざして 039 文化庁 国語科
外国人に対する日本人の態度の問題点、日本語そのものの問題点について事例を上げ、国際化時
代の日本語のあり方を考える。後半では日本語のさまざまなアクセントについて考える。

● ●

Z00547 H11年度 自然に生きる「気象の話」 015 （財）小野田自然塾 算数・数学・理科
マツカサで天気がわかる他、自然と天気予測を導入とし、自然に親しむためにかかせない天気、気象
についての豊富な映像（台風・偏西風他）で解説する。

● ● ● ●

Z00548 H11年度 カード破産～ある家族の悪夢～ 029 （社）日本広報協会 生活・福祉
クレジットカードを無計画に使ったために引き起こる事件。それに巻き込まれる家族の模様を描く。間
違ったカードの使い方をせず、正しい使い方をすることを強調する。

●

Z00549 H11年度
手を出さない！ぜったいに！～薬物乱用の恐怖
～

029 日本経済教育センター スポーツ・健康
シンナー・覚醒剤等年々増え続ける薬物乱用の恐ろしさを体験者の語りを中心に、またその心身に及
ぼす悪害をコンピュータグラフィックを使ってわかりやすく説明する。税関の麻薬取締まりの紹介。

●

Z00550 H11年度 地球は生きている－自然災害と総合防災－ 029 日本映画新社 生活・福祉
過去の自然災害を教訓にし、尊い命や財産を守るために、安全な地域社会を作るようにし、災害防止
について考える。

●
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Z00551 H11年度 自然に生きる「光」その色彩とエネルギー 013 （財）小野田自然塾 学術・教養
光には７つの色彩がある。人間は美しい光景をきれいだ、楽しいなどと思う時に、環境が美しい光に
囲まれているということを忘れがちである。現代では光を電気として貯えエネルギーとできることを紹
介する。

● ●

Z00552 H11年度
セブンインワンダーランド　北野博士女性サイエ
ンティストと語る

025 （財）科学技術広報財団 学術・教養
北野大博士が科学の分野で活躍する７人の女性を紹介し、その分野での意義、彼女たちのモットーを
紹介する。女性であっても十分その能力を発揮できる時代がきたと説く。

● ●

Z00553 H11年度 ルーシーの挑戦－エネルギー百万年の旅－ 025 電気事業連合会 学術・教養
約１００万年前の「火」の発見から現在にいたるまで、人類がどのようにエネルギーと関ってきたのか
を、貴重な映像で面白く、分りやすく紹介する。

● ● ● ●

Z00554 H11年度 森と魚 014 （社）日本水産資源保護協会 生活・福祉
山からの栄養分の豊かな水が、魚の群を戻らせる。森林の仕組みを理解し、森林を守ることが環境や
漁業を守ることにつながる。山を守ることが海を守り、ふるさとや生物をも守ることにつながることを描
く。

● ●

Z00555 H11年度 石油トラベル 030 （財）日本視聴覚教材センター 技術・家庭・産業
私たちのくらしを支える石油がどのように誕生し、採掘され、日本に運ばれてくるか紹介する。また原
油からいろいろな石油製品をつくりだす仕組みや、製油所の環境対策、安全対策、有効利用などを解
説する。

● ●

Z00556 H11年度 ＰＣ－ＶＡＮの易しい使い方 025 日本電気（株）ＰＣ－ＶＡＮ本部 学術・教養
初めて使用する方でもわかるように基本操作編（機械操作、電子メール使用法、通信ソフト）設定編
（最初の段階に１度設定するとその後も使用に影響のない器材の設定法）とで構成し、解説する。

● ●

Z00557 H11年度
青森県の自然シリーズ４砂丘地の四季－屏風
山とその周辺

023 青森県自然保護課／あるてす 学術・教養
津軽国定公園に指定されている屏風山とその周辺の自然を野鳥と植物の豊富な映像で紹介し、湿原
と草地の自然が環境の変化に弱く貴重なことを指摘する。

● ● ● ●

Z00558 H11年度 三重県をめぐるいくつかの楽説と検証 021 三重県広報課 学術・教養
三重県の地形、港、工業地帯、国際関係や山、川、峠、渓谷などの自然やキャンプ場、海岸、高原、
スキー場、温泉などの観光名所を紹介する。

● ● ● ●

Z00559 H11年度 自然の宝庫・屋久島 048 （財）屋久島環境文化財団 学術・教養
黒潮が運んできた熱帯の植物。永田海岸、アカウミガメの産卵。春田浜のサンゴ礁、植物の宝庫照葉
樹林、ヤクスギの秘密など。ユネスコの世界遺産に登録された屋久島の自然を描く。

●

Z00560 H11年度 屋久島・森と水オーディオグラフィック 048 （財）屋久島環境文化財団 学術・教養
ヤクシマシャクナゲ、屋久島の山々、屋久杉の森、高層湿原、世界最大規模の照葉樹林、渓流と
滝々、１３００種類の植物など、屋久島に移住した日下田紀三が撮影した屋久島の自然を紹介する。

●

Z00561 H11年度 ＹＡＫＵＳＨＩＭＡＩＳＬＡＮＤ英語版 048 （財）屋久島環境文化財団 学術・教養
世界的な遺産を保護するユネスコの世界遺産に登録された屋久島の魅力を紹介するビデオの英語
版。

●

Z00562 H11年度 親の目子の目ふうちゃんのお弁当 027 秋田放送 家庭教育
高校生の谷風子の手作りお弁当から、家庭のあり方を考える。家庭内の仕事を子供に担当させ、小
遣いでなく給料として渡すお母さんのユニークな子育て。いきいきと暮す一家を描く。

●

Z00563 H11年度 津軽に生きる技－こぎん刺し－ 018 中弘南地方視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

津軽地方に古くから伝わる「こぎん刺し」の歴史や伝統的な紋様。さらには近年の絵画風こぎん刺しを
紹介する。また、こぎん刺し講習会の様子や前田セツ氏へのインタビューも紹介する。

●

Z00564 H11年度 日本と世界を結ぶ海運 020 （社）日本船主協会 社会科
国際貿易の日本、オーストラリア、中国、アメリカ等の例をあげて国際分業の中で成り立つその役割を
述べている。海運の発達が国際貿易・分業を支え、それぞれの国が相互に補い合う関係にあることを
描く。

● ● ● ●

Z00565 H11年度 プラスチックと地球環境 030 （社）プラスチック処理促進協会 生活・福祉
プラスチックは、石油から作られる限りある資源である。焼却するとダイオキシンが発生し環境破壊に
なる。地球環境を守るためにも、もっとリサイクルを進める必要性を考える。

● ● ●

Z00566 H11年度 機械産業広報映画　安全への道限りなく 014 日本機械工業連合会 産業・技術
昔から人間を助けてきた機械。今、機械はもっと広い分野で活躍し人間を支えている。そして安全とい
う優しさが人間と機械を結んでいる。これらの例を上げて安全について説明する。

●

Z00567 H11年度
離陸するアジア日本の援助とインドネシアの
人々

025 外務省 外国語・国際理解
日本の資金協力や技術協力によって、インドネシアの人々の生活や技術の向上に寄与したことを紹
介し、これからの海外協力の展望を述べる。

●

Z00568 H11年度 よみがえる十和田市史　天明の大飢餓 007 十和田市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

平成５年度の全国的な大冷害と、地域に残る天明の大飢餓の供養搭とを視覚的にむすびつけた子供
たちが歴史的な見地から米の大切さを考える。

● ● ● ●

Z00569 H11年度 火事をふせぐ　安全なくらしを守る 013 十和田市視聴覚センター 生活・福祉
火事の実写と三本木町時代の大火から火事の怖さ、悲惨さを訴え、豊富な消防署の映像から、防火
システムの実状を解説する。十和田市の町ぐるみでの防災に対する姿勢を紹介する。

● ● ● ●

Z00570 H11年度 特別企画詩画集「十六歳の内面」 016 青森県総合社会教育センター 国語科
詩画集「十六歳の内面」は、作者斉藤新吾が青森第三養護学校在学中に東奥日報主催「青森詩祭」
高校の部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ものである。若山たか子の朗
読で描く。

● ●

Z00571 H11年度 パソコン通信セミナー基礎編／事例紹介編 043 ＮＴＴ 趣味・芸術
基礎編はパソコン通信の方法をわかりやすく説明する。事例紹介編ではパソコン通信を実際に活用し
ている様子を紹介する。

●

Z00572 H11年度 りんごが変る　青森りんごの未来へ向けて 022 青森県総合社会教育センター 学術・教養
多用化、多品種化が進む青森りんごの歴史を紹介する。無袋りんごの味がなぜよいのか、将来の選
果技術の展望、健康食品として見直され、品種改良の続くリンゴの今とこれからを描く。

● ● ●

Z00573 H11年度 幻の鳥オオセッカ 017 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きる貴重種オオセッカと人間との関わりを描く。平成５年度日本野鳥の会の全
国大会が仏沼湿原で開催された。野鳥のパラダイスのアシ原をこれからどのように残せばいいのかを
考える。

● ● ● ●
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Z00575 H11年度 カリーナとお月さま 010 八戸市幼稚園視聴覚教育部会 一般映画・アニメ
カリーナはお父さんといっしょに水くみにでかけました。川に映るお月さまの部分の水をくんでいったカ
リーナの家にお月さまが現れます。創作童話ペープサートを手作りビデオ化して描く。

● ●

Z00576 H11年度 但馬物語ひとふるさとよろこび 030 大但馬展実行委員会 学術・教養
暖かい生命があふれている、但馬。この国の野や山が、人の心を逞しく包み込む。但馬は心の故郷。
心に語りかけてくる、温もりあふれる国。但馬の風土とそこから出た人々を描く。

● ●

Z00577 H11年度
知っておきたいお金とカードの世界夢を実現す
るために

055 貯蓄広報中央委員会 生活・道徳・特活
若い人がクレジットカードやローン、契約に関するトラブルに巻き込まれることが増えている。ドラマや
人形劇でお金に関する知識を学び、中・高生に健全な金銭感覚を育てる。４部構成。

● ●

Z00578 H11年度 お金は回る　くらしと金融 016 貯蓄広報中央委員会 学術・教養
大輔と陽子が遺産も結婚資金も使い果たし言い争っているところに、謎の老人が現れる。アニメで、金
融の仕組、信用制度、中央銀行の役割、自己責任原則などをわかりやすく説明する。

● ●

Z00579 H11年度 金銭教育冊子を活用している中学校を訪ねて 015 貯蓄広報中央委員会 生活・道徳・特活
近年社会問題化しているカード破産などを防止するために不可欠な正しい金銭感覚や消費者として
の基礎知識について学習する様子を紹介する。

● ●

Z00580 H11年度 光とレンズ 012 東映（株） 算数・数学・理科
光及びレンズの性質や特徴を実験室ではできないスケールで行い、レーザー光線や映像効果を活用
しながら、分りやすく生徒の興味・関心を引き出させるように描く。

● ●

Z00581 H11年度 メダカとグッピー　誕生の秘密 019 東映（株） 算数・数学・理科
みどりとたかし（小５）のメダカとグッピーの観察日記から、生命誕生の神秘と自然環境の大切さを訴
え、卵で生まれる魚と親と同じ形で生まれる魚を通して性について考える。

●

Z00582 H11年度 わすれるもんか 040 東映（株） 生活・福祉
クリスマスイブに開かれたギター演奏会を舞台に、差別意識や偏見で物事を見るのではなく、「ありの
まま」を「まっすぐ」に見、人間の連帯の輪を広げることを訴える。

● ● ● ●

Z00583 H11年度 縄文から宇宙船まで～やきものの世界～ 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
粘土を使っての焼き物はその焼き方で様々に変化する。縄文土器から現代のファィンセラミックスま
で、原料と焼成技術の変遷をたどることで科学技術の進歩と人間生活との関わりを考える

● ●

Z00584 H11年度 マイハート・マイホームルーム 23 日本青少年研究所 生活・道徳・特活
「ホームルームって」「友達とは何だろう」と問い掛けながら、お互いの個性や抱えている事情を大切に
しあう関係を描くことで人間らしく生きる関係つくりを訴える。「全国高校生の主張」での発表から。

Z00585 H11年度 ゲルニカを味わう 023 ＮＨＫサービスセンター 芸術科
ピカソのゲルニカをどう鑑賞するかという授業を通して、芸術文化を理解する主体的で変化に富む鑑
賞眼を養うにはどうすればよいか。絵から何をくみとるかを考える。

● ● ●

Z00586 H11年度 東西の接点イスタンブルを歩く 学研 社会科
トルコ最大の都市イスタンブルには多種多様な文化が生きづいている。ビザンティン帝国の歴史、オ
スマン帝国の歴史をしのびながら、東西交流の接点としての性格を描きだす。

Z00587 H11年度
文明を湛える海地中海世界－ギリシャ・ローマ
－

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

● ●

Z00588 H11年度 リモートセンシング－宇宙からの地球観測－ 010 学研 算数・数学・理科
地球観測衛星によるリモートセンシングは地球表面の変化や地形地質の解読と変化の分析と多くの
分野で活躍し威力を発揮している。「ふよう１号」を例にとりリモートセンシングの概要を説明する。

● ●

Z00589 H11年度 暮らしの中の微生物 010 共立映画社 生活・福祉
日本の食生活は、暮らしに微生物を役立てている。醤油などのはっこう食品ができるまで、さらに抗生
物質の抽出や下水を微生物で浄化するなど、暮らしと微生物との関わりを描く。

● ●

Z00590 H11年度
ケン太とみち夫のジグザグ大冒険放射線のふし
ぎ

015 科学技術庁 算数・数学・理科
放射線は人間社会の様々な分野で役立っている。特に医学の分野で最新技術に使われている。Ｘ線
ＣＴ他のＣＴスキャン、放射線でのガン治療などについてＳＦＸを多用し、わかりやすく解説する。

●

Z00594 H11年度 あおもり探訪伝統玩具・八幡馬 030 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」。県南に伝わる代表的な民芸品である。ただ一人になった手堀職人の大久
保直次郎氏を訪ね、八幡馬の魅力を探る。

● ● ●

Z00595 H11年度 こけしの里・温湯 017 青森県総合社会教育センター 学術・教養
黒石温泉郷の温湯温泉には古くから「木地挽き」が盛んで、津軽系こけしの発祥の地として全国的に
知られている。佐藤佳樹氏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。

● ● ●

Z00596 H11年度 ひばに挑む・彫刻家たちの夏 020 青森県総合社会教育センター 学術・教養
平成３年６月、青森市森林博物館わきの空地で「木により、彫刻、青森展」が開催された。５人の彫刻
家たちによる青森ひばの巨木への彫刻が始った。作家たちの創造の輪が広がる９日間を追う。

● ●

Z00597 H11年度 映像資料集日本の歴史原始編（縄文～弥生） 025 青森県総合社会教育センター 社会科
青森県の縄文時代、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
使用できる。全９０コマ。

●

Z00598 H11年度
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる道
徳教育の学級実践

037 文部省／毎日映画社 生活・道徳・特活
生徒とのコミュニケーションが取れない様子をあげ、教師自ら教育活動を振り返り、生徒の心のムダを
理解し、学級経営の根本に心の教育がなされることが道徳教育の実践に深く関わることを紹介する。

●

Z00599 H11年度
豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てるク
ラスの道徳教育

036 文部省／学習研究社 生活・道徳・特活
子供の心を汲み取り、その成長を見守るという指導方針、学級における指導計画の必要性と子供の
自身が生き生きと道徳性を育んでいく姿を学校経営中心に描く。

●

Z00600 H11年度 鰺ケ沢のむがしこ２光信公の鬼退治 019
鰺ケ沢町教育委員会／青森テレ
ビ

青森の歴史・伝統・く
らし

鯵ケ沢町に伝わる昔話。やませが原因で村人から米をとり、村人の生活を苦しませている鬼を、津軽
藩の光信公が退治する内容

● ●
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Z00601 H11年度 北の海峡　龍飛－風の旅人－ 017 三厩村／ＲＡＢ開発 学術・教養
太宰治や棟方志功などの著名人と龍飛との関わりから始る。青函トンネル記念館、龍飛ウインドパー
ク等の観光名所紹介に続き、龍飛の夏と冬を祭りとイベントなどを交えて紹介する。

●

Z00602 H11年度
新しい舞台空間の創造　三菱重工の舞台機構
システム

016 リョーイン／三菱重工（株） 産業・技術
平成４年に完成した愛知県芸術劇場を紹介する。偏心ヒンジ方式、スライディングワゴン方式などの
技術と総合力、安全ネットやコンピュータによる制御コントロールなどの安全性について解説する。

● ●

Z00603 H11年度
安心へ物語　国家石油備蓄基地の安全防災体
制

015 石油公団 学術・教養
日本各地の石油備蓄基地と備蓄方法、施設の安全性、防油堤、泡消火設備、オイルフェンスなどの
防災施設、自衛防災組織の常置、陸と海の防災訓練の定期的実施、石油備蓄基地での環境保全を
説明する。

● ● ●

Z00604 H11年度
悪徳商法があなたを狙っている被害に遭わない
ために

018 日本広報協会 生活・福祉
マルチ商法、資格商法、継続的サービス、ネガティブ・オプションを体験者の告白形式で紹介する。騙
されやすい人、悪徳商法から身を守るポイント、クーリングオフ制度を分りやすく説明する。

● ●

Z00605 H11年度
世界の人と馬７ファンタジアモロッコ王国の歴史
を育だ人と馬

045
日本中央競馬会／農林放送事業
団

外国語・国際理解
ファンタジアという馬術の紹介を通して、イスラム教に生きるモロッコ人の生活、その生活に深く関わっ
てきた馬への思いを知ることができる

●

Z00606 H11年度 炎の証言～戦争と女性たち 025
日本戦災遺族会／ＮＨＫネット
ワーク

学術・教養
戦争における日本本土の空襲やそれに伴う被害の状況、戦争中日本本土に生きた女性達の生活な
どを戦争、戦災体験者の証言を交え紹介する。戦争の悲惨さや愚かさ、平和の尊さを再確認する。

● ● ● ●

Z00607 H11年度 プラスチックが見た夢　生活環境とプラスチック 020 日本環境協会／協同広告 学術・教養
プラスチックを擬人化し少年とのやり取りの中で、プラスチックの原料である石油の採取から製品化、
あらゆる生活面での利用、廃棄リサイクルまでを分りやすく紹介する。

●

Z00608 H11年度 政治改革　明るい未来のために 015 日本広報協会 生活・福祉
政治改革関連法の成立、施行により新たに導入、改正された小選挙区比例代表並立制や選挙資金
規制法などの諸制度について分りやすく解説する。

● ●

Z00609 H11年度 とんび家族 054 進路指導センター 家庭教育
中学生の息子を持った家族、親の気持ちと自分との間に潰れそうな息子、ある出来事をとうして互い
が理解していく。親と子の葛藤やきずな、一つの家族のあり方をドラマ仕立で描く。

●

Z00610 H11年度
村山総理　世界の外交舞台へサミット・ＡＰＥＣの
記録

030 ニュース映画制作者連盟 外国語・国際理解
ナポリ・サミット出席、フィリピン、シンガポールなどの東南アジア諸国訪問やＡＰＥＣ非公式首脳会議
への出席など村山総理の外交記録をまとめ、その活躍ぶりを紹介する。

● ●

Z00611 H11年度 生涯学習ボランティアの現在そして未来 025 社会教育施設ボランティア交流会 生活・福祉
今なぜ生涯教育ボランティアなのかを、国立科学博物館他五つの事例をあげ、社会教育施設ボラン
ティア交流会の活動を通してボランティアのシステムや活動内容を紹介する。

● ● ●

Z00612 H11年度 むたおじさんの　ボランティアって何だろう？ 020 世田谷ボランティア協会 生活・福祉
身近にある友達との関係や障害のある中学生との交流会の様子などを例にあげ人間の感動、幸せ
は何かを説き、何をしたかより、何を得たかというボランティアの精神を分りやすく説明する。

● ● ●

Z00613 H11年度 むたおじさんの　ボランティアって何するの？ 020 世田谷ボランティア協会 生活・福祉
ウォークラリー、お年寄り相手の会食会、中学生によるアルミ缶集めなどの中に見られるボランティア
を説明し、そのボランティアにより楽しくなれることを考える。

● ● ●

Z00614 H11年度 津軽の奇祭虫と火祭り 020 西北五視聴覚ライブラリー 学術・教養
田植えを終えた５月、津軽平野で五所川原を中心に行われる虫おくり。悪疫、病虫害から部落、稲を
守る守り神として祭られる虫と共に行われる火祭りの様子を紹介する。

● ● ● ●

Z00615 H11年度 魚々の火祭り 030 西北五視聴覚ライブラリー 学術・教養
町民皆が参加でき、ふるさとを思い起すことのできる祭りをと考えられた鰺ケ沢の魚々の火祭り。そこ
で行われるミスもつけコンテスト、海中綱引き大会、火祭り運行など祭りの様子を紹介する。

●

Z00616 H11年度 太宰のふるさと 015 西北五視聴覚ライブラリー 学術・教養
金木町は、太宰のふるさとである。太宰の略歴、生家斜陽館、金木町歴史民俗資料館の紹介と共に
太宰の命日の前後に芦野公園にある文学碑の前で催される桜桃記の様子を紹介する。

●

Z00617 H11年度
青森県の自然シリーズ３宇曽利山湖とヒバ林の
四季

020 青森県自然保護課 学術・教養
ミズバショウ、ニリンソウ、ウグイの産卵、ニホンザリガニ、シオカラトンボ、コメススキ、紅葉、雪に残る
ノウサギやリスの足跡などの動植物をとうして恐山、薬研の四季を美しく紹介する。

● ● ● ●

Z00618 H11年度 御用銅の道 018 公立上北視聴覚ライブラリー 学術・教養
三戸や天間林の追分石や五戸町を回り、御雇船による航海の安全を祈願した船絵馬、船乗の墓を紹
介する御用銅の運ばれた道と、これが富みと豊かな文化をもたらしたものであったことを考える。

● ● ●

Z00619 H11年度 ふれあいの舞 030 下北地方視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東通村白糠地区、白糠子ども会による能舞発表会の練習、準備、そして本番を通して過疎化の進む
東通村での［能舞］の伝承、子供とお年寄り、村民のふれあいの様子を紹介する。

● ● ● ●

Z00620 H11年度 佐井の歌舞伎福浦歌舞伎 020 下北地方視聴覚ライブラリー 学術・教養
下北郡佐井村福浦地区の歌舞伎。その準備や練習風景により明治中ごろに伝えられて以来幾多の
困難を乗り越え伝承し続けている地域の人々の結束力と郷土愛を描く。

● ● ●

Z00621 H11年度 川面は時を越えて 015 下北地方視聴覚ライブラリー 学術・教養
昔から現代までの川内川周辺に栄えた集落、人々の生活を遺跡や出土品、現代に伝わる祭り、鮎の
つかみどり大会、上小倉平の宵宮、手踊りじょんからなどにより紹介する。

● ● ●

Z00622 H11年度 公民館はみんなの広場 018 十和田市視聴覚センター 学術・教養
親子クッキング教室、親子創作教室、ボランティア大学の発表会、発明クラブ、茶道教室などの行事
の様子を通して公民館にはどんな意味があり、どんな事が行われているのかを紹介する。

●

Z00623 H11年度 銅と硫黄の化合物 012 十和田市視聴覚センター 算数・数学・理科 銅と硫黄を火熱する実験を行い、どのような化学変化が起るか、化合とは何かを説明する。 ● ●
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Z00624 H11年度 ふるさと散策－神社と仏閣－ 016 十和田市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

法蓮寺、豊良八幡宮、三本木稲荷神社、新山神社、不動明王神社などの神社や仏閣、その歴史、建
物、関係深い人物を中心に十和田市を地区ごとに紹介する。

●

Z00625 H11年度 学校のまわりの植物 008 十和田市視聴覚センター 算数・数学・理科
植物の葉の付き方などの特徴とハコベ、シロツメクサ、ミミナグサアカネ、ツユクサ他、１２種類の植物
をあげ名前を説明する。

● ●

Z00626 H11年度 はしかみの四季　伸びゆく階上町 020 階上町 学術・教養
アワビの稚貝の養殖、葉たばこ、米、大根の収穫、ウニ漁、つつじ祭り、いちご煮祭り、えんぶりなど
春夏秋冬の産業、祭りを通して階上町を紹介する。

●

Z00627 H11年度 夢とロマンと彩のステージ　四季の里・岩木 030 岩木町 学術・教養
津軽三味線フェスティバル、夏祭り、レッツウォークお山参詣、スキーマラソン大会、岩木山総合公園
でスポーツを楽しむ人々、スキーヤーなど四季を通しての岩木とそこに住む人々を紹介する。

●

Z00628 H11年度 今別小紀行 003 今別町
青森の歴史・伝統・く
らし

高木恭造の詩碑があり、夏はキャンプ場として賑わう高野崎、特産品海峡パック、散策、渓流釣りが
楽しめる上股渓流。青函トンネル本州側入口とそこにある公園、噴水を紹介する。

●

Z00629 H11年度 南部氏基業の地８００年三戸の四季 034 三戸町 学術・教養
南部氏からの歴史、阿彌陀如来像などの文化財、葉たばこやりんごなどの農産物、三戸三社大祭、
えんぶりなどの祭り、自然の中で遊ぶ子供や元祖まける日で賑わう商店街などを紹介する。

●

Z00630 H11年度 三沢市観光ＰＲビデオ 003 三沢市 学術・教養
三沢空港、三沢基地は三沢市の顔である。ミス・ビードル祭り、アメリカンデー、ジャパンデーにより日
米の交流が盛んなこと、郊外に残る自然、三沢まつりなど三沢市の魅力を紹介する。

●

Z00631 H11年度
ゆとりと豊かさの未来へ　ふれあいの街十和田
市へ

014 十和田市 学術・教養
十和田市の誕生と歴史や、官庁街通りなどの整備された生活環境、北里大学などの教育の場、文化
財の伝承と保護、更なる発展に向けての計画など、快適空間を目指す十和田市を紹介する。

●

Z00632 H11年度 奥津軽の潮騒小泊村の歴史と祭り 020 小泊村 学術・教養
小泊十二景、白磁、男神像、稲荷山遠見番所跡、日本海漁火センター・資料館、権現まつり、大漁祈
願祭、網おこしばやし。遥か昔から海と深く関わりを持ち続けている小泊村を紹介する。

●

Z00633 H11年度 漁火の詩　小泊村の四季と産業 020 小泊村 学術・教養
小泊村の花や鳥、小泊十二景、ライオン岩等の名所、サケ、タラ、ヤリイカ等の漁の様子、朝市、ナイ
ター卓球大会、夕焼け野球大会など四季を通して小泊を紹介する。

●

Z00634 H11年度 津軽路夕陽海岸　深浦 030 深浦町 学術・教養
伊奈かっぺいと２人の女性が深浦を旅しながら、自然、行合崎などの美しい景観、そこに住む人々、
旬の幸、おぼつなこなどの祭り、宝泉寺、歴史民俗資料館などの歴史を紹介する。

●

Z00635 H11年度 夢の森　くらいし 023 倉石村 学術・教養
にんにくや長いも等の農作物、美しく移り変わる自然、韋駄天像、館町鶏舞等の文化財、民俗芸能に
残る伝統、ふるさと倉石夢おこし交流会等に見られる住民の夢を作りあげる心を紹介する。

●

Z00636 H11年度 津軽路関所といで湯の里　碇ケ関 017 碇ケ関村 学術・教養
四季の自然と久吉の駒踊りや古懸獅子舞等の伝統、碇ケ関御関所とそこに見ることのできる歴史、
あいのり温泉等の温泉、いで湯などを紹介する。

●

Z00637 H11年度 りんごの里　いたやなぎ青森県板柳町 020 板柳町 学術・教養
一年間のりんごの生産過程と８月上旬に行われるりんご灯まつり、板柳町ふるさとセンターにあるりん
ご加工場、ふるさと温泉［青柳舘］、ファミリーコテージなどの施設を紹介している。

●

Z00638 H11年度 平館村観光ＰＲビデオ 003 平館村 学術・教養
老黒松の並木が連なる松前街道、江戸時代に幕府により築かれた台場、うにやあわびを掴み取りで
きる磯牧場とそこで行われる海峡水産まつり、自然食として注目されている焼干しを紹介する。

●

Z00639 H11年度 名久井岳県立自然公園ながわの自然 020 名川町 学術・教養
春を呼ぶえんぶりから、桜、りんごの開花、さくらんぼの収穫、名川さくらんぼまつり、秋まつり、りんご
の収穫までの季節を追い、千本松や法光寺なども交え、果物の里名川を紹介する。

●

Z00640 H11年度 縄文の里きづくり　子供たちの明日を見つめて 022 木造町 学術・教養
亀々岡文化発祥の地、遮光器土偶で知られる木造町。その歴史と自然、新田火まつり等の祭り、木
造より産出された文化人たちを通して、町民の誇り、粘り強さ、開拓精神を紹介する。

●

Z00641 H11年度 交通事故ゼロへの願い 020 （社）自動車工業振興会 生活・福祉
車のさまざまな事故を紹介し、車の運転は、いつどんな時でも事故を起こす危険性がある。そのため
にはいろいろな安全装置があることを紹介しながら、交通事故ゼロを考える。

● ●

Z00642 H11年度 エネルギーおもしろクイズ 021 エネルギー教育情報センター 学術・教養
生活に大きな影響を与えるエネルギーの特性を理解し、限りあるエネルギーを有効に使うことを考え
る。

●

Z00643 H11年度 新しいエネルギーの話 025 エネルギー教育情報センター 技術・家庭・産業
エネルギーについて利用の移り変わりや色々なエネルギーの有効利用、新しいエネルギーの発見や
利用方法について研究の現状を紹介する。

●

Z00644 H11年度 マッハのエネルギー　Ｑ＆Ａ 021 エネルギー教育情報センター 学術・教養
マッハ文朱が、人間とエネルギーの関わりを解説する。限りある石油資源に頼りすぎず、環境を汚さ
ない石油に変るエネルギーが必要である。未来のエネルギーについて考える。

●

Z00645 H11年度 これからのエネルギーを考えよう 020 エネルギー教育情報センター 学術・教養
現代のエネルギーの大きな担い手となっている石油にたどりつくまでの歴史を説明し、この限りある資
源の有効利用を訴える。また自然からエネルギーを作り出す方法の例をあげ説明する。

● ●

Z00646 H11年度 日本のエネルギー２０世紀から２１世紀 020 エネルギー教育情報センター 学術・教養
外国に頼っているエネルギー資源が、これからどうなっていくかを考える。省エネルギーに力を入れ石
油に変るエネルギーを開発している。原子力の利用は最も安定したエネルギー源の一つであることを
描く。

●
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Z00647 H11年度
みんなでかんがえよう　これからの地球とエネル
ギー

015 エネルギー教育情報センター 生活・福祉
限られた資源を大切に使いながら、石油に変るエネルギーの開発が必要である。地球規模の環境問
題に各国が積極的に取り組み、クリーンで再生可能な新エネルギーを効率よく使うことが大切である
ことを考える。

● ●

Z00648 H11年度 海外安全パスポート　楽しい旅へのアドバイス 015 （社）日本広報協会／総理府 学術・教養
日本人の巻き込まれる事件を紹介し海外旅行を前にした必要な安全対策や外国での緊急時の連絡
先、最新情報、パスポート紛失時の対応の仕方などを解説する。

●

Z00649 H11年度 くらしを豊かにするごみ焼却エネルギー 022 （社）プラスチック処理促進協会 社会科
ゴミ焼却によりエネルギーを作り出し、お湯や電気に利用する。再利用でゴミの減量化を推進する。再
生品の利用や問題点を紹介し、増え続けるゴミを資源として利用することの重要性を訴える。

● ● ●

Z00650 H11年度 家庭の食事マナー　美しい箸使い 018 菊正宗酒造株式会社 学術・教養
基本になる美しい箸使いを見直し、間違ったマナーを紹介する。正しい順序で和食独特のバランスの
とれた食べ方を紹介する。簡単な和洋食の作り方を身につけ健康でおいしい食事を考える。

● ● ●

Z00651 H11年度 ごんぎつね 021 東映 国語科
いたずら狐のごんは後悔し、良いことをしようとするのだが．．．新美南吉の楽しく、しかし、やがて悲し
い結末を迎える物語をアニメとデュークエイセスの唄で綴る。

●

Z00652 H11年度 友だちの心の痛み 025 東映 生活・道徳・特活
学級からイジメをなくすには、クラスのみんなが、いじめられている友だちの心の痛みがわかることが
不可欠だ。一つの具体的な事例を通して、この問題を考える。

● ● ●

Z00653 H11年度 育てていませんかいじめっ子、いじめられっ子 030 東映 家庭教育
ある幼稚園を舞台にいじめっ子、いじめられっ子、それぞれの親子の姿を描き、いじめ非行に関係し
ない子に育てる親の在り方を考える。

●

Z00654 H11年度 父と子の休日－ふれあいの街角－ 030 東映 生活・福祉
街で困っている人に、そっと手を差しのべる何気ない行為。それを実践するには、なかなか勇気がい
る。休日に父と買物に出かけた少女が体験した不思議なできごとが彼女に博愛の心を植えつけた。

● ● ●

Z00655 H11年度 ゴミから暮らしを考える 030 学研 生活・福祉
私たちの豊かな生活は、裏返すとひたすらごみの山を築き続ける生活ともいえる。ゴミは捨てるもの
から、捨てずに生かすものへと、今発想の大転換を図ることが必要であることを訴える。

●

Z00656 H11年度
マグニチュード７の証言－体験者からまなぶ防
災対策

019 学研 生活・福祉
日本海中部地震、宮城県沖地震、北海道浦河沖地震では実際に何が起ったか？人々はいかに対応
してきたか？災害の体験者の証言が私たちに訴えかける、問題提起の映像である。

●

Z00657 H11年度
電話はビジネスの最前線－ビジネス電話の基
本と心

020 東映 産業・技術
ビジネス社会は電話なしに暮らせない。しかしビジネス電話は学生時代のプライベートな電話とは全く
違う。電話応対の心得を示しながら、どこがどう違うか、色々なケースを通して解説する。

● ●

Z00658 H11年度 愛華ちゃんの地球 033 東映 生活・福祉
学校の宿題を小６の愛華ちゃんが環境マンガにまとめ、国連の「グローバル５００」賞を受けた。本作
品は遺作となった「地球の秘密」を彼女が創り出すまでの短い生涯を描く。

● ● ● ●

Z00659 H11年度 この地球に生きる 014 （社）自然環境保全協会 産業・技術
人口増大の結果食料生産量も増加し、地球の環境が悪化した。土の力を再生し人間が持続可能な食
料生産をするためのこれからの農業肥料の紹介、漁業の方法を渡辺文雄が説明する。

● ● ●

Z00660 H11年度
地球環境の未来のために　持続可能な漁業の
実現をめざして

019 （社）自然環境保全協会 産業・技術
捕鯨やクロマグロの漁獲等が政治問題に発展している。科学的根拠に基ずく自然資源の管理、自然
のバランスを取りつつ、持続可能な漁業や地球環境を考えていく。

● ●

Z00661 H11年度 ラサール石井の科学のふしぎ実験隊 043 科学技術庁 算数・数学・理科
小学生の持つ素朴な「なぜ？」という疑問をラサール石井がわかりやすく工夫をこらした実験でどんど
ん解決する。物理・化学についての原理、知識が得られるビデオ。

●

Z00662 H11年度 平成６年度生涯学習ボランティアの集い前編 120 青森ケーブルテレビ 生活・福祉
青森県教育庁主催の集い。優秀賞授賞論文の発表。一般の方や障害者が実際に行った３つの事例
発表。さまざまな分野のパネラー７名のボランティア活動についての発表。会場とパネラーとの討論会
等

● ●

Z00663 H11年度 平成６年度生涯学習ボランティアの集い後編 098 青森ケーブルテレビ 生活・福祉
青森県教育庁主催の集い。会場とパネラーとの討論会。「さつきビックバンド」の演奏やマジックショー
のステージ発表。青年海外協力隊員活動記録映画「青春の大地」を上映。

● ●

Z00664 H11年度 平成６年度子どもサミット 071 青森ケーブルテレビ 外国語・国際理解
社会教育センター主催で子供たちが各地域の活動や意見を発表する。またその発表についての意見
交換や討論会が行われた。日本と外国の違いについて外国人留学生と講師との話し合いや歌合唱
等の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z00665 H11年度
機械産業広報映画　知能を持ち始めたロボット
達

017 （社）日本機械工業連合会 学術・教養
生物のような感知・判断・行動という３つの働きの他に学習機能を持つ知能ロボットが数多く開発され
てきている。その中から人間に優しいロボットである介護ロボットや宇宙ロボットを紹介する。

● ●

Z00666 H11年度 エコ・クッキング　環境への思いやりは家族から 013 青森県環境保健部 生活・福祉
家庭から流れる生活排水が川、海を汚している。できるだけ、捨て残しを減らし、雑排水を少なくしよう
という料理「エコクッキング」の方法を紹介し、人間が安心して暮らす生活を考える。

●

Z00667 H11年度 親の目子の目寿司道を歩む 028
（財）民間放送教育教会　（株）南
日本放送

家庭教育
鹿児島県に住む１６才の少女が寿司職人をめざし父の元で修業し、高校卒業後別の店へ修業に出
る。親子と師弟という関係、女性として寿司職につくという不安などを持ちながら寿司道を歩む姿を描
く

● ●

Z00668 H11年度
科学技術立国への歩み－日本の科学技術５０
年－

030 （財）科学技術広報財団 産業・技術
日本の科学技術の歴史。日本は戦後、国産技術を開発し、海外の科学技術を取入れ、情報を収集
し、高度経済成長期の発展を築いた。自然との調和、医療へと科学技術の進歩が続けられていること
を紹介する。

●

Z00669 H11年度
かぶ号は風にのって―株式の役割と株式投資
―

030 日本証券業協会 学術・教養
株式の役割、株式投資、会社の種類などを紹介する。会社が事業を起すためには出資者が必要であ
り、その株式の権利で配当、分割、特典がある。市場の仕組、株式の選び方、情報の取り方をわかり
やすく説明する。

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

Z00670 H11年度 出合い喜びそして感動広がるボランティア活動１ 030
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
生涯学習ボランティアの一つである弘前市の観光ボランティア、三沢市の国際交流ボランティア「日米
交流クラブ」等を通して、新たなボランティア活動について考える。

●

Z00671 H11年度 出合い喜びそして感動広がるボランティア活動２ 030
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
地域活動として行われている伝統芸能の伝承活動をボランティア活動の視点から紹介する。今年度
発足した生涯学習ボランティアセンターの活動を通して、生涯学習について考える。

● ● ●

Z00672 H11年度 出合い喜びそして感動ボランティアのとびら 060
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
様々なボランティア活動の事例を通して、ボランティア活動の個人的・社会的意義や今後のボランティ
ア活動のあり方について話し合う。

●

Z00673 H11年度 環境を見つめる１水への思いやり 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
住みよく快適な環境づくりをめざして取り組んでいる滋賀県大津市の「環境に対する市民の意識」を水
という観点から捉らえ、真の住みよい環境について考える。

●

Z00674 H11年度 環境を見つめる２資源とゴミは裏・表 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
日常生活と関わりが大きいゴミや川の環境問題に取り組んでいる平賀町「ゴミのない町づくり」、五戸
町の活動例「浅石川クリーン作戦」を通して、真に住みよい環境について考える。

●

Z00675 H11年度 環境を見つめる３自然と友だち 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
郷土の自然にふれあう活動や守り、育てる活動を紹介し、自然に対する認識を深める。藤崎町「町民
歩こう大会」、十和田市「市民オリエンテーリング」、深浦町長慶平「緑の少年団」

● ● ●

Z00676 H11年度 環境を見つめる４人と自然の共生 060
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
「自然環境に恵まれた青森県」、先人が築いたこの環境を私たちはどのように守り、育てるべきか、人
と自然の共生について、視聴者の電話アンケートをもとに話し合う。

●

Z00677 H11年度 木と土の王国―青森県三内丸山遺跡’９４― 058 縄文映画制作委員会
青森の歴史・伝統・く
らし

三内丸山遺跡ではこれまでの縄文時代の概念を覆すような出土品や遺構が発掘された。三内丸山
遺跡の発掘作業の様子。出土した土器や装飾品の作り方、住居の様子、食料などから縄文の世界を
探る。

● ● ●

Z00678 H11年度 平成５年度ふるさとの人・仕事 023 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の各町村の地域に根差した様々な仕事に従事する人々を紹介する。炭焼・今別、みそづく
り・蟹田、刀匠・蓬田、昔っこおばあちゃん・三厩、焼き干しづくり・平舘、畳職人・平内町

● ● ● ●

Z00679 H11年度 平成６年度ふるさとの人・仕事 028 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の各町村の地域に根差した様々な仕事に従事する人々を紹介する。サメ料理人・三厩、麹
屋・今別、和菓子づくり・平舘、剥製づくり・蟹田、特産品加工所・蓬田、日本画絵師・平内町

● ● ● ●

Z00680 H11年度
高校生ボランティア青春を生きる　ＰＡＲＴ２計画
から反省まで

013 島根県教育委員会 生活・福祉
高校生を対象として、ボランティア活動を行うための実際的な方法や手順を、福祉体験ボランティア、
保育体験ボランティア、自然保護ボランティアの活動事例を交えながら考える。

● ●

Z00681 H11年度
青森探検インフォメーションありす紹介家庭教育
編

014 青森ケーブルテレビ 教育方法・学習者
社会教育センターのインフォメーションプラザありすの紹介番組。社教センターの一般県民に開かれ
た、学習情報サービス室の機能と家庭教育相談について、レポータが詳しく紹介する。

●

Z00682 H11年度
海瀬の町の輝きおおはた自然と文化の継承を
求めて

016 むつ市視聴覚ライブラリー 学術・教養
大畑町の歴史、文化財、お祭りを下北の美しい大自然の映像とともに紹介する。縄文時代水木沢遺
跡、室町時代からの海運の歴史、神社・仏閣、民俗芸能、イカ漁とイカフォーラム

● ● ●

Z00683 H11年度 自然と共存する漁業 015
水産庁、（社）日本水産資源保護
協会

産業・技術
漁獲技術の進歩にともない、漁業は魚を効率よく大量にとる方法へと発展した。その結果漁業資源が
減少してしまったが、それらを絶やすことなく自然と共存できるような新しい漁業を考える。

●

Z00684 H11年度 よごすまい情報社会の電波環境 015 郵政省電気通信局 産業・技術
これからの社会では電波の利用がますます進んでいき、私たちの生活も便利になる。電波利用の
ルールを守り、電波環境をよくするための方法を身近な例で解説する。

● ●

Z00685 H11年度 奥入瀬ライトアート青森県十和田湖 010 十和田湖町 学術・教養
青森県十和田湖町の奥入瀬渓流の冬景色をライトアップし、雪と氷、滝と氷柱の世界の幻想的な世
界をつくりあげている。冬の観光をアピールする芸術性の優れたプロモーションビデオ。

●

Z00686 H11年度 十和田湖冬物語八甲田山雪中行群ツアー 055 十和田湖町 学術・教養
八甲田連峰を見渡す美しい十和田湖で３日間に渡って行われた、「八甲田山雪中行群ツアー」の様子
を紹介する。かんじき、スノーモービル、スキー、もちつきなど。夜の交流パーティー。豊富なイベント
の様子を描く。

●

Z00687 H11年度 青森県の凧 015 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

津軽凧、八戸凧、青森凧、本郷凧、など郷土の風土に根差した県内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全国凧あげ大会の様子、制作の様子などを通して凧の魅力を探る。

● ● ● ●

Z00688 H11年度 入門ニッポンの水産漁業 010 社会法人　大日本水産会 産業・技術
日本と魚との歴史的なつながり、魚の栄養価、漁法の種類、魚文化の保護、２１世紀における漁業の
維持と発展のあり方を一人の英国人の目を通して描く。

● ● ● ●

Z00689 H11年度 海こそえらべ　親の想い　子の想い 017 社会法人　大日本水産会 産業・技術
八戸市のイカ釣り漁の榊さん一家を取材し、父の立場、子の立場、そして母の立場からみた「漁業」を
紹介する。高度に機械化された漁業の現状や基幹産業である漁業を支える人々の様子を描く。

● ●

Z00690 H11年度 十和田湖町のすがた 015 十和田湖町 学術・教養
十和田湖町の魅力を恵まれた周辺の大自然や産業、町の人が催すイベントを中心に紹介する。十和
田湖や奥入瀬川、各種の祭りごとなどを中心に観光地の姿をＰＲし四季の表情を描く。

● ●

Z00691 H11年度
十和田湖町の観光十和田八幡平国立公園の四
季

015 十和田湖町 学術・教養
十和田湖町の魅力を四季おりおりの自然の美しさや各種イベントを通して紹介する。十和田湖や奥入
瀬が季節によってその姿を全く違うものとして見せる。十和田の大自然を美しく描く。

● ● ●

Z00692 H11年度 新しい学力観に基づく授業の創造をめざす 025 青森県総合社会教育センター 教育方法・学習者
三戸郡名川町の剣吉小学校で行われた「いきいきとした個の学習の創造」をテーマにパソコンを利用
した公開授業の様子と剣吉小学校の創造力や表現力を重視したこれまでの取り組みを紹介する。

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

Z00693 H11年度 冬熱いメッセージ国立岩手山青年の家 015 国立岩手山青年の家 学術・教養
盛岡市内にある国立岩手山青年の家は、誰でも利用できる。スキーや雪まつり冬だけしか体験できな
い遊び雪国ならではのイベントなど、冬の学習プログラムを紹介する。

●

Z00694 H11年度
青森探検インフォメーションありす紹介生涯学習
編

016 青森ケーブルテレビ 教育方法・学習者
社会教育センターのインフォメーションプラザありすの紹介番組。社教センターの一般県民に開かれ
た、学習情報サービス室の機能と生涯学習相談、情報提供について、レポータが詳しく紹介する。

●

Z00695 H11年度
青森探検インフォメーションありす紹介ボラン
ティア編

015 青森ケーブルテレビ 教育方法・学習者
社会教育センターのインフォメーションプラザありすの紹介番組。社教センターの一般県民に開かれ
た、学習情報サービス室の機能とボランティア相談について、レポータが詳しく紹介する。

●

Z00696 H11年度 森林のサイエンス・シリーズ４森林の恵み 016
（社）国土緑化推進機構／日本シ
ネセル

産業・技術
森林は土壌を豊かにし、水を浄化して、川や海の生き物にも影響を与えている。人間のストレスの解
消や音を吸収する働きなど私たちを引きつける森林の魅力を科学の目で見直し、紹介する。

● ● ●

Z00697 H11年度
もし、銀行がなかったら？魔法使いサリーの銀
行入門

018 全国銀行協会連合会 産業・技術
銀行の三大業務である預金、貸出、為替業務を中心に、銀行の必要性の理解を深める。銀行のもつ
大きな役割をアニメーションでわかりやすく説明する。

● ● ● ●

Z00698 H11年度 広がる愛の輪 042 東京シネ・ビデオ（株） 生活・福祉
第１３回全国身体障害者スポーツ大会が青森で開催され、全国から集った障害者が懸命に力をふり
しぼりハンディと闘った。多くの県民と障害者がボランティアでふれあいを求め運営に関わった様子を
紹介する。

●

Z00699 H11年度 津軽に生きる技Ⅲ－あけび蔓細工－森を編む 017 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

あけび蔓細工の魅力を追って材料の採取から一つの芸術品が生まれるまでの工程、あけび蔓細工
の歴史や職人の紹介など、森を編む技術、生活に彩りを与えてくれるあけび蔓細工をみつめる。

● ● ●

Z00700 H11年度 リサイクルは地球を救う！ 010 十和田市視聴覚センター 社会科
学校生活から出されるゴミを分類することに気づき、「牛乳ビンのふた」をリサイクルの観点から見直
すことにより、個人や学級単位でのリサイクル活動の様子を紹介する。

●

Z00701 H11年度
みんなで考えよう性差別の現在女と男のイイ関
係

029 スタッフルームＮＡＮ 教育方法・学習者
性差別の様々な問題が社会の中で取上げられる機会が増えてきている。「性別役割分業」や「ジェン
ダー（社会的性差）」などの基本的テーマをアニメによりわかりやすく解説する。

●

Z00702 H11年度 石油ワンダーツアークイズで知る石油と備蓄 016
石油公団／（財）日本視聴覚教材
センター

学術・教養
石油製品や日本が最も多く石油を輸入している相手国、石油備蓄の方法や備蓄量など石油のいろい
ろをクイズ形式で紹介する。

● ●

Z00703 H11年度 すこやかひろば９２①すてきに育つ子’９２ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．すこやかひろば’９２　２．おしゃれさん　３．子育てと家事　４．これからの家庭教育　平成４年度放
映の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品。

●

Z00704 H11年度 すこやかひろば９２②すくすく育つ子’９２ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
５．授乳と離乳　６．予防接種　７．子供のアレルギー　８．マイカー登園　平成４年度放映の「すこやか
ひろば」をテーマごとにまとめた作品。

●

Z00705 H11年度 すこやかひろば９２③のびのび育つ子’９２ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
９．スキンシップ　１０．祖父母の子育て　１１．お年寄りとともに　１２．自然とのふれあい　平成４年度
放映の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品。

●

Z00706 H11年度 すこやかひろば９２④たくましく育つ子’９２ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１３．くせ　１４．登園をいやがる　１５．だだこね対策　１６．ルールとマナー　平成４年度放映の「すこや
かひろば」をテーマごとにまとめた作品。

●

Z00707 H11年度 すこやかひろば９２⑤いきいき育つ子’９２ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１７．ことばを育てる　１８．文字と数　１９．ドレミでらくがき　２０．ひとりを楽しむ　平成４年度放映の
「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品。

●

Z00708 H11年度 すこやかひろば９３①すくすく育つ子’９３ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．すこやかひろば’９３　２．予防接種Ｑ＆Ａ　３．子どもの病気　４．性教育とエイズ　平成５年度放映
の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00709 H11年度 すこやかひろば９３②いきいき育つ子’９３ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．よくかんで　２．トイレトレーニング　３．物を大切に　４．いただきます　平成５年度放映の「すこやか
ひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00710 H11年度 すこやかひろば９３③たくましく育つ子’９３ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．反抗期とは　２．子どもさまざま　３．子どものくせ　４．楽しいおもちゃ　平成５年度放映の「すこや
かひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00711 H11年度 すこやかひろば９３④すてきに育つ子’９３ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．お母さんの時間　２．とびらをあけて　３．すてきなお父さん　４．家族そろって　平成５年度放映の
「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00712 H11年度 すこやかひろば９３⑤のびのび育つ子’９３ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．遊びってなあに　２．森といっしょ　３．外国の子育て　４．小さな手、大きな未来　平成５年度放映
の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00713 H11年度 すこやかひろば９４①すくすく育つ子’９４ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．すこやか’９４　２．予防接種　３．子育てサポーター　４．家庭内事故を防ぐ　平成６年度放映の「す
こやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00714 H11年度 すこやかひろば９４②いきいき育つ子’９４ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．授乳から離乳へ　２．店先でねだられて　３．車に注意　４．くらしにリズムを　平成６年度放映の「す
こやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00715 H11年度 すこやかひろば９４③たくましく育つ子’９４ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．赤ちゃん返り　２．はずむ心、はずむからだ　３．その子らしさ　４．ことばのめばえ・育ち　平成６年
度放映の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●
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Z00716 H11年度 すこやかひろば９４④すてきに育つ子’９４ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．祖父母をたずねて　２．これからの家庭は　３．お父さんの背中　４．あの親子は、今　平成６年度
放映の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00717 H11年度 すこやかひろば９４⑤のびのび育つ子’９４ 056
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
１．ひろがる世界　２．自然の中でのびのびと　３．おとなりの国では　４．みんなおいでよ　平成６年度
放映の「すこやかひろば」をテーマごとにまとめた作品

●

Z00718 H11年度
文化庁　平成６年度版美しく豊かな言葉をめざし
て

039 文化庁 国語科
前半は日本語の色々な言回し、難しさ、奥深さ、心を留学生を中心に繰り広げられるドラマで描く。後
半はあいうえお順の仕組といろはの歴史など５０音といろはの違いを紹介する。

● ● ●

Z00719 H11年度 村山総理の外交記録 028
総理府／（社）ニュース映画制作
者連盟

外国語・国際理解
１．アメリカ合衆国訪問Ｈ７．１　２．阪神淡路大震災　３．社会開発サミットＨ７．３　４．中国訪問Ｈ７．５
５．ハリファックス・サミットＨ７．６　６．フランス訪問Ｈ７．６

● ●

Z00720 H11年度
７年度県民のつどいトークフォーラム自然と友だ
ちになりませんか

120
総合社会教育センター／青森
ケーブルテレビ

学術・教養
キーパーソン：青山良平、佐藤由美子。パネラー：虎谷健二（元南極観測隊員）、松岡史朗（北限の猿
調査）、川端裕介・るり子夫妻（シルクロード自転車走破）。

●

Z00721 H11年度 広がる緑のボランティア 016 （財）オイスカ産業開発協力団 生活・福祉
熱帯雨林破壊の原因と現状に対する課題について、フィリピンとタイで植林ボランティア活動をしてい
る子供達と技術援助をしている日本人の姿から国境を越えた緑化運動の大切さを考える。

● ● ●

Z00722 H11年度 八戸が生んだ名僧西有穆山禅師 017 三八視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

八戸市湊町に生まれ、日本においての仏教の第一人者と呼ばれる西有穆山禅師の生涯と、現代の
私達も理解し、実践すべき禅師の言葉について紹介する。

● ● ●

Z00723 H11年度 世界は友だち国際社会で活躍する日本人 026
外務省／（財）日本視聴覚教材セ
ンター

外国語・国際理解
難民支援、平和協力、世界経済発展への協力などの国際社会でのあらゆる分野、場面において活躍
している日本人を紹介し、日本が今後どの様に世界に係わっていくのか、またその必要性を考える。

● ●

Z00724 H11年度 本気で地震対策していますか 015 （社）日本広報協会 生活・福祉
阪神・淡路大震災を教訓として、家屋の耐震診断、家具の固定、防災体験の大切さなど、地震の被害
を最小限に抑えるために必要な地震対策の実際を詳しく説明し、防災意識の重要性について考える。

●

Z00725 H11年度
誇り高きサルドの騎士たちサルディニア島に残
る人と馬の祭り

047
日本中央競馬会／農林放送事業
団

外国語・国際理解
キリスト教の解放を祝う祭り、サルディニア。その祭りの様子とそれに参加する選ばれた人々、練習の
風景、それを見守り、盛り上げる人々を通し、地元住民と馬とのきずなの強さを紹介する。

●

Z00726 H11年度 鰺ケ沢のむがしこ３鬼神太夫 016 鰺ケ沢町教育委員会／ＲＡＢ開発
青森の歴史・伝統・く
らし

鰺ケ沢町に伝わる昔話。ある刀鍜冶が娘の婿を決めるにあたり刀を１０本つくることを条件とし、鬼神
太夫が刀を作っている様子を覗いた刀鍜冶にはその姿が龍に見え、結婚を許さなかったという内容

● ●

Z00727 H11年度 海のハイウェイ　カーフェリーのはたらき 019 （社）日本旅客船協会 社会科
カーフェリーの果す役割は、工業製品や農産物などの物の運搬のほかにも観光客などの人や車の運
搬など多方面に及んでいる。人々の生活と深く関わっているその役割について説明する。

● ●

Z00728 H11年度 裏庭でのできごと 043 文部省／毎日映画社 生活・道徳・特活
文部省編「道徳教育推進指導資料１」所収の「裏庭でのできごと」をドラマ仕立でビデオ教材化した資
料編と、これを使った授業、ビデオ資料活用のポイントを示した活用編により構成されている。

● ●

Z00729 H11年度 うばわれた自由 046 文部省／毎日映画社 生活・道徳・特活
文部省編「道徳教育推進指導資料１」所収の「うばわれた自由」をアニメーション映像によりビデオ教
材化した資料編と、これを実際に活用した道徳の授業を編集した活用編で構成する。

● ● ● ●

Z00730 H11年度
証言！阪神大震災その時車はドライバーの体
験から

027
（社）自動車工業振興会／カシマ
ビジョン

生活・福祉
阪神大震災であまり取上げられていない道路交通に焦点を当てる。ドライバーの証言集として、震災
時の情報不足や交通渋滞などの課題指摘や災害時の車の有効利用について考える。

●

Z00731 H11年度 健康に役立つ微生物 025 カルピス食品工業（株） 算数・数学・理科
大腸菌やビフィドバクトリウム等の腸内菌がどの様に増え、何を行なっているのか、乳酸菌が体にど
んな働きをしているのかを紹介する。

● ● ●

Z00732 H11年度 炎の証言最後の空襲 029 （社）日本戦災遺族会 学術・教養
昭和２０年８月１４日、日本の敗戦による終戦のわずか半日前、米軍による最後の空襲が行なわれ
た。その被害にあった全国各地の人々の体験談を中心に戦争の恐ろしさ、平和の大切さを訴えかけ
る。

● ● ●

Z00733 H11年度 戦前の青森市内撮影フィルム大青森 015 青森空襲を記録する会 学術・教養
昭和２０年の青森空襲によりそのほとんどが焼失した戦前の青森市の建物などを撮影したフィルムを
貴重な資料として永く保存されるように、果しえなかった大青森への夢とともに編集されたビデオ。

● ● ●

Z00734 H11年度 次代への証言（米軍撮影）青森空襲の記録 038 青森空襲を記録する会 学術・教養
悲惨な空襲の体験を風化させず、語り継ぐために、青森空襲を記録する会が収集した、青函連絡船
の戦災や三沢飛行場攻撃などの映像資料を次代へ平和の意味を伝える貴重な証言として描く。

● ● ●

Z00735 H11年度 一本の木が支える生命 010 学習研究社 算数・数学・理科
一本の木の地表部から梢まで順に追っていき、そこに存在する多様な環境と生物たちを紹介する。１
本１本の木々の重要性とそれが破壊されていく意味、自然との共存の大切さを述べる。

● ●

Z00736 H11年度 総力戦という戦い　第一次世界大戦 021 学習研究社 社会科
第１次世界大戦の背景にあった各国の国民の立場、祖国のために志願した人々、重労働を強いられ
た女性達の気持を中心に、各国の国民が総力をあげ、命や生活を犠牲にし戦った総力戦の意味を考
える

● ●

Z00737 H11年度 長安と唐の文化 021 学習研究社 社会科
異国人との交流の様子や永泰公主墓の壁画、仏教や道教以外の信仰も認められた城内には異教の
寺院が見られたことなど、唐の文化とそれが世界に与えた影響の大きさを紹介する。

● ●

Z00738 H11年度 サシバ海を渡るタカ 035 群像社 生活・福祉
サシバが繁殖のために東南アジアから海を渡り日本へやって来た。そのサシバが、南下し始め、帰っ
て行くまでの姿を追いながら、自然が減りつつあることやサシバにとって安住の地がなくなりつつある
ことを考える。

● ● ● ●
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Z00739 H11年度 自然の風景地形とその成り立ち 011 株式会社　共立映画社 社会科 変化に富んだ日本の地形の成因を航空撮影の映像と身近な風景と関連づけながら考える。 ● ●

Z00740 H11年度 へんてこなボランティア 046 東映 生活・福祉
９０歳のおばあちゃんに読み書きを教えていく中で２人の女子学生は勉強するようになり、人嫌いだっ
た男子学生がクラスになじめるようになる。ボランティアとは何かをアニメの中で問い掛ける。

● ● ●

Z00741 H11年度 ディジタルのしくみ 011 東映株式会社　教育映画部 算数・数学・理科
「ディジタル」とは何かを特にＣＤを例にあげ説明する。ディジタルの原理や特徴を実験室では実施し
にくい規模や時間を要する実験とＣＧを使って分かりやすくまとめる。

● ●

Z00742 H11年度
のぞいてみようアメンボの世界ようこそ水の世界
へ

019 足立区生物園／読売映画社 算数・数学・理科
アメンボの名前の由来からアメンボの産卵、アメンボの食生活、アメンボが水に浮く理由などアメンボ
の生活、生態を紹介する。

● ● ● ●

Z00743 H11年度 洗剤の働き 010 岩波映画製作所 算数・数学・理科
洗剤の働きをアメンボが洗剤により水面下に沈んでしまう等のデモ実験と平明で正確なアニメーショ
ン、特殊撮影による観察を組合わせ説明する。洗剤分子の構造と洗剤の働きの関係を考える。

● ●

Z00744 H11年度 第１１回むつ下北地区子ども会郷土芸能発表会 120
むつ・下北地区子供会育成連合
会

家庭教育
平成８年２月４日、下北文化会館大ホールにて行なわれた、第１１回むつ下北地区子ども会、郷土芸
能発表会の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z00745 H11年度 未知なる光を求めて前原寅吉 015 八戸市視聴覚センター 学術・教養
前原寅吉が天体にかけた夢、失明後もそれを追い続けた寅吉。劇団「やませ」が演じ寅吉の人生を考
える。

● ● ● ●

Z00746 H11年度 静岡県ＰＲビデオ　陽光のステージ 018 静岡県／（株）イメージサイエンス 学術・教養
富士山を中心とした自然、お茶などの産業、幕末のロシア人との交流、静岡県の生んだ偉人、著名
人、歴史と未来、静岡県に住む人々など静岡県について紹介する。

●

Z00747 H11年度 みんなで回そうリサイクルの輪 015 総理府／（社）日本広報協会 生活・福祉
一人の主婦がリサイクルに詳しい近所のご隠居さんと一緒に容器包装リサイクル法の概要、分別収
集やリサイクル商品の選択など消費者にできるリサイクルについて学んでいく。

● ● ● ●

Z00748 H11年度 リッキーマリンのおさかなパワーだ！全開だ！ 017 全漁連／トランス・アーツ 学術・教養
漁業の方法や魚、海草に含まれる栄養素を紹介し、魚貝類を中心とした食物をとること、好き嫌いしな
いことの健康への大切さ、魚たちの住む海を守る大切さをアニメーションで説明する。

● ● ● ●

Z00749 H11年度 能力発揮していきいきライフ仕事も家庭も充実 019 （社）日本広報協会 産業・技術
男女雇用機会均等法や育児休業法などの法律を解説する。これらの職場環境の整備により、チャン
スや活躍の場を与えられるようになった女性が実力を発揮し、生き生きと働いている様子を紹介す
る。

●

Z00750 H11年度
温暖化から地球を守る僕らでつくる新グスコー
ブドリの伝記

023 （財）日本環境協会／読売映画社 生活・福祉
宮沢賢治原作の「グリコーブドリの伝記」をきっかけに裕介は異常気象がなぜ起るか考えていた。そん
な時クーボー博士と出合い、地球の温暖化などについて教わる。私たちに何ができるかを考える。

● ● ●

Z00751 H11年度 第３回世界地方都市十字路会議 060 八戸市企画開発課 外国語・国際理解
平成５年１０月２７日、八戸において市と国土庁の主催で、世界地方都市十字路会議が開催された。
海辺を生かした街づくりに成功した世界の先進都市を招き、積極的に意見交換をした会議の様子を紹
介する。

●

Z00752 H11年度
たくましく時代を拓く未来を見つめる都市　八戸
市

017 八戸市企業立地課 生活・福祉
「たくましい産業文化都市」をスローガンにしている八戸市は様々な特産、工業、施設、生活などから
活力ある豊かな街づくりを目指している。それらの様子を紹介する。

●

Z00753 H11年度 八戸　～自然・感動・未来～ 033 八戸市／（株）日本総合研究所 学術・教養
人口２５万人の八戸市の伝統行事である三社大祭やえんぶり、ウミネコが生息する蕪島、いか漁の様
子などたくましい産業文化都市をめざす八戸市の取り組みを紹介する。

●

Z00754 H11年度 津軽路　弘前を訪ねて 027 弘前市観光課 学術・教養
弘前の史跡、旧跡、津軽塗りなどを紹介する津軽観光の拠点の観光館や郷土文学館の立つ追手門
広場。弘前公園での桜祭り、秋祭り、雪燈祭りの様子を通して、弘前を紹介する。

●

Z00755 H11年度
住みよい生きがいのある総合的産業都市をめざ
して八戸市

016 八戸市企画開発課 生活・福祉
八戸市の将来の都市像に向けて、活力ある豊かな町、快適で安全な町、自然と調和した町をテーマ
にする第三次八戸総合計画を説明し、八戸市の取り組みを紹介する。

●

Z00756 H11年度 海と太陽のまちはちのへ 030 八戸市観光課 学術・教養
海の貨物輸送が盛んな八戸は、北海道と結び付きが強い。海運は市の産業として特に重要な位置を
占めている。海にゆかりの深い八戸の漁業や産業について、八戸の名前の由来や歴史、季節ごとの
名所や祭りについて紹介する。

●

Z00757 H11年度 はちのへ再発見　祭りと芸能 015 八戸市観光課 学術・教養
えんぶり、蕪島祭り、三社大祭など、古くから八戸に伝わっている数々の祭りや芸能などを紹介する。
これらの祭り芸能から八戸の風土について語る。

●

Z00758 H11年度 風土が生んだ　弘前の物産 021 弘前市商工労政課 学術・教養
弘前の特産品のりんごを活用したりんご加工品、津軽塗り、こぎん刺など、弘前の伝統的な物産をそ
の歴史や背景とともに紹介する。

●

Z00759 H11年度 明日の平賀町の農業 031 平賀町農林課／毎日映画社 産業・技術
青森県の南部に位置している平賀町は、水稲とりんごの農業が盛んな町である。農家の兼業化が進
む中、これからの平賀町の産業のあり方について考える。

●

Z00760 H11年度 山海の恵みふれあいの里よこはま 017 横浜町企画課／ＲＡＢ開発 学術・教養
四季折々の表情を見せる横浜町。冬のナマコ漁、春の菜の花フェスティバル、夏の八幡神社例大祭
などの祭りやホタテ養殖、またジャガイモ栽培。人とのふれあいを大切にする横浜町の様子を描く。

●

Z00761 H11年度 鰺ケ沢のむがしこ１さんこきつね 034 鰺ケ沢町教育委員会／ＲＡＢ開発
青森の歴史・伝統・く
らし

鯵ケ沢町に伝わる昔話。鰺ケ沢の山に住み人々をだます「さんこきつね」。伝次郎はさんこきつねをこ
らしめようと、きつねの持つ遠くまでよく見えるホウショウの玉を奪おうとする内容。

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

Z00762 H11年度 鱈の村青森県脇野沢村 035
脇野沢村水産商工課／（株）大和
山映画社

青森の歴史・伝統・く
らし

海の幸、山の幸に恵まれ、季節の節目には山海の神への祈りを祭りとして表す脇野沢村の人々。神
楽の夏祭りは村最大の行事である。冬特産のタラ漁が始り、一年を通しての村の人々の生活を描く。

●

Z00763 H11年度 フルーツの町　青森県名川町 030
名川町／（社）日本農村情報シス
テム協会

生活・福祉
名川町は、フルーツの里として知られている。毎年開催されるさくらんぼ祭りで、さくらんぼの里として
ＰＲし町の活性化に役立てようと取り組んでいる様子や名川町の豊かな自然も紹介する。

●

Z00764 H11年度 グリーン・ツーリズム推進の町青森県名川町 030
名川町／（社）日本農村情報シス
テム協会

生活・福祉
高齢化により過疎化が進む名川町は、農村地域の自然や文化、人々との交流を楽しむ長期滞在型
の休暇活動「グリーン・ツーリズム」のモデル地域となった。生まれ変わろうとする町の姿を紹介する。

●

Z00765 H11年度 ９５　津軽三味線フェスティバルＩＷＡＫＩ 048
岩木町観光商工課／ＡＴＶ青森テ
レビ

趣味・芸術
１９９５年岩木町で行われた津軽三味線フェスティバルの様子を紹介している。手踊り、民謡など、
様々なプログラムも含まれており、多彩な内容となっている。

●

Z00766 H11年度 ねぶた祭り　津軽人の夏 034
ポーラ伝統文化振興財団／桜映
画社

学術・教養
日本を代表する夏祭りとして、津軽地方で数多く行われているねぶた祭りのうち青森ねぶたを中心に
紹介する。制作の様子、準備から当日までの一年間を追い、津軽の人々の祭りに対するエネルギー
を描く。

● ● ●

Z00767 H11年度 熟年男性の選択 030
東京都社会福祉協議会／東京シ
ネビデオ

生活・福祉
熟年世代の男性ボランティア活動が増加している。定年を間近かにひかえ、老後の生きがいにとボラ
ンティアを始めた人など、ボランティアに励む人たちの活動を通し、その選択の素晴らしさを描く。

●

Z00768 H11年度
いつもと違う日曜日　青年たちのボランティア活
動

032
東京都社会福祉協議会／東京シ
ネビデオ

生活・福祉
社会人のボランティア活動に視点をあて、仕事とは別に社会への参加活動を行っている四つの事例
を紹介する。ボランティア活動が自分の世界を広げ、豊な人生を築いて行く上でいかに有効であるか
を描く。

●

Z00769 H11年度 名刺のいらない仲間たち 030
東京都社会福祉協議会／東京シ
ネビデオ

生活・福祉
サラリーマンのボランティアへの関心が高まっている中、時間的問題などから、実際に参加する人は
少数に過ぎない。働いている人々のボランティア活動を通して、大切なものは何かを問いかける。

●

Z00770 H11年度
いきいきライフ大発見　シニアボランティア活躍
中

030
東京都社会福祉協議会／（株）
リュック

生活・福祉
在日外国人に日本語を教える、おもちゃの病院を開くなど、地域の中で自分の出来ることを発見し、
積極的に生きる人たちを紹介し、人生８０年時代の現代、定年後のひとつの生き方を示す。

●

Z00771 H11年度
何かしたい　ボランティア部をつくった高校生た
ち

030
東京都社会福祉協議会／（株）
リュック

生活・道徳・特活
学校に新しくボランティア部を作り、地域の一員として何かしたいと集まった高校生たち。初めてのボラ
ンティア体験に戸惑い、感動し、成長していく姿を描く。

● ●

Z00772 H11年度 小さな「ふれあい」から・・・！公民館の仲間達 027 共和教育映画社 生活・福祉
公民館は楽しい所ですよ。友達ができて淋しさなんかふっとんでしまいますよ。誰もが利用できる公民
館を中心に・・・人々の「ふれあい」をドラマ形式で描く。

●

Z00773 H11年度
ふるさとに新しい風が吹く　老人クラブのまちづく
り

025
全国老人クラブ連合会／東京シ
ネビデオ

生活・福祉
高齢化が進む中、各地の老人クラブは、地域の特性を活かした観光地ガイドなどのボランティア活動
を展開している。人々との交流を深めながら、地域振興に大いに貢献している様子を描く。

●

Z00774 H11年度 ヘレンと共に　アニー・サリバン 020 学研 生活・道徳・特活
目と耳と口が不自由な身で、世界中の身障者のために活動したヘレンケラー。彼女を支えた家庭教
師アニー・サリバンがヘレンに言葉を教えようと苦闘し、努力することの大切さを描くアニメ。

●

Z00775 H11年度 金色のクジラ 025 東映 生活・道徳・特活
ゆういち、今、助けてやるからな・・・・兄は自分の骨髄液で白血病の弟の命を救うために手術室に
入っていきます。兄弟愛と勇気・家族愛と友情をアニメ物語で描く。

●

Z00776 H11年度 学校に行けない子どもたち心の居場所づくり 030 東映 生活・福祉
登校拒否は今やどの子にも起こり得るといわれている。登校拒否の初期段階と言える小学生に焦点
をあて、主なタイプ別に実例をあげて分析し、専門家の話しを交えて登校拒否を防ぐ方法を考える。

●

Z00777 H11年度 やえちゃんとわたし　わけへだてのない心 031 学研 生活・道徳・特活
小４の真由美は、転入してきたやえが嫌いだ。いじめがクラスに波及していくうち、真由美にはやえに
対する同情の気持ちが芽ばえる。本当の勇気とは何か。わけへだてのない心について問い掛ける。

●

Z00778 H11年度 遅刻調査から 015 学研 生活・道徳・特活
自分の発言や行動が、相手の気持ちや心を傷つけることになる。自分たちの生活でも起り得る場面を
取りあげ、日常生活における言動を見直したり、人の心を思いやる本当の意味を考える。

● ● ● ●

Z00779 H11年度
ビジネストークをおしゃれに職場敬語の基本
ルール

023 東映 産業・技術
ビジネスというシビアーな競争社会の中で良い人間関係を保つためには、職場敬語は欠かせない。
自分と相手との関係によって決まる敬語の基本ルールを豊富な事例を通して説明する。

●

Z00780 H11年度
今、女たちは変ろうとしているストップ・ザ・性差
別

031 東映 教育方法・学習者
男女雇用機会均等法も施行されたが、真の男女平等はどうか。家庭・地域・職場等で社会を変えよう
としている女性の姿を描き、半歩進んだ人々の姿を通して、女性の人権の現状と展望を考える。

●

Z00781 H11年度 お母さんの自立宣言 030 学研 教育方法・学習者
子育てに追われ、長い間、自分の時間や自分自身を忘れていた主婦が、やがて来る子離れの時期に
そなえ、デザインの勉強を始める。主婦としての自立とは何かを考え、自立の芽を育てていく姿を描
く。

●

Z00782 H11年度
”らしさ”ってなんだろう？女らしさ、男らしさを考
える

020 学研 生活・道徳・特活
生徒に男らしさと女らしさのイメージを書き出させ、その間違いを指摘し、男女平等を教えると同時に、
男も女も自立して生きていくことの大切さを教える。生徒同士の討論素材に最適なビデオ。

● ● ● ●

Z00783 H11年度
戦記映画　復刻版シリーズ秘録・太平洋戦争
全史（前編）

061 日本映画新社 学術・教養
米国防総省のフィルムと日本側の映像を編集して、太平洋戦争の真実に迫る。真珠湾攻撃、サンゴ
海開戦、また戦争の流れを変えたといわれるミッドウェイ海戦の様子を描く。

● ● ●

Z00784 H11年度
戦記映画　復刻版シリーズ秘録・太平洋戦争
全史（後編）

061 日本映画新社 学術・教養
米国防総省のフィルムと日本側の映像を編集して、太平洋戦争の真実に迫る。マリアナ海戦から日本
の落日への道程。女性や子供たち生活ぶりなどを描く。

● ● ●
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Z00785 H11年度
新１３段階への道　１２００万人大量虐殺の記録
前編

043 Ｆ・Ｍ・サプライ 学術・教養
ヒットラーの子供、軍隊時代、別荘での生活の貴重な映像を交え、混乱の時代に乗じてドイツ国民の
心をつかんで誕生したナチスの成長と、ナチのユダヤ人虐殺へつながる第２次世界大戦を描く。

● ● ●

Z00786 H11年度
新１３段階への道　１２００万人大量虐殺の記録
後編

050 Ｆ・Ｍ・サプライ 学術・教養
ドイツが敗れ去った第２次世界大戦の終末を描き、ユダヤ人への迫害という世界史上最大の犯罪が
ナチス・ドイツの敗北によって明らかにされていく過程をドキュメントで描く。

● ● ●

Z00787 H11年度 ノーモアタバコ 021 学研 スポーツ・健康
普段大人が何気なく吸っているタバコが、人や自分に与える影響を紹介する。日本や世界各地の禁
煙教育の実際や禁煙運動、たばこを吸わない世代づくりを描く。

● ● ● ●

Z00788 H11年度
アトピー性皮膚炎とのつきあい方１～最近の話
題

036 日本綜合テレビ株式会社 家庭教育
アトピーで悩んでいる人が多い中、情報だけがひとり歩きしている。食事療法や環境整備の大切さ、
入浴方法を紹介し、アトピーの子供を持つお母さんの心がまえを解説する。

●

Z00789 H11年度
アトピー性皮膚炎とのつきあい方２～効果のあ
る対応について

036 日本綜合テレビ株式会社 家庭教育
アトピー性皮膚炎の特徴をあげ、薬物治療や海水浴や海水浴の効果、さまざまな民間療法や心理療
法などを紹介し、アトピーに対する上手な対処法を解説する。

●

Z00790 H11年度 中高年のメンタルヘルスストレスと心身症 016 東映 スポーツ・健康
ストレスが原因で起こる胃潰瘍や十二指腸潰瘍、本態性高血圧など現代社会に典型的な心身症のメ
カニズムを解説しながら、自律訓練法など日常生活の中で実践できる効果的な予防法を示す。

●

Z00791 H11年度 縄文人の社会と信仰 017 学研 学術・教養
縄文時代は家族４～５人で住み、土偶が信仰の対象であり、屈葬や抜歯の習慣がある。村の祭りは
巨大列柱を配した祭りの場で行われ、村の交易がどのように行われていたのかを紹介する。

● ● ●

Z00792 H11年度 森林と農地とわたしたちの暮らし 012
（社）自然資源保全協会／農林放
送事業団

産業・技術
日本は世界有数の森林国である。森林は酸素、水、木材を供給し農地は洪水を防いだり、美しい景観
を提供してくれている。森林と農地は生活に深く関係し、環境保全の重要性を訴える。

●

Z00793 H11年度 市制施行９０周年記念躍動あらたに　青森 029 青森市 生活・福祉
市制施行９０周年を迎えた青森市。津軽海峡線開通、都市機能を高めるための交通網の整備、除雪
対策など、２１世紀に向けてさらに躍動を続ける青森市の活力にみちた都市づくりを紹介する。

●

Z00794 H11年度 ふるさとの文化シリーズ第一巻市のしるし 028 青森市社会教育課
青森の歴史・伝統・く
らし

アオモリトドマツ、はまなす、ウトウという３つの市のしるしを手がかりに青森市の四季の移り変わりと、
昇龍の松、合浦公園の三誉の松、善知鳥神社など歴史を語る山や木、鳥や花、建物などを紹介す
る。

●

Z00795 H11年度 ふるさとの文化シリーズ第二巻市の文化財 028 青森市社会教育課
青森の歴史・伝統・く
らし

青森の歴史を知るスポーツ会館、森林博物館などの古い建築、史跡の眠る浅虫海岸や浄満寺、尻八
城跡や安養寺などの多くの城跡などを紹介しながら、伝えられている青森の歴史を解説する。

● ● ●

Z00796 H11年度 ふるさとの文化シリーズ第三巻市の名所・旧跡 028 青森市社会教育課
青森の歴史・伝統・く
らし

有形文化財の掛軸「見返りの松」、黄金山神社の「狛犬」、天然記念物の黒松、田代平湿原植物群
落、無形文化財「青森ねぶたばやし技芸保持者」など、青森市に数ある文化財を歴史とともに紹介す
る

● ● ●

Z00797 H11年度 ふるさとの文化シリーズ第四巻市のまつり 028 青森市視聴覚ライブラリー 学術・教養
後潟の百万遍、善知鳥神社の宵宮、酸ケ湯の丑湯まつり、高田の獅子踊りや熊野宮で行われる二十
三夜様、野内の貴船神社の庚申様、合浦公園の冬まつり、夏のねぶた祭りなど青森市の祭りを紹介
する

● ● ●

Z00798 H11年度 ふるさとの文化シリーズ第五巻市の遺跡 028 青森市視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

市内に多数存在する遺跡。その中から三内、玉清水、小牧野、長森などの遺跡から発掘された釣針、
石槍、ヒスイ、土偶、石棺墓、へら型木製品などを縄文時代の文化とともに紹介する。

● ● ●

Z00799 H11年度 駒込獅子踊り 027 青森市社会教育課／創芸企画
青森の歴史・伝統・く
らし

約四百年前、津軽に低温が続き多くの人が苦しんだ。この獅子踊りはカモシカの供養のものだった
が、地固め踊りで飢饉のお祓いをしたところ、翌年は豊作となり村も栄えた。駒込獅子踊りを紹介す
る。

● ● ●

Z00800 H11年度 宮田獅子舞 018 青森市社会教育課／創芸企画 生活・福祉
三百年程前、台風が津軽を直撃し農民に大きな被害を与えた。藩主が川のある所に獅子舞を授ける
と台風が来なくなったという。現在では神楽の前夜祭、新築祝など生活に密接な関わりをもつ獅子舞
を紹介する。

● ● ●

Z00801 H11年度 新城獅子踊り 023 青森市社会教育課／創芸企画
青森の歴史・伝統・く
らし

金峰神社で行われる新城獅子踊りは、四百年前、田んぼから掘出された獅子神様によって授けられ
たと伝えられている。追込み、橋掛け、山誉め、山担ぎ、女獅子隠し、お暇乞いの踊りを紹介する。

● ● ●

Z00802 H11年度 高田獅子踊り 023 青森市社会教育課／創芸企画
青森の歴史・伝統・く
らし

高田地区に伝わる高田獅子踊りは青森県無形民俗文化財に指定されている。舞初めの踊り、橋渡り
の踊り、山越えの踊りの３つの演目からなる。鹿獅子と呼ばれ、軽やかに踊る獅子を紹介する。

● ● ●

Z00803 H11年度 荒川獅子舞 017 青森市社会教育課／創芸企画
青森の歴史・伝統・く
らし

荒川獅子舞は、くま獅子の種類であり、現在集落の悪魔ばらい、豊作祈願の際に行われる。３５０年
の伝統を受け継ぎ、初舞い、追込み、回り獅子、山かけ、山かつぎ、はた織りの演目を紹介する。

● ● ●

Z00804 H11年度 心かよう町ももいし 025 百石町ビデオ制作委員会／ＡＴＶ 学術・教養
国の重要無形文化財の「えんぶり」や町民参加の運動会。中学・高校の文化祭、百石祭り、稲刈り、
冬のホッキ貝漁など、百石町民の一年の交流の様子を様々な行事と共に紹介する。

●

Z00805 H11年度
まち・むら・ＮＯＷ　そばの里にジャズが響く青森
県三戸郡南郷村

025
南郷村／（社）日本農村情報シス
テム協会

生活・福祉
南郷村は、村の過疎化が深刻になってきている。町の活性化のため、５月は南部そばとバーベキュー
まつりを７月にはフェスティバルを開催。その様子やスタッフとして働く村の青年の様子を紹介する。

●

Z00806 H11年度 エコーランドなんごう 020 南郷村／ＲＡＢサービス 学術・教養
エコーランドとはカッコウの森であり、また南郷村の特性を生かしながら他の町村との交流をはかる中
核施設である。同村での活性化事業の一つである「ティサ」公演やえんぶりの様子などを紹介する。

●

Z00807 H11年度 わが郷土十和田市 011 十和田市教育委員会 学術・教養
十和田市は美しく整備された道を持ち、特に日本の道１００選に選ばれた官庁街通りが有名である。
三本木台地開拓から現在までの概要や十和田市で行われる太素祭りなどの祭りの数々を紹介する。

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

Z00808 H11年度 十和田市伝統芸能祭り 150 十和田市教育委員会
青森の歴史・伝統・く
らし

平成７年十和田市で開催された伝統芸能まつりの様子を十和田市の芸能だけでなく、百石町や花巻
市からも招き披露する。演目は百石えんぶり、南部桐田神楽、米田駒踊り、鍋倉獅子踊りなどを紹介
する。

●

Z00809 H11年度 ときめきのある町おおわに　大鰐町 018 大鰐町企画観光課 学術・教養
スパガーデン「湯ーとぴあ」や南津軽錦水などの温泉、大鰐温泉スキー場やスノーフェスティバルの様
子、またゴルフ、テニス、野球施設や茶臼山のツツジなど、大鰐町の魅力を紹介する。

●

Z00810 H11年度 日本の酪農生産編 020
畜産振興事業団／農林放送事業
団

産業・技術
我が国の酪農家がより美味しくて、より安全な「牛乳」を生産するため、良質な飼料づくり、衛生的で効
率的な飼料管理、搾乳などに取り組んでいる姿を紹介する。

● ● ●

Z00811 H11年度 日本の酪農流通・消費編 020
畜産振興事業団／農林放送事業
団

産業・技術
酪農家で搾られた「牛乳」が、牛乳や様々な乳製品に形を変えて消費者の食卓に届くまでを紹介する
とともに、その種類や加工方法、栄養価について分りやすく解説する。

● ● ●

Z00812 H11年度 はるかなる縄文 018 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後期に生きた縄文骨のオミがダイとカズに語りかける。三内丸山遺跡などの
出土品から縄文時代の生活を探る。抜歯の習慣、ヒスイの首飾りなどの装飾品や様々な道具を紹介
する。

● ● ● ●

Z00813 H11年度 釜臥の山に抱かれて神社・仏閣のルーツを探る 015 むつ市視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

釜臥山のふもとに広がる下北郡むつ市。この地にある田名部神社、照徳神社、吉祥山円通寺、青雲
山願求院などのルーツを探っている。その他恐山や田名部祭りの様子も紹介する。

● ● ●

Z00814 H11年度 約束　－アフリカ水と緑－ 016 国際協力事業団／桜映画社 学術・教養
主人公のアキラは、砂漠緑化計画の技術協力のため、西アフリカを訪れ、友だちのカリムと１５年ぶり
の再会の約束を果す。真に人々のためになる長続きする国際協力とは何かを描く。

●

Z00815 H11年度 やってみよう！リサイクル 017 学研 生活・道徳・特活
物を粗末に扱うあかねにゴミ研究家五味島博士が牛乳パックやティシュの箱のリサイクルの仕方を教
え、あかねは資源の大切さに気付く。ゴミを減らすことや資源を大切にする実践について考える。

● ●

Z00816 H11年度 シリーズ環境をみつめる １自然の恵を知る 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
冒険クラブの子供たちが指導員の案内で梵珠山を散策する。葉が土に戻る仕組やカエルなどの生き
物を観察し森林の減少が問題となっている中、森の働きを知り、自然と人間の共存の大切さを学ぶ。

● ● ● ●

Z00817 H11年度
シリーズ環境をみつめる　２ライフスタイルと環
境

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
以前は魚の住まない死の川と呼ばれたこともあった八戸市の新井田川。小学生のエコクラブが水質
調査などの活動から環境破壊の深刻さを理解し、川を汚染させないためのさまざまな工夫を考える。

● ● ● ●

Z00818 H11年度
シリーズ環境をみつめる　３環境へのやさしさ発
見

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
生活の中のむだを少なくしようとリサイクル活動を進める市民と環境との関わりについて紹介する。友
愛バザールでは家庭の不用品を販売し、千刈子供会では新聞などの廃品回収に取り組む。

● ● ● ●

Z00819 H11年度
シリーズ環境をみつめる　４環境クイズ　みんな
で考えよう

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

生活・福祉
「ミミズは何を食べているの？」「キレイな川に魚が多いのはナゼ？」などの環境クイズに子供たちが
答えながら、わかりやすく親しみながら森林の仕組みや環境汚染問題に取り組む様子を描く。

● ● ● ●

Z00820 H12年度 男と女の明日第１回　領域をこえて 029
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
職場の上での男女の壁がなくなりつつある今、女性配電技術員や女性バス運転手、男性ホームヘル
パー、保父と、男女の仕事の固定概念を捨て、新たな領域に踏出した人々の姿を描く。

● ●

Z00821 H12年度
男と女の明日第２回　テレビドラマ　結婚はした
けれど

029
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
結婚後、女性が仕事を持つと仕事、家事、育児と大忙し。女性が仕事と家事を両立するにはどのよう
な家庭を築いていけばよいのだろうか。共働きの夫婦について考える。

● ●

Z00822 H12年度
男と女の明日第３回　男と女の役割を考えるフ
レンドリートーク

058
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

生活・福祉
４人のゲストを迎えて男女の役割を職場と家庭の二つについてトークを行う。職場では男女の持ち味
を生かして区別したり、家庭では夫婦の家事分担について考える。

● ●

Z00823 H12年度 すこやかひろば９５①すくすく育つ子’９５健康 057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
子育ての悩みを支援するすこやかひろばの紹介、すこやか’９５。食生活を考える「食べ物すききら
い」。アレルギー対策の「アトピー」。子供に多い病気について「みみ・はな・のど」を収録

●

Z00824 H12年度
すこやかひろば９５②いきいき育つ子’９５基本
的生活習慣

057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
子供の基本的生活習慣について取上げる。「子どもの寝ごこち」、絵本よりテレビの方が好きな子が
多い「テレビと子ども」、「お手伝い」が子供にとって大切、言語障害児のための「ことばの教室」

●

Z00825 H12年度
すこやかひろば９５③たくましく育つ子’９５情緒・
性格

057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
子供の良さを生かすような子育てを「ひとりっこ」、つもり遊びやみたて遊びなどを紹介「こんなのでき
たよ」、家庭や幼稚園のペットと触合う「動物だいすき」、子供の絵を分析する「心をえがく」

●

Z00826 H12年度
すこやかひろば９５④すてきに育つ子’９５親子
関係

057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
「子育てネットワーク」サークル活動を通して子育ての悩みを相談、「子どものいるまち」十和田市の親
子料理教室、「子育てとボランティア」子育てしながらの活動、「いそがしいけれど」働く女性

●

Z00827 H12年度
すこやかひろば９５⑤のびのび育つ子’９５社会
性・環境

057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
「こんにちは青森」子供の国際化と理解、「地球にやさしく」梵珠山での自然のふれあい、「今が大切」
障害児とのふれあい、「のびのびと」家庭の文化の共用についてを紹介する。

●

Z00828 H12年度 ＮＨＫ特集八甲田・厳冬 050 ＮＨＫ
青森の歴史・伝統・く
らし

＜八甲田・死の行軍＞から８０年。雪とは何か、寒さとは何か。冬山の基本を身をもって確かめるため
に、苛烈な自然にたち向かう青森県山岳連盟隊を追い、冬山の厳しさと美しさを捉えたビデオ紀行で
ある。

●

Z00829 H12年度
ＮＨＫ特集未踏の原生林みちのく白神山地を行
く

045 ＮＨＫ 学術・教養
秋田・青森県境に広がるブナ林としては世界最大規模原生林・白神山地。カモシカ・サルなどとの遭
遇、沼や森の神秘的な魅力などを紹介し、さらに原生林の持つ生命のシステムを描く。

● ● ●

Z00830 H12年度
ぐるっと海道３万キロ見あげれば海の底－津軽
海峡

030 ＮＨＫ 学術・教養
着工から２１年、世界から注目されてきた青函トンネルが貫通した。漁業から工事作業員となった村の
人々は、出稼ぎか地元に残って漁業かという新たな選択を迫られている。

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

Z00831 H12年度
ぐるっと海道３万キロ北の海洋王国　青森県・十
三湖

030 ＮＨＫ 学術・教養
東日流外三郡誌全３６０冊が発見された。市浦村では村史刊行やアラハバキなど神々への信仰復活
などの動きが盛んになる。また十三湖から仏像などが見つかる。十三湖にかかわる村の動きを紹介
する。

● ● ●

Z00832 H12年度
ぐるっと海道３万キロさまよえる海－青森県小川
原湖

030 ＮＨＫ 学術・教養
ワカサギやシラウオを氷下曳漁という独特の漁法で捕っている。小川原湖では飛来する白鳥などの
自然や自然の中で懸命に生活している住民の暮らしの中から、移り行く下北半島の姿を探る。

● ● ●

Z00833 H12年度 手話での応対と心得 018 オートスライドプロダクション 生活・福祉
日常のあいさつの他、筆談や相手の口の開きで会話する読話法などを活用すれば、スムーズ会話が
できることを紹介し、ろうあ者と気軽に会話ができるように手話の基本を解説する。

● ●

Z00834 H12年度 基礎シリーズ第１巻ボランティアとは理念篇 020
（財）富士福祉事業団／サノ・アド
工房

生活・福祉
私たちは自己実現、人間理解、社会創造のためにボランティアをする。そのボランティアを「自ら進ん
で参加する自由意思に基づく」と理念としてとらえ、現代社会でのボランティアの在り方を問う。

●

Z00835 H12年度 児童文学シリーズ手袋を買いに 015 アポロン音楽工業（株） 生活・道徳・特活
町まで手袋を買いに行った子ぎつねは、人間の手でなくきつねの手を出したが、店の人はお金と手袋
を交換してくれる。人間を恐れていたきつねの親子の心の変化をアニメで描く。新美南吉の童話。

●

Z00836 H12年度 安寿と厨子王丸＜ビスタビジョン版＞ 083 東映ビデオ 一般映画・アニメ
人買いにだまされ、父を探す旅の途中で母とはぐれてしまう安寿と厨子王丸。有名な「山椒太夫」の物
語をアニメで描き、子供から大人まで家族で楽しめる愛と感動の名作。

● ● ●

Z00837 H12年度 児童名作映画次郎物語 079 日活株式会社 一般映画・アニメ
八月十五日に生まれ本田家の次男坊でサルのような顔の次郎は、生後間もなく、村の小学校の学校
番をしているお浜にあずけられたり、友だちとけんかをしながらもたくましく成長していく物語。

● ● ●

Z00838 H12年度 近代文学シリーズ　第１巻太宰　治 025 アポロン音楽工業（株） 国語科
青森県ゆかりの文学者太宰治。よく知られた作品を美しい映像とともに朗読を交えながら紹介し、ゆ
かりの地をめぐる。太宰治の生誕生から死まで太宰の世界を詳しく描く。

● ● ●

Z00839 H12年度
深田久弥の日本百名山　第３巻八甲田山八幡
平；岩手山；早池峰他

055 山と渓谷社 学術・教養
登山者のバイブル、深田久弥の名著「日本百名山」の映像化。空撮と地上映像、登山地図で東北の
八甲田山、八幡平、岩手山、早池峰、鳥海山と５つの山を美しい自然とともに紹介する。

●

Z00840 H12年度 海が危ない＜オーデュボン・ビデオ＞ 058 ＦＵＮＡＩ 生活・福祉
ゴミ、化学薬品、廃油の流出などによって海の汚染の深刻な問題となっている。未来にきれいな海を
残すために、公害と戦っている人々をアメリカの海の現状を通して紹介する。

● ● ●

Z00841 H12年度
アンネ・フランクの世界　こんな時代に日記は生
まれた

054 文藝春秋 学術・教養
第２次世界大戦中、幼い少女によって書かれた「アンネの日記」。日色ともゑの日記朗読とともに、ア
ムステルダムの「隠れ家」などを取材、時代背景をわかりやすく解説する。

● ● ●

Z00842 H12年度 スポーツ傷害対処法　１　ＲＩＣＥ処置・アイシング 030 ジャパンライム（株） スポーツ・健康
プレーヤーが最低限身につけておくべき傷害に対する予防の知識を国際武道大学講師山本利春が
解説する。安静、氷冷、圧迫、高拳を行い、ねんざ打僕などに有効なＲＩＣＥ処置やアイシングの方法
を説明する。

● ●

Z00843 H12年度
スポーツ傷害対処法　２　心肺蘇生法・患者の
運搬法

030 ジャパンライム（株） スポーツ・健康
国際武道大学講師山本利春が緊急時の蘇生法の基本手順を解説する。心肺蘇生法のＡ（気道確保）
Ｂ（人工呼吸）Ｃ（心臓マッサージ）や状況に応じた蘇生法などを説明する。

● ●

Z00844 H12年度
スポーツ傷害対処法　３　傷害の予防法・疲労
回復法

040 ジャパンライム（株） スポーツ・健康
国際武道大学講師山本利春が解説する。筋力、柔軟性、関節、肥満、体型などの仕組を知り、その
予防法を学び、１人又は２人で行うストレッチング、アイシング等による疲労回復法などを説明する。

● ●

Z00845 H12年度
スポーツ傷害対処法　４　リハビリテーショント
レーニング

040 ジャパンライム（株） スポーツ・健康
国際武道大学講師山本利春が腰痛、足首の捻挫、大腿部のリハビリテーションについて解説する。
腰に負担のかからない基本姿勢や各部位の回復の程度による段階を踏んだトレーニングを紹介す
る。

● ●

Z00846 H12年度
スポーツ傷害対処法　５　リハビリコンディショニ
ング

040 ジャパンライム（株） スポーツ・健康
国際武道大学講師山本利春が膝のリハビリテーショントレーニングとプールを使うリコンディショニン
グについて解説する。

● ●

Z00847 H12年度
実践！ビジネスビデオの作り方編集テクニック
編

030 日本経済新聞社 教育方法・学習者
ビジネスビデオを編集していく上で、必要なオフライン（仮）編集とオンライン（本）編集の手順とテク
ニックを紹介する。実際に編集作業を見せ、編集する際のマナーなども解説する。

●

Z00848 H12年度
せまってみよう　３つのキーワード日常生活と科
学技術

032 科学技術広報財団 学術・教養
日常生活と科学技術のキーワードから、リサイクルの研究をまとめた「リサイクル」、太陽や波を利用
した「自然エネルギーの利用」、現代の情報通信技術を紹介した「情報化社会」の３つに注目する。

● ● ●

Z00849 H12年度
ガラス固体化　高レベル放射性廃棄物の処理と
管理

013 ＡＴＶ 学術・教養
むつ小川原のサイクル施設では高レベル放射性廃棄物をガラス固体化にし、処理し管理している。そ
の方法をコンピュータグラフィックスを使いわかりやすく説明し、そのための様々な施設を紹介する。

●

Z00850 H12年度 親の目子の目　妙ちゃんのイラスト日記 027 新潟放送 家庭教育
太陽の下に出られない病気の妙ちゃんが毎日休まずイラスト日記を描き続けている。それをもとにお
父さんやお母さんの愛情や病気に負けない妙ちゃんの明るさを描く。

● ●

Z00851 H12年度 わきのさわ２１世紀への鼓動　１００周年を祝う 053 脇野沢村 学術・教養
村制施行１００周年を迎えた脇野沢村では様々な記念事業が行われた。村民体育大会、流し踊り、盛
大に行われた夏祭りのねぶたや山車、村史編纂、鱈漁や産業まつりなど村の暮らしや自然を紹介す
る。

●

Z00852 H12年度 銀行探偵団 026 全国銀行協会連合会 生活・福祉
普段見ることのできない銀行の舞台裏を紹介する。クレジットカード、小切手、振込の仕組やローン、
銀行の金庫の中身や３時以降に銀行員が伝票の整理などをする仕事の様子を解説する。

●

Z00853 H12年度
ならんで一緒に歩きたい　男女共同参画社会づ
くりに向けて

016 総理府／（財）日本広報協会 教育方法・学習者
男女雇用機会均等法などが成立する中、日本の女性はいまだに家事、学問、就職など様々な悩みや
問題を抱える。男女共同参画社会を作る方法を探りながら男女がお互いに尊重することの重要性を
問う

●
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幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z00854 H12年度
鰺ケ沢町　プロモーションビデオウェストコースト
の風を

027 鰺ケ沢町総務課 学術・教養
四季の変化が美しい鰺ケ沢町の魅力を紹介する。岩木山、白神山地などの景観、はまなす公園で催
される魚魚の火祭り、トライアスロン大会や鰺ケ沢スキー場の魅力など様々な行事や名所を紹介す
る。

●

Z00855 H12年度 勇気と愛は海を越える 016 車力村 学術・教養
１８３９年、車力村の海岸に米国帆船チェスボロー号が座礁し、４人の船員が村の人々によって救助さ
れた。この史実から始った人々の交流を車力村の産業や観光などの紹介とともに描く。

●

Z00856 H12年度 大草原を津軽の夢が駆ける 040 車力村地域振興課 学術・教養
西津軽郡車力村に、モンゴルの若者が稲作の研修にきていた。動物と人間が対等の関係を持つ遊牧
民と民族舞踊や歴史、また産業などモンゴルの生活について紹介する。

●

Z00857 H12年度 屏風山湿原残された原生花園 020 青森県総合社会教育センター 学術・教養
津軽半島の日本海側に、低地にある本州最大規模の屏風山湿原がある。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、湿原の成り立ちを探り、屏風山湿原の価値を考える。

● ● ●

Z00858 H12年度 親の目子の目　白神の森に抱かれて 030 青森放送 家庭教育
白神山地のふもとに暮らす吉川隆・京子夫妻は、農業の傍ら温泉宿を営んでいる。白神の森を背景
に、２０歳の姉、１６歳次男、１３歳三男という三人の子供たちを通して吉川さん一家の姿を描く。

●

Z00859 H12年度 親の目子の目　はずむ歌声はずむ親子 030 青森放送 家庭教育
五所川原少年少女合唱団には、指揮者の板崎隆浩さんの息子、力紀君も団員として活動している。
板崎さん親子の姿を通し、小学生から高校生まで世代の異なるメンバーで構成される合唱団の魅力
に迫る

● ● ● ●

Z00860 H12年度 子育てステップアップジャンプインあおもり 015 県教育委員会 家庭教育
地域交流の減少と核家族化により母親の孤立化が増加している。子育てに悩みを持つ母親たちの交
流によって生まれたサークル活動を「マザーグース」を中心に紹介し、その意義を考える。

●

Z00861 H12年度
まんが日本昔ばなし第１巻　花咲か爺さん他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。花咲か爺さん。夢を買う。さるかに合戦。たのきゅう。

● ● ●

Z00862 H12年度 まんが日本昔ばなし第２巻　桃太郎他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。桃太郎。豆つぶころころ。わらしべ長者。田植地蔵。

● ● ●

Z00863 H12年度 まんが日本昔ばなし第３巻　浦島太郎他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。浦島太郎。絵姿女房。一休さん。髪長姫。

● ● ●

Z00864 H12年度
まんが日本昔ばなし第４巻　三枚のお札他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。三枚のお札。そこつ惣兵衛。分福茶釜。湖の怪魚。

● ● ●

Z00865 H12年度 まんが日本昔ばなし第５巻　一寸法師他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。一寸法師。火男。カチカチ山。大沼池の黒龍。

● ● ●

Z00866 H12年度 まんが日本昔ばなし第６巻　金太郎他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。金太郎。宝の下駄。おむすびころりん。馬方とタヌキ。

● ● ●

Z00867 H12年度 まんが日本昔ばなし第７巻　養老の滝他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。養老の滝。雀とキツツキと山鳩。こがねの斧。蛙の恩返し。

● ● ●

Z00868 H12年度 まんが日本昔ばなし第８巻　七夕さま他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。七夕さま。さだ六とシロ。河童の雨ごい。イワナの怪。

● ● ●

Z00869 H12年度
まんが日本昔ばなし第９巻　耳なし芳一他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。耳なし芳一。月見の枝。三年寝太郎。ひょうたん長者。

● ● ●

Z00870 H12年度 いい本みつけた図書館で調べよう 018 紀伊國屋書店 教育方法・学習者
先生からあるテーマについて調べて発表しなさいと言われました。まだ入ったこともない学校の図書
館。でも大丈夫、図書館で上手に調べる方法を教えます。

●

Z00871 H12年度 豊かさを運ぶ海の道エネルギー資源 020 （社）日本船主協会 学術・教養
日本の海運はトップクラスの船舶を保有し、高度な運行技術で物資を運び、経済の発展に貢献してい
る。大量の原油を船で安全に運ぶ技術、タンカー・ＬＮＧ船の構造、様々な実験を交えて紹介する。

● ● ●

Z00872 H12年度 いじめ早期発見チェックポイント３５ 060 ジャパンホームビデオ 家庭教育
いじめの現状と発見のチェックポイントを探る。いじめの種類・いじめの構造・家庭でのいじめ表現・い
じめられっ子の特徴・家庭での対応の仕方、よい例、わるい例・親の対応、よい例、わるい例などを解
説する。

●

Z00873 H12年度 地球を救う２５の方法 028 近代映画協会／教配 生活・福祉
私たちは地球規模の環境破壊に直接かかわっていないと考えがちである。今すぐできることを具体的
に提案する。

● ● ●

Z00874 H12年度
太陽の子メグちゃんの農業案内わたしたちの食
生活と農業米・野菜

015 農林放送事業団 産業・技術
野菜の嫌いなゆう太君がメグちゃんに連れられて、農家や田んぼ・畑にでかける。苗つくりから乾燥ま
でのお米を作る様子や野菜の出荷からお店に並ぶまでを見学し、農家の工夫を考える。

● ●

Z00875 H12年度 橋は生きている－児島・坂出ルート架橋技術－ 034 本州四国連絡橋公団 産業・技術
本州四国連絡橋公団が建設した「瀬戸大橋」（道路鉄道併用橋）の記録映画。長大吊橋のもつ柔構造
を鉄道緩衝桁や橋の風への対応、列車走行試験の映像などで描く。

● ●

Z00876 H12年度 明石海峡大橋１９９５年１０月 021 本州四国連絡橋公団 産業・技術
神戸市と淡路島を結ぶ「明石海峡大橋」は、平成９年度末の完成を目指して建設が進められている。
世界一の吊橋となるこの橋の主塔基礎、アンカレイジの建設、ケーブル、補剛桁架設などの工事の様
子を紹介する。

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

Z00877 H12年度 ＡＰＥＣとは何？目指す方向と日本の役割 026 外務省 外国語・国際理解
ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）の重要性は益々高まっている。その歴史とあらまし、大阪会議の意
義と成果、わが国の役割を描く。ＡＰＥＣを通して「世界の中の日本」についての理解を深める。

● ● ●

Z00878 H12年度
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

020 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

各地の資料館に展示されている農具は、どのようにして使われていたのだろうか。農作業が機械化さ
れる以前の、自然と共にあった昭和初期の七戸地方の稲作を再現する。

● ● ●

Z00879 H12年度
平成７年度版美しく豊かな言葉をめざして倫理
的な話方やまと言葉

040 文化庁 国語科
ディベートの授業を行う上での準備の進め方、テーマ選択、資料収集などのポイントを説明する。／
水に関わるやまとことばに含まれる暗号を解き明かしながら創造性と表現のすばらしさを考える。

● ● ●

Z00880 H12年度 リカレント教育って何ぁに？ 030 青森県教育委員会／ＡＴＶ 教育方法・学習者
職業に着きながらも、さらに高度な専門知識・技術を修得するため、富山県、神奈川県では人材育成
のために企業が業務の一環としてリカレント教育を進めている。さらに青森県での取り組みを紹介す
る。

●

Z00881 H12年度
日本の機械工業シリーズ超精密加工削る・磨く・
切る

018 （社）日本機械工業連合会 産業・技術
産業活動にかかすことのできない機械。その部品を作る作業として金属を削る切削加工、研磨加工、
そしてレーザーやワイヤー放電によって金属を切出す特殊加工、切断加工の様子を紹介する。

●

Z00882 H12年度 レクイエム・５０　北千島最北端・占守島の戦後 097 東海大学 学術・教養
ソ連軍の侵攻により日本軍の死者３５１名の眠る占守島（しゅむしゅとう）。戦後５０年目にあたる９５年
７月下旬に行われた遺骨収集と慰霊巡拝の旅に密着し描く。

● ●

Z00883 H12年度 未来をひらく光電池 012 エネルギー環境教育情報センター 学術・教養
再生可能で環境負荷の少ない新エネルギーの中でも特に期待されている太陽エネルギーを取り上
げ、児童が実験を通して光電池の仕組みや特徴を考える。

● ● ● ●

Z00884 H12年度 平成７年度ふるさとの人・仕事 025 東津軽郡視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

蟹田町石田金次郎の竹かごづくり、平館村石崎沢地区壮年会のしめ縄づくり、蓬田村の（株）蓬田紳
装、三厩村三浦逞一の鉄工所、今別町梅田清一のうば玉作り、平内町日光院の恵比寿御幣を紹介
する。

● ● ● ●

Z00885 H12年度 風の又三郎 107 朝日新聞社／日本ヘラルド 一般映画・アニメ
山の分教場を舞台に、二百十日の日突然転校してきて、嵐とともに去っていった神秘的な少年「又三
郎」。又三郎と村の子供たちとの素朴な交流を賢治のふるさと岩手の自然の中で詩情豊かに描く。

● ● ● ●

Z00886 H12年度 注文の多い料理店 019 朝日新聞社／日本ヘラルド 一般映画・アニメ
猟に出て山奥で道に迷った二人ハンターは、霧の中「山猫軒」という館にたどり着く。二人は怪しげな
注文に導かれ扉を開けるごとに奇妙な世界に迷い込んでいく。セリフのない幻想的なアニメ。

● ● ● ●

Z00887 H12年度 セロ弾きのゴーシュ 063 キングレコード 一般映画・アニメ
楽団の楽長にいつも叱られていたセロ弾きのゴーシュの所にカッコウ、タヌキ、ネズミが訪ねてきた。
宮沢賢治の情味豊かな寓話をすぐれた絵と音楽で再現する。

● ● ● ●

Z00888 H12年度 銀河鉄道の夜 107 朝日新聞社／日本ヘラルド 一般映画・アニメ
病気のお母さんを助けて学校の後に活字を拾う仕事をしているジュバンニ。祭りの晩にカムパネルラ
と待合わせている時、銀河鉄道に乗込んでしまう。宮沢賢治の寓話を詩情豊かに描く。

● ● ● ●

Z00889 H12年度 Ｖサイン中学校道徳教育推進指導資料 045 文部省 生活・道徳・特活
テーマは、「礼儀を理解し、ＴＰＯに応じた言動をとる」である。一人息子を事故で亡くした女性と彼女を
偏った目で見ていた中学生が心を通わせていく姿を描く題材である。

● ● ●

Z00890 H12年度
衛星通信を利用した遠隔講座青少年教育国際
シンポジウム

014 （財）衛星通信教育振興教会 教育方法・学習者
東京と福岡を衛生通信で結び「世界における青少年の社会参加」をテーマとしたシンポジウムが開催
された。デジタル映像伝送方式とキーパッドシステムを採用しての双方向マルチメディアを展望する

●

Z00891 H12年度
縄文映画第二作　一万年王国青森県の縄文文
化

058 縄文映画制作委員会
青森の歴史・伝統・く
らし

尾駮沼の隆起線文土器、三内丸山遺跡、八戸市風張の環状集落、天間林村二ツ森貝塚、小川原
湖、木造町亀ケ岡の工芸品などいろいろな調査や出土品により縄文時代の様子を描く。

● ● ●

Z00892 H12年度 ビデオ厚生白書小春ちゃんちの人々 025
岩波映画製作所／社会福祉・医
療事業団

生活・福祉
中学３年生の小春ちゃんの目を通して、ごく普通のある家族一人一人が抱えている悩みという形で、
介護や年金、育児など社会保障制度の問題についてドラマ形式で解説する。

●

Z00942 H12年度 日本の山村明日に向かって 020
全国山村振興連盟／農林放送事
業団

生活・福祉
山村を守り活性化させていくことは、将来の重要な課題である。森林の必要性や管理のあり方を考え
る。そのため各地の山村活性化の手段としてイベントスクールが開かれ都会と山村との交流が進めら
れている様子を描く。

●

Z00943 H12年度 女性・豊かな海と魚 014 （社）農村放送事業団 生活・福祉
豊かな海を守ろうと漁業に関わる女性が、全国各地で活動している様子を描く。海を汚す合成洗剤・
ナイロン袋・ゴミなどへの取り組み、また植樹して海の恩恵を保つ活動を紹介する。

● ● ●

Z00944 H12年度 世界名作アニメ１　ピノキオの冒険 044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
ピノキオはゼベットじいさんの手でつくられたあやつり人形。ある日ピノキオはおもちゃの国へ行きまし
た。そこは実は恐ろしいところだったのです。ピノキオは無事にかえれるのでしょうか。

● ●

Z00945 H12年度 世界名作アニメ２　あしながおじさん 042 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
アボットはどうしても大学にいって勉強をしたかった。ある日、ひとりのお金持ちが学費をだしてくれる
ことになった。アボットは「足ながおじさん」と呼んで、会える日を心待ちにしていた。

● ●

Z00946 H12年度 世界名作アニメ３　オズの魔法使い 042 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
ドロシーは小犬のトートといっしょにたつまきに巻上げられて、オズという魔法の国へ飛ばされてしまっ
た。かかしやブリキのきこり、ライオンと家に帰る方法をさがして旅をするのですが・・。

● ●

Z00947 H12年度 世界名作アニメ４　クオレ愛の学校 044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
エンリコは小学４年生。ある日学校でとんでもない事件がおこった。きむずかしそうで好きになれそうに
ない、ベンボーニ先生はいったいどうするんだろう。

● ●

Z00948 H12年度 世界名作アニメ５　トム・ソーヤの冒険 042 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
いたずらっこのトムはなかよしのハックたちと無人島へ冒険にでかけました。ところが、そこにはどろぼ
うたちのかくれ家があった。トムはある作戦を考える。

● ●
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Z00949 H12年度
世界名作アニメ６　若草物語・不思議の国のアリ
ス

044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
メグ、ジョー、エミー、ベス仲のいい四人姉妹はお母さんにクリスマスプレゼントを贈ろうと考えた。／ア
リスは服をきたうさぎのあとを追って、不思議の国にとびこんでしまいました。

● ●

Z00950 H12年度 世界名作アニメ７　宝島・にんじん 044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
宝島の地図を手に入れたジムはシルバーたちといっしょに冒険の旅にでかけた。／フランソワはみん
なから「にんじん」とよばれてバカにされていた。悲しみのあまり自殺を決意する。

● ●

Z00951 H12年度
世界名作アニメ８　ロミオとジュリエット・少女コ
ゼット

044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
憎しみあう親どおしの間で愛しあうロミオとジュリエット。二人の運命はどうなってしまうのか。／みなし
ごとなってしまったコゼット。この不幸な少女に救いはあるのでしょうか。

● ●

Z00952 H12年度
世界名作アニメ９　家なき子・アンクルトムの小
屋

044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
レミは捨て子。旅芸人のビタリスじいさんといっしょに町をまわっていた。／奴隷のハリーが借金のか
たに売られることになった。両親はハリーの手をひき自由の地を求めて逃げ出す。

● ●

Z00953 H12年度 世界名作アニメ１０　そんごくう・くるみわり人形 044 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
岩から生まれた孫悟空は三蔵法師のおともをして教典を求める旅をする。／夢の中で、悪いねずみ
の手からくるみ割り人形を助けようとしたクララは、王子さまと出合った。

● ●

Z00954 H12年度 まんが日本昔ばなし第１０巻　舌切り雀他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。舌切り雀。龍の渕。おいてけ堀。河童のくれた妙薬。

● ●

Z00955 H12年度 花の百名山２　八甲田山／八幡平／富良野岳 055 （株）山と渓谷社 学術・教養
花の宝庫として知られ、かつ登山対象として楽しめる百名山をガイドし、花図鑑としても楽しめる。八
甲田山、八幡平、富良野岳、夕張岳、アポイ岳を収録する。

● ● ●

Z00956 H12年度 永遠の都ローマ文春トラベル２ 055 （株）文藝春秋 外国語・国際理解
パラティーノの丘、フォロ・ロマーノの遺跡、コロッセオ、パンテオン、地下墓地、カタコンベ、バチカンの
コレクション、サン・ピエトロ寺院、ミケランジェロやダビンチ、フォルリの作品。

● ● ●

Z00957 H12年度
ロシアの宝石　モスクワ・レニングラード　文春ト
ラベル５

050 （株）文藝春秋 生活・福祉
クレムリン宮殿、レーニン廟、ゴーリキ公園やアルバート広場、聖イサク寺院、カザン寺院、夏の宮
殿、ボリショイやキーロフ劇場、トレチャコフ、エルミタージュ美術館、革命時の貴重なフィルムで描く。

● ● ●

Z00958 H12年度 心の国神秘の国インド　文春トラベル７ 055 （株）文藝春秋 外国語・国際理解
タージ・マハル、アーグラーの要塞、アジャンターとエローラの洞窟、カジュラーホーの寺院群、ムガル
人の街、ファテープル・スィクリーの遺跡、ガンジーの記録。

● ● ●

Z00959 H12年度 エーゲ海の誘惑　ギリシャ　文春トラベル８ 060 （株）文藝春秋 外国語・国際理解
パルテノン神殿、アクロポリス、旧コリンクス、オリンピア、エピダヴロス、ミキーネ、アポローン神殿、ク
ノッソス宮殿、メテオラの岩山、アテネ国立考古学博物館。

● ● ●

Z00960 H12年度 音楽の国　オーストリア　文春トラベル２７ 050 （株）文藝春秋 外国語・国際理解
音楽の都、ウィーン。聖スティファン大聖堂、シェーンブルン宮殿、中世そのままの美しい町、牧歌的
な小村、古代の伝統を受け継ぐ祭り、貨幣博物館などを紹介する。

● ● ●

Z00961 H12年度 五千年の歴史の重みエジプト文春トラベル３０ 060 （株）文藝春秋 外国語・国際理解
ギザのピラミッド、スフィンクス、ファラオのミイラ、古都テーベ、カルナックやルクソールの壮大な神
殿、王家の谷、アブシンベル大神殿、ハールガ、アレクサンドリアなどを紹介する。

● ● ●

Z00962 H12年度 中世への誘いベネルクス文春トラベル３４ 076 （株）文藝春秋 外国語・国際理解
オランダ・ベルギー・ルクセンブルクは最もヨーロッパらしい美しさと伝統を育んできたベネルクス三国
である。中世の古城や国際機関が集中し、新しい顔と歴史の街を合せもつその様子を紹介する。

● ● ●

Z00963 H12年度 橋本総理の外交記録 030 ニュース映画制作者連盟 生活・福祉
橋本総理大臣は、平成８年１月に就任以来、アジア欧州首脳会議、日米首脳会談、リヨン・サミットな
どの外交舞台で精力的な外交活動を展開している。普天間基地の返還合意、韓国訪問の様子を紹
介する。

● ● ●

Z00964 H12年度 法身物語人々の支えとなった名僧 018 十和田市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

鎌倉時代の中期の洞内村法蓮寺の住職法身がどのようなきっかけで僧侶となり、修業し、仏の教え
を広め、人々の支えとなっていったのか。法身禅師の一生をアニメ仕立にして紹介する。

● ● ● ●

Z00965 H12年度
ふるさと情報発進事業大自然の恵み　十和田湖
町

030 十和田湖町 学術・教養
人口７千人の十和田湖町の四季おりおりの楽しいイベント（国境祭り、雪祭り）や産業・畜産・工芸民
芸・文化・施設の特徴など、温かみとやさしさがあふれる町の様子を紹介する。

●

Z00966 H12年度
世界の人と馬の文化シリーズ英国王室の伝統
を守る騎兵

045 農林放送事業団 外国語・国際理解
２００年以上の歴史を持つ英国王室伝統の儀式トウルーピング・ザ・カラーとは、近衛兵が軍旗を掲げ
て行進し、女王に忠誠を誓うものである。イギリスの王室と近衛兵、馬の歴史を解説する。

● ●

Z00967 H12年度 親の目子の目　歌先生と子供たち 029 青森放送 家庭教育
中里町武田小学校協和分校の渋谷聡先生は、子供たちにあった教材を作ろうと、分校の様子を描い
た歌を作詞・作曲している。渋谷先生と１１名の子供たちとの暖かいふれあいを描く。

●

Z00968 H12年度 イスラムの信仰と生活 022 東映（株）教育映像営業部 社会科
中東諸国を訪ね「イスラムの信仰」とは何か、その歴史とともに生活と文化を紹介する。東南アジアか
らアフリカに至るイスラムの多様性にもふれる。

● ●

Z00969 H12年度 王の墓　埋もれた都市 022 東映（株）教育映像営業部 社会科
メソポタミアとエジプト文明は治水、潅漑に基づく神権政治が築き上げた。二つの文明の特質と共通
性と対照性を探る。古代文字と遺跡、神殿、副葬品などを紹介する。

● ●

Z00970 H12年度 雑木林　人と自然の共生 011 東映（株）教育映像営業部 算数・数学・理科
人間が手を加えつつ恩恵をこうむってきた雑木林。四季折々の美しい姿、その豊かさと雑木林が維持
されてきた仕組みを紹介し、人間と自然との共生はどうあるべきかを考える。

● ● ●

Z00971 H12年度 自然の音から音楽の音へ 021 学研　情報メディア事業部 芸術科
自然の音、人工的な音などと各民族とのかかわり方の違い、楽器の特徴などを探り、民族の音の感
受の特色や、音楽表現の独自性を考える。

● ● ●
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Z00972 H12年度 鉄をつくる金属の精練 010 学研　情報メディア事業部 算数・数学・理科
金属化合物を含む鉱石から単体の金属を取り出す精練の概要を解説する。鉱山での鉱石の採掘の
様子、古代のたたらの再現、現在の鉄の精練の仕組みなどから「還元」の概念を考える。

● ●

Z00973 H12年度 酸性雨　そのでき方と影響 010 日本シネセル（株） 算数・数学・理科
人間の活動が地球環境に与える影響の一例として「酸性雨」をとりあげる。その発生の化学的過程を
化学実験により解明し、実際の影響のメカニズムをアニメと実景により解説する。

● ● ●

Z00974 H12年度 音をみる 010 東京シネ・ビデオ（株） 算数・数学・理科
目に見えないために理解しにくい音の発生、伝わり方、聞こえる仕組を、ハイスピード撮影、マルチス
トロボ撮影、アニメを使って確かめる。オシロスコープで様々な音を波形で調べ紹介する。

● ●

Z00975 H12年度 もしもし・・電話の奥の甘いワナ 023 （株）教配 生活・道徳・特活
好奇心や心のすきまに付けこんだ大人たちの福祉犯罪があとを絶たない現代。テレホンクラブなどの
電話風俗や現代の少女たちの心の問題を考える。

● ● ●

Z00976 H12年度 あおもり夢工場９６心に夢を　唇に歌を 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

趣味・芸術
南部町出身の坂本兄弟が所属するロックグループのジガーズサンと六ケ所村出身の演歌歌手林あさ
みを紹介する。ステージの様子なども織り交ぜながら、彼らの音楽にかける夢を聞く。

● ●

Z00977 H12年度 あおもり夢工場９６空に響く津軽の旋律 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

趣味・芸術
弘前市に住む渋谷和生さんは１４歳で津軽三味線を始め、山田千里に弟子入りし、１９歳のときに史
上最年少で全国チャンピオンとなった。けいこの風景や津軽三味線にかける夢を渋谷さんに聞く。

● ●

Z00978 H12年度 雪と東北の道路 020 建設省東北地方建設局 産業・技術
除排雪や防雪柵、スノーシェルター、融雪道路の設置や仕組など、雪による交通障害を克服するため
の対策の現状とこれからの展望を紹介する。

●

Z00979 H12年度 あおもり夢工場９６世界に挑む拳 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
青森市生まれのプロボクサー、畑山隆則さんはデビュー以来１６戦負けなしで東洋太平洋Ｊフライ級
チャンピオンになった。防衛戦の模様の他、厳しい練習を続ける彼に世界にかける夢を聞く。

● ●

Z00980 H12年度
あおもり夢工場９６ボールの向こうに何が見える
か

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
Ｊリーグ柏レイソルの下平隆宏、鹿島アントラーズの熊谷浩二の両選手は本県出身。彼らが公式戦で
活躍する姿を紹介するほか、プロサッカー選手になるまでの経緯やサッカーにかける思いを聞く。

● ●

Z00981 H12年度 あおもり夢工場９６ペンが生み出す魔法の世界 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

趣味・芸術
子供や若者、大人にまで人気が定着した感がある漫画。本県からも多くの漫画家が活躍している。一
線で活躍を続ける成田美名子さんと、昨年デビューした三國伊緒さんに漫画に託す夢を聞く。

● ●

Z00982 H12年度
アオモリ　プリフェクチャーザ　ハート　オブ　ネー
チャー

014 青森県国際交流課 学術・教養
世界遺産の指定を受けた白神山地をはじめとして、様々な自然に囲まれた青森県。えんぶりやねぶ
た祭、十和田湖の自然など、四季折々の青森県の自然や芸能、国際交流の様子などを紹介する。

●

Z00983 H12年度 幻の城　安土城　再現 040 プレジデント社 学術・教養
天正十年六月、築城３年で焼失した安土城を、作家津田陽が語る信長像とともに、池上家古文書「天
守指図」と安土町立城郭資料館の「安土城天守閣雛型」から再現し、その内部の謎を解く。

● ●

Z00984 H12年度 あおもり夢工場９６創り続ける人々 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

趣味・芸術
八戸市の柾谷伸夫さんは劇団「やませ」を、浪岡町の長谷川孝治さんは劇団「弘前劇場」を主宰し、地
元を中心に演劇活動を続けている。劇団を始めた経緯、舞台の様子や演劇にかける夢を聞く。

● ●

Z00985 H12年度 あおもり夢工場９６グルメは地元の食材で 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

趣味・芸術
三戸町の料理人小原正巳さんは、地元の食材を使った「里の会席」で有名である。一方、息子の国宏
さんも東京の料亭で修業中。国宏さんの帰省時の料理披露と小原家の料理にかける情熱や夢を描
く。

● ●

Z00986 H12年度 白い森のファンタジー 022 青森県観光課 学術・教養
酸ケ湯温泉、下風呂温泉、八甲田山スキー場、鰺ケ沢スキー場、えんぶり。地吹雪体験ツアー、
じゃっぱ汁、けの汁、寒立馬など青森県の魅力ある冬のスポットやイベントを盛だくさんに紹介する。

●

Z00987 H12年度
すこやかひろば９６すこやかひろば’９６シリーズ
オープニング

015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
弘大、野口伐名教授を迎え、今年度のすこやかひろばのテーマ、人間としての「生きがい」や「心の豊
かさ」など、精神的な豊かさにかかわる新しい課題について乳児教育の視点から考える。

●

Z00988 H12年度 すこやかひろば９６家族いっしょに 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供は身近な環境で育つものであり、家族の影響は大きい。酪農を営む鰺ケ沢町に住む安原さん一
家の生活を紹介し、子供と家族のかかわりとそのあり方について具体的に考える。

●

Z00989 H12年度 すこやかひろば９６動くっておもしろいね 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供は体を動かすことが大切であり、次の機能発達のステップにもなっている。八戸市中居林保育園
の椛沢さんの話を通して、子供の運動とからだの発達の実際について考える。

●

Z00990 H12年度 すこやかひろば９６目を大切に 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
青森県の児童の視力は全国平均に比べ悪いという結果がでている。やまがみ眼科、山本美情子先生
のお話を通して、目の病気への正しい理解と具体的な日常の注意について考える。

●

Z00991 H12年度 すこやかひろば９６子供の信号 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供は成長の段階に応じて、いろいろな心の信号を発する。青森市聖マリア幼稚園での様子を交え
ながら、子どもの気持ちを理解するための望ましい対応の仕方や導きかたについて考える。

●

Z00992 H12年度 すこやかひろば９６自然大好き 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
青森市のこどものくに保育園で行われている「森の緑貯金」と名づけられたリサイクル活動と、身近な
自然とのふれあいを通して自然環境の大切さを考える。

●

Z00993 H12年度 すこやかひろば９６子育てネットワークⅡ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
平賀幼稚園の子ども支援センターの活動、特に体験保育の様子を紹介し、親と子どもが「よりよい状
態」で子育てを楽しくできるような工夫、地域における子育て支援システムの試みについて考える。

●

Z00994 H12年度 すこやかひろば９６リズムにのって 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
幼児リトミック教室・音楽教室などを紹介し、歌やリズムなどを通して子どもの感性の育ち方や表現活
動、親の教育のあり方について講師の佐々木育子さんに聞く。

●
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Z00995 H12年度 すこやかひろば９６おけいこごと 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子どものいろいろな能力をのばそうとけいこごとに通わせている親も少なくない。音楽やレスリング、
水泳教室やクラブなどを紹介しながら、幼児期からの「おけいこごと」について考える。

●

Z00996 H12年度 すこやかひろば９６お父さ～ん 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
青森市福田保育園の送り迎えの様子や青森市の吉田さん一家の例を交え、男女共同参画社会にお
ける家庭での父親の役割、特に家事、育児について考える。

●

Z00997 H12年度
すこやかひろば９６いじめっ子幼児にも「いじ
め」ってあるの？

015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
幼児期にみられるいじめの問題を青森市の第二青森幼稚園の園児の様子から探り、望ましい対応の
仕方について工藤晶子園長やお母さんたちの話を中心にして考える。

●

Z00998 H12年度 すこやかひろば９６応急処置 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
日常おこりやすい幼児のやけどやけがを中心に、症状ごとの細かい応急手当の方法や心がけておく
べきことを青森市小笠原一郎小児科医院の小笠原二郎先生に聞く。

●

Z00999 H12年度 すこやかひろば９６ともに生きる 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
日常生活の中で、努力しながら訓練したり学習したりしている子供の様子を青森市の油川幼稚園の
運動会を通して紹介し、統合保育や障害児教育への理解を深める。

●

Z01000 H12年度
すこやかひろば９６世界の国では国際交流の本
当の意味

015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
北津軽郡鶴田町、つるた乳児園の外国人との交流の様子を紹介し、そのふれあいを通して子育ての
視点から異文化理解を進め、家庭における国際人の養成について考える。

●

Z01001 H12年度 すこやかひろば９６子どもと地域社会 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
家庭や地域の中で家族や近所の人々とどのように交流し、仲間作りをしたら良いのか、青森市東部
市民センターや福地村福田下子ども会育成会の活動を紹介し、ふさわしい環境づくりを考える。

●

Z01002 H12年度 すこやかひろば９６ひっこみじあん 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
板柳町、つきかげ幼稚園の子供の様子を観察しながら幼児期にみられる「内気」「ひっこみじあん」な
ど子供の性格を理解し、弘大教授、野口伐名さんの話を通して望ましい導き方を考える。

●

Z01003 H12年度 すこやかひろば９６ことばと文字 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供の成長は興味、関心から発達する。青森市の東奥幼稚園での様子を交え、幼児の知的発達の
特徴である「なぜ」「どうして」などの質問から、知的好奇心を伸ばすことばと文字について考える。

●

Z01004 H12年度 すこやかひろば９６かぜ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
かぜとは何かその予防法などを青森県立中央病院小児科副部長、立花直樹さんに聞き、かぜを中心
とした冬の病気について考える。

●

Z01005 H12年度 すこやかひろば９６ほめるとしかる 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
しつけの基本ともいえる具体的なほめ方やしかり方について、青森市福祉部児童福祉課、小笠原幸
枝さんの話を中心に、平内町の小湊保育園の様子や伊瀬谷さん一家のインタビューを交え考える。

●

Z01006 H12年度 すこやかひろば９６生き生きと 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
すこやかひろば９６のまとめ。弘大教授、野口伐名さんの話を聞き今年取上げた育児上の諸問題につ
いて再確認し、小学校入学までの生活について考える。合せて制作委員の一言を収録する。

●

Z01007 H12年度 あおもり夢工場９６硝子に魅せられて 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

趣味・芸術
青森市の寺田博・章さん親子は、津軽びいどろと呼ばれる製品を、柿崎真紀さんはガラス工房を持
ち、工芸品やアクセサリーなどを作っている。創作をしている彼らにガラスを通しての夢などを聞く。

● ●

Z01008 H12年度 あおもり夢工場９６アトランタから長野へ 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
アトランタ五輪に出場し４本のホームランを打った斎藤春香選手。長野五輪アルペン種目の代表候
補、木村公宣選手。弘前市出身の両選手に、五輪やスポーツにかける思いと夢を聞く。

● ●

Z01009 H12年度 環境教育シリーズ森は海の恋人 016 東映 生活・福祉
気仙沼湾のカキ養殖漁民が大川の源、宝根山に植林する運動を描きながら、森林資源の伐採が山
の機能が喪失し、海を汚染させてしまうという現実を示し、環境保全の大切さを強く訴える。

● ● ●

Z01010 H12年度 四季の星座 019 東映 算数・数学・理科
四季の代表的星座を中心に、一年にわたる星の動きを微速度・追尾撮影でとらえた貴重な映像。星
座の様子や星の動き、明るさ、色の違いを紹介する。

● ● ● ●

Z01011 H12年度 ふるさと私たち　伝統芸能をうけつぐ 018 東映 生活・福祉
神楽・田植え踊り・南部ばやし・しし踊りなど岩手県遠野市に残る伝統芸能を受け継ぐ子供達の生き
生きとした姿を描き、郷土や先人の努力への理解を深め、郷土愛を育てる。

● ● ● ●

Z01012 H12年度
異性とつきあうってむずかしい－３年Ｃ組からの
メッセージ－

020 東映 生活・道徳・特活
中学生による実験デートも盛り込み、異性とつきあうには相手の気持ちを十分理解しながら、自分の
気持ちを相手にしっかり伝えることが大切だということを問いかける。

● ●

Z01013 H12年度 夫の定年　妻の定年－実りある老後のために－ 032 東映 生活・福祉
高齢化社会を迎え、定年後・子育て終了後の夫婦二人だけの人生は長い。その後半生を有意義に過
ごすには、現役の若い内から、互いにどういう関係を培っておくべきかという問題を考える。

●

Z01014 H12年度 職場とあしたの家庭父親の家庭参画 020 東映 生活・福祉
子供は父親に色々なことを相談したがっている。妻も家庭や地域の問題を夫と話し合い、子育てや家
事を共にしたいと思っている。家庭や地域でも父親を必要としている時代であることを訴える。

●

Z01015 H12年度 子供の本音聞こえますか 028 東映 家庭教育
子ども１１０番（電話相談室）には毎日、切実な相談が寄せられている。親や大人への批判や反発、悩
みや不安。二つのケースを通して、親子の信頼を築きあげて行くために何をなすべきかを考える。

●

Z01016 H12年度 反抗　－少年非行を考える－ 030 東映 家庭教育
恐喝暴行傷害事件で検挙された中学生。両親と高校生の姉との家庭や学校生活等を通して、次第に
追い詰められていった深層心理と事件を起こすに至った軌跡を解明しながら、非行防止対策を訴え
る。

●

Z01017 H12年度 転落の構図 030 東映 産業・技術
何が、有能な職員を破滅させたか！！公務員としての行動基準の大切さを鋭く問いかける。企画東京
都職員研修所

●
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Z01018 H12年度 日本の稲作そのこころと伝統 042 東映 学術・教養
日本人の生活及び文化を考える上で、稲作は切り離せない関係にある。稲作だけではなく、今日まで
伝承されている日本各地の様々な農耕儀礼を、２ケ年にわたり克明に記録し描く。

● ● ● ●

Z01019 H12年度 津軽のイタコ 037 東映 学術・教養
イタコとは死者の霊の「口寄」を主な仕事としてきた女性たちのこと。津軽地方にわずかに残るイタコ
の生活と伝統的な巫業の様相を、津軽の人々の思いやりや心の交流を描く。

●

Z01020 H12年度 転校生 054 教配 生活・道徳・特活
大人の間違った考えが子供に差別を植え付け、「いじめ」が起こる。子供の健全育成には、学校、家
庭、地域社会の協力が大切であることを東京から引っ越して来た家族の目を通して訴える。

● ● ●

Z01021 H12年度
スクール・イン・アクション中学生のボランティア
学習マニュアル

020 東映 生活・福祉
人や自然とのふれあいを通して社会にある様々な課題を学び、社会の一員としての役割を探るボラン
ティア学習。より有意義なボランティア学習が実践できるようその流れや進め方を紹介する。

● ●

Z01022 H12年度 ママからのＳＯＳ産後のパパの役割 024 東映 家庭教育
新米パパに積極的な育児参加をすすめる、ビデオ版父子手帳。産後のママの不安を知り、育児や家
事の手伝いをしてもらうため、抱き方・調乳・沐浴など育児のコツを解説する。

●

Z01023 H12年度 幼児の造形０歳からの表現活動 020 東映 家庭教育
幼児の造形活動は子供の頭、手、心の総合的な成長をうながします。０歳から５歳までの造形活動を
追いながら、その活動の意味と発達の道すじを考える。

●

Z01024 H12年度 ハナ肇の　いきがいづくり探訪 027 東京シネ・ビデオ 教育方法・学習者
今や人生８０年時代といわれるが、サラリーマンは定年後の人生について考える機会をもつことが少
ない。定年後の人生を豊かにするためには何が大切なのかを元気印の先輩たちの生き方を通して紹
介する。

●

Z01025 H12年度 仲間たちがいて喜びがある 030 東京シネ・ビデオ 教育方法・学習者
各地で行われている公民館活動の４０年の実践を通して、公民館の役割と存在意義を浮き彫りにし、
生涯学習が広まりつつある今日、公的社会教育施設としての公民館のはたす役割の重要性を訴え
る。

●

Z01026 H12年度 ばさらの時代 028 教配 学術・教養
鎌倉幕府が倒れ、南北朝の動乱が始った時代は、歴史の大きな転換点となり、婆娑羅の風潮が一世
を風靡した。能、花、茶の文化も、この中で原形を作りあげた。この当時の風俗・出来事を描く。

● ●

Z01027 H12年度 柳田国男と遠野物語 025 教配 国語科
柳田国男の名著「遠野物語」のふるさとの遠野市をたずね、民間信仰の傷跡や現に行われている民
間伝承をひきながら、その雰囲気を再現しつつ柳田民族学の側面をもわかりやすく描く。

● ● ●

Z01028 H12年度 平和の使者　青い目の人形物語 030 教配 一般映画・アニメ
「どうして戦争だとお人形と遊んじゃいけないの」平和の親善大使として贈られてきた友情の青い目の
人形が、戦争のなかで敵国のものとしての過酷な運命から人形を救おうとした子供たちの物語。

● ● ● ●

Z01029 H12年度
いま私はこの人への思い　マザー・テレサとその
世界

055 教配 学術・教養
インド、カルカッタのスラム街に身を投じ、愛と献身の活動を続ける修道会「愛の宣教者たち」の創設
者マザー・テレサ。マザーと共に生きる人々の奇跡とも言える人間の生き方を記録する。

●

Z01030 H12年度 十代と妊娠 020 東映 保健体育科
十代の妊娠は精神的にも、社会的にも様々な問題がある。安易な性行為のツケが人工妊娠中絶とい
う結末になならないために、今何が大切なのか考える。

● ● ●

Z01031 H12年度 戦後５０年の歩み 020 学研 社会科
終戦時の廃墟から復興、そして高度成長への発展の道を歩んできた日本の足跡をニュースフィルム
や写真の資料でたどりながら、これからの日本の進むべき道を探る。

● ● ●

Z01032 H12年度 君が知らないたばこの害－中学生とたばこ－ 016 学研 保健体育科
喫煙と脳の働き、あるいは喫煙と運動能力との関係を調べ、喫煙の害を中学生にとっても切実な問題
として捉らえる。さらに、喫煙年令が若ければ若いほど害が大きいことを強く訴える。

● ● ●

Z01033 H12年度 走れメロス 020 学研 一般映画・アニメ
王様の怒りをかったメロスの代りに友が人質になった。メロスが戻ってこないと友が処刑される。友情
と信頼をテーマに、そして勇気をもって行動することをドラマチックに描いたアニメ。原作太宰治

●

Z01034 H12年度 どんぐりと山猫 020 学研 一般映画・アニメ
一郎のところに、山猫からめんどうな裁判があるので来てほしいとはがきが届く。一郎が行くと、どん
ぐりたちが、誰が一番えらいか決めてほしいと裁判長の山猫にせまっていた。宮沢賢治原作

●

Z01035 H12年度 大造じいさんとガン 020 学研 一般映画・アニメ
原作椋鳩十。今年こそガンを捕らえようと執念を燃やす老狩人の大造じいさんと、命がけで仲間を守
るガンの頭領、残雪。大造と残雪の知恵と力をつくした戦いと、心のふれあいを描く。

●

Z01036 H12年度
カメラマン・サワダの戦争～５万カットのネガは
何を語るか

050 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ピューリーツアー賞をはじめ数多くの賞を手にした報道カメラマン・沢田教一氏はベトナムに死んだ。
青森県に生まれた彼が逆境と偏見と戦いながら求めた栄光とは。彼のネガに秘められた心を探る。

●

Z01037 H12年度 現代企業人必携講座ボランティアのすすめ 020 リクルート映像 生活・福祉
多くの人が否定的イメージを持っているボランティア活動。実際に活動している人々の話しを聞き、自
分でテーマを決め、自分が楽しみ、本気で取り組むことの重要性やポイントを紹介する。

●

Z01038 H12年度
ＮＨＫ特集名作１００選赤ちゃん～０歳児からの
メッセージ

045 ＮＨＫソフトウェア 家庭教育
赤ちゃんはまわりの世界をどう理解し行動できるようになるのだろうか。出生後１年間でそれぞれの感
覚はどう発展していくのだろうか。海外などの最新の医学の成果をふまえて明らかにしていく。

●

Z01039 H12年度
ＮＨＫ特集名作１００選こどもたちの食卓～なぜ
ひとりで食べるの

050 ＮＨＫソフトウェア 生活・福祉
子どもたちが描いた千枚の絵が物語る以外な実態。両親がいるのにひとりで食事をしている絵。この
絵を鍵に、孤独な食卓の実態と子どもたちの心と体を蝕む「孤立化現象」を追う。

●

Z01040 H12年度
ＮＨＫ特集名作１００選目撃された大津波～日本
海中部地震の記録

050 ＮＨＫソフトウェア 生活・福祉
昭和５８年５月２６日、秋田県沖でマグニチュード７．７の地震が発生した。この時の津波襲来の記録
から、自然の猛威を見るとともに科学的な分析でこれまでの常識を覆す新しい防災情報を伝える。

●

40/112
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幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z01041 H12年度 名曲美術館９　エルミタージュ美術館Ⅰ 055 インターカルチャー 趣味・芸術
エルミタージュ美術館は、ロシア連邦のサンクトペテルブルクにある国立美術館で約２７０万点を所蔵
する世界有数の大美術館である。その中からダ・ヴィンチやラファエロなど５８点を紹介する。

● ● ●

Z01042 H12年度 名曲美術館１０　エルミタージュ美術館Ⅱ 051 インターカルチャー 趣味・芸術
エルミタージュ美術館は、ロシア連邦のサンクトペテルブルクにある国立美術館で約２７０万点を所蔵
する世界有数の大美術館である。その中からセザンヌやルノワールなど５８点を紹介する。

● ● ●

Z01043 H12年度
まんが日本昔ばなし第１１巻　うばすて山他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～うばすて山；芋ほり長者；だんだらぼっち；ムカデの使い

● ● ●

Z01044 H12年度
まんが日本昔ばなし第１２巻　屁ひり女房他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～屁ひり女房；旅人馬；八郎潟の八郎；猿の恩返し

● ● ●

Z01045 H12年度
まんが日本昔ばなし第１３巻　塩ふきうす他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～塩ふきうす；あとかくしの雪；羅生門の鬼；大歳の火

● ● ●

Z01046 H12年度 まんが日本昔ばなし第１４巻　雪女他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～雪女；岩屋の娘；かしき長者；ソラ豆の黒いすじ

● ● ●

Z01047 H12年度
まんが日本昔ばなし第１５巻　小太郎と母龍他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～小太郎と母龍；オオカミと娘；タヌキと彦市；ねずみの嫁

● ● ●

Z01048 H12年度
まんが日本昔ばなし第１６巻　八つ化け頭巾他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～八つ化け頭巾；クラゲの骨無し；座敷わらし；ナマズの使い

● ● ●

Z01049 H12年度
まんが日本昔ばなし第１７巻　鉢かつぎ姫他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～鉢かつぎ姫；一軒家の婆；ねずみ経；にんじんとごぼうとだいこ

● ● ●

Z01050 H12年度
まんが日本昔ばなし第１８巻　くわず女房他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～くわず女房；蛙になったぼた餅；むりどん；小僧がま

● ● ●

Z01051 H12年度
まんが日本昔ばなし第１９巻　きつねの嫁入り他
３作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～きつねの嫁入り；熊と狐；うぐいす長者；ミソサザイは鳥の王様

● ● ●

Z01052 H12年度
まんが日本昔ばなし第２０巻　カサ売りお花他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～カサ売りお花；船幽霊；赤ん坊になったお婆さん；水神さまと虹の橋

● ● ●

Z01053 H12年度
シートン動物記４　イノシシのあぶく坊や峰の王
者・羊のクラッグ

048 コンセル 一般映画・アニメ
リゼットは森の中で口の回りをあぶくだらけにしたイノシシの赤ん坊をあぶく坊やと名付け飼うことにす
る／見事な角を持ち群れを率いる羊のクラッグをスコッティじいさんは生死をかけて追う。

● ● ● ●

Z01054 H12年度 シートン動物記６　狼王ロボ（前編・後編） 049 コンセル 一般映画・アニメ
狼王ロボは見事な知恵で人間を翻弄していた。困った牧場主はシートンを呼ぶ。／狼王ロボとシート
ンの知恵比べが続く中、雌狼ブランカがシートンの罠にかかる。動揺したロボは・・

● ● ● ●

Z01055 H12年度 シートン動物記１２　灰色熊ワーブの一生 049 コンセル 一般映画・アニメ
母熊に愛情深く育てられた４頭の小熊がいた。人間に襲われ、家族を失い１頭だけ残された小熊の
ワーブは・・／ワーブは体も大きくなり、厳しい自然や人間と闘い、無敵な森の王者となるが・・・

● ● ● ●

Z01056 H12年度
頑張れ農業の担い手たち　未来へ！いきいきＪ
Ａ

060 ＪＡグループ青森 産業・技術
農業を通じて消費者とのコミュニケーションを図る県内のＪＡと農家の後継者たちとの取り組みや現在
と今後の農業経営について、実際にりんご農家を訪ねるリポートをする。

● ●

Z01057 H12年度 劇団「もつけ村」定期公演あに・おんじ 065 劇団「もつけ村」 趣味・芸術
ある家族を舞台に繰り広げられるコメディータッチの劇。全てのセリフが方言で、まったく勉強もせず色
気づくだけの息子と母親の小言のやりとりなど、家族の交流を描く。

●

Z01058 H12年度 鰺ケ沢のむがしこ４光信公一代記 022 鰺ケ沢町教育委員会／ＲＡＢ開発
青森の歴史・伝統・く
らし

鼻輪を手に入れた南部氏は、安東氏から西浜を守るため、延徳３年下久慈より鰺ケ沢種里城へ光信
公をつかせた。光信公は日照田に赤石城、文亀２年に賀田に大浦城をつくり津軽統一の礎を築いて
いく様子を描く。

● ● ● ●

Z01059 H12年度 炎の証言　～打ち続けた空襲～ 030 社団法人日本戦災遺族会 学術・教養
昭和２０年７月１５日室蘭の艦砲射撃や８月２日富山大空襲、８月８日八幡大空襲など、太平洋戦争
中の空襲、爆撃の大きさ悲惨さを当時の様子を体験した人々の話しを聞きながら紹介する。

● ●

Z01060 H12年度 資源が生きるＰＥＴボトルリサイクル 016 ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会 生活・福祉
ペットボトルリサイクルの過程を説明し、実際に私たちが係わる回収方法を袋回収にし、回収地点をゴ
ミ置場と同じにするなどの、現在行なわれている工夫や市や企業の取り組みを紹介する。

● ● ● ●

Z01061 H12年度 うっかり奥さまのＰＥＴボトルリサイクル 018 ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会 生活・福祉
石油を原料とするペットボトルは、軽い、丈夫、美しい、衛生的という性格をもつ。ペットボトルのペット
君がリサイクルの必要性と資源とゴミの分別方法をわかりやすく解説する。

● ● ● ●

Z01062 H12年度 幕末太陽傳 110 （株）にっかつ 一般映画・アニメ
金がないのに仲間と共に遊んだ伊之助は、遊郭に住込む。尊皇壤夷に揺れ動く幕末の品川遊郭で繰
り広げられる艶笑秘聞。むつ市出身川島雄三監督の代表作品。フランキー堺、左幸子、石原裕次郎。

●

Z01063 H12年度 雁の寺 098 大映（株） 一般映画・アニメ
京都衣笠山麓の狐峰庵。住職の慈海は画家の死のまぎわに愛人の里子の面倒を頼まれた。寺での
二人の日々を子坊主の慈念が見つめる。やがて恐ろしい結末が。若尾文子、原作水上勉、監督川島
雄三。

●

41/112
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幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z01064 H12年度 忍ぶ川 110 東宝（株） 一般映画・アニメ
料亭「忍ぶ川」で出会った哲郎と志乃。志乃の元に通ううちに、二人はお互いの過去を明しあい二人
の心は一つとなる。ある日哲郎は志乃に婚約者がいることを知る。栗原小巻、加藤剛、原作三浦哲郎

●

Z01065 H12年度 山のかなたに 108 国際放送（株） 一般映画・アニメ
緑豊かな信州の中学校で、特攻隊くずれの生徒たちが自棄を起こし、暴れていた。教師の上島は彼
らのすさんだ心を元に戻したいと奮闘する。石坂洋次郎原作の青春映画の傑作。池部良、角梨枝子

●

Z01066 H12年度 日本名作ドラマ　斜陽 088 松竹 一般映画・アニメ
没落貴族の家庭を舞台に、最後の貴婦人の母、薬に溺れる弟、恋と自らの革命のために生きようとす
る娘かず子、三人三様の滅びの姿を描く。太宰治の代表作品。紺野美沙子、根津甚八、司葉子

●

Z01067 H12年度 オジロの海 111 松竹 生活・福祉
不治の病をえている外科医の父親、家庭内暴力の息子。ふるさと奥尻島をバックに親と子の愛を雄大
に描く。親子の断絶という問題に正面から取り組む。

●

Z01068 H12年度 まんがイソップ物語　北風と太陽　他全６話 066 コンセル 一般映画・アニメ
イソップ物語から楽しいためになるお話しを６話収録。北風と太陽、アリとハト、りこうなニワトリ、王様
を求めるカエルたち、キツネとツル、馬とロバ

● ●

Z01069 H12年度
まんがイソップ物語　金の卵を産むニワトリ　他
全６話

066 コンセル 一般映画・アニメ
イソップ物語から楽しいためになるお話しを６話収録。金の卵を産むニワトリ、農夫とその子どもたち、
欲張りな犬、ロバとオンドリとライオン、オオカミと子ギツネ、キツネときこり

● ●

Z01070 H12年度 イソップ童話　アリとキリギリス他全４話 021 日本コロンビア 一般映画・アニメ
イソップのおなじみのお話しをかわいいアニメで描く。４話収録。アリとキリギリス、鹿とぶどう、ロバと
親子、ライオンとねずみ

● ●

Z01072 H12年度
アンデルセン物語　マッチ売りの少女　なかよし
はいつまでも

046 日本コロンビア 一般映画・アニメ
飲んだくれのお父さんと暮らす貧しい少女アンナが、父の言い付けで町にマッチを売りにいく。そこで
起こる不思議なできごとの数々を描く。マッチ売りの少女；なかよしはいつまでも、２作品を収録

● ●

Z01073 H12年度 アンデルセン物語　裸の王様　鉛の兵隊 046 日本コロンビア 一般映画・アニメ
正直者にしか見えないという不思議な布を織るという詐欺師。洋服好きな王様は２人の詐欺師にだま
され、町を裸で歩き回る。だれも王様が裸だといえないが・・裸の王様；鉛の兵隊、２作品を収録。

● ●

Z01074 H12年度 アンデルセン物語　人魚姫 069 日本コロンビア 一般映画・アニメ
いたずらっ子の人魚のお姫様がある日、絶対に行ってはならないと言われていた海の上に行ってし
まった。その時出会った王子様に恋をして、あらゆる方法で王子に近づくが、悲しい別れが待っていた

● ●

Z01075 H12年度
大蔵省造幣局くらしとともに造幣局造幣局の案
内

020 大蔵省造幣局 生活・福祉
貨幣は私たちの経済社会を支えている。その貨幣を造っている大蔵省貨幣局の歴史や現在行なわれ
ている勲章、金属工芸品の製造、金属製品の試験検定、貨幣セットの製造販売などの業務を紹介す
る。

●

Z01076 H12年度 ほねほね　なぜなぜ　カルシウムトラベラー 020 （社）全国牛乳普及協会 技術・家庭・産業
現代社会では生活が不規則になり、加工食品や外食が増え、栄養に偏りがある。その中でカルシウ
ム不足により、骨折しやすくなるなどの問題をあげ、カルシウムの必要性と働きを説明する。

● ● ● ●

Z01077 H12年度 ウィーンに響く津軽の歌声 047 青森放送 趣味・芸術
五所川原市にある社会人の男女混声合唱団がアマチュア合唱コンクールグロスマン賞コンテストで１
位となり、ウィーンでコンサートを開くこととなった。練習風景やコンサートの様子を紹介する。

●

Z01078 H12年度
あなたをまっている人がいる血液難病から命を
救う骨髄移植

015 （社）日本広報協会 スポーツ・健康
骨髄移植は白血病などに有効な治療である。しかし、ドナーの数は不足しており、必要性が高まって
いる。ドナーになる方法や具体的な治療の内容を紹介する。

● ●

Z01079 H12年度
宇宙へ、そして・・・宇宙ステーション時代に向け
て

023 宇宙開発事業団 学術・教養
宇宙の研究開発として、宇宙開発事業団が行なっている宇宙の位置を利用した地球観測、環境を利
用した国際宇宙ステーション、宇宙輸送システムについて、その研究開発の歴史を追い説明する。

● ● ●

Z01081 H12年度 鉄腕アトム　史上最大のロボット 100 にっかつ 一般映画・アニメ
やさしくて、１０万馬力のロボット・アトムは、地球を悪から守るために様々な強敵と戦い続けている。
永遠のヒーロー、アトムがよみがえるレトロアニメの傑作。原作手塚治虫

● ● ● ●

Z01082 H12年度 ドラえもん　のび太と雲の王国 101 東宝 一般映画・アニメ
雲の王国を作ったのび太たちは、雲の上に別の天上世界を発見する。天上人は地上人の環境破壊
で危機にあった動物たちを救っていたが、天上人の生存も危うくなってきた。原作藤子・Ｆ・不二雄

● ● ● ●

Z01083 H12年度 野生のさけび第１巻　山の太郎グマ／カガミジシ 049 クラウン 一般映画・アニメ
春夫は熊の太郎と仲良くなった。太郎は自分の小熊をさらった大鷲と闘う。／源助じいさんの賢いカガ
ミジシを仕留めようという執念がとうとう実をむすぶ。原作　椋鳩十

● ● ● ●

Z01084 H12年度 野生のさけび第５巻　金色の足あと／森の王者 049 クラウン 一般映画・アニメ
親ギツネの子を思う心に感動した正太郎は、子ギツネを助けようと決心した。／ジョージは狼の血をひ
く小犬のロッキーを育てていた。ロッキーは森に帰されるが・・・　原作　椋鳩十

● ● ● ●

Z01085 H12年度
野生のさけび第６巻　王者の座／みかづきとタ
ヌキ

049 クラウン 一般映画・アニメ
敗戦を迎えた時、南の小島に軍用犬がおきざりになった。ナチは野犬のボスとなり生き延びる。／子
ダヌキ、ポン太は曲芸師に売られる。ポン太は子ダヌキを火事から救おうとしたが。原作椋鳩十

● ● ● ●

Z01086 H12年度 野生のさけび第９巻　マヤの一生／白いサメ 049 クラウン 一般映画・アニメ
戦争中は犬を飼うことを非国民呼ばわりされ、瑶二から愛犬マヤが連れさらわれる。／漁師の春吉と
文太郎の父親は白いサメの犠牲になった。二人は協力してサメと闘う。原作椋鳩十

● ● ● ●

Z01087 H12年度
野生のさけび第１０巻　南島のシシ白耳／月の
輪グマ

049 クラウン 一般映画・アニメ
白耳と呼ばれるイノシシが島中のサトウキビ畑を荒らす。藤吉たちは白耳たちを捕らえようとする。／
狩人サブは子グマの生捕りを引き受けた。母熊の子熊を助けようとする姿に接する。原作椋鳩十

● ● ● ●

Z01088 H12年度
野生のさけび第１１巻　底なし谷のカモシカ子ジ
カのホシタロウ

049 クラウン 一般映画・アニメ
武夫は父とカモシカのリーダー山王と群れを追っていた。撃たれた山王は群れを隠し洞へ導いた。／
野犬に襲われ海へ転落し溺れかけたハナ子を救うためにホシタロウは海に飛込んだ。原作　椋鳩十

● ● ● ●
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Z01089 H12年度 野生のさけび第１２巻　野獣の島／赤い霜柱 049 クラウン 一般映画・アニメ
健次は兄の命を奪った大鹿”黄金”を追いつめた。大鷲の爪から健次を救ったのは黄金だった。／キ
ツネ狩りをしようとする村人と山枯れを防ぐためにはキツネを守ろうとする少年たち。原作　椋鳩十

● ● ● ●

Z01090 H12年度 野生のさけび第１３巻　大空に生きる 049 クラウン 一般映画・アニメ
源次は兄ワシをタケルと名付け飼い馴らそうとした。タケルは妹ワシとともに源次のもとから空に飛び
たった。タケルへの愛着を切ることのできない源次は愛犬タロと共に旅にでた。　原作　椋鳩十

● ● ● ●

Z01091 H12年度
シートン動物記２　少年とオオヤマネコギザ耳う
さぎ

049 コンセル 一般映画・アニメ
熱病で動けず山小屋にいる少年たちは、食べ物を求めるオオヤマネコに襲われ必死で戦うが…／ギ
ザ耳のうさぎの坊やは母うさぎに敵からの身の守り方、食べ物の探し方を教わるが、ある日…

● ● ● ●

Z01092 H12年度
シートン動物記１１　カラスの隊長シルバース
ポット暴れ猿ジニー

048 コンセル 一般映画・アニメ
カラスの大群のリーダー、シルバースポットは頭が良く、若いカラスの教育もしていたのだが…／移動
動物園に送られてきた暴れ猿ジニーは飼育係ボナミーの努力も虚しく心を開こうとしない。

● ● ● ●

Z01093 H12年度 ガリヴァー旅行記 086 アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
小人の国へ迷い込んだガリバーの旅行紀を美しい色彩で描く。「ポパイ」で知られるフライシカー兄弟
が作った作品。原作　ジョナサン・スウィフト　監修淀川長治　字幕スーパー

●

Z01094 H12年度 まんが偉人物語１１　野口英世／レントゲン 022 コンセル 学術・教養
野口英世は左手に負った大やけどの手術を体験して医者になろうとし決心し、数々の研究の成果をお
さめた。／レントゲンは数学や物理学の教授になりレントゲン電流やＸ線を発見して第一回ノーベル物
理学賞を受賞した。

●

Z01095 H12年度 まんが偉人物語１２　モーツァルト／ワシントン 022 コンセル 学術・教養
モーツァルトは神童といわれ、１１歳ごろから活発に作曲活動を始め３５年の短い生涯にすぐれた作品
を多数残した。／ワシントンはイギリスとの戦いでアメリカ独立軍司令官として革命戦争を勝利へと導
き独立をなしとげた。

●

Z01096 H12年度 まんが偉人物語１３　キュリー夫人／ゴッホ 022 コンセル 学術・教養
キュリー夫人は新しい放射性元素、ラジウムを発見、夫とともにノーベル物理学賞を受賞した。／ゴッ
ホは２７歳で画家になる決心をし印象派と浮世絵の影響を受け「ひまわり」などの情熱的な作品を残し
た。

●

Z01097 H12年度 まんが偉人物語１４　夏目漱石／ファーブル 022 コンセル 学術・教養
夏目漱石は先生や留学などを経験して小説を発表、近代日本文学に大きな影響を与えた／ファーブ
ルはデコフールの論文に感動し、昆虫の研究に一生をささげる決心をして「昆虫記」を書き続けた

●

Z01098 H12年度 まんが偉人物語１５　ノーベル／コッホ 022 コンセル 学術・教養
ノーベルはニトログリセリン火薬の研究を完成させ、ダイナマイトを発明／コッホは細菌の培養方法、
結核菌、コレラ菌などを発見し、結核に関する研究によりノーベル医学、生理学賞を受賞した。

●

Z01099 H12年度 まんが偉人物語１６　ベートーベン／ワット 022 コンセル 学術・教養
ベートーベンは貧しく耳の病気に絶望しても人類のために高い芸術を作る決心をし、感動をよぶ名曲
を生む。／ワットは２０歳で出した店で修理や改良を重ねて発明を生み、ピストン運動を利用した蒸気
機関を発明

●

Z01100 H12年度 まんが偉人物語１７　福沢諭吉／リンドバーク 022 コンセル 学術・教養
福沢諭吉は身分の低い武士の子として生まれたが外国でも勉強し、一生涯学問と教育の発展に尽く
した／リンドバークは曲芸飛行士だったが単葉機でニューヨーク、パリ間を３３時間で初の無着陸横断
飛行に成功。

●

Z01101 H12年度 まんが偉人物語１８　グリム兄弟／ロダン 022 コンセル 学術・教養
グリム兄弟は苦学して大学の教授となり「グリム童話集」をまとめた。「ドイツ大辞典」の業績も不滅で
ある。／ロダンは１４歳から彫刻をはじめ建物やかざりなどの彫刻の仕事をして近代芸術家としての
地位を確立した。

●

Z01102 H12年度 まんが偉人物語１９　聖徳太子／三蔵法師 022 コンセル 学術・教養
聖徳太子は１９歳で摂政となり、３０歳で十七条憲法を制定、国家の在り方や政治従事者への訓戒を
とく。／三蔵法師は１３歳で出家し、中国各地で学び、インドでは仏教を学び、亡くなるまでに１３３５巻
を翻訳。

●

Z01103 H12年度 まんが偉人物語２０　ナイチンゲール／ミレー 022 コンセル 学術・教養
ナイチンゲールはドイツで看護法を学び、クリミヤ戦争では敵と味方の区別なく負傷者の手当をした。
／ミレーはサロンに出品した「乳入れを運ぶ女」で注目され貧苦と病弱にたえつつ、農民の姿を描き続
けた。

●

Z01104 H12年度
開高健の天山北路大探査行神秘の氷河湖に謎
の巨大魚を追って

101 文芸春秋 学術・教養
ハナス湖で巨大生物が発見されたという記事を手にした開高健は、シルクロードの都市ウルムチを北
上し、少数民族の村をぬけてハナス湖に到着する。氷雪の山脈を仰ぐ氷河湖に彼らを待つものと
は？

●

Z01105 H12年度
親と子のマイカーキャンプ－家族で楽しむアウト
ドアライフ

047 松竹 スポーツ・健康
初心者にもよくわかるオートキャンプの基礎知識を紹介する。キャンプのプランニングから撤収の手順
まで。アウトドア料理やテントの使い方、応急処置法などを含めたチェックポイントを解説する。

●

Z01106 H12年度
ＮＨＫ趣味百科　安野光雅風景画を描く１風景画
を描く

047 日本コロンビア 趣味・芸術
安野光雅を講師に、ゴッホ終焉の地を尋ねて遠近法から解放されて自由に描く楽しさを語る。見取り
枠を使ってゴッホの教会を描いたり、紙工場で紙ができるまでを見学する。

●

Z01107 H12年度
ＮＨＫ趣味百科　安野光雅風景画を描く２フラン
スの街

043 日本コロンビア 趣味・芸術
安野光雅を講師に、フランスの美しい古い街を行く。たくさんの人の中で描く場合、俯瞰で描く場合、動
いている人を描く場合など、実際に春のフランスの街の風景を描きながら考えていく。

●

Z01108 H12年度 皆金色の極楽浄土　中尊寺　金色堂 033 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
平安時代後期、奥州藤原氏は岩手県平泉町に美術工芸の粋を集めて金色堂を造った。極楽往生へ
の願いの結集で平泉文化の代表作「中尊寺金色堂」の華麗さと大規模な黄金文化を紹介する。

● ● ●

Z01109 H12年度 光あふれる島々ハワイ 060 文芸春秋 外国語・国際理解
ワイキキビーチ、カウアイ島、キラウェア火山など変化に富んだ景観や、マリンスポーツの最適スポッ
ト、珍しい動植物や知られざる激動の歴史まで、常夏の楽園ハワイをあますところなく紹介する。

● ● ●

Z01110 H12年度 アフリカの魂ケニア　アフリカの魂 050 文芸春秋 生活・福祉
広大なサバンナに恵まれたケニアは世界でも有数の動物たちの聖域。シマウマ・象・ヌ一の大群のほ
か、マサイ族の暮らしなど満足と充実感を与えてくれるケニアの大自然を紹介する。

●

Z01111 H12年度 東洋のエメラルド　タイ 060 文芸春秋 外国語・国際理解
日々の生活に浸透しているタイの都市、バンコク・チェンマイの仏教に関わる美しい建物や闘鶏、タイ
式ボクシングや自然など、多様性に富むタイの魅力を美しい映像で描く。

● ● ●
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Z01112 H12年度 大自然との対話　カナダ 075 文芸春秋 外国語・国際理解
近代的風景や人跡未踏のフロンティアなどの多彩な魅力をみせるカナダ。大自然の美しさや野生動
物の姿などのほか、多様な民族が織りなす文化にふれカナダのスケールの大きさと魅力を紹介する。

● ● ●

Z01113 H12年度 甦る恐竜１　三畳紀・ジュラ紀 020 コンセル 算数・数学・理科
三畳紀後期に出現した原始恐竜コエルロサウルスがめざましい進化を遂げる様子をＣＧイラストで再
現し、骨格から再現された声も集録する。テイレル古生物学博物館の協力を元に恐竜の謎が明され
る。

● ● ● ●

Z01114 H12年度 甦る恐竜２　ジュラ紀 020 コンセル 算数・数学・理科
ジュラ紀は気候の影響でブラキオサウルスなどの草食恐竜が進化した。ＣＧを使った骨格の復元やテ
イレル古生物学博物館のコレクションを公開し、恐竜の謎を解き明かす。

● ● ● ●

Z01115 H12年度 甦る恐竜３　ジュラ紀・白亜紀 020 コンセル 算数・数学・理科
ジュラ紀に勢力を拡大し、繁栄した恐竜は白亜紀に入りさらに進化する。史上最強のティラノサウル
ス、トリケラトプスの姿をＣＧで再現するほかテイレル博物館の協力により恐竜絶滅の謎に迫る。

● ● ● ●

Z01116 H12年度 ワイルド・スワン　ユン・チアン 060 ＮＨＫソフトウェア 一般映画・アニメ
毛沢東没後、動乱の中国の歴史を生きぬいた作家ユン・チアンと母の心の交流を描く。毛沢東の演説
や文化大革命など当時の映像や本人の語りで、ワイルド・スワンの世界を映し出す。字幕スーパー

●

Z01117 H12年度 学校 129 松竹 一般映画・アニメ
東京下町の夜間中学校で、クラスメートの死をきっかけに、幸せとは何なのかを話し合う。世の中のひ
ずみが象徴的に現れる教育問題を通して日本の良心を訴える。監督山田洋次、西田敏行

●

Z01118 H12年度 二十四の瞳 162 松竹 一般映画・アニメ
若い女教師と１２人の教え子たちの師弟愛と心優しい人間たちを引き裂いていった時代の悲劇を終戦
に至るまでの約２０年間を通して小豆島の自然を舞台に描く。高峰秀子、監督木下恵介、原作壷井栄

●

Z01119 H12年度 ＮＨＫ特集名作１００選ドラマ教員室 060 ＮＨＫソフトウェア 一般映画・アニメ
校内暴力の嵐が吹き荒れた頃の福岡市内の中学校を舞台に、教員室が生徒に襲われるかもしれな
いという状況での教師の苦悩と模索を描く。教師の姿、学校の在り方という理想の教育を考える。脚
本山田太一

●

Z01120 H12年度
やっぱり子供を育てたい　育児を支える新しい
環境づくり

016 総理府 家庭教育
育児に対する不安が高まり、少子化が深刻化している。国による子育て支援事業エンゼルプランと一
時保育、延長保育の実施という変化しつつある保育の現場を訪ね安心できる子育ての現状を紹介す
る

●

Z01121 H12年度 地球砂漠化ってどんなこと？ 024 （財）日本環境協会 生活・福祉
今、地球規模で問題になっている砂漠化。砂漠化は自然災害や人が生きるための様々な活動による
環境問題である。このため世界各国が協力して、砂漠化を防ぐための政策を行なっていることを紹介
する。

● ● ●

Z01122 H12年度 地に山に海に農林水産リポート 060 農林水産省／農林放送事業団 産業・技術
わたしたちが豊かな食生活を送るための基本となっている日本の農林水産業の現状と、現在の世界
の農林水産業の流れを山口良一と伊勢昭子が農業・林業・食料サミットの順に紹介する。

● ● ●

Z01123 H12年度 中世の里まちづくり 024 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、歴史のある自分たちの町を「中世の里」と親しみをこめて読んでいる。北畠氏城跡と”中世
の館”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。

● ● ●

Z01124 H12年度 伝承とボランティア東通村・能舞 019 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

下北郡東通村では５００年の間、能舞が伝えられてきた。伝承は老・壮・青・若と世代を越えた伝承活
動に支えられている。郷土芸能の伝承活動をボランティアの視点から描く。

● ● ● ●

Z01125 H12年度 八戸漁業近代化の父　長谷川藤次郎 015 八戸市視聴覚センター
青森の歴史・伝統・く
らし

長谷川藤次郎は、明治から大正に生き、綿糸を使った改良あぐり網やらせんと丸いしめ胴どを考えだ
した。それまでの漁業に改良を加え、八戸水産漁業の近代化に大きく貢献したことを紹介する。

● ● ●

Z01126 H12年度
台所でできるおもしろ理科実験　教えて！ボルタ
先生

024 （財）科学技術広報財団 算数・数学・理科
ミニ四駆で遊んでいた三人組は、電池切れをきっかけに自分たちで電池を作ろうとする。２００年前の
本の世界に吸込まれた３人は電池を発見したボルタ先生の実験室を訪ねた。

●

Z01127 H12年度 Ｌｅｔ’ｓ　ＶＩＣＳかしこく使って快適ドライブ 018 （社）自動車工業振興会 生活・福祉
ビーコン（信号搭）から交通情報を車に搭載したモニターに文字、図形、地図で表示することにより、交
通渋滞の緩和や交通事故減少、環境保全に役立つシステムＶＩＣＳと最新の交通システムを紹介

● ●

Z01128 H12年度
平成８年度版美しく豊かな言葉をめざして自己
紹介　あいさつ

033 文化庁 国語科
私たちの生活の中でくり返される自己紹介やあいさつが人と人の心をどのように結ぶのかとその大切
さをドラマ風に紹介している。工夫ある自己紹介は、新しい人間関係を作る大きなきっかけとなる。

● ● ●

Z01129 H12年度
第十二回むつ下北地区子供会郷土芸能発表会
Ｈ９．２．２

120
むつ・下北地区子供会育成連合
会

青森の歴史・伝統・く
らし

平成９年２月２日、下北文化会館大ホールにて行なわれた、第１１回むつ下北地区子ども会、郷土芸
能発表会の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01130 H12年度
青森県の自然シリーズ１うみねこと海辺の植物
種差海岸の自然

020 青森県自然保護課 学術・教養
リアス式の海岸線が約１０ｋｍ続く種差海岸。春を告げるウミネコの天然記念物の営巣地蕪島への飛
来。波に近い所で育つハマニンニク。岩の割れ目で育つネムロスゲなどの海辺の植物など種差海岸
の自然を紹介する。

● ● ● ●

Z01131 H12年度 親の目子の目　私らしく 028 静岡放送／民教協 家庭教育
子供たちだけの、世界の人権について考える会「シンクオブアース」の委員長鈴木瑠美さんは、帰国
子女。自分らしさを隠すことで日本の生活に慣れた自分を変え、自分らしさを忘れず活動を続ける姿
を紹介する。

● ● ●

Z01132 H12年度 橋本総理の外交記録Ⅱ 035 （社）ニュース映画制作者連盟 生活・福祉
平成８年２月の米国訪問、６月リヨンサミット出席、８月中南米諸国歴訪、９月第５１回国連総会での演
説、１１月ＡＰＥＣ出席、１月ＡＳＥＡＮ諸国歴訪までの橋本総理の外交の様子を紹介する。

● ●

Z01133 H12年度
太陽の子メグちゃんの水産業案内　わたしたち
の食生活と農業

015 （社）農林放送事業団 産業・技術
魚や貝・海草はどのようにして私たちの食卓へやってくるのかを考える。漁業の種類、水産加工品、
流通などを、これからの日本や漁業の視点から、アニメを使いわかりやすく説明する。

●

Z01134 H12年度
日本の機械工業シリーズ大きな精密機械エンジ
ン

023 （社）日本機械工業連合会 産業・技術
物を動かす力、動力をつくりだす機械エンジン。それにはディーゼルエンジンやガソリンエンジンといっ
たいくつかの種類がある。それぞれの仕組と特徴、長所や短所を図解し、わかりやすく紹介する。

● ● ●
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Z01135 H12年度
青森県の自然シリーズ５岬と寒立馬の四季桑畑
山周辺の自然

024 青森県自然保護課 学術・教養
東通村尻屋崎とその周辺は、明治４５年から植林が続けられた黒松の海岸防災林と芝生の広がる海
岸段丘となっている。その地に生きづくフクジュソウなどの植物や動物、寒立馬の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01136 H12年度
青森県の自然シリーズ６ブラキストン線の四季
津軽海峡沿岸の自然

023 青森県自然保護課 学術・教養
津軽海峡はブラキストン線とされている。この境界線より本州側は三厩村の竜飛崎、小泊村権言崎が
ある。この地は気温が低く植物の生育には向かない。そんな中、生き続ける自然を紹介する。

● ● ● ●

Z01137 H12年度
青森県の自然シリーズ７湖を巡るシンフォニー
小川原湖沼群の四季

021 青森県自然保護課 学術・教養
青森県最大の小川原湖は海水と淡水が混じりあう気水湖である。この小川原湖と市柳沼や田面木沼
を合せた小川原湖沼群に生息するミツガシワやショウジョウバカマ、オオセッカなどの動植物を紹介す
る。

● ● ● ●

Z01138 H12年度
南部氏八百年の歴史　私たちのまちと南部氏
学校用

036 南部首長会議 家庭教育
青森県の南部町や八戸市、山梨県の南部市や身延町、岩手県盛岡市などの南部氏にゆかりのある
市や町を訪ね、南部氏のたどった歴史を各地に残る石碑や身延山久遠寺などの寺を通して紹介す
る。

● ● ●

Z01139 H12年度 南部氏八百年の歴史　私たちのまちと南部氏 060 南部首長会議
青森の歴史・伝統・く
らし

青森県の南部町や八戸市、山梨県の南部市や身延町、岩手県盛岡市などの南部氏にゆかりのある
市や町を訪ね、南部氏のたどった歴史を追い、各地に残る祭りや特産品、各市町の歴史的関係を紹
介する

● ● ●

Z01140 H12年度
エネルギーの未来みんなで考えよう２１世紀の
エネルギー

018
新エネルギー・産業技術総合開発
機構

学術・教養
２１世紀に向けた新エネルギーの課題・目標・特色を地球と人間とのかかわりから考える。「運動とエ
ネルギー」「仕事とエネルギー」「工科学技術の進歩と人間生活」

● ● ●

Z01141 H12年度 まんが偉人物語１　ライト兄弟／ベーブルース 022 コンセル 学術・教養
ライト兄弟はアメリカに生まれた発明家。多くの実験の後に世界発の動力飛行に成功する。／ベーブ
ルース。アメリカの野球選手。大リーグ史上空前の強打者でホームラン１７４本の記録を残す。

●

Z01142 H12年度 まんが偉人物語２　エジソン／メンデル 022 コンセル 学術・教養
エジソンはアメリカに生まれ、母親の家庭教育で学んだ。電話、蓄音機、白熱電燈を発明する。／
オーストリアに生まれた遺伝学者メンデルは遺伝の実験を始め「メンデルの法則」を発表する。

●

Z01143 H12年度 まんが偉人物語３　ヘレンケラー／シートン 022 コンセル 学術・教養
大病のため、目・耳・口が不自由になったヘレンケラー、苦難を乗り越え人々を勇気づけた。／シート
ンはイギリスの動物学・文学者。自分でさし絵を書き「動物記」を出版した。

●

Z01144 H12年度 まんが偉人物語４　坂本竜馬／リンカーン 022 コンセル 学術・教養
坂本竜馬は江戸末期に明治維新の基礎を作ったが、志半ばで何者かに暗殺された。／リンカーンは
州議員、弁護士、国会議員をへて大統領となり、奴隷解放宣言をした。

●

Z01145 H12年度
まんが偉人物語５　ガリレオガリレイ／コペルニ
クス

022 コンセル 学術・教養
ガリレオ・ガリレイはイタリアの物理学者で、「それでも地球は回る」という名言を残した。／コペルニク
スは医学、神学、天文学などを学び、特に天文学では地動説を唱えた。

●

Z01146 H12年度 まんが偉人物語６　コロンブス／一休 022 コンセル 学術・教養
探検家コロンブスはアメリカ大陸を発見し、ヨーロッパの新大陸進出のさきがけとなった。／一休お尚
は、生涯一定の寺に住むことなく、様々な人々と交際し、人間的・民衆的な禅を広めた。

●

Z01147 H12年度 まんが偉人物語７　ニュートン／ダーウィン 022 コンセル 学術・教養
ニュートンはイギリスの物理学者で、りんごが木から落ちるのを見て万有引力の法則を発見した。／
ダーウィンは医学や神学を学び、進化説を述べた「種の起源」著す

●

Z01148 H12年度 まんが偉人物語８　紫式部／マルコポーロ 022 コンセル 学術・教養
紫式部は平安中期の女流作家で「源氏物語」をつくった。／マルコポーロは「東方見聞録」で中国と日
本と繁栄の様子をヨーロッパへ伝えた。

●

Z01149 H12年度 まんが偉人物語９　アンデルセン／ベル 022 コンセル 学術・教養
アンデルセンは「マッチ売りの少女」など多くの童話を書き、世界中の子供達に親しまれる。／発明家
ベル。音声学の知識を生かしてろうあ教育に当たり、磁石式電話機を発明した。

●

Z01150 H12年度
まんが偉人物語１０　レオナルドダビンチ／グー
テンベルグ

022 コンセル 学術・教養
レオナルドダビンチはイタリアに生まれた万能の天才。美術家、技術家、科学者。／グーテンベルグ
は活版印刷技術の創始につとめた技術者で、ドイツに生まれた発明家。

●

Z01151 H12年度 ビデオで交通安全　１　歩くとき 015 コンセル 生活・福祉
人は右、車は左の原則はもちろん、道路を歩くときの色々なマナーを身につけさせ、交通安全の大切
さを認識させる。

● ●

Z01152 H12年度 ビデオで交通安全　２　信号とふみきり 015 コンセル 生活・福祉
私たちの周りには、色々な約束事がある。音や色で示す合図もその一つ。子供たちにふみきりでの合
図の意味や必要性やルールやマナーについて説明する。

● ●

Z01153 H12年度 ビデオで交通安全　３　横断歩道 015 コンセル 生活・福祉 「止まる、待つ、右・左・右を見て手を上げて渡る」という横断歩道の渡り方を説明する。 ● ●

Z01154 H12年度 ビデオで交通安全　４　あぶないとび出し 015 コンセル 生活・福祉
「とび出し」は子供の事故原因の半数を超える。とび出すことの危険性を繰り返し教えるとともに、とび
出す機会を作らないように保護者が注意すること、交通安全の大切さを説明する。

● ●

Z01155 H12年度 ビデオで交通安全　５　自転車とくるま 015 コンセル 生活・福祉
バスの乗り場では順序よく並ぶ、自転車は決められた場所で乗る、乗用車ではシートベルトを着用す
る、などの乗り物に応じた決まりがあることを紹介する。

● ●

Z01156 H12年度 ビデオで交通安全　６　道路の危険 015 コンセル 生活・福祉
子供の回りには、様々な危険が潜んでいる。危険な場所とそこで遊ぶとどんな事態が起こるかを説明
し、交通安全の大切さ紹介する。

● ●

Z01157 H12年度 ふしぎ・おやおや昆虫・動物のくらし 030 クラウン 学術・教養
夏の夜、森を訪ねると樹液を求めてたくさんの虫たちが集ってくる。水の中の昆虫たちや海辺のカニ
たち、雪の中の生物たちの暮らしの不思議を紹介する。

●
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Z01158 H12年度 ふしぎ・おみごと鳥・虫・動物のからだ 030 クラウン 学術・教養
鳥、虫、動物たちは自分の持つ口ばしや足・鼻などをどのようにして使うか。ゾウの長い鼻での水飲
み、ハチやトゲウオの家づくりなど生き物によって違うみごとな能力を紹介する。

●

Z01159 H12年度 ふしぎ・おもしろ動物親子のくらし 030 クラウン 学術・教養
ユーカリの葉を食べ、木の上で眠るコアラ。お母さんのお腹の袋に入るカンガルー。いたずら大好きチ
ンパンジー。お腹に乗せた石で貝を割って食べるラッコなどいろんな動物親子が登場する。

●

Z01160 H12年度 ふしぎ・さすが海のヒーローたち 030 クラウン 学術・教養
子供達の大好きなイルカやクジラ、マンタ、サメなど、海に住む約２０種類の大きな生物たちを紹介す
る。イルカとクジラの違いや息の仕方、食べ物など子供達の素朴な疑問に博士が答える。

●

Z01161 H12年度 ふしぎ・なるほど魚たちのひみつ 030 クラウン 学術・教養
海の生物たちの中から、家を貸すイソギンチャクや他の魚の掃除をするホンソメワケベラ、大きな群を
作っるバラクーダなど、魚たちの生活や体の仕組、子育てなどの疑問と秘密に迫る。

●

Z01162 H12年度
だれでもわかるあのトリこのトリ４１種　身近な鳥
たち

021 クラウン 学術・教養
ちょっと気をつければ、わたしたちのまわりにも、こんなにたくさんの種類のトリがいる。４１種類のかわ
いいトリたちを紹介し、トリを見るたのしさを描く。

● ● ● ●

Z01163 H12年度 高山植物ＢＧＶ 045 山と渓谷社 学術・教養
山麓から稜線にかけて咲く花たち。ショウジョウバカマ、エンレイソウ、シラネアオイ、ニッコウキスゲ、
ミヤマシオガマ、イワベンケイ、シナノキンバイ、ミヤマオダマキなど約１００種を収録し紹介する。

●

Z01164 H12年度 ファーザー・クリスマス日本語吹替版 030 コンセル 一般映画・アニメ
みなさんは、サンタクロースはふだんは何をしていると思っていますか。今年こそはと豪遊の旅にでか
けたサンタクロースは、そこでも大騒ぎに・・・。でも、ちゃんとプレゼントは配ります。

● ●

Z01165 H12年度 ＮＨＫ特集名作１００選東京大空襲 050 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
東京大空襲の爆撃命令書や、空襲時の映像記録、証言などを中心に、空襲がもたらした惨禍と日本
焦土作戦全体を貫くアメリカ軍の戦争遂行の思想を解明する。

●

Z01166 H12年度 ＮＨＫ特集名作１００選ジョバンニの銀河１９８３ 050 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
世界で多くの作品が翻訳されている宮沢賢治。内に宇宙を持つ作家といわれた賢治の詩的世界を化
学の実験と画家のパウル・クレーの絵で幻想的に映像化し、賢治の世界に迫る。

● ● ●

Z01167 H12年度
マッカーサーとその時代昭和２０年代前半日本
を変えた男

075 文芸春秋 学術・教養
昭和２０年８月３０日、連合軍総司令官として来日以来、ダグラス・マッカーサー元師は、敗戦日本に
「神」として君臨し続けた。日本の戦後を作った彼が現在に残したものは何かを描く。

● ●

Z01168 H12年度 北緯４１度北の大地からのメッセージ 024
中里町／日本農村情報システム
協会

学術・教養
津軽鉄道終着駅である中里町の基幹産業は農業である。自然農法研究会の取り組みやハトムギ栽
培、畜産農家やヒバを用いた商品開発の取り組み、中里町町民祭などを紹介する。

●

Z01169 H12年度 四季の彩りマイタウン岩崎２０００ 028 岩崎村／ジャンアムジャパン 学術・教養
津軽国定公園に指定されている十二湖の自然、村の鳥イワツバメ、塞の河原、青池をはじめとする
様々な池など四季によって異なる美しさを見せる岩崎村の自然を紹介する。

●

Z01170 H12年度 六ケ所歌紀行　真澄の夢 020 ハイビジョン普及支援センター 学術・教養
放浪の歌人・菅江真澄が現在の六ケ所村を訪れてから約２００年。今、六ケ所村はエネルギー基地と
して発展しようとしている。真澄の歌と旅の軌跡と共に、そこに住む人々の群像を紹介する。

●

Z01171 H12年度
文部省道徳教育推進指導資料　ブランコ乗りと
ピエロ

054 文部省 生活・道徳・特活
ある都市にやってきたサーカスが、王様を招き演技を見てもらうことになった。ブランコ乗りのサムは
勝手に時間を延長し、ピエロの出番がなくなってしまう。団員とサムの対立が高まったが・・・。

●

Z01172 H12年度 こんにちは海の仲間たちようこそ浅虫水族館へ 015 青森県営水族館／ＲＡＢ開発 学術・教養
熱帯の魚たちや、寒い海に住む魚、地元近海に住む魚などの他にイルカやアシカのショーの様子をお
りまぜながら、浅虫水族館の様々なコーナーを紹介する。

● ● ● ●

Z01173 H12年度 りんごのふるさと　平賀 015 平賀町／ＡＴＶ 学術・教養
青森県南部に位置し、面積の７５％を山地が占め、人口２万３千人の平賀町。１年を通して行なわれ
るりんご栽培の様子や、平賀ねぷたまつり、白岩つまりりなど、自然豊かな平賀町を紹介する。

●

Z01174 H12年度 根岸の大いちょう物語 012 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

百石町の根岸の大いちょうは子育ての神として信仰を集めている。恐山に向かう円仁大師と沼の主
の大蛇の出会い、赤ん坊を連れた乳の出ない母と子を救ったという千百年以上昔の伝説を紹介す
る。

● ● ● ●

Z01175 H12年度 南部縦貫鉄道の歴史　たった２台のレールバス 016 公立上北視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

野辺地町と七戸町をつなぐレールバスは、国鉄路線から離れてしまった地域の発展と冬の交通不便
を解消するために昭和３７年に開通した。レールバスの魅力と南部縦貫鉄道の歴史を紹介する。

● ● ●

Z01176 H12年度
まんが日本昔ばなし第２１巻　牛方と山んば他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～牛方と山んば／よくばり和尚／爺婆かぼちゃ／水の種。

● ● ●

Z01177 H12年度
まんが日本昔ばなし第２２巻　みそ買い橋他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～みそ買い橋／言うなの地蔵／猿地蔵／エビの腰はなぜまがったか。

● ● ●

Z01178 H12年度 まんが日本昔ばなし第２３巻　狐森他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～狐森／乞食のくれた手ぬぐい／蛸八長者／千亀女。

● ● ●

Z01179 H12年度
まんが日本昔ばなし第２４巻　にせ本尊他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～にせ本尊／きつね女房／としがみさま／すりばちをなめた猫。

● ● ●

Z01180 H12年度
まんが日本昔ばなし第２５巻　宝のおお釜他３作
品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～宝のおお釜／雷と月と日／大年の客／天福地福。

● ● ●
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Z01181 H12年度
まんが日本昔ばなし第２６巻　かぐまの力石他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～かぐまのちから石／白狐の湯／念仏天狗／猫壇家。

● ● ●

Z01182 H12年度
まんが日本昔ばなし第２７巻　かじ屋のばばあ
他３作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～かじ屋のばばあ／百合若大臣／大蔵と天狗どん／蛸薬師。

● ● ●

Z01183 H12年度
まんが日本昔ばなし第２８巻　梨山の大蛇他３
作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～梨山の大蛇／念仏の鼻／へび女房／幽霊飴。

● ● ●

Z01184 H12年度 まんが日本昔ばなし第２９巻　雷と悪者他３作品 050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～雷と悪者／安珍清姫／かみそり狐／佐吉舟。

● ● ●

Z01185 H12年度
まんが日本昔ばなし第３０巻　はなたれ小僧さま
他３作品

050 愛企画センター 一般映画・アニメ
遠い昔から、親から子へと語りつがれてきた昔ばなし。２０年の長寿番組から特に人気の高い作品を
選ぶ。～はなたれ小僧さま／山伏石／木仏長者／夢地蔵。

● ● ●

Z01186 H12年度
９６年度ポートエンジェルス市ペニンシュラ大学
での３週間

035 むつ国際交流協会 学術・教養
むつ市との姉妹都市ポートエンジェルス市のペニンシュラ大学での研修を通じて、アメリカの人々との
交流を深めた。折り紙、盆踊りなど日本文化を紹介する様子を収録している。

●

Z01187 H12年度
世界に向けて発信しよう　レッツセンドビデオメッ
セージ

063 ＳＯＮＹ 外国語・国際理解
学校紹介、ビデオレター各賞を収録。笠間中学校、鎌倉中学校、山鼻中学校、栃波中学校、小倉中
学校、末野原中学校。

● ● ●

Z01188 H12年度 ふるさとの人「職人」 021 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡各町村のふるさとに伝わる技を守り続ける職人を紹介する。平内町のゲタ作り。蓬田村の菓
子作り。蟹田町のふとん打ち直し。平舘村の木製の舟作り。今別町の磯漁師。三厩村のマサ屋根ふ
き。

● ● ● ●

Z01189 H12年度 世界を結ぶ日本の海運 030
（社）日本船主協会／日本シネセ
ル

社会科
海上でフィリピン人と共に働く日本人の姿や世界の２割を占める日本の食料、原油の輸入や東南アジ
アへの日本企業の進出や逆輸入の現状を紹介する。

● ● ● ●

Z01190 H12年度 世界の中の日の丸・君が代 027 国旗国歌普及協力会 学術・教養
源平合戦の頃を起源とする日の丸は、外国船との区別の必要性から明治時代に正式な国旗となっ
た。古今和歌集の詩と日本固有の雅楽をもとにつくられた君が代。日の丸・君が代の歴史を紹介す
る。

● ● ● ●

Z01191 H12年度 梅のカヤ人形 011 十和田市視聴覚センター 学術・教養
カヤやムシロで作られるカヤ人形は、十和田市の西、梅集落の入口で悪霊の侵入を警戒して立って
いる。昔から伝わる作り方で、カヤ人形をつくり、そばもちを供える「人形立て」の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01192 H12年度 平成４年度ふるさとの人・仕事 027 東津軽郡視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の各町村の地域に根差した様々な仕事に従事する人々を紹介する。しめなわづくり、三厩。
ねぶた絵師、今別。サボテン栽培、平内。にしき石加工、蓬田。豆腐作り、平舘。刃物かじ、蟹田

● ● ● ●

Z01193 H12年度
ダミーマンのエアバック安全学ＳＲＳエアバック
の効果と注意点

018 （社）日本自動車工業会 生活・福祉
自動車の衝突事故が起きたときの安全性（パッシブセーフティー）の要であるＳＲＳエアバックの効果
を自動車の衝突実験に使われるダミー人形が解説役として紹介する。シートベルトの着用についても
呼びかける。

● ● ● ●

Z01194 H12年度 すこやかひろば９６①すくすくと’９６健康 057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
遊びや運動の大切さを考える「動っておもしろいね」。目の健康を守るための「目を大切に」。子供の病
気やケガの対処法「応急処置」。かぜとは何かと治療法を紹介する「かぜ」を収録

●

Z01195 H12年度
すこやかひろば９６②いきいきと’９６基本的生活
習慣

057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
幼児期のいじめについて考える「いじめっ子」。幼児のならいごとを考える「おけいこごと」。知的好奇
心を伸ばす「ことばと文字」。子供の成長にとって必要な「ほめるとしかる」を収録

●

Z01196 H12年度 すこやかひろば９６③たくましく’９６情緒・性格 057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
子供の気持ちの現れを探る「子どもの信号」。感性の育て方を紹介する「リズムにのって」。その原因
と対応を考える「ひっこみじあん」。今年度のねらいを紹介する「すこやかひろば’９６」を収録

●

Z01197 H12年度 すこやかひろば９６④すてきに’９６親子関係 057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
家族の在り方を考える「家族いっしょに」。子育てを応援する「子育てネットワークⅡ」。父親と家庭の係
わりを考える「お父さ～ん」。地域社会の中での子供を考える「子どもと地域社会」を収録

●

Z01198 H12年度
すこやかひろば９６⑤のびのびと’９６社会性・環
境

057
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
ハンディを持った子供を共に扱う統合保育「ともに生きる」。国際交流員からみた日本「世界の国で
は」。リサイクルや身近な自然を考える「自然大好き」。今年度を振り返る「生き生きと」を収録

●

Z01199 H12年度 荒馬今別町 028 東津軽郡視聴覚教育協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

無形文化財「荒馬」は、今別と大川平で異なったはやしと踊りで完成した２つの形を持っている。その
踊りとはやしの違いを比べ、また保存活動の様子を紹介し、伝承していくことの大切さを描く。

● ● ● ●

Z01200 H12年度
青森県立八戸東高等学校学校紹介平成１０年
度用

022 青森県立八戸東高等学校 学術・教養
球技大会や八東祭などの学校行事と部活動、進路に対する学校の取り組みと最近の進路状況を紹
介し、青森県立八戸東高等学校がどのような学校で、そこで何ができるのかを考える。

● ●

Z01201 H12年度
大好きな友だち　そして学校　阪神大震災と子ど
もたち

044 新生映画（株） 生活・福祉
平成７年１月１７日、阪神大震災は数多くの傷跡を残した。それを体験した子供達の作文と避難所で
行なわれた紙芝居やゴミ拾いなど子供達の自発的な活動を紹介し、被災地の子供達を描く。

● ● ● ●

Z01202 H12年度 ベイエリアの新しいモニュメント　鶴見つばさ橋 024 首都高速道路公団 産業・技術
暮らしと産業活動に欠かせない首都高速道路の整備は進み、大黒ふ頭と扇島を隔てる鶴見航路に湾
岸線の鶴見つばさ橋が建設された。その形式と耐震、耐風構造、建設に用いられた技術を紹介する。

● ●

Z01203 H12年度 静電気のはたらき 011 東京シネ・ビデオ（株） 算数・数学・理科
身近に起こる静電気の現象を実験で確かめ、静電気は物質の摩擦によって起こることを紹介する。ま
た静電気を溜めるコンデンサーと静電気モーターを作り、その仕組と働きを解説する。

●

47/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z01204 H12年度 天気の変化と予報 010 学習研究社 算数・数学・理科
複雑な気象の変化もいくつかの原理、原則、経験則に基づいて解析予測することが可能であることを
解説する。天気予報が膨大な気象情報の収集と解析、予報官の知識と経験により作られることを描
く。

●

Z01205 H12年度 燃焼とは・・・ 011 東映（株）教育映画部 算数・数学・理科
ローソク、炭、金属などの物質の燃焼現象を実験やアニメーションで示し、燃焼とは物質が激しく熱と
光を出しながら酸素と結びついて、新しい物質ができる化学変化であることを解説する。

●

Z01206 H12年度 遺伝のしくみ 010 日本シネセル（株） 算数・数学・理科
遺伝子の組み合わせによって表される形質の規則性の理解を図るため、ナミテントウの斑紋を例にあ
げ、アニメーションを用いて、分離の法則、優性の法則を解説する。

●

Z01207 H12年度 パリの革命 022 東映（株）教育映画部 社会科
版画など豊富な資料を用いて、新しい歴史解釈「政治文化」の視点から、多様な面を持つフランス革
命時代のパリの民衆像を拾い上げ革命の総体の意味を問い直す。

●

Z01208 H12年度 革命のロシア 023 東映（株）教育映画部 社会科
ソ連崩壊、革命の掲げた理想と現実、その栄光と悲惨の両面をレーニンにまでさかのぼり、スターリン
期の実態も含めて見つめる。記録映像資料や現地取材で構成し、ロシア革命の歴史的意義を考え
る。

●

Z01209 H12年度
すこやかひろば９７すこやかひろば’９７シリーズ
オープニング

015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
弘大、野口伐名教授を迎え、今年度のすこやかひろばのテーマ、子どもの「生きる力」、子育ての基
本、お父さんと子育て支援、心の教育について乳児教育の視点から考える。

●

Z01210 H12年度 すこやかひろば９７食中毒にご用心 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
青森県立中央病院小児科副部長の立花直樹先生に食中毒の症状と対応の仕方を、青森保健所の
秋山由美子さんに予防法を聞き、家庭でできる食中毒の予防と対策について解説する。

●

Z01211 H12年度 すこやかひろば９７予防接種をどう受ける 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
予防接種の大切さと種類や適切な時期、副作用や注意点などの保護者が持つべき正しい知識と認
識について河内小児科・内科クリニックの河内暁一先生のお話しを中心に解説する。

●

Z01212 H12年度 すこやかひろば９７ファミリーキャンプ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
弘前市高橋さん一家が十和田湖滝の沢キャンプ場を訪れ、キャンプを通して普段あまり機会のない
父親や自然との触合いといったファミリーキャンプの効用について考える。

●

Z01213 H12年度 すこやかひろば９７子どもと文化 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
八戸市で毎年行なわれている長者山・森のおとぎ会は八戸童話会と地域の人々に支えられいる。こ
の会の様子を通し、子供の文化は地域に育てられるという、子供と地域文化のかかわりについて考え
る

●

Z01214 H12年度 すこやかひろば９７お手伝い 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供の自立を助け、親子の対話や自己を認めてもらうよい機会となるお手伝い。その意義を浪岡町
の佐藤さん一家の様子を紹介しながら映徳学園大谷幼稚園副園長の寺山采子さんに聞く。

●

Z01215 H12年度 橋本総理の外交記録Ⅲ 029 （社）ニュース映画制作者連盟 生活・福祉
未来の世代の為のよりよい世界の創造を外交政策の目標に掲げ、国際社会の平和と安定、地球環
境の保全の為に積極的に提言する橋本総理の意欲的な外交の記録を紹介する。

● ●

Z01216 H12年度 第３回青森県民生涯スポーツフェスティバル 028 青森県 スポーツ・健康
県民１人１人がスポーツを愛好することによって明るく充実した生活を送れるよう、また参加者同士の
親睦を深めることを目的に開催された第３回青森県民スポーツフェスティバルの様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01217 H12年度 第５２回冬季大会スキー競技会あきた鹿角国体 048 秋田テレビ スポーツ・健康
１９９５年１０月の第５２回冬季大会スキー競技会の大会スローガン・シンボルマーク決定から、大会準
備本部を中心とした準備作業や強化合宿の様子など、大会開催までの経緯や大会の様子を紹介す
る。

● ● ●

Z01218 H12年度 第１２回アジア競技大会広島１９９４ 090
（財）広島アジア競技大会組織委
員会

スポーツ・健康
「わかちあう感動、結びあう友情」をスローガンに掲げ、世界平和への祈りが込められた第１２回アジ
ア競技大会の開催までの軌跡と、各国の選手たちの活躍や公式記録を紹介する。

● ● ●

Z01219 H12年度
スポーツ・フォア・オール国際フェア９２国営昭和
記念公園大会

015 笹川スポーツ財団 スポーツ・健康
スポーツ・フォア・オールは健康で明るい生活を送るために、いつでもどこでも気軽に楽しめるスポー
ツの普及を目指している。世界のスポーツを一同に集め祭典を開催した様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01220 H12年度
第６回全国スポーツ・レク祭スポレク９３　ｉｎ　ち
ば公式記録

043 千葉テレビ放送 スポーツ・健康
スポーツ・レクリエーション活動を通じて、健康で明るい体力づくり、地域ぐるみの交流の和を広げてい
くことを目的として、千葉県での全国スポーツ・レクリエーション祭の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01221 H12年度
第７回全国スポーツ・レク祭スポレク北九州市９
４公式記録

045 第７回全国スポレク祭実行委員会 スポーツ・健康
第７回全国スポーツ・レクリエーション祭は、「ふれあいウェーブ北九州」をテーマに北九州市で開催さ
れた。全国から約７３００人が参加し、様々なイベントの様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01222 H12年度
第８回全国スポーツ・レク祭スポレクなら９５公式
記録

044 奈良テレビ放送 スポーツ・健康
「わく力・生きるよろこび・チャレンジやまと」をテーマとして開催された奈良県での第８回全国スポー
ツ・レクリエーション祭での、選手の活躍の様子や大会関係者の働きなどを紹介する。

● ● ● ●

Z01223 H12年度 ２１世紀へのウェーブ生涯スポーツ 018 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
健康を保ち、体力の向上に役立つだけでなく、爽快感・達成感・他者との連帯感を与え、明るく豊かで
活力のある社会を作るためのスポーツの重要性を統計的にみながら紹介する。

● ● ● ●

Z01224 H12年度
カローリングカップ第１回カローリング選手権大
会

037 日本カローリング協会 スポーツ・健康
話題のニュースポーツであるカローリングの記念すべき第１回大会（名古屋）の選手達の戦いの様子
をみながら、カローリングというスポーツの競技の仕方やおもしろさを詳しく紹介する。

● ● ● ●

Z01225 H12年度
ＴＥＥ　ＢＡＬＬ　ＳＣＨＯＯＬみんなで遊ぼうＶＯＬ．
１

030
（株）オーディオビジュアルネット
ワーク

スポーツ・健康
ティーボールは、ベースボールと同じように、捕る・打つ・投げるという動作を基本とするゲームであ
る。どうわかりやすく指導していくかを３つの動作を段階を踏んで、紹介する。

●

Z01226 H12年度
ＴＥＥ　ＢＡＬＬ　ＳＣＨＯＯＬ楽しいティーボールＶ
ＯＬ．２

030
（株）オーディオビジュアルネット
ワーク

スポーツ・健康
ティーボールの捕る・打つ・投げるの基本動作とともに、ベースの回り方や、点数の入り方など、特に
ゲームに関するルールの説明についての指導の仕方を解説する。

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

Z01227 H12年度 楽しいグランド・ゴルフルールとゲームの基本 022 学研エリオン スポーツ・健康
ルールがわかりやすく、子供から大人まで誰もが楽しめるグランド・ゴルフのおもしろさや魅力を、基本
的動作やルールの説明をしながら詳しく紹介する。

● ● ● ●

Z01228 H12年度 スポレクたいそうＰｏｎｔｅげんき 031 （株）電通 スポーツ・健康
沖縄での第１０回スポーツ・レクリエーション祭を機に、全く新しいＰｏｎｔｅげんき体操が誕生した。Ｐｏｎｔ
ｅはスペイン語で「みんなで」という意味で、軽快かつ丁寧に踊り方を紹介する。

● ● ● ●

Z01229 H12年度 競技者のためのスポーツ活動と水分補給 019 （財）日本体育協会 スポーツ・健康
スポーツ選手における水分補給とパフォーマンスの関係を科学的な検証を基に明らかにし、スポーツ
の現場で競技力向上につながる水分補給がどのように行なわれているかを紹介する。

● ● ●

Z01230 H12年度
ベストをつくすためのスポーツメンタルトレーニン
グ

035 （財）日本オリンピック委員会 スポーツ・健康
スポーツ選手にとって、精神的な部分をコントロールするのは重要なこと。オリンピック選手の例を基
に、様々なメンタルトレーニングの方法を詳しく紹介する。

● ● ●

Z01231 H12年度 アンチ・ドーピング真の勝利者をめざして 018 （財）日本オリンピック委員会 スポーツ・健康
ドーピングは、フェアプレーの精神に反するだけでなく、スポーツマン自身の健全な肉体と精神をもむ
しばむ。大きな障害をもたらすことにもなるため、その行為を行なわないよう促す。

● ● ●

Z01232 H12年度 ＳＰＯＲＴ　空手道 021 （財）日本空手道連盟 スポーツ・健康
空手道は外敵を倒し、自らが生きるための手段として発生した。現在はスポーツとして発達し、多くの
人に親しまれているスポーツの１つである。大会の様子や型や組手などを含めて紹介する。

● ● ● ●

Z01233 H12年度 ダブルダッチ 008 笹川スポーツ財団 スポーツ・健康
ダブルダッチは２本の縄を半周ずつずらして上下に回転させ、リズムとスピードに合せて飛ぶ競技で
ある。様々な飛び方を紹介する。

● ● ● ●

Z01234 H12年度
海との共生をめざして消費者は漁業のパート
ナー

014 水産庁 産業・技術
日本人は世界一、魚を食べる国民だと言われているが、海洋汚染や魚の捕り過ぎ、漁師不足などで
日本の漁業は危機に直面している。この状況をどう変えるか、また消費者はどうすべきかを考える。

●

Z01235 H12年度
まんが世界昔ばなし１　マッチ売りの少女イワン
のばか

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
１．マッチうりの少女／イワンのばか他全４０話　マッチ売りの少女が楽しい空想の世界から死の世界
へと旅立つ話。／正直者のイワンを悪魔が怠け者にしようとたくらむ話。

● ●

Z01236 H12年度
まんが世界昔ばなし２　ヘンゼルとグレーテルお
おかみと少年

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
ヘンゼルとグレーテルがお菓子の家で魔女を退治する話。／嘘ばかりついていたために、オオカミが
襲ってきた時に誰にも助けてもらえなかった少年の話。

● ●

Z01237 H12年度
まんが世界昔ばなし３　はだかの王様ねずみの
嫁入り

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
服を着るのが大好きな王様が、詐欺師に騙されてはだかで街をねりあるく話。／太陽・雲・風・壁という
敵に立ち向かい、少女ねずみの愛を得た勇気あるねずみの話。

● ●

Z01238 H12年度
まんが世界昔ばなし４　ブレーメンの音楽隊たな
ばたさま

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
年老いたロバがブレーメンの音楽隊に入るため、偶然出会った犬・猫・鶏とともに旅にでる話。／牛飼
いの青年と天女の織姫が別れの運命を知りながら永遠の愛を誓いあう話。

● ●

Z01239 H12年度
まんが世界昔ばなし５　しらゆき姫まほうの子う
ま

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
まま母の呪いをかけられたしらゆき姫が、王子様と７人の小人達に助けてもらう話。／醜いと笑われて
いた馬が実は魔法の馬で、少年イワンを幸せへと導くという話。

● ●

Z01240 H13年度
まんが世界昔ばなし６　おやゆび姫アルプスの
名犬バリー

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
チューリップから生まれたおやゆび姫が、ネズミのおばさんやつばめに助けられ、花の王子様と結ば
れる話。／救助犬バリーが命をかけて吹雪で遭難した女の子を助ける話。

● ●

Z01241 H13年度
まんが世界昔ばなし７　おおかみと七ひきの子
やぎわがままな巨人

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
オオカミに食べられた兄弟を救うため、母ヤギと末っ子ヤギがオオカミをこらしめる話。／遊び場から
子供達を追放したために、春が来なくなり悲しい思いをする巨人の話。

● ●

Z01242 H13年度
まんが世界昔ばなし８　ジャックとまめの木しり
たがりのとら

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
ジャックが天までのびる豆の木の種を手に入れ、天へいって鬼を退治する話。／知りたがりやなのに
世間知らずの愉快なトラの話。

● ●

Z01243 H13年度
まんが世界昔ばなし９　幸福の王子おじぞう様
の赤い目

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
宝石で飾られた銅像の王子様が、自分を犠牲にして不幸な人達を助けていく話。／お釈伽様に下界
の様子を調べて来なさいと命じられ、各地を旅することになった地蔵様の話。

● ●

Z01244 H13年度
まんが世界昔ばなし１０　いばら姫金色のがちょ
う

022 ＴＤＫコア（株） 一般映画・アニメ
魔王に呪いをかけられ１００年間眠っていたお姫様を、勇気ある王子様が助ける話。／小人を助けた
男は、お礼に金色のガチョウをもらう。それは幸せを呼ぶガチョウで最後にはお姫様と幸せになる話。

● ●

Z01245 H13年度 ＰｉＰｉ　とべないホタル 090 日本コロンビア 一般映画・アニメ
ピピは飛ぶことのできないホタル。だが、ケガで目の見えなくなったキラと一緒に飛び他の６匹の仲間
と共に、汚染された故郷から安心して暮らせる場所をめざして冒険をしていく。原作小沢昭巳

● ● ●

Z01246 H13年度 星空のバイオリン 088 日本コロンビア 一般映画・アニメ
大正なかば、農家の次男として生まれた小沢僖久二氏。小学校の時に、バイオリンの音色に魅せら
れ、戦場でもバイオリン創りの夢を追いつづけ、独学で制作を続けていく彼の生涯をアニメ化。

● ● ● ●

Z01247 H13年度 わんわん忠臣蔵 082 東映動画 一般映画・アニメ
ロックは小犬の時、虎のキラーによって母親を殺されてしまう。数年後、大人になった彼は森の動物達
が危険だと知り、キラーと闘うために街の犬たちとキラーを倒す。原案構成手塚治虫

● ● ● ●

Z01248 H13年度 西遊記 088 東映動画 一般映画・アニメ
悟空はふとしたことから猿の王になり慢心するが、釈伽如来の怒りを買い閉じ込められてしまう。改心
した悟空は、三蔵法師の弟子となり天竺へと冒険を始めるのだった。原案構成手塚治虫

● ● ● ●

Z01249 H13年度
シリーズいじめドキュメント１０００の叫び大河内
君両親への手紙

030 ＮＨＫソフトウェア 生活・福祉
平成６年１１月、大河内清輝君が１４歳という若さでいじめを苦に自殺した。この事件を通して、なぜい
じめは起こるのか、またなぜ自殺を考えてしまうのかなどの問題を分析する。

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

Z01250 H13年度
シリーズいじめ問いかけ・提言大人たちへのメッ
セージ信頼の回復

040 ＮＨＫソフトウェア 生活・福祉
いじめが社会問題として登場してから、大人達は何とかしなければと思いながらも決定的な解決策を
見出せずにいる。子供達を取り巻く大人の責任と、子供達の信頼を回復できるのかを考える。

●

Z01251 H13年度 深田久弥の日本百名山　第２巻 055 山と渓谷社 学術・教養
北海道からは、第２の高峰トムラウシを始め、十勝岳・幌尻岳・後方羊蹄山を、青森県からは岩木山を
とりあげ、それぞれの特徴や、登山道などを紹介している。

●

Z01252 H13年度 禁じられた遊び 082 ジェイ・シー・エー 一般映画・アニメ
ブリジット・フォッセー　監督ルネ・クレマン　戦火を逃れてパリから避難する途中、空襲で両親を亡くし
た幼い少女は農家の少年に救われる。２人は大人達の狡猾な罠にはめられ辛い日々を過ごす。

●

Z01253 H13年度
親の目子の目　高原の風を愛して　沖揚平の
人々

030 青森放送 家庭教育
八甲田山麓・沖揚平。標高７５０ｍに位置し、冬の間は４ｍ近い雪に覆われるこの地で５０年間生活し
てきた葛西武彌さんと彼の家族のこれまでの歩みと、生活の様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01254 H13年度 すこやかひろば９７マタニティーブルー 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
マタニティーブルーとは、お産による急激なホルモンのバランスの崩れから精神的に不安定になるこ
とをいう。佃保育園の長谷川明子園長の話を通じて子育てに対する不安の解消法を考える。

●

Z01255 H13年度 すこやかひろば９７子育て情報を 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
青森市内の子育て情報誌を企画・編集するアクティブマミーズ。その代表を務める佐藤江里子さんの
話を通じて育児情報の取り方の秘訣や、育児サークルの活動内容などを紹介する。

●

Z01256 H13年度 すこやかひろば９７今日は行きたくない 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供達にとっては初めての集団生活の場となる幼稚園や保育園。実際の例をもとに子供が登園拒否
を起こした時の親の対処法などを、八戸市にある千葉幼稚園の千葉多香子園長に聞く。

●

Z01257 H13年度 すこやかひろば９７すこやかフォーラム 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
９月１３・１４日に弘大の野口伐名教授らを招いての子育てトークフォーラムをメインイベントとした”こど
もランドあおもりｉｎアスパム”の様子を紹介する。

●

Z01258 H13年度 すこやかひろば９７子育てとお父さん 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
核家族・男女共同参画社会において今後ますます重要となってくる父親の家庭教育への協力。青森
市に住む木村さん一家の家庭教育事情を通して、これからの父親のあり方について考える。

●

Z01259 H13年度 すこやかひろば９７絵本とビデオ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
感性の豊かな子供に育てるために、手助けをしてくれる絵本やビデオ。東北町の中村さん一家を通じ
て、絵本の上手な読み方や視聴覚ビデオの利用法などを紹介する。

●

Z01260 H13年度 風しるべ蟹田町 015 蟹田町 学術・教養
青森県東津軽郡にある蟹田町のＰＲビデオ。昔、海運の盛んな地域であったことや、蟹田町の観光名
所、北海道砂原町との交流の様子など、町の歴史と文化の発展について紹介する。

●

Z01261 H13年度
世界の人と馬の文化１０悠久の大地を駈ける中
央アジアの少年と馬

047
農林放送事業団／日本中央競馬
会

学術・教養
中央アジアでは、天山山脈からカスピ海に至るまでに壮大な草原が広がっている。シルクロードから
伝えられる東西の文化に影響を受けながらも、独自の伝統を持つ騎馬遊牧民の生活を紹介する。

● ●

Z01262 H13年度
できることからひとつずつボランティアはじめの
一歩

017 （社）日本広報協会
青森の歴史・伝統・く
らし

最近、ボランティアという言葉をよく耳にするが、実際に活動している人はまだまだ少ないようである。
ここでは、ボランティアとはどのような活動をするのかなど詳しく紹介する。

● ● ●

Z01263 H13年度
すこやかひろばテーマソングひとつとひとつ　手
話ソング

019 青森県総合社会教育センター 生活・福祉
手話の勉強として、「すこやかひろば」でおなじみのテーマソング、”ひとつとひとつ”を音楽にのせて手
話で表現する。

● ● ● ●

Z01264 H13年度
わかりあえる明日のために１　はじめての手話
中学生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
障害をもつ人は日常生活において様々な問題を抱えている。障害者とのコミュニケーションの取り方
は、筆談や口話などがあるが、ここでは手話を使ったコミュニケーションについて紹介する。

● ● ●

Z01265 H13年度
わかりあえる明日のために２　手話にふれよう
中学生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
聴力障害者で、筑波大学附属ろう学校の中等部に通う沼澤真里さんの生活を通して、障害者の生活
に対する努力と工夫について学びながら、初歩的な手話を紹介する。

● ● ●

Z01266 H13年度
わかりあえる明日のために３手話でコミュニケー
ション中学生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉 会話例をもとに、中学生が実際に聴力障害者と手話で話し、コミュニケーションを図る。 ● ● ●

Z01267 H13年度
わかりあえる明日のために１　手話入門編高校
生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
普段、私達が何気なく交わしている会話だが、聴力障害者にとっては困難なことの１つ。ここでは、彼
らが気持ちや感情を相手に伝えるために作り出された手話について紹介する。

● ●

Z01268 H13年度
わかりあえる明日のために２　ろう教育編高校
生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
障害をもつ人にとっても教育は重要である。ここでは、障害者が他の人と変わらない生活をし、社会参
加し、自立するために必要なこと全てを身につけさせるろう教育について紹介する。

● ●

Z01269 H13年度
わかりあえる明日のために３　ろう者の生活編
高校生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
音は私たちが生きていく上で重要な働きをしている。ここでは、聴力障害者が音のない世界でどのよ
うに生活しているのかを例をだしてわかりやすく紹介する。

● ●

Z01270 H13年度
わかりあえる明日のために４　ろう者の文化編
高校生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
多くの聴力障害者が演劇・スポーツなど幅広い分野で大きな活躍をしています。彼らの活躍ぶりを見
ながら、障害者たちの文化を様々な視点からとらえ、紹介します。

● ●

Z01271 H13年度
わかりあえる明日のために５　聴覚障害者福祉
編高校生向け

030 日本生命労働組合 生活・福祉
聴力障害者は周囲の人々の助けにより、一般の人と変らぬ生活を送ることができるが、やはり目に見
えぬ障害も多くある。そのために必要な障害福祉の現状を紹介する。

● ●

Z01272 H13年度 四季　八甲田 030 山と渓谷社 学術・教養
国立公園「十和田八幡平」に属する八甲田山は、四季を通じて多くの登山者やスキーヤーで賑わう、
東北を代表する名山です。その八甲田山の四季の表情をオリジナル・サウンドにのせて紹介する。

●
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ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z01273 H13年度 赤毛のアンＶＯＬ．１ 097 松竹 一般映画・アニメ
原作ルーシー・モード・モンゴメリー　８９年に公開され、大ヒットを記録した映画「赤毛のアン」の完全
版をビデオ化したもの。アン：ミーガン・フォローズ。

● ● ●

Z01274 H13年度 赤毛のアンＶＯＬ．２ 099 松竹 一般映画・アニメ
原作ルーシー・モード・モンゴメリー　新しく”紫水晶のブローチ”、”お化けの森”などのエピソードを加
えた「赤毛のアン」ファン必見の完全版作品。

● ● ●

Z01275 H13年度 続赤毛のアン　アンの青春 165 松竹 一般映画・アニメ
アンは１８才。教師として働きながら小説を執筆していた。そのアンに転機がおとずれる。原作ルー
シー・モード・モンゴメリー　アン：ミーガン・フォローズ　監督ケヴィン・サリヴァン

● ● ●

Z01276 H13年度 路傍の石 112 松竹 一般映画・アニメ
明治３３年、高等小学校に通っている吾一は、中学にあこがる。父親はまわりの勧めに耳をかさず、
吾一を呉服屋に奉公にいかせていまう。坂東亀三郎、山田五十鈴　原作山本有三

● ● ●

Z01277 H13年度 学校Ⅱ 122 松竹 一般映画・アニメ
北海道の滝別高等養護学校のとあるクラスを舞台に、リュー先生とそのクラスの入学から卒業までの
３年間の様々な出来事を優しくつづる。西田敏行　監督山田洋次

● ● ●

Z01278 H13年度 海峡 142 東宝 一般映画・アニメ
昭和３２年の調査以来青函トンネルの開通に執念を燃やす阿久津と、同様に海を掘ることにとりつか
れた男たちの岩盤と水との闘いと、それを見守る女たちの物語。高倉健、吉永小百合　監督森谷司郎

● ● ●

Z01279 H13年度 魚影の群れ 140 松竹 一般映画・アニメ
下北の大海原で巨大マグロを相手に死闘を展開する漁師と、その妻の屈折した愛と憎しみ。漁師の
夫を失った娘の悲しみなど様々なドラマを重厚なタッチで描く。緒方拳、夏目雅子原作吉村昭

● ● ●

Z01281 H13年度 あおもり夢工場９７シンデレラは高校生 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

産業・技術
弘前市に住む高校２年生・大場純子さんはプロのファッションモデル。数々の雑誌のグラビアを飾り、
ＣＭにも出演している。そんな彼女のシンデレラストーリーを紹介する。

● ●

Z01282 H13年度 あおもり夢工場９７演劇の舞台へ 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

趣味・芸術
浪岡町・中世の館で舞台芸術の担い手を育成しようと、演芸ワークショップが開催された。これに参加
しようと県内外から人々の舞台にかける情熱と、上演までの経過を紹介する。

● ●

Z01283 H13年度 あおもり夢工場９７長野パラリンピックへの挑戦 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

スポーツ・健康
青森市の中学校で陸上部の顧問をするかたわら、長野冬季パラリンピックへの出場を決めた野沢英
二さん。両足がないというハンデや胃ガン手術を乗り越えた彼の大会へかける情熱を聞く。

● ●

Z01284 H13年度
あおもり夢工場９７氷上の青春オリンピックをめ
ざして

030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

趣味・芸術
長野冬季オリンピックから正式種目となる女子アイスホッケー。氷上の格闘技といわれるアイスホッ
ケーに情熱を注ぐ、八戸市出身の３人のオリンピック代表選手の様子を紹介する。

● ●

Z01285 H13年度 あおもり夢工場９７糸のこが創る故郷 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

趣味・芸術
木造町に住む長内正春さんは看板制作業を営むかたわら、糸のこで故郷や動物をテーマに創る工芸
家でもある。数々の賞を受賞している。長内さんの創作現場からリポートする。

● ●

Z01286 H13年度 あおもり夢工場９７下北の森の中で 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

学術・教養
脇野沢に住む写真家・磯山陸幸さんは、ニホンザルや特別天然記念物のニホンカモシカの観察をして
いる。今回は、豊かな下北の森の中で夢を追う磯山さんの活動を紹介する。

● ●

Z01287 H13年度 すこやかひろば９７子供は親をどうみてる 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
子供といっても一個の人格をもっている。今回は親の在り方を考えるために、子供は親をどう見ている
のかを中居林保育園副園長の椛沢幸苗先生の話などを参考にして考える。

●

Z01288 H13年度 すこやかひろば９７授乳と離乳 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
授乳は母と子の愛情を育てる意味で重要である。黒石保健所の山中朋子さんに母乳とミルクの違い
と与え方、離乳のための食事などについて聞き、赤ちゃんの発達について解説する。

●

Z01289 H13年度 すこやかひろば９７フレッシュママ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
乳児の育児において誰でもぶつかる問題や悩みを例をもとに、どのように対処すべきかを小児医の
小笠原二郎先生が解説する。更に乳児の月齢における注意点なども紹介する。

●

Z01290 H13年度 すこやかひろば９７なぜ？どうして？ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
知的好奇心が高まる幼児期、親の対応は子供の心の発達にとって大変重要である。青森市の平島さ
ん一家を通して、子供の知的好奇心にどう対応するかを考えていく。

●

Z01291 H13年度 マルチメディア時代の著作権入門 032 （株）アイ・ヴィー・シー 産業・技術
著作権が複雑に絡みあうマルチメディア作品や、ホームページも知らず知らずのうちに著作権侵害を
犯している場合が少なくありません。著作権で失敗しないための知恵を紹介する。

●

Z01292 H13年度 白神に棲む目屋マタギ自然資源利用の伝統 030 弘前大学／ＩＴＢ 学術・教養
人々の自然資源を利用する文化をはぐくみ、また世界でも数少なくなった冷温帯の生態系が残る、日
本初の世界自然遺産・白神山地とそこで暮らすマタギについて紹介する。

●

Z01293 H13年度 土井ケ浜と弥生人 013 山口県教育委員会 学術・教養
山口県豊北町の土井ケ浜遺跡は、人骨出土量では日本最大といわれる埋葬区である。今回は遺跡
の全体像や特長の概略、遺跡に関わる地域づくりの取り組みなどについて紹介する。

● ● ● ●

Z01294 H13年度 命をはぐくむびわ湖水辺に生きる仲間たち 021 （財）淡海環境保全事業財団 学術・教養
日本最大の湖であるびわ湖だが、最近は水質汚染や外国から来た生物などにより大きく様変わりし
ている。水中映像を使い、びわ湖に暮らす生物とそれらの命の営みについて紹介する。

● ● ●

Z01295 H13年度 ちいちゃんのかげおくり 017
光村図書出版株式会社／株式会
社アポロン

国語科
戦争に行く前の日、お父さんが教えてくれたかげおくり。空襲で１人はぐれたちいちゃんはある朝、家
族４人のかげおくりの記念写真を空に見る。あまんきみこ原作による、美しい映像の物語。

●

Z01296 H13年度
みんなが生きる　まちが生きるふだんぎのボラ
ンティア活動

030 学研 生活・福祉
まちの芝居小屋の保存と活用、市のまちづくり、まち全体を学校に見立てた活動、本のまちづくり、生
涯学習支援など、社会福祉の分野にとどまらない各地のボランティア活動を紹介する。

● ● ● ●
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Z01297 H13年度 いのちのボランティア骨髄移植 034 （株）桜映画社 生活・福祉
この作品は、ある白血病患者の闘病過程を追いながら、骨髄移植がどのように行なわれたかを記録
している。日本のドナーが少ない現状の中で、人々に広く骨髄移植への理解と支援を求めている。

● ●

Z01298 H13年度 性と生命の自然史　ヒトの性行為と意義ｖｏｌ．６ 040 自然科学研究所 学術・教養
現代人やそれに近い動物の性行為や雌雄のからだの違い、社会構造などを取り上げ、人間と他の動
物たちにとって性がどのような意味を持っているかを問いかける。

● ● ● ●

Z01299 H13年度 美しき海の神秘Ⅰ 025 自然科学研究所 算数・数学・理科
６５０種類以上もの彩りも鮮やかな魚が住み、美しくも奇妙な生き物たちの不思議な生活が繰り広げら
れているカリブ海のサンゴ礁。自然界の生命の秩序や多様性を、美しい映像で紹介する。

● ● ● ●

Z01300 H13年度 はだしのゲン 090 ゲンプロダクション 一般映画・アニメ
ゲン一家は、昭和２０年８月６日の原爆投下により、父、姉、弟が死んでしまう。残された母と共に、原
爆によって受けた苦しみに負けず、力強く生きていく姿から、平和の尊さを訴える。

● ● ● ●

Z01301 H13年度 はだしのゲン２ 090 ゲンプロダクション 一般映画・アニメ
小学校４年生になったゲンは、原爆症で母親が死に、原爆孤児になってしまう。廃墟の広島で悲しみ
や苦しみを乗り越え、明るく健気に生きていく。原爆の恐怖と平和への願いを訴える。

● ● ● ●

Z01302 H13年度 黒い雨にうたれて 090
ゲンプロダクション／土田プロダク
ション

一般映画・アニメ
被曝直後の広島に放射能を含んだ黒い雨が降り注いだ。その死の灰の影響は二世、三世にまで及
び、今日でも死の影を生き証人たちの背後に投げかけている。原作「はだかのゲンの中沢啓治」

● ● ● ●

Z01303 H13年度 看護婦のオヤジがんばる 115 パステル（株） 生活・福祉
原作の舞台でもある八戸で、愛の絆に結ばれた夫婦愛や親子愛をテーマに、看護婦の妻を持つ夫
が、妻に休息を与え、人間らしい生活を送ろうと立ち上がる。原作　藤田健次　監督　神山征二郎

●

Z01304 H13年度 １人ぼっちの狼と７ひきの子やぎ 018 ジャパン・ホームビデオ（株） 生活・道徳・特活
仲間外れのオオカミは幸せそうなやぎの一家を憎み、子やぎを食べようとします。でも子やぎたちは
「おじちゃんはオオカミじゃない」と言ってオオカミと遊び始めます。原作「ＰｉＰｉの小沢昭巳」

●

Z01305 H13年度 小学生の誘拐防止　ユミちゃんあぶないよ！ 015 （株）アポロン 生活・道徳・特活
ゲームをしていたユミちゃんは、ゲームの世界で誘拐事件にあい、宇宙バトラーズの活躍で無事助け
出される。その後元の世界でお使いを頼まれたユミちゃんは男に車に乗るように引き込まれる。誘拐
防止について考える。

● ●

Z01306 H13年度
スクール・イン・アクション魅力あるプログラムづ
くり

020
（社）日本青年奉仕協会／（株）
リュック

生活・福祉
愛知県乙川中学校では、毎年夏休みに全校生徒が自発的な発想で計画し、様々なボランティア学習
を実践する。地域社会の一員である中学生の、ボランティア学習のすすめかたを紹介する。

● ● ●

Z01307 H13年度 海の生物シリーズ磯の生物 015 （株）教配 学術・教養
引き潮で現われる海岸や潮だまりなどで見られる、マキガイ、マツバガイ、イトマキヒトデ、ヨロイイソギ
ンチャク、マツバガイなど、様々な磯の生物を、大きさや特徴などとともに紹介する。

● ● ● ●

Z01308 H13年度 ビデオ絵本館　しらゆきひめ日本語版・英語版 029 日本クラウン（株） 外国語科
しらゆきひめはその美しさのために、魔女に殺されそうになります。森の奥に住む７人のこびとに助け
られ、幸せに暮らしますが、魔女はひめを殺すのをあきらめません。日本語版の後に英語版を収録

● ●

Z01309 H13年度 ビデオ絵本館　にんぎょひめ日本語版・英語版 033 日本クラウン（株） 外国語科
１５歳になって初めて海の上に出ることを許された人魚姫は、人間の王子様に恋をします。人魚姫は
王子と結婚するために、人間になりたいと魔女に頼みます。日本語版の後に英語版を収録。

● ●

Z01310 H13年度
ビデオ絵本館　三びきのこぶた日本語版・英語
版

031 日本クラウン（株） 外国語科
自分の家をつくることになった三匹のこぶたは、ヌフヌフがわらの家、ニフニフが木の家、ナフナフがレ
ンガの家をつくりました。そこにオオカミがこぶたを襲います。日本語版の後に英語版を収録。

● ●

Z01311 H13年度 ビデオ絵本館　シンデレラ日本語版・英語版 031 日本クラウン（株） 外国語科
新しいお母さんとお姉さんにいじめられ、王子様の結婚相手を選ぶ舞踏会にもいけないシンデレラ。
突然女神様が現われ、ドレスや馬車、ガラスの靴を用意してくれます。日本語版の後に英語版を収録

● ●

Z01312 H13年度
ビデオ絵本館　おおかみと七ひきのこやぎ日本
語版・英語版

031 日本クラウン（株） 外国語科
留守番をする７ひきのこやぎたちを食べようと、おおかみはチョークを食べて声を変え、手足を白くして
お母さんやぎのふりをし、騙してこやぎたちを食べてしまいます。日本語版の後に英語版を収録

● ●

Z01313 H13年度 野鳥図鑑２　森と渓流の鳥たち 035 山と渓谷社／ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ライチョウ、ヤマセミ、アカショウビン、キツツキ、カワセミなどそれぞれにたくましさを発揮しながら厳し
い環境を生きる、森や渓流の鳥たち５３種を紹介する。

● ● ● ●

Z01314 H13年度 野鳥図鑑４　林や草原の鳥たち 032 山と渓谷社／ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
林や草原で目を懲らしていると様々な小鳥たちが視界の中に飛び込んでくる。シジュウカラの仲間や
カワラヒワ、ウソ、メジロ、カケスなどの親しみやすい小鳥たち５２種を紹介する。

● ● ● ●

Z01315 H13年度 野鳥図鑑５　北からの渡り鳥 032 山と渓谷社／ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
はるかシベリアやカムチャッカなどから渡ってくる渡り鳥たちは海辺や湖沼などに群れを作り冬を過ご
す。ガン、カモ、ハクチョウなどの冬の鳥を中心に５０種の渡り鳥の姿を紹介する。

● ● ● ●

Z01316 H13年度
ＮＨＫ特集二・二六事件　消された真実陸軍軍法
会議秘録

045 ＮＨＫサービスセンター 学術・教養
昭和史最大のなぞ、二・二六事件の真相に迫る極秘資料が、５２年ぶりに発見された。作家の澤地久
枝氏とともに、１年がかりでこの資料を分析し、隠されていた事件の真相に迫っていく。

●

Z01317 H13年度
開高健のモンゴル大縦断　大いなるモンゴルの
自然と動物達

061 文芸春秋 学術・教養
西側諸国に固く門戸を閉ざしてきたモンゴル人民共和国を、ツァガンノールの大湿地帯から南のゴビ
砂漠まで、小説家開高健が大横断し、紹介する。悠久の大地、モンゴルの自然にふれる壮大なドキュ
メンタリーで描く。

●

Z01318 H13年度 活火山　噴火・溶岩・火砕流 050 山と渓谷社 算数・数学・理科
荘厳で美しい地球の息吹である噴火活動に魅せられ、２０年にわたり命を賭けて撮り続けた、火山学
者クラフト夫妻。人類が火山災害から逃れるための貴重な財産となる火山の映像を紹介する。

● ● ● ●

Z01319 H13年度
寺山修司１３回忌追悼　望郷福島泰樹短歌絶叫
コンサート

092 クエスト 学術・教養
９５’６．２３群馬県新町文化ホール　福島泰樹が寺山修司へ捧げる短歌絶叫コンサート。収録作品：
戦士の休息、墓場まで何マイル、蒼天、曠野の歌、別離、紫陽花の家、淋しい朝、望郷ほか。

●
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Z01320 H13年度 若い人 090 日活 一般映画・アニメ
南の海沿いの町の女学校を舞台に、本当の愛を知らない女生徒と先生の心の交流と葛藤を軸に、女
性として強い愛の信念が目覚めるまでを描いた青春文芸。石原裕次郎、吉永小百合　原作石坂洋次
郎

●

Z01321 H13年度 しとやかな獣 096 大映 一般映画・アニメ
高度経済成長真っ只中の戦後、肉体をエサに男から金を巻き上げる女時枝。一皮むけば欲望の塊の
戦後日本の人間や家庭の崩壊をリアルに描く。若尾文子、船越英二　監督川島雄三

●

Z01322 H13年度 飢餓海峡１ 103 東映 一般映画・アニメ
昭和２０年、北海道で強盗殺人を犯した３人の男たち。仲間を裏切って１人逃亡する犬飼は、八重と一
夜を共にし、大金を渡して去るが１０年後、２人は再会する。三國連太郎、左幸子　原作水上勉

●

Z01323 H13年度 飢餓海峡２ 080 東映 一般映画・アニメ
八重の愛する男への一途な女の執念は、犬飼を再び犯罪の渦中へと引きずり込むことになる。飢餓
と混迷の時代に、追い詰められた人間の、欲望と運命を描く名作。原作水上勉。

●

Z01324 H13年度 イタズ 117 東映 一般映画・アニメ
イタズとは東北地方のマタギが熊に捧げた尊称である。少年は幼い子熊を通して愛する心を学んでい
くが、成長したイタズとの別れが、悲劇を生むこととなる。田村高廣、桜田淳子

● ● ● ●

Z01325 H13年度 自転車泥棒 093 アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
暫くぶりに職を得たアントニオは、質屋から仕事に必要な自転車をやっとの思いでだすが、それを盗ま
れてしまった。ネオリアリズムの傑作。監督ヴィットリオ・デ・シーカ　イタリア映画

●

Z01326 H13年度 真珠湾攻撃 082 アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
真珠湾攻撃の真相を語ろうとしたがゆえに、没収、門外不出となって５０年。大好評を博した、ドラマ仕
立ての長編ドキュメンタリー。ウオルター・ヒューストン　監督ジョン・フォード

●

Z01327 H13年度 私を抱いてそしてキスして 106 東映 一般映画・アニメ
エイズに感染した普通のＯＬが、苦難や恐怖、断絶を乗り越え、やがて一人の男性との愛、そしてルポ
ライターの女性との友情を芽生えさせていく姿を描く。南野陽子、赤井秀和　監督佐藤純弥

● ● ●

Z01328 H13年度 敦煌 143 大映 一般映画・アニメ
敦煌莫高窟に秘められた謎をもとに、１１世紀のシルクロードを舞台に、戦乱の中を壮烈に生き抜い
た人々のドラマを描く。西田敏行監督佐藤純弥、原作井上靖

● ● ●

Z01329 H13年度 羅生門 087 大映 一般映画・アニメ
羅生門の下で雨宿りをしている男が語る不思議な殺人。平安時代を舞台に、人間の心に潜むエゴイ
ズムと、善意にすがって生きざるを得ない弱点とを描く。三船敏郎、京マチ子　監督黒澤明

●

Z01330 H13年度 すこやかひろば９７思いやり 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
思いやりは相手の立場で考え、相手の気持ちをくみとる力で、大人になって急に身につくものではな
い。板柳町のつきかげ幼稚園大屋園長さんのお話しをもとに思いやりの心を育てる方法を考える。

●

Z01331 H13年度 すこやかひろば９７冬と遊ぼう 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
家に閉じこもりがちな冬でも、子供たちは元気いっぱい。福地村のあかね幼稚園のスケート遊びを紹
介し、冬の遊びとその注意点について考える。

●

Z01332 H13年度 すこやかひろば９７心のしつけ 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
正しいこと、悪いことを子どもにどう教えればいいのか。弘前大学野口教授のお話しを伺い、ドラマ仕
立で具体例を交えながら、心のしつけの重要性について幼児教育の視点から考える。

●

Z01333 H13年度 すこやかひろば９７のびる芽 015
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
平賀町小和森小学校でのお話しや平賀幼稚園の取り組みから小学校入学を前に、身につけておきた
い生活習慣や知恵について考える。番組企画委員からの一言メッセージ。

●

Z01334 H13年度 むくはとじゅうの名犬物語 020 東映教育 一般映画・アニメ
猟師の父と暮らす三吉は、南アルプスの山奥で山犬の子太郎を拾い、素晴らしい猟犬に育てるが、運
平に嫌がらせを受けてしまう。三吉と太郎の、愛情という心の強い絆を描く。原作　椋鳩十

●

Z01335 H13年度 狼森とざる森、ぬすと森 019 東映教育 一般映画・アニメ
四家族の百姓たちは、狼森、ざる森、ぬすと森という三つの森に囲まれた岩手山の麓で、野原で森に
守られて暮らす。しかし子供たちがいなくなり、森へ探しに行った。宮沢賢治の童話をアニメ化。

● ● ●

Z01336 H13年度 アニメーション　菜の花 020 東映教育 生活・道徳・特活
庄七は働き者で心の優しい男で、仕事の後に酒を飲むのが好きだった。お上によって蔑まれた身分を
定められ、庄七も村人も人間として生きる権利がなかった。人間どうしの差別問題を考える。

● ● ● ●

Z01337 H13年度 ふるさとと私たち自然や文化遺産を守る 017 東映教育 社会科
自分たちの地域に残された美しい自然や文化遺産を守ろうと活動する、神奈川県と埼玉県の子供
達。清掃活動や絶滅の危機にある魚の保護活動を通じ、自然や文化遺産を保護することの大切さを
考える。

● ● ● ●

Z01338 H13年度 子供たちが狙われている 015 東映教育 生活・道徳・特活
過去に起こった誘拐事件や誘拐未遂事件の事例を参考に、子供に教えるべきことや、親や地域住民
が注意を払うべきことを具体的に描く。子供の誘拐事件を未然に防止するためのケーススタディ。

●

Z01339 H13年度 援助交際を考える 020 東映教育 生活・道徳・特活
援助交際は「性」を商品化する典型的な犯罪の例である。援助交際の実態を見て、人間として生きる
ための「性」との付き合い方や「性」を商品化する理由を、討議しながら答を探ぐる。

● ● ●

Z01340 H13年度 恐るべき覚せい剤 021 東映教育 保健体育科
覚せい剤は身体や心を蝕み、家族や多くの人を傷つける。青少年の覚せい剤汚染の実態、心身に与
える障害、社会におよぼす影響などを描き、青少年に薬物乱用防止を強く訴える。

● ● ●

Z01341 H13年度 幼児の生活と心身の発達 020 東映教育 保健体育科
幼児の体、幼児の運動と遊び、幼児と社会性、幼児と家族という４つの項目で、体のつくりや運動と遊
びが発達する様子、社会性を身につけていく段階や家庭での影響などを解説する。

● ● ●

Z01342 H13年度 あおもり夢工場９７津軽塗りに新風を 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

趣味・芸術
４００年の歴史の中で発展してきた津軽塗は生活様式の変化で需要が縮小した。松山継道さんをはじ
めとする塗師たちは新しいデザインを模索している。彼らの夢そして津軽塗の未来を紹介する。

● ●
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Z01343 H13年度 あおもり夢工場９７格闘技に夢を 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

スポーツ・健康
弘前市出身のプロレスラー船木誠勝さんは、理想のプロレスを求めてプロ格闘技集団「パンクラス」を
旗揚げした。彼が「パンクラス」を選んだ背景は、そして描くさらなる夢とは何かを語る。

● ●

Z01344 H13年度 あおもり夢工場９７ふるさとでメガホンを 030
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＴＶ

趣味・芸術
青森市出身の映画監督及川善弘さんは、青森市制１００周年記念映画「森に抱かれた街で」のメガホ
ンをとっている。及川さんの映画と故郷とのつながり、夢を語る。

● ●

Z01345 H13年度 すこやかひろば９７①すくすくと’９７健康 060
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
食中毒への対応を考える「食中毒にご用心」、予防接種の正しい知識を解説する「予防接種をどう受
ける」、授乳と離乳の注意点を考える「授乳と離乳」、幼児の冬の外遊びを考える「冬と遊ぼう」

●

Z01346 H13年度
すこやかひろば９７②いきいきと’９７基本的生活
習慣

060
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
「お手伝い」の意義を考える。登園拒否の原因や対処を探る「今日は行きたくない」、善や正義をどう
教えるかを考える「心のしつけ」、入園や入学前に身につけておきたいことがらは？「のびる芽」

●

Z01347 H13年度 すこやかひろば９７③たくましく’９７情緒・性格 060
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
育児ストレスの解消法「マタニティー・ブルー」、読書のこつやビデオの利用を考える「絵本とビデオ」、
知的好奇心への対処方法「なぜ？どうして？」、思いやりの心の育て方を探る「思いやり」

●

Z01348 H13年度 すこやかひろば９７④すてきに’９７親子関係 060
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
豊かな心を育てる「ファミリーキャンプ」、父親の家庭教育を考える「子育てとお父さん」、親の在り方を
検証する「子供は親をどうみてる」、育児での悩みを解決する「フレッシュママ」

●

Z01349 H13年度
すこやかひろば９７⑤のびのびと’９７社会性・環
境

060
青森放送／総合社会教育セン
ター

家庭教育
今年度のテーマを紹介する「すこやか’９７」、長者山森のおとぎ会を紹介する「子どもと文化」、子育て
情報をどう使うか「子育て情報を」、アスパムでのトークフォーラム「すこやかフォーラム」

●

Z01350 H13年度 一つの花 023 光商会映像部 国語科
太平洋戦争の真っ只中の日本では食べ物が不足していた。おなかをすかせておにぎりをねだる幼い
わが子、ゆみ子に、父はコスモスの花を一つ手渡して出征していく。今西祐行の原作をアニメ化した。

● ● ● ●

Z01351 H13年度 みんなともだち 020 東京シネ・ビデオ 生活・道徳・特活
盲学校や養護学校などで遊ぶ子供たちの学習の様子や、交流活動の様子を描き、障害をもつ子供た
ちに対する正しい理解と認識を深め、さらに思いやりの心を養うことの大切さを考える。

● ● ● ●

Z01352 H13年度 ふれあいホームスティによる国際交流 031 桜映画社 外国語・国際理解
アジアから日本を訪れた５人の若者の、ホームステイ先の家庭での出来事を描く。文化や生活習慣の
違いを越えて、彼らは心のふれあいを体験する。この体験を通じて、真の国際交流について考える。

● ● ●

Z01354 H13年度 青い山脈 093 東宝 一般映画・アニメ
封建的因襲が強く残る地方都市で、若い男女の交際はふしだらな行為として、女学生の新子は非難
される。学園全体を巻き込む大騒動に発展した事件に、女教師の雪子は闘いを挑んだ。原作石坂洋
次郎

●

Z01355 H13年度 続・青い山脈 084 東宝 一般映画・アニメ
問題を起こしたラブレターが公開されると、大人たちがいたずらに踊らされていたことを知る。公然と恋
人宣言をするカップルに新しい時代の声がこだまし、戦後の解放感を伝える学園青春ドラマ。

●

Z01356 H13年度 石中先生行状記 093 東宝 一般映画・アニメ
東北に住む石中先生は、老若男女の相談事で忙しい。若い男女の縁結びや婚約している２人の仲た
がいなど、３組の恋愛に関わる問題を解決しようと走り回る。池部良、三船敏郎　原作石坂洋次郎

●

Z01357 H13年度 激動の昭和史　沖縄決戦 149 東宝 一般映画・アニメ
太平洋戦争の悲劇は、最後の攻防・沖縄決戦に集約された。２０万の米兵が沖縄に上陸し、司令官
の自殺などで軍部も壊滅状態になり、沖縄は女も子供も見境無く殺戮される地と化していった。

●

Z01359 H13年度 天平の甍 152 東宝 一般映画・アニメ
四人の若い留学僧が唐の高僧に渡日を依頼するため大陸に渡った。ようやく巡り合った高僧・鑒真に
承諾を得た喜びも束の間、様々な苦難に遭う。やがて帰国したときには二十年の月日が流れていた。

●

Z01360 H13年度 父ちゃんのポーが聞こえる 090 東宝 一般映画・アニメ
明るい学園生活を送る杉本則子を、突然不治の病が襲う。蒸気機関士の父は、週一回、機関車が療
養所の近くを通る度に汽笛を鳴らす約束をする。その汽笛だけが、寝たきりの則子の心の支えだっ
た。

●

Z01361 H13年度 つる　鶴 152 東宝 一般映画・アニメ
雪の夜、つるという名の女が大寿の家の戸を叩いた。大寿の嫁になったつるは決して機場を覗かない
約束で、美しい布を織る。それが欲深い長者の目にとまり、つるは大寿のために最後の一枚を織る。

●

Z01362 H13年度 トットチャンネル 097 東宝 一般映画・アニメ
日本初のテレビジョン放送開始のため、ＮＨＫが募集した専属俳優試験を受けたトットこと柴柳徹子。
夢にあふれた天真爛漫な少女が世の中に飛び出し、笑いの大旋風を巻き起こす。原作　黒柳徹子

●

Z01363 H13年度 七人の侍　一 107 東宝 一般映画・アニメ
戦国時代、善良な農民たちは襲い来る野武士の群れの為すがままだった。農民たちは意を決して、
食料で侍を雇い、闘うことを決意する。農民たちのもとに、名もない七人の侍が集り、闘いが始まる。

●

Z01364 H13年度 七人の侍　二 100 東宝 一般映画・アニメ
とうとう野武士たちとの決戦の時が来た。血と汗と泥にまみれて、無償の闘いに命を賭けた七人の侍
たちと、自らの農具を武器にかえた農民たちの闘う姿があった。三船敏郎、志村喬　監督黒沢明

●

Z01365 H13年度 プロフェッショナルビデオメイキング基本編 030 クエスト 趣味・芸術
ホワイトバランスやバッテリーなどのビデオカメラの基礎知識や、照明の基本、カメラアングルなどの
カメラワークなど、作品を作る前に知っておきたい、基本的テクニックを紹介する。

●

Z01366 H13年度 プロフェッショナルビデオメイキング応用編 030 クエスト 趣味・芸術
企画と構成、シナリオ作り、コンテ作りなどの手順や、作品作りの実際例やビデオ編集、おもしろ素材
作りなど、オリジナルビデオを作るために必要なテクニックをわかりやすく紹介する。

●

Z01367 H13年度 ふだんぎのままで心のふれあいを求めて 030 テレビ朝日福祉文化事業部 教育方法・学習者
文章を書くことを媒介として交流を持つ「ふだんぎ」の会。励まし合い、孤立せず、心のふれあいを大
切にしていこうとする活動から生きがいを見出し、人生を楽しむためのヒントを紹介する。

●
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Z01368 H13年度 炎の証言鎮魂の祈り 030 （社）日本戦災遺族会 学術・教養
太平洋戦争終結から半世紀が過ぎたが、家族を失った人達の無念と心痛は今なお癒える事がない。
平和で豊かな今でも涙を流し続ける人達が、鎮魂の祈りを捧げる思いで語った証言を紹介する。

●

Z01369 H13年度
ようこそ国立天文台へ宇宙の神秘に挑む天文
学者たち

023 文部省国立天文台 学術・教養
日本の国立天文台センターは国内に６つの施設を持つ。国内最大の望遠鏡が設置された岡山の観
測所の他、宇宙のかすかな光を追い、地球を観測して宇宙の神秘に挑む天文学者たちの様子を紹介
する。

● ● ● ●

Z01370 H13年度 海扇物語　ホタテ養殖にかけた男たちのドラマ 060 青森テレビ 家庭教育
むつ湾でのホタテ養殖事業を夢に見た、豊島友太郎の戦後間もなくから成功までの約２０年間にわた
る情熱ある生き様を資料に基づいてドラマとして再現する。関係者の証言なども織り混ぜて紹介す
る。

● ● ●

Z01371 H13年度 日本の山村　私たちのくらしと山村 020 全国山村振興連盟 生活・福祉
山村の自然を守り暮らす人々と、それを支援する都会の人々。人間の営みと自然との調和をテーマ
に、岩手県、長野県、愛知県、愛媛県などの山村を取り上げ、山村の持つ大切な役割を紹介する。

● ● ● ●

Z01372 H13年度
ストップ！地球温暖化こうして減らそう　家庭の
ＣＯ２

018 （社）日本広報協会 生活・福祉
地球温暖化を引き起こす二酸化炭素は、生活のあらゆるところから排出されている。身の回りの家電
製品や自動車の使い方などを見直し、温暖化を防ぐためにエネルギーを節約する方法を紹介する。

● ● ● ●

Z01373 H13年度 親の目子の目　杏里、１５才 027 青森放送 家庭教育
岩木町に住む成田杏里さんは、いじめが原因で中学の大半を不登校で過ごしたが、心の教育相談セ
ンターに通うことで自分を取り戻す。増加する不登校児の受け入れ方や家庭環境の在り方を考える。

● ● ●

Z01374 H13年度
昔あったどシリーズ昔あったどシリーズ　平内町
編

059 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで平内町の伝説を紹介する。椿山物語、アネコ坂、河童
の詫証文、狼の恩返し、平内のおぼしな様。昭和６０年度～平成元年度の６作品

● ● ● ●

Z01375 H13年度
昔あったどシリーズ昔あったどシリーズ　蓬田村
編

057 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで蓬田村の伝説を紹介する。広瀬川のカッパ、金光上
人と阿弥陀川、鰊御殿、せんじゃ小太郎物語、玉松台の狐と狢。昭和６０年度～平成元年度の６作品

● ● ● ●

Z01376 H13年度
昔あったどシリーズ昔あったどシリーズ　蟹田町
編

068 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで蟹田町の伝説を紹介する。蟹田のガニ、桂淵の大
蛇、袋風、姥ケ沢の狐、海を渡った権四郎。昭和６０年度～平成元年度の６作品

● ● ● ●

Z01377 H13年度
昔あったどシリーズ昔あったどシリーズ　平舘村
編

063 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで平館村の伝説を紹介する。弥四郎杉、不老不死の
湯っコ、おとせの松、異国人上陸、日時上人と兄弟梨。昭和６０年度～平成元年度の６作品

● ● ● ●

Z01378 H13年度
昔あったどシリーズ昔あったどシリーズ　今別町
編

050 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで今別町の伝説を紹介する。貞伝上人物語、今別の鬼
穴、今別の舎利石、鬚どの、大開城と平杢之助。昭和６０年度～平成元年度の６作品

● ● ● ●

Z01379 H13年度
昔あったどシリーズ昔あったどシリーズ　三厩村
編

064 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで三厩村の伝説を紹介する。三厩の義経伝説、勘兵衛
梨、義経寺の秘仏、宇鉄沢の流れ小屋、龍飛の龍神さま。昭和６０年度～平成元年度の６作品

● ● ● ●

Z01380 H13年度
ふるさとの人シリーズふるさとの人シリーズ　平
内町編

035 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

平内町の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。ふるさとの道「今昔」、下駄づくり・桜庭鉄
太郎、サボテン栽培・山口敏治、畳職人・斎藤与一、日本画絵師・太田恒、恵比寿御弊・日光院

● ● ●

Z01381 H13年度
ふるさとの人シリーズふるさとの人シリーズ　蓬
田村編

035 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

蓬田村の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。ふるさとの道「今昔」、菓子づくり・森謙
一、にしき石加工・川崎武敏、刀匠・二唐久、特産品加工・二唐美代子、誘致企業・（株）蓬田紳装

● ● ●

Z01382 H13年度
ふるさとの人シリーズふるさとの人シリーズ　平
舘村編

034 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

平館村の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。ふるさとの道「今昔」、舟大工・工藤浅蔵、
豆腐作り・高坂真子、焼き干し作り・木浪とも、和菓子作り・三橋三郎、しめ縄作り・石沢地区壮年会

● ● ●

Z01383 H13年度
ふるさとの人シリーズふるさとの人シリーズ　三
厩村編

034 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

三厩村の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。ふるさとの道今昔、柾屋根ふき・伊藤藤次
郎、しめ縄作り・奈良貞明、昔っこおばあちゃん・吉田留子、サメ料理人・菊池きぬ、鉄工所・三浦逞一

● ● ●

Z01384 H13年度
ふるさとの人シリーズふるさとの人シリーズ　今
別町編

034 東津軽郡視聴覚ライブラリー
青森の歴史・伝統・く
らし

今別町の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。ふるさとの道「今昔」、磯漁師・最上盛蔵、
ねぶた絵師・阿部正、炭焼・平山繁也、中嶋連・うば玉づくり・梅田清一

● ● ●

Z01386 H13年度 私は男女平等を憲法に書いた 072 （株）ドキュメンタリー工房 学術・教養
女性が権利を持たない明治憲法は、男女平等の日本国憲法へと変った。ベアテ・シロタ・ゴードンさん
らによって書かれた人権条項４１条が日本国憲法になるまでの経緯や歴史背景を紹介する。

● ● ●

Z01387 H13年度
平成９年度　全国視聴覚教育研究会岐阜県　輪
之内大会

016 （財）松下視聴覚教育財団 教育方法・学習者
「ほほえみと感動のある教育をめざして」と題し、岐阜県で開催された研究会。公開授業や研究発表
のほか、今後の教育界を展望した総合研究や記念講演の様子を収めたダイジェストＶＴＲである。

●

Z01388 H13年度 人や物を運ぶ船直樹君と梨絵さんの夏休み 14 （社）日本旅客船協会 社会科
人や品物、自動車を運ぶカーフェリーを通じて、野菜の生産地と消費地を結ぶ船の働きを紹介し、日
本各地で活躍している様々な船を取り上げ、私たちの暮らしと船との関わりについて理解できるように
なっている。

●

Z01389 H13年度 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

七戸町の見町観音堂と小田子不動堂から発見された南部小絵馬は独特の様式で描かれ、庶民の祈
りと感謝の心を伝えている。絵馬が奉納された時代背景など、南部小絵馬の歴史に迫り、紹介してい
る。

● ● ● ●

Z01390 H13年度 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／Ｒ
ＡＢ開発

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してい
る。

●

Z01391 H13年度
自然と共生　エコドライブ燃費の向上とリサイク
ル

18 （社）自動車工業振興会 生活・福祉
自動車は時代と共に発展してきたが、環境破壊と言う事態を引き起こした。燃費の向上を目的とした
技術開発やリサイクル技術の進歩など、地球環境保全のための取り組みや技術などを紹介してい
る。

●
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Z01392 H13年度 第２１回全国育樹祭 118 青森県 趣味・芸術
９月２８日、青森市合子沢で開催された第２１回全国育樹祭。皇太子、皇太子妃両殿下を迎えて行な
われた式典の模様や様々なアトラクションのほか、魅力あふれる美しい青森県の自然を紹介してい
る。

●

Z01393 H13年度 あすに生かすふるさとの心舞え　跳ねよ 73 尾上町教育委員会 趣味・芸術
郷土芸能学習に取り組む階上町の小学校を訪ね、伝統を継承する子供たちを紹介する。登切小学
校・鶏舞、階上小学校・鳥屋部えんぶり、道仏小学校・道仏神楽、赤保内小学校・赤保内駒踊。

● ● ● ●

Z01394 H13年度
光の正体をさぐってみよう光の性質を利用した
おもしろ理科実験

21 財団法人　科学技術広報財団 算数・数学・理科
光は自然界にとって不可欠であると同時に、利用の待たれる未知の世界でもある。プリズム・ワイドレ
ンズの制作、虹スクリーン、光ファイバーの実験、光を重ねる実験等を通し、光の性質を探る。

● ●

Z01395 H13年度
青森県の自然シリーズ８みどりと潮騒の詩－夏
泊半島と周辺の四季－

20 青森県環境生活部自然保護課 学術・教養
夏泊半島とその周辺の草花や樹木などの四季おりおりの美しさ、半島周辺の海岸などに棲息する生
物や渡り鳥などを紹介し、ホタテ養殖や林業にかかわる研究がすすめられている施設など紹介する。

●

Z01396 H13年度 脳科学への招待科学技術庁ビデオ 24 岩波映画製作所 スポーツ・健康
科学技術庁の最重要プロジェクトとして、脳科学研究の最前線を支える個性豊かな研究の生の声を
紹介しながら、人類の永遠のテーマである脳科学研究の現状と未来を展望する。

● ●

Z01397 H13年度 橋本総理の外交記録Ⅳ平成九年九月～十二月 28
社団法人　ニュース映画製作者連
盟

学術・教養
Ｈ９年９月～１２月にかけての中国訪問、ロシア訪問、サウジアラビア王国訪問、バンクーバーＡＰＥＣ
出席及びオタワ訪問、ＡＳＥＡＮ首脳会議等出席など、橋本総理の外交活動を紹介する。

● ● ●

Z01398 H13年度 ここがポイント！家庭の食中毒予防 16 （社）日本広報協会 生活・福祉
Ｏ－１５７を初めとする食中毒の原因菌を解説し、食品の購入から処理まで厚生省のマニュアルに
沿った予防のための６つのポイント、食中毒になった時の対処法などを紹介する。

● ●

Z01399 H13年度
２５分でわかる手形・小切手のはなしアニメー
ションビデオ企画・全国銀行協会連合会

26 全国銀行協会連合会 学術・教養
約束手形の基本と使われ方について、小切手と比較しながら分かり易く解説していくアニメ。４Ｗ２Ｈ
の必要的記載事項・手形の譲渡・取立・不渡り・手形交換所の仕組みなどを説明する。

● ● ●

Z01400 H13年度
太陽の子メグちゃんの林業案内～わたしたちの
くらしと林業～

15 （社）農林放送事業団 産業・技術
私たちの暮らしと深い関わりのある林業について、森林を守り育てることの大切さや森林の持つ働
き、木材の素晴らしさなどを、アニメーションを交えながら易しく解説する。

●

Z01401 H13年度 「或る中学校教諭の一日」親の目子の目 27 ＲＡＢ青森放送 家庭教育
市立横内中学校２年２組担任古川信子、彼女は４０人の生徒の担任であり、体育教師という顔と同時
に２児の母というもう一つの顔を持つ、そんな彼女の教師としての、そして主婦としての奮戦記。

●

Z01402 H13年度 鯵ヶ沢のむがしこ５おたからガメ 16 ＲＡＢ開発株式会社 一般映画・アニメ
３人の子供たちが偶然見つけた宝のカメをめぐる騒動を通して、欲張らないこと、約束を守ることの大
切さを、津軽弁の語り手によって伝える。

● ●

Z01403 H13年度 おしえて！アグリ 46 （社）農林放送事業団 技術・家庭・産業
Ｈ９年に放映されたテレビ番組の総集編。中央卸売市場・国際農林水産業研究センターなどを訪ね、
日本の食糧事情、農村と農業の役割、林水産業の現状と将来、後継者問題についてリポートする。

● ● ● ●

Z01404 H13年度
日本の機械工業シリーズ「機械の感覚器官セン
サー」

22
企画：（社）日本機械工業連合会
／制作：日経映像株式会社

産業・技術
人間の感覚を模倣することから始めたセンサー技術は、今や２１世紀のキーテクノロジーとして、私た
ちの生活をより豊かに変えていく可能性を秘めている。その取り組みの様子を紹介する。

●

Z01405 H13年度 三上剛太郎物語ひるがえれ赤十字の旗 26 ＲＡＢ開発株式会社 一般映画・アニメ
日露戦争の時、青森県佐井村出身の医師、三上剛太郎が手縫いの赤十字旗を掲げて、敵味方の区
別なく負傷兵の治療にあたった愛と感動の物語りを紹介する。

● ●

Z01406 H13年度
薬物乱用防止教育ビデオ（高校生用）なくした自
由一度の好奇心からはじまる一生の闘い

22
企画発行：文部省／制作：ＮＨＫソ
フトウェア

スポーツ・健康
「今日一日ハウス」ここでは薬物依存からの回復を目指して、若者達が共同生活をしている。薬物乱
用の危険性・有害性の本質としての依存性について伝える。

●

Z01407 H13年度
中学校文部省道徳教育推進指導資料一番星－
ビデオ資料とその利用３－

45 テレビ朝日映像 生活・道徳・特活
道徳の時間に直接使えるドラマ仕立てのビデオ資料（資料編）と、それを使った授業例（活用編）とで
構成されている。活用編では、指導上の参考となるポイントと工夫例を示す。

●

Z01408 H13年度
子育て支援ビデオシリーズ①いのちと心育み
あって

28 恩賜財団母子愛育会 家庭教育
一日先を行く親たちの、本音とアドバイスをつづり、子育てを応援している。様々な不安や困難を乗り
越えたお母さんやお父さんの生の声によって、育児の喜びと命をいとおしむ心を理解する。

●

Z01409 H13年度 りんごのふるさと平賀平賀町ＰＲビデオ 15 ＡＴＶ　ＡＴＶ－Ｖ
青森の歴史・伝統・く
らし

平賀町は、町全体の７５％は山地で占めており、農耕発祥の地である。りんご裁培が中心で、相馬貞
一氏が基礎をつくった。四季を通して自然豊かな平賀町を紹介する。

● ● ● ●

Z01410 H13年度 ある日突然に…君に「いじめ」は似合わない 78 進路指導センター　ミュージアム 生活・道徳・特活
中学一年生の卓也は、ある日突然に…いわれなきいじめを受け、誰にも言えず彼の心は閉ざされて
いく。親と子の絆を通して社会問題の「いじめ」を正面から見つめ直す。

● ●

Z01411 H13年度 「チャレンジ　サイエンス」 60 ＡＴＶビジョン 算数・数学・理科
比較的身近にあるものを材料とする楽しい実験の数々を収録。シャボン玉でお手玉・綿菓子作り・電
池を作ろう・熱気球を飛ばそう・透視など１６種類の実験に挑戦する。

● ●

Z01412 H13年度
Ｗｅ　Ｌｏｖｅ　Ｆｕｋｕｃｈｉ僕たちの新しい「ふくち発
見」合併４０周年記念

18 0
青森の歴史・伝統・く
らし

自然に恵まれ、豊かで明るい村づくりに取り組む福地村。ジャックドまつり、ナマズ、にんにく、バーデ
ハウスふくち他の村民行事・特産物・施設などを紹介し、四季折々の村の魅力に迫る。

●

Z01413 H13年度 自然・ふれあいネイチャーランド 33 ＡＴＶ青森テレビ スポーツ・健康
青少年教育施設では、仲間と生活を共にしながらの豊かな自然生活を体験できる。県内４つの施設
の機能と海辺観察・サバイバルハイキング・翔け青年のつどいなど施設主催の活動を紹介する。

●

Z01414 H13年度 子どもの心に向き合う心少年非行を防ぐために 20 社団法人　日本広報協会 家庭教育
少年犯罪が増加している今、心の教育が求められている。見えにくい子供の心の問題を考え、非行に
向かうサインと親が子供たちの心に向きあう大切さについての学校や地域社会の声を紹介する。

● ● ●

56/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

対象
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Z01415 H13年度 わたしたちの海－佐賀県小川島を訪ねて－ 14 毎日ＥＶＲシステム 生活・福祉
いか・アワビ漁の盛んな小川島は、水揚げ量の減少が大きな問題となっている。その原因として、雨
水・生活排水などが貝類の育成と藻場の造成を妨げている。私たちの自然と環境について考える。

● ● ● ●

Z01416 H13年度 「地球の歌、まだ聞こえますか」 16 日本シネセル株式会社 生活・福祉
大量消費・大量廃棄の使い捨て文化によって失われつつある自然や資源を、リサイクルやゴミの分別
の様子を紹介し、私たちの生活や環境に対する考えそのものを今一度見直す。

● ● ● ●

Z01417 H13年度
世界のペットボトルリサイクル事情－北アメリカ
編－

15 株式会社　メイビス映像部 生活・福祉
リサイクル活動の促進には市民・自治体・企業それぞれの責任と環境保護に対する高い意識が必要
である。リサイクル先進国アメリカを訪ね、教育・回収・分別再生処理の現場の取り組みを紹介する。

● ● ●

Z01418 H13年度 十和田市の水道－おいしい水を届けるために－ 8 十和田市視聴覚センター 社会科
水は私たちの生活に欠かせないものである。十和田市の水道の仕組みと取水地市の水道使用量の
変化などについて解説し、常に安全な水を市街地へ送るための芳川原浄水場のシステムを紹介す
る。

● ●

Z01419 H13年度
美しく豊かな言葉をめざして「おわびとお礼」「言
葉の使い分け」

37
制作：東京シネ・ビデオ株式会社
／企画：文化庁

生活・福祉
高校生の剛が体験を通し、相手に対しておわびの気持ちを伝える大切さを知っていく様子、中学生の
洋子の周囲に起こる出来事を通し、言葉の使い分けの重要性を知っていく様子を紹介する。

● ● ● ●

Z01420 H13年度
海運の工夫・技術シリーズ２豊かさを運ぶ海の
道コンテナ船

22 日本シネセル株式会社 社会科
コスト・時間・安全性にすぐれたコンテナ船は、海運界に輸送革命をもたらした。この映像は、「魔法の
箱」といわれるコンテナ船の機能を通して、船舶による物流を楽しく分かり易く描く。

● ●

Z01421 H13年度
青森県立八戸東高等学校平成１１年度学校案
内ビデオ

青森県立八戸東高等学校 教育方法・学習者
県立八戸東高等学校の案内。普通科、人文学科の案内ほか、１９９８年度運動会、文化祭などの学
校行事の紹介。及び、各種分野で様々な活躍をしている部活動を紹介する。

● ●

Z01422 H13年度
プラスチックのリサイクルと油化～循環型社会
の構築に向けて～

17 プラスチック処理促進協会 生活・福祉
２１世紀を迎える今、環境保全が大きな課題となり、プラスチックのリサイクルも進められている。大き
な期待を集めて実用化された廃プラスチックを石油に戻す、次世代油化技術について紹介する。

● ● ●

Z01423 H13年度 森林から見た日本の気候 21 林野庁　国土緑化推進機構 社会科
豊かな森林に覆われ、森林の育つ気候条件に恵まれている日本。世界の気候帯の特色や日本の森
林区分と気候区分について、西表島や屋久島などの森林の姿から、日本の気候の特色や区分につ
いて紹介する。

● ● ● ●

Z01424 H13年度
世界の人と馬の文化シリーズ１１華麗なるフラン
ス騎兵連隊－歴史を築く栄光の騎士たち－

45
日本中央競馬会　農林放送事業
団

学術・教養
華やかなパリの文化やノルマンディー地方の牧場、貴族の暮らしやソミュール国立馬術学校などを描
き、フランスの人と馬の文化を背景に騎馬連隊の伝統と誇りを受け継ぐ男達の姿を紹介する。

●

Z01425 H13年度
あおもり夢工場９８①日本一の菜の花サポー
ター奮戦記

30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
今年で第８回を数える横浜町の「菜の花フェスティバル」では昨年度から菜の花サポーターを募集して
いる。今年も町内外から多くのサポーターが集まった。菜の花畑の中で奮闘するサポーターたちの姿
を描く。

●

Z01426 H13年度
あおもり夢工場９８②伝説の立佞武多－ねぷた
を支える人々－

30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
平成８年度、五所川原の有志たちにより８０年ぶりに「立佞武多」が復元された。その大きさだけに岩
木川の川原でしか見ることができなかったが、今年は商店街を練り歩くことになった。「立佞武多」を熱
い思いで支える人々の姿を描く。

●

Z01427 H13年度
あおもり夢工場９８③６００有余年の灯－奇祭・
大川原の火流し－

30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
毎年旧盆の８月１６日黒石市大川原の中野川では伝統行事「火流し」が行われている。南朝方の落人
集落に伝わる奇習で６４０年前から続いているとも言われている。大川原地区の３８戸の人たちが、人
口が減少する中、地域をあげてこの行事に取り組む様子を描く。

●

Z01428 H13年度
あおもり夢工場９８④伝統を守る子供たち－虚
空蔵まつり－

30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
南郷村島守の福一満空蔵菩薩は、日本三大虚空蔵の１つとして、古くから人々の信仰を集めている。
この例大祭で行われる島守神楽は村の伝統舞で、子供たちはこの日に披露することを目標に、毎日
厳しい練習を積んでいる。晴舞台をむかえるまでの様子を描く。

●

Z01429 H13年度 あおもり夢工場９８⑤伝承・イタコ修行 30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
霊と人間の間を媒介するイタコの数は、年々減少している。後継者難の中、８月の百石町法運寺の
「いたこ祭り」で２人の２０代の女性がデビューした。１人前のイタコになるためこの道５０年の師匠に弟
子入りし、厳しい修行を積む若い２人のイタコ人生を描く。

●

Z01430 H13年度
あおもり夢工場９８⑥お楽しみはこれからだ－あ
おもり映画祭－

30 青森県総合社会教育センター 趣味・芸術
あおもり映画祭は映画王国青森県を合言葉に平成３年からスタートした。今年は県出身の映画監督
や青森ゆかりの作品を中心に上演された。映画人とのふれあいや映画を通じた人々との交流を通し
て、今年もまた新たな出会いと交流の輪の広がっていく様子を描く。

●

Z01431 H13年度
あおもり夢工場９８⑦ヒップホップが田んぼに響
く－ロボコックス－

30 青森県総合社会教育センター 趣味・芸術
木造町で、若者たちの手によるダンスパーティー「ロボコックス」が話題を呼んでいる。「何もない地域
だから、自分たちで楽しめる場所をつくろう」という発想からすべてが始まった。年３回のイベントに情
熱を注ぐ若者たちを描く。

●

Z01432 H13年度 あおもり夢工場９８⑧夢を津軽太鼓に響かせて 30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
黒石市で２０歳代の女性たちが津軽太鼓に魅せられ、週１回の練習に汗を流す。その成果を９月の津
軽太鼓フェスティバルで披露する。若い女性の心を揺るがす津軽太鼓の魅力は何か、彼女らの練習
風景を追いながら、まつりにかける熱い心を描く。

●

Z01433 H13年度
あおもり夢工場９８⑨商宮律行く－名川秋まつり
－

30 青森県総合社会教育センター 学術・教養
名川町の秋まつりの中で、商宮律（さぎり）というものが行われている。江戸時代に京都から伝習され
たと伝えられ、全国的にも現在残っているのが珍しい。その商宮律の伝統を壮年世代が受け継いで
いる。優雅さを醸し出す名川町の商宮律の行列の様子を描く。

●

Z01434 H13年度
平成９年度郷土学習教材生きのびよタガメ山口
県教育委員会

17 山口県教育委員会 算数・数学・理科
山口県内で生息が確認されている絶滅危急種である水生昆虫「タガメ」の生態を紹介する。私たち人
間が他の昆虫、動植物と共生しながら自然を大切にしていかなければならないことについて考える。

● ●

Z01435 H13年度
平成９年度郷土学習教材アワビを育てる山口県
教育委員会

19 0 産業・技術
アワビの受精から卵が成長していく過程を追いながら、アワビの育成に携わる人々の苦労を通して、
沿岸漁業の活性化に向けての努力を紹介する。

● ● ● ●

Z01436 H13年度
応急手当ビデオシリーズこれだけは知っておき
たい応急手当Ｎｏ．１応急手当の基本①

32 インターメディカ 生活・福祉
気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ、止血法などの命を助ける応急手当の他、意識の異常や呼吸
困難、激しい頭痛やけいれん・まひなど、急病の時の応急手当を紹介します。様々な急病を想定し、
正しい応急方法や注意すべき点などを解説します。

●

Z01437 H13年度
応急手当ビデオシリーズこれだけは知っておき
たい応急手当Ｎｏ．２応急手当の基本②

27 インターメディカ 生活・福祉
このビデオは、頭、胸、手足、目のけが、やけどやガス中毒、日射病、熱射病など、事故やけがの応
急手当の方法を紹介します。様々な場面を想定して、正しい応急手当や注意すべき点などを解説しま
す。

●
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Z01438 H13年度
視覚言語「日本手話」を話そう第１巻日本手話
の世界

45 ビクターエンタテインメント 生活・福祉
このビデオは、日本手話の特徴、手話の読みとりや表情・うなずきによる日本手話の会話や文法など
の日本手話の世界について解説します。読み取りと表現を獲得し、使える会話の育成を目標にしなが
ら、ビデオならではの映像表現で解かりやすく紹介します。

● ● ● ●

Z01439 H13年度
視覚言語「日本手話」を話そう第２巻挨拶・自己
紹介の会話

52 ビクターエンタテインメント 生活・福祉
このビデオは、名前を表す会話や、友人や親族などの人間関係を表す会話、自己紹介などの日本手
話の文法を解説します。読み取りと表現を獲得し、使える会話の育成を目標にしながら、ビデオならで
はの映像表現で挨拶・自己紹介の会話を解かりやすく紹介します。

● ● ● ●

Z01440 H13年度
視覚言語「日本手話」を話そう第３巻数と時間の
会話

46 ビクターエンタテインメント 生活・福祉
このビデオは、単位や数字などを表わす会話、時刻や月日などの時を表わす会話、時間を尋ねる会
話などを解説します。読み取りと表現を獲得し、使える会話の育成を目標にしながら、ビデオならでは
の映像表現で、数と時間の会話を解かりやすく紹介します。

● ● ● ●

Z01441 H13年度
視覚言語「日本手話」を話そう第４巻場所のでる
会話

46 ビクターエンタテインメント 生活・福祉
このビデオは、場所を表わす会話、都道府県などの地域を表わす会話、場所を尋ねる会話について
解説します。読み取りと表現を獲得し、使える会話の育成を目標にしながら、ビデオならではの映像
表現で、場所の出る会話について解かりやすく紹介します。

● ● ● ●

Z01442 H13年度 視覚言語「日本手話」を話そう第５巻伝える会話 50 ビクターエンタテインメント 生活・福祉
このビデオは、経験を表わす会話や、希望・要望などを伝える会話、さらにこれまでの学習内容のまと
めを収録しています。日本手話の読み取りと表現を獲得し、使える会話の育成を目標にしながら、ビ
デオならではの映像表現で解かりやすく紹介します。

● ● ● ●

Z01443 H13年度 在宅介護の仕方　第１巻介護する心構え 22 キングレコード 生活・福祉
高齢化社会の進む中で、病気や障害を持つ人が増えています。その中で、介護者のプライドを守りな
がら介護し、健康管理に気をつけながら生活にリズムをつけ、張りをもたせる生活のための、在宅介
護の心構えとともに介護の技術や工夫を紹介します。

●

Z01444 H13年度 在宅介護の仕方　第２巻日常生活の介護（１） 26 キングレコード 生活・福祉
このビデオは、起きて生活するための環境づくりや、シーツの敷き方や寝巻の着せ替えなどの睡眠の
世話のほか、一人で行ける場合と介護が必要な場合の排泄の世話の方法など、在宅介護における
日常生活の介護について紹介します。

●

Z01445 H13年度 在宅介護の仕方　第３巻日常生活の介護（２） 21 キングレコード 生活・福祉
調理の工夫や食事介助のポイントを解説する食事の世話、階段の上り下りや体位変換・車椅子への
移乗など、様々な移動の世話のほか、入浴前の健康チェックと準備の際の注意点をとりあげた入浴
の世話など、日常生活における在宅介護について紹介します。

●

Z01446 H13年度 手話のうた　第１巻入門編 46 音楽之友社 生活・福祉
このビデオは、聞こえる人が聞こえない人に対する理解を深める取り組みとして、学校教育にも取り
入れられる手話を使って、一緒に楽しむことのできる手話のうたと簡単な手話を解説する。「四季のう
た」「手のひらを太陽に」の２曲のうたを紹介する。

● ● ● ●

Z01447 H13年度 手話のうた　第２巻基礎編 45 音楽之友社 生活・福祉
このビデオは、ピクニック、ふるさと、春の小川、赤とんぼ、森のくまさん、今日の日はさようなら、とい
う６曲の歌について、全ての歌詞についての手話表現を分かりやすく解説し、耳の聞こえる人と聞こえ
ない人が共に楽しめる手話のうたを紹介します。

● ● ● ●

Z01448 H13年度 手話のうた　第３巻応用編 57 音楽之友社 生活・福祉
このビデオは、一年生になったら、栄冠は君に輝く、夏の思い出、紅葉、きよしこの夜、うれしいひな祭
り、贈る言葉という７曲の全ての歌詞についての手話表現を分かりやすく解説し、耳の聞こえる人と聞
こえない人が共に楽しめる手話のうたを紹介します。

● ● ● ●

Z01449 H13年度
あっ地震だ！おちついて、あわてない！地震防
災アニメーション

12 精光映画社 生活・福祉
地震はいつ、どこで起きるかわからないため、毎日の生活の中で地震に対する心構えを身に付けて
おく必要があります。学校で地震が起きた時の避難の方法や、家庭での地震対策、地震後の災害を
防ぐ方法を、アニメーションで紹介します。

● ●

Z01450 H13年度
ウーマンズライフ　心とからだ・くらしシリーズ①
それからの季節自然の時のめぐり　更年期を考
える

30 桜映画社 教育方法・学習者
自覚のあるなしに関わらず「更年期」は誰にでも訪れる自然なからだの現象です。「更年期」について
知りたい問題について、医学的な情報を伝えると共に、「更年期」を恐れず自然に受け入れていけるよ
う、具体的なケースとして女性の経験から考えていきます。

●

Z01451 H13年度
ウーマンズライフ　心とからだ・くらしシリーズ②
こだわりから優しさへ中高年の性を考える

33 桜映画社 教育方法・学習者
性には、生殖のための性のほかに、コミュニケーションの性、快楽の性という側面もあります。こだわり
を捨て、優しく自分らしく生きていくために、中年からの性のあり方を豊かにしていこうと、その可能性
を模索します。

●

Z01452 H13年度
ウーマンズライフ　心とからだ・くらしシリーズ③
中年からの私づくり４人の女性の場合

31 桜映画社 教育方法・学習者
中年期は、女性にとってもライフスタイルの大きな転換期であり、その中で多くの女性がこれまでの自
分に疑問をもちます。実際に問題意識をもち、取り組む４人の女性を取り上げ、老後も視野に入れた
「私づくり」を始める女性たちの生き方を探ります。

●

Z01453 H13年度 環境教育江戸のリサイクルに学ぶ 16 東映 生活・福祉
今、日本は増え続けるゴミや下水処理に困惑しています。そこで現代の人にはとても想像できないよ
うな江戸の昔の生活様式、当時の生活排水や屎尿の処理、ゴミや日用品のリサイクル方法を描き、
現代のそれと対比しながら、これからの環境問題を考えます。

● ● ● ●

Z01454 H13年度 環境教育私たちのラムサール条約 16 東映 生活・福祉
ラムサール条約とは水鳥の生息地を次の世代に残すための国際的環境保全条約です。そういうこと
には無縁だと思っていた人が身近にあった趣旨のトラスト運動を実地に見聞し、生物が豊富な地域は
人間にも住みよい環境なのだと自然保護に目覚める様子を描きます。

● ● ● ●

Z01455 H13年度 環境教育新しい公害産業型から都市・生活型へ 16 東映 生活・福祉
私たちは様々な公害を克服してきたが、最近、新しいタイプの公害が問題になっています。その中か
らヒートアイランド現象と自動車交通公害に焦点をあて、都市・生活型公害とはどんなものか、どうす
れば防げるか、その現状と問題解決の方向を探ります。

● ● ● ●

Z01456 H13年度
中学生の職業ガイドシリーズ①職業について知
ろう

15 東映 産業・技術
職業は、私たちの豊かな生活づくりと密接に結びついています。このビデオは、中学生に分かりやす
い観点から何を相手にして働くかを、スーパーなどの人、農林水産業や獣医師などの自然や生き物、
自動車などの物の３つに分け、その概要を示します。

● ● ●

Z01457 H13年度 中学生の職業ガイドシリーズ②資格と職業 15 東映 産業・技術
職業の中には、一定の資格や免許を必要とするものがあります。医療、人権や財産、公務や教育、福
祉、交通、産業の安全など、様々な分野に分け、医師や弁護士、公務員などの実際の職業や資格を
得る方法などを解説していきます。

● ● ●

Z01458 H13年度
中学生の職業ガイドシリーズ③うつり変わる社
会と職業

17 東映 産業・技術
現代社会の特徴を反映するのが、カタカナ文字で称される職業の増加です。コンピューターの発達に
よって生じた新たな職業、システムエンジニアやグルーマー、ゲームプロデューサー、ツアーコンダク
ターなど、様々な職業を魅力的に紹介します。

● ● ●

Z01459 H13年度
放送大学古代津軽の弥生文化ＢＣ３世紀陸奥で
稲作が行われていた

45 放送大学教育振興会 学術・教養
青森県田舎館村にある垂柳遺跡では、多数の水田跡が発掘されています。さらに、炭化米やもみの
跡のある土器、種もみを保存するつぼなど、稲作が行われていた裏付けとなる出土品の数々を弘前
大学の村越潔教授が紹介していきます。

●

Z01460 H13年度
アダルト・チャイルド　第１巻アダルト・チャイルド
とは何か？理解のためのガイド

32 ジェムコ スポーツ・健康
アダルト・チャイルド（ＡＣ）とは、アルコール依存症の親の元や機能不全家族で育った人のことを指
し、大きな特徴として自分を主体としない共依存が挙げられます。ＡＣの引き起こす問題と対策を紹介
しこれからの自分の生き方をかえていくきっかけになります。

●

58/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z01461 H13年度
アダルト・チャイルド　第２巻アダルト・チャイルド
が生き方を変えるときケーススタディ

56 ジェムコ スポーツ・健康
福祉事務所のケースワーカーで、家族の問題を抱える主婦をモデルとしてＡＣが自分を知り、インナー
チャイルド（内なる子ども）の悲しみを癒し、生き方のパターンを変えていくプロセスを追っていきます。

●

Z01462 H13年度
多動症候群への理解と対応落ち着きのない子
どもたち第１巻理論編

30 ジェムコ スポーツ・健康
多動状態の子どもは集団生活を送る上で危ないことばかりする。乱暴だ、他の子どもと遊べない、話
が聞けないなどの問題を起こす。しかし、このような子どもをもつ保護者の悩みは深く切実で、保育者
や教師も正しい知識を知らないため、混乱しています。

●

Z01463 H13年度
多動症候群への理解と対応落ち着きのない子
どもたち第２巻指導編

45 ジェムコ スポーツ・健康
多動状態の子どもに対し、正しい知識や対処法を知らないために混乱が生じ、保護者は切実に悩み
ます。運動面からのアプローチや改善のための認知・言語指導、ほかの仲間との関係づくりを進める
など、多動症候群への対応を指導します。

●

Z01464 H13年度
《考えや感情の表現》シリーズ英会話初級　Ｖｏｌ
ｕｍｅ１

30 ジェムコ 外国語科
あいさつと自己紹介、話しかけ言葉、丁寧な指示、比較するという４つの項目について、会話例をドラ
マ形式で紹介した後、英会話初級程度の重要表現法を抜きだし解説、練習します。日常生活のあら
ゆる場面を想定し、全巻英語でわかりやすく学習できます。

● ● ●

Z01465 H13年度
《考えや感情の表現》シリーズ英会話初級　Ｖｏｌ
ｕｍｅ２

30 ジェムコ 外国語科
外見についての表現、強い感情の表現、時間について話す、推量する、申し出るの５つの項目で会話
例をドラマ形式を用いて紹介し、英会話初級程度の重要表現を抜きだし解説練習します。日常生活の
あらゆる場面を想定し、全巻英語でわかりやすく学習できます。

● ● ●

Z01466 H13年度
《考えや感情の表現》シリーズ英会話初級　Ｖｏｌ
ｕｍｅ３

30 ジェムコ 外国語科
物事を提案する、やり方を教える、驚きの表現、謝る、誘う・断わる、誘う・承諾するの５つの項目で会
話例を紹介し、英会話初級程度の重要表現を抜きだし解説、練習します。日常生活のあらゆる場面を
想定し、全巻英語でわかりやすく学習できます。

● ● ●

Z01467 H13年度
《考えや感情の表現》シリーズ英会話初級　Ｖｏｌ
ｕｍｅ４

30 ジェムコ 外国語科
許可を求める、ものを頼む、説得する、脅迫する、警告するの５つの項目について、会話例をドラマ形
式で紹介した後、英会話初級程度の重要表現を抜きだし解説、練習します。日常生活のあらゆる場
面を想定し、全巻英語でわかりやすく学習できます。

● ● ●

Z01468 H13年度
《考えや感情の表現》シリーズ英会話初級　Ｖｏｌ
ｕｍｅ５

30 ジェムコ 外国語科
指示する、「私もそうだ」という表現、苦情をいう、選ぶ、好む・嫌う、助言するの５つの項目で会話例を
紹介し、 英会話初級程度の重要表現を抜きだし解説、練習します。日常生活のあらゆる場面を想定
し、全巻英語でわかりやすく学習できます。

● ● ●

Z01469 H13年度
《考えや感情の表現》シリーズ英会話初級　Ｖｏｌ
ｕｍｅ６

30 ジェムコ 外国語科
ストーリーを語る・人の話を訂正する、後悔の表現、賛成・反対の意見を述べる、手配、意見を出すの
５項目について、会話例を紹介し、英会話初級程度の重要表現を抜きだし解説、練習します。日常生
活のあらゆる場面を想定し、全巻英語でわかりやすく学べます。

● ● ●

Z01470 H13年度 子どもと話してますか 30 学研 一般映画・アニメ
現在、学校にも家庭にも居場所のなくなった不登校の子どもが増えています。ビジネスマンの家庭を
舞台に、不登校の息子と決まり文句の説教をする父親との葛藤を通じ、子どもと本気で向きあい、話
すことの大切さ、難しさを実感させ、今後のあり方を考えます。

● ● ●

Z01471 H13年度 環境教育資料シリーズ　第１巻大気汚染 12 学研 生活・福祉
このビデオは、二酸化炭素ガスによる温暖化の進行、ますます増大するオゾンホール、ヨーロッパで
被害の大きい酸性雨、そしてダイオキシンなどを取り上げ、地球環境規模での大気汚染の状況を概
観し、因果関係を科学的に探りながら問題点について考える。

● ● ●

Z01472 H13年度
環境教育資料シリーズ　第２巻水の汚染河川・
湖沼・海

12 学研 生活・福祉
河川や湖沼、海洋などの汚染は主に生活排水と産業排水が原因である。水質汚染の著しいアジア諸
国の状況をみながら、自然環境に及ぼす影響、そこに生活する人々への影響について科学的な視点
で分析し、改善策・保全方法について考える。

● ● ●

Z01473 H13年度 環境教育資料シリーズ　第３巻地球の砂漠化 12 学研 生活・福祉
地球上の各地で砂漠化が進んでいる。特に発展途上国における乱開発、無秩序な開墾や伐採、放牧
が原因といわれる。タクラマカン砂漠の状況を取材し、その因果関係や人間生活との関連性、あるい
は将来の問題点などについて考えてみる。

● ● ●

Z01474 H13年度
小学校家庭科環境教育シリーズ　第１巻水をよ
ごさず大切にしよう地球にやさしい暮らし

15 学研 生活・福祉
川の流れを見ると、目に見えるごみや水が濁っていることに気付く。しかし、自分たちが生活の中で知
らずに流している台所や風呂の水、歯磨き後の水などの生活排水が水を汚す原因になっていること
に気づき、自分にできる環境へのやさしさを見つけて実践する。

● ●

Z01475 H13年度 太宰をよむ文学のこころ 20 ＴＤＫコア 国語科
短い人生を駆け抜けた太宰治は、「走れメロス」に何を託したのだろうか。人間の根底に潜む強さと弱
さを描きつづけた作家の生き方、「走れメロス」の内容の観点から太宰治が託したものを読み解いてい
きます。

● ● ●

Z01476 H13年度
国文学資料ビデオシリーズ太宰治・井上靖近
代・現代編

39 学研 国語科
このビデオは、太宰治・井上靖それぞれの生い立ちと精神的・時代的背景や文学的な業績を把握し、
読解や鑑賞に役立ちます。太宰の生家や桜桃忌、「津軽」などの作品を、井上は郷里の様子や数々
の作品に関する解説をし、読書意欲を育てます。

● ● ●

Z01477 H13年度 生命・４０億年はるかな旅　第１集海からの創世 54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
生命の誕生の場といわれる海底、原始の時代にさかのぼれる不思議な湖、微生物たちの墓場となっ
た太古の地層などを旅し、動植物全ての基本システムが形作られた２０億年を甦らせます。生命の誕
生と進化の歴史について紹介します。

●

Z01478 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第２集進化の不思議
な大爆発

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
酸素を得た生物は、どのような進化をとげたのか。約５億年前には海底であった、カナダのロッキー山
脈の地層から、５つ目や上下が定かではない奇妙な動物たちが発見された。これから、その後の運命
を決める「生命の掟」、すなわち進化を追っていく。

●

Z01479 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第３集魚たちの上陸
作戦

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
海で生まれた生命が上陸するまでを、生物の化石からたどると、数世紀に及ぶ苦難の歴史が見えてく
る。進化の過程で内臓を強化し、骨を硬くして上陸に備え、常に前進しようとする生き物たちの不思議
なエネルギーについて紹介します。

●

Z01480 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第４集花に追われた
恐竜

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
恐竜は巨大隕石の衝突という大事件によって絶滅したといわれている。北米大陸では森林の減少とと
もに大型恐竜が減少し、小型恐竜が増加した。昆虫や哺乳類は花と密接に関わり、恐竜だけがはず
れていった。食物の観点から恐竜の絶滅を考えます。

●

Z01481 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第５集大空への挑戦
者

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
２億年前の始祖鳥の羽の復元や、鳥が飛んだ理由の様々な説を検証し、皮膜で飛んだ翼竜との比較
など、微妙で複雑な羽の謎に迫ります。さらに羽を備えるだけでなく、体を軽くするために骨を中空に
して歯を落とすなど、飛ぶために全てをかけた生物も紹介します。

●

Z01482 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第６集奇跡のシステ
ム「性」

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
互いの遺伝子を交換する性の誕生は様々な個性をもたらし、雄と雌、親子の絆などの他者との密接
な関係を生みました。生殖という本来の目的から大きく離れているヒトの性、その性の本質を微生物
からサルまで、様々な生き物の中に探ります。

●

Z01483 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第７集昆虫たちの情
報戦略

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
生き物は、自らがおかれている状況を察知し、行動する能力をどのように進化させてきたのでしょう
か。昆虫は紫外線でしか見えない花の蜜への道を知っているし、アリは指揮官がいないのに秩序を保
ちます。生きるための情報を得る、昆虫の知恵比べを見ていきます。

●

59/112
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Z01484 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第８集ヒトとサルと別
れた日

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ホモサピエンスと呼ばれる人類は、高度な知能、複雑な道具を操る、直立して二本足で歩くという、他
の動物との大きな違いがあります。二足歩行の謎に迫り、最も古いサルの仲間から人類誕生とその
進化の歴史をドラマチックに再現します。

●

Z01485 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　第９集ヒトは何処へ
いくのか

54 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
人口が５６億をこえた人類は、現在、地球環境をものすごい勢いで破壊し、これまで地球が蓄えてきた
資源を食いつくそうとしている。これからの危機に、進化をとげ、社会構造や文明を生み出したヒトの
経験と知性がどう生かされようとしているのかに迫る。

●

Z01486 H13年度
生命・４０億年はるかな旅　最終回地球と共に歩
んで

74 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
地球という生命はおよそ４億年ごとに合体と分離をくり返すという大陸の移動を行なってきた。これが
生命の進化にどう影響を与えたかなど、新しいテーマにふれながら、第９集までの生命の歴史を振り
返り、その歴史が私たちに何を語りかけてくれるのかを考える。

●

Z01487 H13年度
世界の車窓から（１）オーストラリア鉄道の旅
レール直線４７８キロを走る

30 テレビ朝日 趣味・芸術
６つの州からなるオーストラリアを走る、インディアン・パシフィック号のハイライト、世界一の直線コー
ス、４７８Ｋｍレール一直線の部分を中心とし、ブリスベンリミテッド号、ＸＰＴ、パフィングヒリー号、ザ・
ガン号を紹介します。

●

Z01488 H13年度
世界の車窓から（２）スイス鉄道の旅アルプス登
山列車と氷河特急

30 テレビ朝日 趣味・芸術
いたる所に山々がそびえ立つスイスには、自然を守るため、鉄道以外には交通手段が無い所が多く、
鉄道スイスの特色は山抜きには語れません。そんなスイスを走るアルプス登山鉄道、氷河特急、国際
列車ベルニナ線などを紹介します。

●

Z01489 H13年度
世界の車窓から（３）オーストリア鉄道の旅ＳＬと
音楽の国ぐるり一周

30 テレビ朝日 趣味・芸術
７つの国に囲まれた美しい音楽の国、鉄道開設１５０年の歴史を持つオーストリアを走る、小さな蒸気
機関車が列車を押し上げていく歯車式登山鉄道のアッヒェンゼー鉄道、夏期だけ蒸気機関車の走る
チラタール鉄道などを紹介します。

●

Z01490 H13年度
世界の車窓から（４）イタリア鉄道の旅ミラノ発・
フィレンツェ、ローマ、ヴェネツィア

30 テレビ朝日 趣味・芸術
ミラノ発フィレンツェ、ローマのルネッサンス文化列車の旅、ピサからジェノバのロマンの旅、ペスカラ
からヴェネツィアを経てイタリア半島南下列車での文化・歴史・生活の旅とイタリア半島を一周する旅、
鉄道を紹介します。

●

Z01491 H13年度
世界の車窓から（５）タイ・マレーシア・シンガ
ポール鉄道の旅チェンマイ発・マレー半島南下

30 テレビ朝日 趣味・芸術
チェンマイからバンコク、バンコクからナムトクの旧泰緬鉄道、バタワース行き国際急行、クアラルン
プール行きゴールデンアロー号など、タイ、マレーシア、シンガポール三国で形成されるマレー半島を
縦断する列車の旅を紹介します。

●

Z01492 H13年度
世界の車窓から（６）インド鉄道の旅ガンジス、
砂漠、ヒマラヤ…悠久の大地を行く

30 テレビ朝日 趣味・芸術
鉄道王国インドでは、毎日１０００万人以上の人々を運んでいます。混沌とした不思議な魅力に満ちた
インド鉄道の旅を、デリーからカルカッタ、デリーからジャイプル、タール砂漠の入口ジャイサルメール
へと、インド大陸を東西に横断し紹介します。

●

Z01493 H13年度
世界の車窓から（７）スペイン鉄道の旅マドリッド
発・南スペインの旅

30 テレビ朝日 趣味・芸術
スペインの首都マドリッド発、アランフェス・トレドへの旅、アンダルシア地方の列車・タルゴ、地中海沿
いの海岸線ローカル線の旅、バレンシアからバルセロナを走る急行列車ラピドなどを車窓の変化に富
んだ風景と活気ある人々と共に紹介します。

●

Z01494 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか１工業専門学校ビ
デオガイダンス

20 映像ネットワーク開発 産業・技術
電気主任技術者、システムエンジニア、放送技術者、建築士、土木施工管理技士、機械設計技術
者、自動車整備士、インテリアプランナー、インテリアコーディネーターなどを目指す専門学校の授業
内容と実際に働く現場を紹介します。

● ● ●

Z01495 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか２外国語専門学
校ビデオガイダンス

20 映像ネットワーク開発 産業・技術
語学を自在に駆使して働くツアーコンダクターやホテルマン、スチュワーデス、国際ガイド、秘書、通
訳、ワープロオペレーター、ＯＡインストラクターなどの活躍の現場を中心に、専門学校の授業内容を
交えて紹介します。

● ● ●

Z01496 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか３経理・ビジネス・
トラベル専門学校ビデオガイダンス

20 映像ネットワーク開発 産業・技術
秘書、公認会計士、公務員、税理士、医療事務、ＯＡインストラクター、情報処理技術者、プログラ
マー、グランドホステス、施工業務取扱主任者など、ビジネスの最前線で活躍する人々と、その専門
学校の授業内容を紹介します。

● ● ●

Z01497 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか４栄養・調理・製
菓専門学校ビデオガイダンス

映像ネットワーク開発 産業・技術
栄養士、調理師、製菓技術士、製パン技術士、フードコーディネーター、ソムリエ、バーテンダー、フー
ドスタイリストなど、人々の健康を支え、おいしさで豊かな毎日を提供する職場と、それらを目指す専
門学校の授業内容を紹介します。

● ● ●

Z01498 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか５ファッション・服
飾専門学校ビデオガイダンス

映像ネットワーク開発 産業・技術
ファッションデザイナー、パタンナー、テキスタイルデザイナー、スタイリスト、プランナー、カッター、グ
レーダー、バイヤー、ディスプレイデザイナー、ファッションアドバイザーなどの活躍現場、その専門学
校の授業内容を紹介します。

● ● ●

Z01499 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか６美術・デザイン
専門学校ビデオガイダンス

映像ネットワーク開発 産業・技術
グラフィックデザイナー、インストラクター、インダストリアルデザイナー、ジュエリーデザイナー、パッ
ケージデザイナー、ＣＧデザイナーなど、感性を武器に活躍する人々の日常の仕事ぶりを中心に、そ
の専門学校の授業内容を紹介します。

● ● ●

Z01500 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか７理容・美容専門
学校ビデオガイダンス

映像ネットワーク開発 産業・技術
理容師、美容師、ヘア・メークアーティスト、ヘアデザイナー、美容アドバイザー、エステティシャン、ネ
イリスト、スタイリスト、着付けなどが、活躍する第一線の職場の雰囲気と、それらの知識を得られる
専門学校の授業内容をきめ細かく紹介します。

● ● ●

Z01501 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか８芸術専門学校ビ
デオガイダンス

映像ネットワーク開発 産業・技術
カメラマン、広報、ＶＴＲ編集技術者、フィルムエディター、舞台照明技術者、ディレクター、アナウン
サー、俳優、ミュージシャン、作曲家、楽器製造技術者、音響技術者などを職業とする人々の日常と、
その専門学校の授業内容を紹介します。

● ● ●

Z01502 H13年度
君はどんな仕事を目指すのか９専門学校専門
学校ビデオガイダンス

40 映像ネットワーク開発 産業・技術
実社会で即戦力となる人材を育成するために、専門技術取得を目的とした専門学校の歴史と制度を
まとめ、さまざまな分野の専門学校を、工業や芸術、ファッション・服飾など９ジャンルに分類し、その
特色と授業内容を紹介します。

● ● ●

Z01503 H13年度 司書教諭の役割新しい教育の創造に向けて 28 全国学校図書館協議会 教育方法・学習者
学習・情報・読書センターとしての学校図書館は、子ども自ら学び、考え、主体的に判断し、問題を解
決する資質や能力と豊かな人間性を育むという新しい学力観に立つ教育に不可欠です。その図書館
で整理、利用に関し指導を行なう司書教諭の仕事を紹介します。

●

Z01504 H13年度
２１世紀の福祉の仕事１社会福祉士・ケース
ワーカー篇ビデオによる職業ガイド

30 ゆまに書房 産業・技術
各市役場に設置されている福祉事務所や各地域に設置されている在宅介護支援センターという相談
機関などで働く、社会福祉士、ケースワーカーの仕事内容と働く現場、仕事についてのインタビューな
どを通して、ケースワーカーという職業を紹介します。

● ● ●

Z01505 H13年度
２１世紀の福祉の仕事２介護福祉士・ホームヘ
ルパー篇ビデオによる職業ガイド

30 ゆまに書房 産業・技術
寝たきりの高齢者や重度の心身障害者など日常生活に障のある人々に食事や着替えなどの世話を
する介護の仕事は、社会福祉の現場で最も必要とされています。そんな介護を仕事とする介護福祉
士・ホームヘルパーの仕事内容と働く現場を紹介します。

● ● ●

Z01506 H13年度
２１世紀の福祉の仕事３児童指導員・保母篇ビ
デオによる職業ガイド

30 ゆまに書房 産業・技術
保育所で子供たちが基本的生活習慣を身に付ける援助や学習、遊びの指導、育児相談を受けるなど
の仕事をする保母と、障害児施設などで家庭環境や心身に障害を持つ子供たちの自立を援助する児
童指導員の仕事内容と活躍の現場を紹介します。

● ● ●
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Z01507 H13年度
２１世紀の福祉の仕事４盲導犬歩行指導員・療
法士篇ビデオによる職業ガイド

30 ゆまに書房 産業・技術
目の不自由な人が盲導犬と共に歩行、生活できるように指導し、盲導犬の訓練もする盲導犬歩行指
導員と、何らかの理由で心身に障害を持つ人々に対し、機能の回復を計り、日常に復帰させるためリ
ハビリテーションを実践し、援助を担う療法士の仕事を紹介します。

● ● ●

Z01508 H13年度
２１世紀の福祉の仕事５ボランティア篇ビデオに
よる職業ガイド

30 ゆまに書房 産業・技術
個人が自発的に決意・選択するもので、人間の潜在能力や日常生活の質を高め、人間相互の連帯感
を高めるボランティア活動について、実際に活動している現場を通して、ボランティアがどのようなもの
か、その幅広い活動内容などを紹介します。

● ● ●

Z01509 H13年度 驚異の小宇宙・人体１　生命誕生 50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 趣味・芸術
人間は気の遠くなるような進化の過程を経て、６０兆もの細胞を持つに至った。たった一つの受精卵
から細胞が作られる過程や、染色体に隠されている秘密に迫り、超ミクロの実写映像とＣＧを駆使し、
数々の謎を秘めた人間誕生の感動のドラマを展開する。

●

Z01510 H13年度
驚異の小宇宙・人体２　しなやかなポンプ（心
臓・血管）

50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
心臓は疲れを知らず働き、人体という小宇宙の太陽といえる。この驚異の生命ポンプを作る心筋細胞
が一生働き続けられる謎や、人生をかけて何かに挑戦するときの心臓の対応など、数十キロにも及
ぶ心臓と血管の謎を探る旅を紹介する。

●

Z01511 H13年度 驚異の小宇宙・人体３　消化吸収の妙（胃・腸） 50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 生活・福祉
栄養素が消化吸収される過程、胃が自身を消化しない理由、正常な胃壁の飲酒による変化と回復な
ど、食道・胃・小腸・大腸の働きを紹介する。現代人のストレスと不安を映しだし胃腸のメカニズムと、
生物としての人間と環境の関わりを見つめ直すことができる。

●

Z01512 H13年度 驚異の小宇宙・人体４　壮大な化学工場 54 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
肝臓はウイルスなどの体外からの侵入物の処理を一手に引き受け、「沈黙の臓器」と呼ばれる。現代
人の肝臓はアルコールや食品添加物など解毒作業に追われてオーバーワーク気味である。体内の
浄化装置といわれる肝臓と腎臓の寡黙な臓器のメッセージを紹介する。

●

Z01513 H13年度
驚異の小宇宙・人体５　なめらかな連携プレー
（骨・筋肉）

50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
現代人は便利な生活の中で歴史上最も退化した骨と筋肉を持つといわれている。筋肉や骨は使わな
ければ退化してしまう理由や、ロボットには難しい２本足の歩行が楽にできる人間の謎、そして２年で
全て入れ替わる骨の細胞のメカニズムなど、骨と筋肉の謎に迫る。

●

Z01514 H13年度 驚異の小宇宙・人体６　生命を守る（免疫） 50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
人間の体は白血球やリンパ球の活躍により、軽いケガなら自然に治り、１日平均数個発生するガン細
胞も発病には至らない。ガン細胞をリンパ球が打ち負かす瞬間、ＣＧで描くバクテリアとミクロの戦士
たちとの死闘など、生命維持のための免疫の働きを紹介する。

●

Z01515 H13年度
３０分でＯＫ！つながったねインターネット　Ｐａｒｔ
Ⅰパソコン選びから電子メール活用までＷｉｎ編

35 イーストウエストジャパン 産業・技術
機器のセッティングからパソコンの設定、ソフトウェアのインストール、インターネットサービス、プロバ
イダへの申し込み、電子メールの送受信法といった、インターネットを始めるまでの基本をウィンドウズ
９５を使う場合についてドラマ形式で紹介します。

●

Z01516 H13年度
３０分でＯＫ！つながったねインターネット　Ｐａｒｔ
Ⅰパソコン選びから電子メール活用までマック
編

イーストウエストジャパン 産業・技術
機器のセッティングからパソコンの設定、ソフトウェアのインストール、インターネット・サービス、プロバ
イダへの申し込み、電子メールの送受信法といった、インターネットを始めるまでの基本をマッキントッ
シュを使う場合についてドラマ形式で紹介します。

●

Z01517 H13年度
３０分でＯＫ！つながったねインターネット　Ｐａｒｔ
ⅡＷＷＷからＣＵ－ＳｅｅＭｅまでＷｉｎ＆マック編

イーストウエストジャパン 産業・技術
ＷＷＷブラウザの機能とインストール方法を説明し、コンサートや映画のスケジュールチェック、カタロ
グショッピングなどが行える各種ホームページと接続法、ＣＵ－ＳｅｅＭｅによるテレビ電話システムと
いったネットサーフィンについて紹介します。

●

Z01518 H13年度
ビデオだからわかる初心者のためのパソコン入
門ガイド１初心者のためのＷｉｎｄｏｗｓ９５からイ
ンターネットまで

33 ＡＬＴＥＣ　ｃｏ．，ＬＴＤ 産業・技術
機器のセッティングからＷｉｎｄｏｗｓ９５の起動、基本操作、ＯＳとアプリケーションの関係、ハードウェ
ア、アプリケーションのセットアップ方法といった、パソコンの基本機能、構造、Ｗｉｎｄｏｗｓ９５の基本操
作もわかりやすく紹介します。

●

Z01519 H13年度
ビデオだからわかる初心者のためのパソコン入
門ガイド２初心者のためのＷｉｎｄｏｗｓ９５からイ
ンターネットまで

27 ＡＬＴＥＣ　ｃｏ．，ＬＴＤ 産業・技術
ワープロ、表計算、インターネットといったアプリケーションの活用法を、実際にカードや見積書を作
り、インターネットについては用語の説明をし、接続してみて、それぞれの基本操作にふれながら紹介
します。

●

Z01520 H13年度
３か月英会話海外旅行のトラブル～その時あな
たは～１空港・ホテル編

30 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
荷物にキズ、荷物が着かない、ホテルをさがす、チェックイン、テレビがつかない、強盗にあう、医者を
呼ぶ、診察を受けるといった海外旅行中の空港やホテルで起こりうるトラブル８つについて、すぐに役
立つ基本的な英語表現を紹介します。

●

Z01521 H13年度
３か月英会話海外旅行のトラブル～その時あな
たは～２レストラン・ショッピング編

30 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
服装の決まり、席をかえてもらう、料理がこない、注文と違う、勘定書・釣り銭の間違い、道に迷う、
買ったものを交換・返品するといった海外旅行でのレストラン・ショッピング中の１０のトラブルをとりあ
げ、役立つ英語表現を紹介します。

●

Z01522 H13年度
３か月英会話海外旅行のトラブル～その時あな
たは～３チェックアウト・帰国編

30 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
カード紛失、キャンセルと再発行、無断撮影、洗濯物が返ってこない、余計に請求される、部屋に忘れ
もの、道路渋滞、帰国便に乗り遅れるといった海外旅行のチェックアウトから帰国までに起こりうる８つ
のトラブルに必要な英語表現を紹介します。

●

Z01523 H13年度
お父さん！パソコンどうすりゃ委員会１お父さん
はこうして挫折する

52 ＮＨＫエンタープライズ２１ 教育方法・学習者
パソコン社会に乗り遅れた６人のお父さんたちが、それぞれの目的でパソコンを使いこなそうと奮闘す
る姿を見ながら、パソコンの基本的な構造と用語を分かりやすく解説し、選び方、設置、電源ＯＮ、セッ
トアップまでの極意を丁寧にアドバイスします。

●

Z01524 H13年度
お父さん！パソコンどうすりゃ委員会２お父さん
はこうして再起する

52 ＮＨＫエンタープライズ２１ 教育方法・学習者
四苦八苦しながら何とか無事セットアップまでこぎ着けたお父さん達を、パソコンがひとりで立ち上が
る、メニューバーが消えるといったトラブルが襲います。そんなトラブルの解決法と挫折を乗り切り再起
するコツ、ソフトウェアのインストールまでを紹介します。

●

Z01525 H13年度
お父さん！パソコンどうすりゃ委員会３お父さん
はこうして活用する

51 ＮＨＫエンタープライズ２１ 教育方法・学習者
数々の苦難を乗り越えて上達してきたお父さんたちは、初めの目的にそれぞれ着手していきます。そ
こでお絵描き、表計算、グラフィック、パソコン通信といった基本的なソフトに共通した使い方とインター
ネットの様々な基本的な楽しい活用法を紹介します。

●

Z01526 H13年度
パパ、ママが育てる赤ちゃんの心の健康おなか
の赤ちゃん編Ｖｏｌ．１

22 社団法人　日本家族計画協会 家庭教育
妊娠７ヶ月と初期の女性の会話を通して、出産や子育てに対する不安などを取り上げ、また胎内での
赤ちゃんの成長過程を解説し、妊娠から出産までの両親、とくに母親と赤ちゃんの関係、赤ちゃんの
心を育てる接し方について紹介します。

●

Z01527 H13年度
パパ、ママが育てる赤ちゃんの心の健康０才児
編Ｖｏｌ．２

22 社団法人　日本家族計画協会 家庭教育
妊娠中の女性と０才の赤ちゃんの母親になったばかりの友達との会話や、病院の先生の話などを通
して、０才児と母親、父親の関係をどのように持てばいいのか、心を育てる接し方を中心に、０才児の
子供を育てる方法や心構え、夫婦関係の持ち方を紹介します。

●

Z01528 H13年度
パパ、ママが育てる赤ちゃんの心の健康一才児
編Ｖｏｌ．３

22 社団法人　日本家族計画協会 家庭教育
妊娠中の女性と２人の子供を持つ姉夫婦との会話と、保育園の園長先生たちの話を聞いて、１才児
の子育て、心の教育について考えていきます。子供が訴えていることを理解し、教育していくという両
親と子供の関係の持ち方を中心に紹介します。

●

Z01529 H13年度 銀河宇宙オデッセイ１旅立ち－わが太陽系－ 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
宇宙船ヘリオスの銀河宇宙の旅は、太陽と９個の惑星からなる太陽系から始まる。太陽の激しい変動
の中から生命が誕生し、太陽系全体を繭のように包みこみ、太陽系を銀河宇宙線や放射能物質から
守っている太陽の「母なる姿」の全貌について紹介する。

●
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Z01530 H13年度 銀河宇宙オデッセイ２遭遇－超新星爆発－ 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
太陽系を離れたヘリオスは宇宙空間で、超新星爆発という星の死に遭遇する。超新星爆発によって
宇宙に散る物質は、再び集まって暗黒星雲となり、長い時間をかけて炭素、酸素、鉄などの物質を形
成し、新たな星が生まれる。星が生まれ死んでいく姿を描いていく。

●

Z01531 H13年度 銀河宇宙オデッセイ３接近－ブラックホール－ 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
あらゆる物質を飲み込み、光さえ脱出不能な驚異の天体といわれるのがブラックホールである。Ｘ線
衛星の観測はこの宇宙に４つのブラックホール候補を見つけ、銀河の中心にも存在する可能性が指
摘されている。現代科学がこの謎の天体の実像に迫る。

●

Z01532 H13年度 銀河宇宙オデッセイ４交信－はるかなるＥＴ－ 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
ヘリオスはＥＴ（地球外生命体）を求め、可能性を探る旅に出る。宇宙のどこかに文明をもった生命体
が存在すれば、宇宙で電波によるメッセージを送信している可能性があると地球の科学者たちは考
え、本格的にＥＴとの交信に取り組む姿に迫っていく。

●

Z01533 H13年度 銀河宇宙オデッセイ５飛翔－超銀河団－ 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
宇宙の構造を求め、宇宙船ヘリオスは銀河系を離れ、銀河宇宙の大海原へと飛翔する。銀河の形成
を構造、銀河団の集合である超銀河団の世界など、長い時間をかけた変化を再現し、巨大望遠鏡の
とらえた実像とともに銀河宇宙の神秘の世界を描いていく。

●

Z01534 H13年度 銀河宇宙オデッセイ６遡及－ビックバン－ 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
宇宙は大爆発で誕生したという「ビックバン宇宙論」を現代科学は手に入れた。あくなき知的探求心と
限りない想像力で大宇宙の謎に迫る人間の頭脳は、宇宙の誕生と未来の姿を問いかけ続け、宇宙誕
生の根源的な謎の一端が明らかになっていく様子を描いていく。

●

Z01535 H13年度
銀河宇宙オデッセイ７最終集　帰還－母なる宇
宙－

59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
宇宙への限りない夢を追い、調査を続けた宇宙船ヘリオスは、地球に向けて帰還する。青い星地球が
育んだ生命は、宇宙をめざし探究を続ける。天体観測の新たな領域を広げ始めたハッブル望遠鏡、
太陽の素顔に迫る天文台等、宇宙探究の旅が続く様子を描いていく。

●

Z01536 H13年度
銀河宇宙オデッセイプロローグ　大星夜－はる
かなる宇宙への夢－

59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
このビデオは、太陽系の惑星の世界から原始銀河の姿まで、鮮やかな映像を紹介する。さらに、宇宙
滞在の世界記録をつくった宇宙飛行士の挑戦を軸に、宇宙をめざす人類の夢を描き、宇宙船ヘリオス
が美しさと神秘にみちた宇宙の旅へと招待する。

●

Z01537 H13年度 銀河宇宙オデッセイＢＧＶ天空の星碧 59 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
ベガ・シリウス・ブラックホール、天の川、南十字星、オリオン大星雲、太陽の活動、９惑星、アンドロメ
ダ銀河、オーロラ、木星状星雲など、天空に限りなく広がる星たちの美しい姿の数々を、超高感度カメ
ラの多数の天体映像とＣＧによって紹介する。

●

Z01538 H13年度
対決！エレクとマグネの真剣勝負おもしろ理科
実験「電気と磁気」

25 財団法人　科学技術広報財団 算数・数学・理科
電気の化身「エレク」と磁気の化身「マグネ」が登場し、空き缶でカミナリ、静電気でフランクリンモー
ター、磁石でコップベルを作るなどの実験を通し、電気と磁石に関する事象を体験的に理解し、認識を
深められるよう編集されています。

● ● ● ●

Z01539 H13年度 事前の情報収集が決め手旅たびトラブル 18 社団法人　日本広報協会 趣味・芸術
強盗や詐欺、病気、パスポートの損失など、日本人旅行者の多くが海外であっているトラブルをあげ、
旅行誌編集長などのアドバイス、インターネットや図書館、海外安全情報タッチビジョンなどの現地情
報の入手方法、トラブル回避、対処法を紹介します。

●

Z01540 H13年度
フィットネスチェックとトレーニングパワーアップ
のための

20
財団法人　日本オリンピック委員
会

スポーツ・健康
スポーツ選手のフィットネスチェックとして、体の形態的特徴と中身を表わす身体組成などの測定結果
から評価されるパワーの発揮能力について、測定方法と評価法を紹介し、測定データに基づき、いか
にトレーニングプログラムし、実践していくのか解説します。

● ●

Z01541 H13年度 明日への伝言私たちは戦争を知らない 21 （株）ＮＨＫ情報ネットワーク 趣味・芸術
熊本における戦災体験者の生の声と当時の様子を交え、戦争を知らない年代の子供達、熊本国府高
校パソコン同好会のメンバーが平和を訴え自発的に自らの言葉を使って作っているインターネットの
ホームページとその活動を中心に紹介します。

● ● ● ●

Z01542 H13年度 日本の山村森の贈り物 20 農林放送事業団 生活・福祉
山や森の自然とそこに棲む思いがけない様々な生物たち、山村の自然と共存しながら暮らす人々とそ
の暮らしを少女らしい感動や驚きを交え、また、山村を守るための活動が世界中で行なわれているこ
とに触れ、スイスの山村での暮らしも紹介します。

● ● ● ●

Z01544 H13年度 すこやかひろば９８　①すくすくと’９８ 60 青森県総合社会教育センター 家庭教育
１．マタニティママ　２．ちょっと太め？　３．歯を大切に　４．子どものストレス　平成１０年度放映の「す
こやかひろば」を「健康」をテーマにまとめたものである。

●

Z01545 H13年度 すこやかひろば９８　②いきいきと’９８ 60 青森県総合社会教育センター 家庭教育
１．トイレトレーニング　２．どうしてしかれない　３．寝ない子食べない子　４．子どもとあいさつ　平成１
０年度放映の「すこやかひろば」を「基本的生活習慣」をテーマにまとめたものである。

●

Z01546 H13年度 すこやかひろば９８　③たくましく’９８ 60 青森県総合社会教育センター 家庭教育
１．遊びとけんか　２．遊びいろいろ　３．ほほえみと語りかけ　４．わがまま？　平成１０年度放映の「す
こやかひろば」を「情緒・性格」をテーマにまとめたものである。

●

Z01547 H13年度 すこやかひろば９８　④すてきに’９８ 60 青森県総合社会教育センター 家庭教育
１．きょうだいができたら　２．パパと赤ちゃん　３．乳ばなれ子ばなれ　４．顔を見るのもいや！　平成１
０年度放映の「すこやかひろば」を「親子関係」をテーマにまとめたものである。

●

Z01548 H13年度 すこやかひろば９８　⑤のびのびと’９８ 60 青森県総合社会教育センター 家庭教育
１．こどものせかい　２．新しいまちで　３．友達さがし　４．ともだちいっぱい　平成１０年度放映の「すこ
やかひろば」を「社会性・環境」をテーマにまとめたものである。

●

Z01549 H13年度 自作ビデオ教材環状列石の謎～小牧野遺跡～ 16 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

環状列石は、縄文時代中期に発生し、盛んに作られ、縄文時代後期に突然、消滅していく不可思議な
現象をもっています。青森市としては初の国指定史跡となった小牧野遺跡を訪ね、縄文人が私たちに
残してくれた貴重な文化遺産である小牧野環状列石を紹介します。

● ● ●

Z01550 H13年度 くるま１００年、日本を走る 28 社団法人　自動車工業振興会 産業・技術
明治時代の初渡来以来、自動車が私たちの日常生活と生活様式にどのように関わってきたかを現存
する貴重な映像で時代ごとに振り返り、日本の豊かさや文化に自動車が貢献していることを紹介す
る。

●

Z01551 H13年度
千葉県民謡記録ビデオ千葉県の民謡　第１巻～
海・山・里に生きる人びとの歌～

60 千葉県教育委員会 趣味・芸術
千葉県の海岸地方の人々の暮らしと仕事の歌を記録した作品。九十九里町屋形地区の地曵き歌・ボ
サマ、館山市相浜の地曵きの木遣り・船引きの木遣り・祝い歌など、伝統的な漁法・歌・踊りを映像で
紹介する。

●

Z01552 H13年度
千葉県民謡記録ビデオ千葉県の民謡　第２巻～
海・山・里に生きる人びとの歌～

60 千葉県教育委員会 趣味・芸術
千葉県の山あいの地方に暮らす人々の生活と、生活に密着した歌を記録した作品。睦沢町佐貫に伝
わる年中行事の歌、八千代市小池に伝わる麦搗き歌・御田植え祭、関宿町台町に伝わる土羽打ち
歌・タコ搗き歌などを紹介する。

●

Z01553 H13年度
森と川と海の推進事業“青い森と海の物語”～
森の小人たちの大冒険～

10 青森県農林部林政課 学術・教養
森は農業・酪農・私たちの生活に恵みを与えるだけではなく、自然の循環によって漁業に対しても重
要な役割を果たす。森が海を育てる仕組み、きれいな水を守るための取組み、森と海のフェスティバ
ルなど県内各地のイベントを紹介する。

●
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Z01554 H13年度
平成１０年度　美しく豊かな言葉をめざして対話
を組み立てる　一言の大切さ

35 文化庁（文化部国語課） 国語科
充実したコミュニケーションのためには、相手の真意の理解と人の心を和ませる一言が欠かせない。
前半では、話し合いを円滑に進めるための聞き方のポイントをドラマ形式で紹介し、後半では日常生
活の様々な場面における「一言」の例をスキット形式で紹介する。

● ● ●

Z01555 H13年度
やさしいローンクレジットのはなしＬ．Ｃ．Ｆｉｌｅ“４Ｃ
の謎”

26 全国銀行協会連合会 生活・福祉
信用が支えるカード社会における「４つのＣ」とは何か。返済方法、利息の計算、担保、多重債務防止
と自己破産、個人情報機関の仕組みなど基本的なポイントについて分かりやすく説明しながら、ロー
ンとクレジットの役割とその上手な利用法を検証する。

●

Z01556 H13年度
日本の機械工業シリーズ未来につなぐ名工の
技

23 （社）日本機械工業連合会 産業・技術
ロケット部品・ケージブロックの製造・新幹線車両の組立てなど、非常に高度な精密さが要求される作
業には、長い経験と高い技能に裏付けされた職人技が必要である。日本の機械工業を支える名工た
ちの熟練した技術と、後継者育成のための試みを紹介する。

● ● ●

Z01557 H13年度
政府広報ビデオ世代をこえてみんなでつくる高
齢社会

20
財団法人　日本広報協会（映像
部）

生活・福祉
趣味経験を生かしながら多くの人達と一緒に地域に根ざした活動をする生き生きとした高齢者の姿を
紹介し、高齢社会のもつ様々な課題の克服と、世代間交流の必要性、地域における異世代交流のす
すめについて考える。

●

Z01558 H13年度
家庭教育ビデオ１頑張れ！お父さん－パパたち
の子育て奮闘記－

16 文部省 家庭教育
子育ては子どもと共に親も成長するチャンスである。スキーの原田雅彦選手ほか実際に子育てを経
験した方々の子育て奮闘記をもとに、現代社会の忙しさの中で見失いがちな「夫婦の一致協力した子
育て」の必要性と「父親の影響力」の重要性について考える。

●

Z01559 H13年度
家庭教育ビデオ２子どもとしつけｋｏｎｉｓｉｋｉ＆テ
ディ

16 文部省 家庭教育
子どもに、やってはいけないことや間違った行いをしっかり正すこと、自分の行いに責任があることに
気づかせるなど、「しつけ」のポイントについて、ＫＯＮＩＳＩＫＩさんとアニメのテディベアが楽しく解説しま
す。

●

Z01560 H13年度
家庭教育ビデオ３ゆっくり、ゆったり７人の専門
家に聞きました子育ての極意

16 文部省 家庭教育
子育てには平均値にとらわれず子どもの個性を伸ばすことが求められている。そのためには生活に
自由な時間を与える、子どもの好奇心を育てるなどのゆとりが必要である。数学者・小児科医・生活
ジャーナリストなど様々な分野の専門家が子育てのコツを紹介する。

●

Z01561 H13年度
太陽の子メグちゃんの畜産業案内～わたしたち
のくらしと畜産業～

15
企画：農林水産省／制作：農林放
送事業団

産業・技術
私たちの食生活にかかせない、牛肉・豚肉・鶏肉・乳製品・鶏卵がどのように生産されているかを、牧
場や養豚・養鶏場などの様子を紹介しながら、案内役のキャラクター・メグちゃんと子どもたちの目を
通して解説し、日本の畜産業について紹介している。

● ● ● ●

Z01562 H13年度
高校生用教育ビデオ実験で知るエネルギーの
世界エネルギー知ってるつもり

20 エネルギー環境教育情報センター 趣味・芸術
エネルギーの変換・保存、太陽光・風力発電、燃料電池などの実験・観察を通して、エネルギーの基
礎概念や原理について解説する。また、新エネルギーの開発状況や資源の有効利用、環境保全に向
けた取り組みを紹介し、エネルギー・環境問題について考える。

● ●

Z01563 H13年度
ふれあい・感動・未来青森県文化観光立県宣言
１９９８年７月１９日式典篇

60
青森県文化観光立県宣言記念イ
ベント実行委員会

生活・福祉
平成１０年７月１９日、三内丸山遺跡を会場に開催された青森県文化観光立県宣言記念式典の記
録。ふるさと芸能ステージ、わんぱく体験コーナー、ふるさと物産、食の市コーナー、国際文化コー
ナー、津軽三味線大合奏他、多彩なイベントの様子を紹介する。

●

Z01564 H13年度
ふれあい・感動・未来青森県文化観光立県宣言
１９９８年７月１９日総集篇

90
青森県文化観光立県宣言記念イ
ベント実行委員会

生活・福祉
青森県文化観光立県宣言関連イベントの記録。プロジェクトチーム結成、記念式典、三内丸山・縄文
フェスタ９８、三内丸山遺跡・縄文フォーラム９８、ふるさと発見セミナー、第２１回日本文化デザイン会
議９８青森、東京ドームでの活彩あおもり大祭典など紹介。

●

Z01565 H13年度
下北半島来さまい！下北共和国。北、来た、不
思議ランド

20 下北観光協会 趣味・芸術
本州最北の地、下北半島の自然と歴史を、女優南田洋子がナレーターとなり案内する。映画監督川
島雄三・恐山・仏ヶ浦・北限の猿・寒立馬・芸能・まつり・イベント・温泉・大間崎・尻屋崎などを紹介して
いる。

●

Z01566 H13年度
中学校家庭科　社会公民分野　環境教育教材
今が変われば省エネと未来の親密な関係

21 財団法人／省エネルギーセンター 社会科
中学生ショウのもとに、２０５０年の未来からマリコという少女が現れ、地球温暖により地球環境が悪
化し壊滅状態の未来を回避するために今・現在が変わらなければと訴えかけると云うストーリーで、
持続的な省エネルギー活動を実践してもらうことを意図し制作。

● ●

Z01567 H13年度
小渕総理の外交記録平成１０年９月～平成１１
年１月

29 総理府 学術・教養
第５３回国連総会出席、ロシア連邦訪問、クアラルンプールＡＰＥＣ出席、ＡＳＥＡＮ及びヴイエトナム公
式訪問、フランス・イタリア・ドイツ訪問など、小渕総理大臣の平成１０年９月から平成１１年１月までの
外交活動を紹介したものである。

●

Z01568 H13年度
こどもたちの健やかな成長を願って児童相談所
の相談援助活動

30 （青森県）児童相談所 家庭教育 県内４ヶ所（中央・むつ支所・弘前・八戸）にある児童相談所の相談援助活動について紹介している。 ●

Z01569 H13年度
“不思議”がひらく科学のとびら２０世紀の科学
技術を振替って

41 科学技術庁 学術・教養
不思議を解き明かして来た２０世紀の科学を紹介している。電気・電子技術・宇宙・海・ＤＮＡ・先端科
学（ベースメタル）・防災・原子力について、わかりやすく解説している。

● ● ● ●

Z01570 H13年度 県技芸「津軽筝曲郁田流」演奏　葛西はるゑ 63 青森県教育庁文化課 趣味・芸術
青森県の貴重な県技芸（県指定の無形文化財）である「津軽筝曲郁田流」を後世に伝えることを目的
に、唯一の保持者である葛西はるゑの演奏を収録したものである。

●

Z01571 H13年度
酸性雨を考えるわたしたちの地球をまもるため
に

20
日本環境衛生センター・酸性雨研
究センター

生活・福祉
地球環境問題のひとつである酸性雨について、発生のメカニズムや影響について解説している。ま
た、被害防止や調査（モニタリング）への取組みをも紹介している。

● ● ● ●

Z01572 H13年度
ほんの少しの勇気高校生の防災ボランティア体
験

20 国土庁（防災局震災対策課） 生活・福祉
「高校生防災ボランティアスクール　ｉｎ　ＯＳＡＫＡ」当日の高校生たちの活動の様子などを紹介すると
ともに、２名の参加高校生の追跡取材を行い、日常のボランティア活動の様子などを紹介している。

● ●

Z01573 H13年度
青森県の自然シリーズ９奇岩・怪石と生き物たち
下北半島西海岸の四季

23 青森県環境生活部自然保護課 学術・教養
下北半島西海岸一帯は険しい地形と暖流の影響でバラエティに富んだ自然に触れ合うことができる。
願掛岩・縫道石山・仏ヶ浦と、そこに生息するハヤブサ・ミサゴ・ニホンザル・ニホンカモシカ・ヤマツツ
ジ・ノハナショウブなどの学術上貴重な動植物を紹介する。

● ● ● ●

Z01574 H13年度
ビックバンファミリー　ｖｏｌ．１金融ビックバンって
なに？

17 貯蓄広報中央委員会 生活・福祉
金融ビックバンについて、コメディドラマ「ビックバンファミリー」で紹介。鈴木史郎扮する幸福の天使
が、『金融ビックバンとは』『新たに登場する金融商品サービス』『自己責任』など金融ビックバンの概
要を説明する。

●

Z01575 H13年度
ビックバンファミリー　ｖｏｌ．２金融商品・金融機関
の選び方

20 貯蓄広報中央委員会 生活・福祉
金融ビックバンについて、コメディドラマ『ビックバンファミリー』で紹介する第２部。鈴木史郎扮する幸
福の天使が『金融商品の性格や選択の基準』『金融機関の経営状況をチェックする方法』『金融商品
の保護』などを説明する。

●

Z01577 H13年度
スポーツ！ひと・ゆめ・感動青森県スポーツ立県
宣言記念イベント

60
青森県スポーツ立県宣言記念イ
ベント実行委員会

生活・福祉
平成１１年７月３１日、青森市文化会館において開催された「スポーツ立県宣言記念フォーラム」を記
録したものである。基調講演はマラソンの谷口浩美、フォーラムは、太田幸司、木村光知子、斉藤仁、
四戸龍英、やくみつる、ＮＨＫの西田善夫が参加している。

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

Z01578 H13年度 津軽と南部～祭り編～ 17 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

「津軽と南部」と言われるように、青森県には２つの文化圏がある。時には青森県を理解するための主
題とされ、時には対立の原因となる。その津軽と南部の文化の違いを「祭り」から検証し、青森県の様
子を探る。

● ● ●

Z01579 H13年度
伝統的な技術をいかした工業イメージ編　教材
編

27
北五小学校教育研究会視聴覚部
会

青森の歴史・伝統・く
らし

五所川原市と北津軽郡地域の工芸品のうち焼物を紹介している。イメージ編は、五所川原市の津軽
金山焼の画像である。教材編は、「北津軽の工芸品シリーズ１　北津軽の焼物」で、津軽金山焼・ばん
りゅう焼・つるた焼を紹介している。

● ● ● ●

Z01580 H13年度 ドラッグたった一度から始まる破滅への道 19 社団法人　日本広報協会 スポーツ・健康
実際に薬物乱用に陥ってしまった人たち、薬物乱用をなくそうとする高校教師の活動、専門医師によ
る薬物乱用のメカニズムの解説などを通し、薬物乱用の何が恐ろしいのかを解明し、紹介している。

● ● ●

Z01581 H13年度 漁場環境の保全 21 東京シネ・ビデオ 生活・福祉
海洋汚染は、漁業や海の生態系にとって重大な被害や影響を与えている。日本の海洋資源の利用、
漁場の造成、裁培漁業、海洋環境の悪化などを描き、海の資源の生産と同時に漁場環境の保全の
重要性について理解させる。

● ●

Z01582 H13年度 自分らしさを求めて表現の工夫 21 桜映画社 芸術科
絵画で人物と云う同じ題材でも作者によっていろんな表現がある。作者の思い考え方が違うからであ
る。表現には作者の思いの数だけ方法がある。表現すると云うことは自分の存在を確かめることであ
る。絵を描くことから思いと表現の工夫とを考える。

● ●

Z01583 H13年度
成長期の心と体をむしばむアルコール健康に生
きよう

22 新生映画 保健体育科
酒は体だけではなく心にも悪影響を与えている。成長期にある中高生には、特に悪影響を及ぼしてい
る。アルコール依存症だった若者の体験談や、医者のアルコールの体への影響の説明など紹介して
いる。

● ● ●

Z01584 H13年度 さまざまな声の魅力 20 東京シネ・ビデオ 芸術科
地球上のさまざまな民族のいい声を紹介する。マンネベルクヨーデル（スイス）、ホーミー（モンゴル）、
鶴の舞（アイヌ）、舟謡（新潟県）、ラップミュージック、孫悟空（中国）など。

● ●

Z01585 H13年度 現代に生きる民謡の心 22 東京シネ・ビデオ（株） 趣味・芸術
高校生が郷土の伝統音楽「民謡」に込められている豊かさやよさに気付き、その伝統的な心を覚醒さ
せ、音楽表現に生かしていくことをねらいとして作られた作品である。

● ● ●

Z01586 H13年度
心響きあうまちに～高校生の目で見たバリアフ
リー～

20 （株）リュック 生活・福祉
この作品では、人々が共に生きていくために重要な他者理解の問題から出発し、生徒自身が日常生
活の中で体験的に物理的バリアに目を向けながら、真のバリアフリーが実現されるためには、制度
的、精神的バリアが除去されることが大切であると紹介している。

● ●

Z01587 H13年度
高校生のインターシップいきいき学校　いきいき
地域

21 新生映画 産業・技術
この作品は、インターシップに取組んでいる高校の映像を通して、インターシップの意義や内容、実施
にあたっての学校と企業との連携・協力の進め方、成果等を高校の教師、企業関係者等に理解しても
らい、インターシップ推進に役立てる事をねらいとしている。

● ●

Z01588 H13年度
先生のための映像資料ひろがる教育インター
ネット現職教育用小学校低・中学年編

21
（財）日本視聴覚協会／日本シネ
セル（株）

教育方法・学習者
はじめてインターネットに触れた教師が、どのようにして授業の中に取り込んでいったかを映像化した
ものである。あわせて、インターネットの基礎的な内容も理解できるように工夫されている。学校での
校内研修の資料として、活用できるものである。

●

Z01589 H13年度 ひろがる教育インターネット小学校高学年編 （財）日本視聴覚教育協会／学研 教育方法・学習者
学習に生かしていくための使い方、共同学習の意義や教育効果、リアルタイムな授業の展開等を解
説している。メーリングのしくみやその使い方、加入の仕方を説明し、実践を続けている中での子ども
たちの変容の姿を描き出している。

●

Z01590 H13年度 ＷＨＡＴ’Ｓ総合学科 22 日本映画新社 教育方法・学習者
高等学校の新しい学科である総合学科は、設置されてまだ日が浅いため、中学生やその保護者、中
学教師にもよく知られていない。総合学科の特色を、教育現場・生徒・卒業生などの声をまじえて紹介
し、進路選択に役立ててもらおうとする作品である。

● ●

Z01591 H13年度 彫刻に見る日本のよさや美しさ 21 桜映画社 趣味・芸術
日本の美術について、大陸から入ってきた表現形式から、どのようにして日本独自のものに作り変え
ていき、日本らしいよさや美しさを生み出してきたかを、わかりやすく、実感として感じ取れるように配
慮されて制作されている。

● ● ● ●

Z01592 H13年度 Ｌｅｔ’ｓ生涯学習－子どもと話そう－ 22 東映 生活・福祉
最近の家庭では親子の会話が減っている。子どもともっと真剣に接するためには、大人自身が変わる
必要があることを踏まえ、親子での農業体験、父親のサッカークラブでのボランティア等の事例を通し
て、生涯学習の必要性を問いかけている。

●

Z01594 H13年度 障害のある人とともに生きる 30 ＮＨＫソフトウェア／東京書籍 生活・福祉
目や耳が不自由な人や車いすを利用する人たちが、日常どのようなことで困っているのか、また、ど
のようなことを望んでいるのかを理解し、日頃私たちができることを紹介している。全体を通して字幕
を付けている。

● ● ● ●

Z01595 H13年度
皇后陛下　美智子さま子供時代の読書の思い
出

55 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
第２６回国際児童図書評議会ニューデリー大会における皇后陛下基調講演をビデオ化したもので、自
分の子供時代の読書経験をふり返り、自分の中に、その後の自分の考え方、感じ方の「芽」になるよ
うなものを紹介している。

●

Z01596 H13年度
ベッキーとフィットのエルピーランド大冒険ＬＰガ
スの正しい使い方と安全器具

27 高圧ガス保安協会 生活・福祉
実写とアニメーション合成を使い、ＬＰガスの正しい使い方や安全器具の紹介また、環境問題にもふれ
ながら主人公のベッキーと一緒に楽しく学べるように構成されている。

● ● ● ●

Z01597 H13年度
世界の人と馬の文化シリーズ１２走れ！一家の
夢をのせて－スイスの馬祭り－

45 日本中央競馬会 学術・教養
山国スイスでは、昔から馬は人々が暮らしていくためのパートナーである。独自の馬種を生産し馬の
村として有名なセーニュレージュの毎年８月に行われる馬祭りと馬との生活をある一家を通して紹介
する。

●

Z01598 H13年度 小渕総理の外交記録Ⅱ 29 総理府 学術・教養
小渕総理大臣は、平成１１年３月から７月にかけて韓国訪問、アメリカ訪問、ケルンサミット出席、イギ
リス・アイスランド訪問、中国・モンゴル訪問など外交を展開している。

●

Z01599 H13年度 東日流情韻津軽三味線のひびき 51 日本コロムビア 趣味・芸術 津軽の四季を高橋竹山の三味線にのせて紹介している。新規録音曲を含む全１１曲収録。 ●

Z01600 H13年度 高橋竹山・独り語り～三味線は津軽の匂い～ 50 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
三味線の音色にこだわり、向上心を持ちつづける三味線奏者、高橋竹山。津軽を代表する「津軽じょ
んから節」、「津軽よされ節」から、シンセサイザーと共演した「中じょんから節」まで収録されている。

●

Z01601 H13年度 高橋竹山・名演集～魂が哭き響く～ 50 ＮＨＫソフトウェア 趣味・芸術
伝統をふまえた技法とあらゆる音に対する研究をしつづける高橋竹山の名演集。津軽を代表する「津
軽じょんから節」、「津軽よされ節」から彼の自作の即興曲「岩木」まで、自らの語りとその時々の想い
を込めた演奏で収録している。

●
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Z01602 H13年度
生徒の心をつかみたい　１「言葉にならないこと
ば」を感じ取るスクールカウンセリング

36 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
いま生徒の中には自分の心をうまく表現できず、心とは正反対の表現や言動になってしまう生徒がい
る。そうした「わかりにくさ」にはどのような意味があるのか、生徒たちの心のシグナルをどのようにして
感じとるのか、様々な学校の取り組みを例に考えていく。

●

Z01603 H13年度
生徒の心をつかみたい　２不登校・いじめとその
対応スクールカウンセリング

41 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
年々増加する不登校児、何事も起こっていない時の指導の大切さと不登校児への援助の方法を解
説。さらに現在のいじめの構図といじめをなくすための教師たちの努力を紹介しながら、いじめへの指
導的介入の方法を解説している。

●

Z01604 H13年度
生徒の心をつかみたい　３教師・悩みと成長ス
クールカウンセリング

33 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
授業、生徒指導など、忙しく、多くの悩みをかかえる教師たちの現状を取り上げ、現代の教育の難しさ
を考えていく。新人教師の姿や、教師同士の助け合い、自己啓発などを通じて、教師のストレスと自
己成長について解説していく。

●

Z01605 H13年度 アメリカ映画１００年 90 アメリカ映画協会 趣味・芸術
ハリウッド黄金時代、低迷期を経て再起した５０年代。アニメーションやＢ級ＳＦ、ビッグ・バジェットの大
作の登場。映画誕生１００年を記念し、アメリカ映画史を彩った名作を一挙収録している。

●

Z01606 H13年度
細菌から食卓を守るＳＴＯＰ！Ｏ１５７－不安をな
くす自己防衛法－

22 農山漁村文化協会 スポーツ・健康
Ｏ１５７やサルモネラ菌、腸炎ビブリオ菌などによる食中毒を防ぐためにはどうすればよいのか。細菌
の特徴をつかむ、台所の衛生状態を見直す、効果的な消毒法など、家庭で出来る実践的な予防策や
調理法を紹介している。

●

Z01607 H13年度
大修館・保健ビデオシリーズライフステージと健
康

45 大修館書院 スポーツ・健康
ライフステージと健康をテーマに、ある人の若いときから年老いた現在までの写真等を通して、生徒に
「生涯を見直した健康生活の設計」について考えさせる作品である。

●

Z01608 H13年度 改正均等法とセクシュアル・ハラスメント 25 日本経済新聞社 生活・福祉
１９９９年４月１日施行の改正男女雇用機会均等法。同法とその指針に基づいてセクハラとなりうる行
為、企業・管理者の配慮義務など最低限持つべき知識を事例をまじえながら解説している。

●

Z01609 H13年度 日本の名城を訪ねて弘前城 30 パイオニア
青森の歴史・伝統・く
らし

春の桜で有名な弘前城は、津軽氏２代信政によって築かれた。別名「鷹岡城」とも呼ばれる弘前城は
春の桜だけではなく、秋の紅葉、冬の雪景色と四季それぞれの趣がある。このような弘前城を歴史を
踏まえながら詳しく紹介している。

●

Z01610 H13年度 日本の名城を訪ねて熊本城 30 パイオニア 学術・教養
城の各所に緻密さと堅固さが見られる熊本城は、加藤清正によって築かれた。熊本城は日本三名城
のひとつとして数えられ、１２の建造物が重要文化財に指定されている。別名「銀杏城」「千葉城」とも
呼ばれる熊本城を歴史を踏まえながら詳しく紹介している。

●

Z01611 H13年度 日本の名城を訪ねて姫路城 30 パイオニア 学術・教養
現存の姫路城は徳川家康の女婿池田輝政によって築かれた。１９９４年、世界文化遺産に指定され、
また国宝にも指定されている。別名「白鷺の城」と呼ばれる姫路城は総代かつ美しく、保存状態もよ
い。詳細な解説を交えた紹介をしている。

●

Z01612 H13年度 日本の名城を訪ねて松本城 30 パイオニア 学術・教養
松本城は小田原の戦の後、石川数正・康長父子によって築かれ、現在では大天守が国宝に指定され
ている。別名「深志城」と呼ばれる松本城を詳しい解説を交じえ、紹介している。

●

Z01613 H13年度 日本の名城を訪ねて和歌山城 30 パイオニア 学術・教養
和歌山城は、豊臣秀吉の弟秀長によって築かれ、後に徳川八代将軍吉宗が生まれ育った城として有
名である。別名「竹垣城」「虎伏城」と呼ばれる和歌山城を詳細に説明している。

●

Z01614 H13年度
寺山修司＆谷川俊太郎ビデオレター映像全盛
時代に甦った「幻のビデオ書簡集」

74 アートデイズ 学術・教養
寺山修司の死の前年から始まった、３０年来の知己である谷川俊太郎との１６通に及ぶビデオによる
「往復書簡」。映像表現の可能性に挑んだ記念碑的作品。寺山修司の貴重な映像と語りを含む。

●

Z01615 H13年度
日本縦断列車紀行四季の車窓５０選３　函館本
線〔初秋〕海峡線〔秋〕

28 ＮＨＫエンタープライズ２１ 趣味・芸術
日本の鉄道路線の中から厳選収録した鉄路の旅。路線ごとの最も美しくドラマチックな季節を描くシ
リーズの第３作。本作は、函館から旭川まで走る函館本線の初秋と津軽半島から青函トンネルを抜け
北海道へと続く海峡線の秋を収録。

●

Z01616 H13年度
日本縦断列車紀行四季の車窓５０選４　津軽鉄
道〔冬〕大湊線〔夏〕

28 ＮＨＫエンタープライズ２１ 趣味・芸術
日本の鉄道路線の中から厳選収録した鉄路の旅。路線ごとの最も美しくドラマチックな季節を描くシ
リーズの第４作。本作は、ストーブ列車で知られる冬の津軽鉄道と、下北半島を走る大湊線の夏を収
録。

●

Z01617 H14年度 日本清流百選４リバーウォッチング関東・東北篇 53
フジテレビ映像企画部・ポニー
キャニオン

趣味・芸術
３１広瀬川（宮城）　３２安家川（岩手）　３３鬼怒川（栃木）　３４湯川（栃木）　３５利根川（千葉）　３６尾
瀬（群馬）　３７隅田川（東京）　３８久慈川（茨城）　３９渡良瀬川（群馬）　４０江戸川（東京）

●

Z01618 H14年度
ＮＨＫ趣味悠々　中高年のための登山学日本百
名山をめざす蓼科山／八甲田山／岩木山

55 ＮＨＫエデュケーショナル スポーツ・健康
中高年登山ブームの中、ＮＨＫで放送された「中高年のための登山学」をビデオ化。今回、日本百名
山から蓼科山、八甲田山、岩木山の山行を通して、日本の登山の多様さと複雑さ、おもしろさと恐ろし
さを学ぶ。

●

Z01619 H14年度
吉岡たすくの子育てエッセンス　１「家庭と学校
／作文はきらい」

40
テレビ静岡メディアシティビル株式
会社

家庭教育
テレビ静岡で放映された「テレビ寺子屋」をビデオ化した第１巻。子供たちが非行に走る原因はどこに
あるのか。なぜ、作文嫌いの子供が大勢いるのか。児童文化研究家、吉岡たすく氏がこのような疑問
に答えつつ、子育てに奮闘中の母親へメッセージを送る。

●

Z01620 H14年度
吉岡たすくの子育てエッセンス　２「ただし君の真
心／ぐずな子」

40
テレビ静岡メディアシティビル株式
会社

家庭教育
テレビ静岡で放映された「テレビ寺子屋」をビデオ化した第２巻。戦時中田舎に疎開した子供の話。ぐ
ずな子とすばやい子に優劣はあるのか。児童文化研究家、吉岡たすく氏がこのような話を通して、子
育てに奮闘中の母親へあたたかいメッセージを送る。

●

Z01621 H14年度
吉岡たすくの子育てエッセンス　３「よい点を伸
ばそう／お母さんっていいな」

40
テレビ静岡メディアシティビル株式
会社

家庭教育
テレビ静岡で放映された「テレビ寺子屋」をビデオ化した第３巻。子供の長所を伸ばす方法や「お母さ
ん」のあるべき姿について、児童文化研究家、吉岡たすく氏が子育てに奮闘中の母親へあたたかい
メッセージを送る。

●

Z01622 H14年度
授業で使えるリスニングビデオ教材（初級）英語
で学べる世界の都市Ⅰロンドン編

15 マラソン・インターナショナル 外国語科
世界の小・中学生が自分の住む都市を英語で案内する「英語で学べる都市シリーズ」の第１巻。本作
では、ロンドン市内に住む少女の１日を通して、イギリスの人々の生活を概観する。

● ●

Z01623 H14年度
授業で使えるリスニングビデオ教材（初級）英語
で学べる世界の都市Ⅱサンフランシスコ編

15 マラソン・インターナショナル 外国語科
世界の小・中学生が自分の住む都市を英語で案内する「英語で学べる都市シリーズ」の第２巻。本作
では、サンフランシスコ市内に住む少女の１日を通して、市内から郊外の様子を概観する。

● ●

Z01624 H14年度
授業で使えるリスニングビデオ教材（初級）英語
で学べる世界の都市Ⅲニューヨーク編

15 マラソン・インターナショナル 外国語科
世界の小・中学生が自分の住む都市を英語で案内する「英語で学べる都市シリーズ」の第３巻。本作
では、ニューヨーク市内に住む少女の１日を通して、ニューヨークで生活する様々な人々や珍しい場所
を概観する。

● ●
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Z01625 H14年度
輸入食品の安全性を問うシリーズ　Ｐａｒｔ２遺伝
子組み換え食品って何？

43
（社）農山漁村文化協会、全国農
村映画協会

スポーツ・健康
遺伝子組み換え食品の安全性については、様々な意見がある。その遺伝子組み換え食品とはいった
い何なのか。本当に安全なのか。なぜ、その表示義務がないのか。この疑問を解明するために、日本
やヨーロッパの実状から遺伝子組み換えについて考える。

●

Z01626 H14年度
私たちの体は日本の大地が育てる大地・食べも
の・からだ

25 桜映画社、ＭＯＡプロダクション スポーツ・健康
「身土不二」の思想は農と食の原点である。大地は食料を生み、食料は身体をつくり、身体は大地へ
かえる。本作では、「身土不二」と「生命の循環」をキーワードに、農業と食生活のあり方を根本から問
題提起する。

●

Z01627 H14年度
全農婦協３００万人学習運動推進用ビデオ・第３
作環境・今、私たちにできること暮らしと地球を
考える

29 全国農村映画協会 生活・福祉
国連の報告書や家庭の廃水調査、農協のリサイクル運動などの実情を通して、幅広く環境問題につ
いて考える。

●

Z01628 H14年度
高齢者生活援助活動推進用ビデオ老いと共に
生きる－介護用品・機器の選び方使い方－

27 農山漁村文化協会 教育方法・学習者
介護用品・機器の選び方、使い方について介護本来の在り方（高齢者の自発性を基本に自立を助け
ること）をふまえて、解説している。

●

Z01629 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡死海文書ＥＰＩＳＯＤ
Ｅ１

42 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
死海文書から読みとれる初期キリストの教義を分析しつつ、日本人にはなじみにくいユダヤ教とキリ
スト教の違いや、イエスの死後、ユダヤ教徒の大虐殺を経て変質したキリスト教が、ローマ帝国に認
知され、さらには世界宗教へと発展していく経緯を明らかにする。

●

Z01630 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡ギザの創世記ＥＰＩ
ＳＯＤＥ２

53 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
古代よりギザの建造物は高度な文明民族最後の遺産だとする説がある。また科学分析の結果ギザ
のピラミッドとスフィンクスは巨大な記念碑であるという見解が出た。本作品では、神秘のベールに包
まれた古代建造物のナゾに迫ります。

●

Z01631 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡聖杯の城ＥＰＩＳＯＤ
Ｅ３

41 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
聖杯は魔法か。ナチスにも魅入られた神の賜物とは何か。呪われた史実とファンタジーの接点とは一
体何なのか。本作ではこれらの謎に迫っている。また、「アーサー王伝説」の好きな人にはとりわけ興
味深い内容といえるであろう。

●

Z01632 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡失われた聖櫃を求
めてＥＰＩＳＯＤＥ５

40 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
真実の迷宮に隠された聖遺物の存在に挑む。今日でも聖櫃崇拝が息づくエチオピアには、そのどこ
かに本物の聖櫃が存在し、秘密を守り続ける歴史の番人がいると言う。この根拠となる事実が発見さ
れた今、実際はどうなのか。その謎に迫る。

●

Z01633 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡トリノの聖骸布ＥＰＩ
ＳＯＤＥ７

41 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
イエスの写しか、巧妙なる贋作師の仕業か。数百年におよぶ聖骸布に関する研究を中心に、そこに写
し出された姿がいかにのちのキリストのイメージを決定づけたかを紹介している。

●

Z01634 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡神々への細道ＥＰＩ
ＳＯＤＥ８

42 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
ペルーのナスカ砂漠に、巨大な地上絵が描き遺されている。生涯をナスカ研究に捧げたマリア・ライ
ヒェは、線の測量やあらやる計算から巨大な地上絵の描かれた方法を解明した。本作品では、誰がど
のような目的で巨大な地上絵を描いたのかの謎に迫る。

●

Z01635 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡ノアの箱船を求め
てＥＰＩＳＯＤＥ９

40 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
墜落した人類を絶滅させるべく起こった大洪水。箱船に乗ったノアとその家族、諸種の動物だけが難
を逃れたという記述が旧約聖書にある。もし、旧約聖書のとおり箱船がアララト山で発見されれば、聖
書の言葉は真実となる。

●

Z01636 H14年度
歴史ミステリー　神々の足跡コンポステラ　巡礼
の道ＥＰＩＳＯＤＥ１０

40 ＣＴＣ（オランダ） 学術・教養
かつての巡礼の旅は一種の免罪符の役割をもっていた。しかし、現在では今ある生活から一歩踏み
出し、自分自身を見つめ抜くことを目的としている。

●

Z01637 H14年度 日本と世界の歴史渡来人と大和朝廷 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第１巻。本作では、古墳文化と大和国
家の成立、渡来人の足跡、聖徳太子と渡来人、文化の国際化について解説する。

●

Z01638 H14年度 日本と世界の歴史平城京に開花した唐文化 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第２巻。本作では、平城京造営、遣唐
使と唐の都長安、天平文化について解説する。

●

Z01639 H14年度 日本と世界の歴史鎌倉幕府とモンゴルの来襲 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第３巻。本作では、鎌倉幕府と御家
人、モンゴル帝国、モンゴル来襲、鎌倉幕府の滅亡について解説している。

●

Z01640 H14年度 日本と世界の歴史室町文化とルネサンス ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第４巻。本作では、北山文化と足利義
満、東山文化と足利義政、ルネサンスについて解説する。

●

Z01641 H14年度 日本と世界の歴史日本とヨーロッパとの出会い ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第５巻。本作では、戦国時代の幕開
け、大航海時代のヨーロッパ、日本とヨーロッパとの出会いについて解説する。

●

Z01642 H14年度 日本と世界の歴史鎖国時代の国際交流 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第６巻。本作では、鎖国への道、オラ
ンダのアジア貿易、朝鮮との国交について解説する。

●

Z01643 H14年度 日本と世界の歴史町人と市民の時代 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第７巻。本作では、元禄文化を生んだ
「天下の台所」、イギリスの名誉革命、化政文化と町人教育、フランス革命について解説する。

●

Z01644 H14年度 日本と世界の歴史列強のアジア進出 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第８巻。本作では、列強のアジア進出
とアヘン戦争、黒船来航、攘夷から討幕へについて解説する。

●

Z01645 H14年度 日本と世界の歴史世界恐慌と日本 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第９巻。本作では、１９２０年代の繁
栄、アメリカを襲った大恐慌、日本を襲った「昭和恐慌」、アメリカのニューディール政策、軍国主義の
道をたどる日本について解説する。

●

Z01646 H14年度 日本と世界の歴史アジアの第二次世界大戦 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
映像を通して日本と世界の歴史を時代別に解説するシリーズの第１０巻。本作では、ファシズムの台
頭、日本の中国侵略、太平洋戦争とアジアについて解説する。

●

Z01647 H14年度
司馬遼太郎街道をゆく　プロローグ時空の旅人・
司馬遼太郎

75 ＮＨＫ 学術・教養
「湖西のみち」「竹内街道」「砂鉄のみち」「陸奥のみち」などの紀行をもとに、司馬遼太郎の２５年間の
思索を日本の四半世紀と重ね合わせて映像化していく。

●
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Z01648 H14年度
司馬遼太郎街道をゆく　１湖西のみち・韓のくに
紀行

50 ＮＨＫ 学術・教養
作家・司馬遼太郎が「湖西のみち」から「韓のくに」を旅する中で考察した古代からの日韓関係を映像
化していく。

●

Z01649 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　２モンゴル紀行 50 ＮＨＫ 学術・教養
憧れの地・モンゴルを旅する司馬遼太郎が、モンゴルの人々が歩んだ歴史を思索しながら洞察した現
代、そして未来の可能性について映像化していく。

●

Z01650 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　３北のまほろば 50 ＮＨＫ 学術・教養
自身が「北のまほろば」と称えた津軽地方・南部地方を旅した司馬遼太郎が、古代から続いてきた北
の大地の変遷から見い出そうとした現代に照らし返せる灯火を映像化していく。

●

Z01651 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　４南蛮のみち 50 ＮＨＫ 学術・教養
司馬遼太郎がヨーロッパの風土や歴史、そして人々の暮らしを見聞しながら、フランシスコ・ザヴィエ
ルとの感動的な出会いを果たしたザヴィエルの故郷バスクを映像化していく。

●

Z01652 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　５長州路・肥薩のみち 50 ＮＨＫ 学術・教養
長州藩の先見的な革新性と薩摩藩の強固な武士気質。司馬遼太郎がこうした２つの風土の気風を通
して思索した、現代につながる日本を映像化していく。

●

Z01653 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　６本郷界隈 50 ＮＨＫ 学術・教養
東京の本郷を訪れた司馬遼太郎が「明治の悲しみ」と表現した、日本の崩壊を予言する夏目漱石の
姿を本郷界隈と共に映像化していく。

●

Z01654 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　７オランダ紀行 50 ＮＨＫ 学術・教養
オランダの歴史を知りたいと旅立った司馬遼太郎がオランダに探った、将来の日本の辿るべき指針を
オランダの歴史と共に映像化していく。

●

Z01655 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　８沖縄・先島への道 50 ＮＨＫ 学術・教養
「原倭人」にこだわった司馬遼太郎が、今もたくましく生き抜いている沖縄の人たちを訪ねながら探り
当てていった２１世紀へと続くメッセージを沖縄の人たちの風姿と共に映像化していく。

●

Z01656 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　９奥州白河・会津のみち 50 ＮＨＫ 学術・教養
陸奥のはじまりとされる白河の関から会津の街道を辿った司馬遼太郎が追い求めた、時の中央政権
と向かい合って生きてきた奥州の人々の真摯な姿を現地の羨んだ風光明媚な山河と共に映像化して
いく。

●

Z01657 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　１０オホーツク街道 50 ＮＨＫ 学術・教養
稚内から根室にかけての北海道オホーツク海沿岸とオホーツク人の根拠地サハリンを旅した司馬遼
太郎が知った、北の大地に広がった文化の共通性と多民族国家としての日本の姿を現地の雄大な光
景と共に映像化していく。

●

Z01658 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　１１十津川街道 50 ＮＨＫ 学術・教養
十津川街道に刻まれた先人の記憶を丹念に掘り起こしていく中で司馬遼太郎が見据えた、中央とは
一線を引きながら、自らの領土を守りぬいてきたたくましき民によるもう一つの日本の自画像を映像化
していく。

●

Z01659 H14年度 司馬遼太郎街道をゆく　１２愛蘭土紀行 50 ＮＨＫ 学術・教養
司馬遼太郎が見つめようとした、アイルランドにおけるカトリックとプロテスタントの歴史的対立とアイ
ルランド人の孤高の精神を映像していく。

●

Z01660 H14年度
世界の車窓から（８）カナダ鉄道の旅大陸横断
鉄道・トロント～ヴァンクーヴァー４６００Ｋｍ

30 テレビ朝日 趣味・芸術
観光地名所ナイアガラ瀑布、「霧の川」スキーナ川沿いのローカル線など、トロントからヴァンクー
ヴァーまで、紅葉のロッキーを越えて３泊４日の大陸横断の旅を紹介。

●

Z01661 H14年度
世界の車窓から（９）イギリス鉄道の旅イングラ
ンド・スコットランド・ウェールズ　偉大なる田園風
景

30 テレビ朝日 趣味・芸術
イギリス自慢の列車インターシティ１２５、世界で一番古いミニチュアレイルのＳＬタリスリン鉄道など、
ロンドンを起点に、車窓にイングランドの田園風景、スコットランドの山地、ウェールズののどかな緑地
を堪能する列車の旅を紹介。

●

Z01662 H14年度
世界の車窓から（１０）ボリビア・ペルー鉄道の旅
インカ帝国の都からチチカカ湖を渡る　アンデス
の高山鉄道

30 テレビ朝日 趣味・芸術
アルゼンチンとの国境の町、ボリビア・ビジャソンから首都ラパスまでの旅、チチカカ湖を渡ってペルー
に入り、プノからキャバンバまでの鉄道の旅を紹介する。

●

Z01663 H14年度
世界の車窓から（１１）スイス鉄道の旅２登山鉄
道とレマン湖への旅

29 テレビ朝日 趣味・芸術
「世界の車窓から」スイス鉄道の旅第２弾。今回は、登山鉄道の旅を楽しみながら、スイスの中央に位
置するルツェンからフランスとの国境近いレマン湖畔の街ジュネーブまでのコースを紹介。

●

Z01664 H14年度
世界の車窓から（１２）フランス鉄道の旅パリ発・
グルメ、菜の花、地中海…春の旅

30 テレビ朝日 趣味・芸術
出発点をパリとし、急行列車やローカル線、そしてフランス国鉄の誇る超特急ＴＧＶを乗り継いで、変
化に富んだ美しい景色を交えて紹介する。

●

Z01665 H14年度
世界の車窓から（１３）ドイツ鉄道の旅フランクフ
ルト発・メルヘン街道

30 テレビ朝日 趣味・芸術
中世の面影を残しグリム童話の故郷として知られる北ドイツの町々と、その町を結んで走るインターシ
ティ・エクスプレスなどの最新の列車。この国の新しさと古さの両面に出会える鉄道の旅。

●

Z01666 H14年度
世界の車窓から（１４）アラスカ鉄道の旅郷愁の
鉱山鉄道　大自然の旅

30 テレビ朝日 趣味・芸術
１９世紀のゴールドラッシュと共に栄えたアラスカ鉄道。冬の間は雪に閉ざされ運行本数が減少する
が、夏の間は観光客で満員である。２１世紀の今日でも昔と変わらぬ雄大な自然の中を走る列車の
旅を紹介する。

●

Z01667 H14年度
世界の車窓から（１５）チェコスロバキア・ハンガ
リー鉄道の旅中世の街並と大平原のラプソディ

30 テレビ朝日 趣味・芸術
ヨーロッパの中央に位置するチェコスロバキアとハンガリー。チェコスロバキアでは「百塔の都」と呼ば
れるプラハの街を、ハンガリーでは「ドナウの真珠」ブダペストの街を中心にそれぞれの国を紹介。

●

Z01668 H14年度
世界の車窓から（１６）中国鉄道の旅１北京発・
華北大平原を走る

30 テレビ朝日 趣味・芸術
中国の広大な国土を走る鉄道の営業距離は５６０００キロ。今回その中から首都北京から鄭州を経て
西域へと向かう路線、華北大平原を抜け、黄河を渡り、黄色い大地を古都西安まで走る１２０９キロの
鉄道の旅を紹介。

●

Z01669 H14年度
世界の車窓から（１７）中国鉄道の旅２西安～ウ
ルムチ・シルクロードの旅

30 テレビ朝日 趣味・芸術
唐の都長安とローマを結んだ絹の道。かつてラクダに乗って往来した東西交流の道を、現在では鉄路
を使って旅をしている。西安から、西域の都市ウルムチまで、ゴビ砂漠の中をオアシスを結んで走る
旅。

●

Z01670 H14年度
世界の車窓から（１８）中国鉄道の旅３大連発・
旧満州　郷愁の秋

30 テレビ朝日 趣味・芸術
旧満州時代に路線が敷かれ、鉄道と共に発展を始めた東北地方の各都市は、１９９２年の改革・開放
政策以降、再び大きく変わり始めている。「満州国」時代の駅舎や町並みが今も見られる中国東北地
方を巡る列車の旅。

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

Z01671 H14年度 「教材」視聴覚アルバム伝承物語①鬼ごっこ１ 30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
巻。本作では、高オニ、かげふみなど計１１種類の鬼ごっこについて、映像を交えて説明する。

●

Z01672 H14年度 「教材」視聴覚アルバム伝承物語②鬼ごっこ２ 30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第２
巻。本作では、竹の子１本おくれ、かんけりなど計８種類の鬼ごっこについて、映像を交えて説明す
る。

●

Z01673 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語③鬼あそび・な
わとび

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第３
巻。本作では、通りゃんせや花いちもんめ、長なわとびなど計１１種類の鬼あそび・なわとびについて、
映像を交えて説明する。

●

Z01674 H14年度 「教材」視聴覚アルバム伝承物語④陣とり 30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第４
巻。本作では、あみなげたや長うまのり、肉弾戦など計８種類の陣とりについて、映像を交えて説明す
る。

●

Z01675 H14年度 「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑤技あそび 30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第５
巻。本作では、ケン玉やお手玉、おはじきなど計９種類の技あそびについて、映像を交えて説明する。

●

Z01676 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑥ジャンケン
あそび

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第６
巻。本作では、足ジャンケンやグリコ・パイナップル・チョコレイト、グー・チョキ・パーなど計１０種類の
ジャンケンあそびについて説明する。

●

Z01677 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑦石けり・ボー
ルあそび

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第７
巻。本作では、天下や手打ちテニス、草サッカー、どこゆきなど計１１種類の石けり・ボールあそびに
ついて、映像を交えて説明する。

●

Z01678 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑧指遊び・手
あそび・すもうあそび

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第８
巻。本作では、指うらない、手あそび、指ずもうなど計８種類の指遊び・手遊び・すもう遊びについて、
映像を交えて説明している。

●

Z01679 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑨おもしろゲー
ムあそび

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第９
巻。本作では、ハンカチ落とし、フルーツバスケットなど計９種類のゲームあそびについて、映像を交
えて説明する。

●

Z01680 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑩手づくり伝
承あそび１

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
０巻。本作では、紙ひこうき、紙てっぽうなど計８種類の折り紙あそびについて、映像を交えて説明す
る。

●

Z01681 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑪手づくり伝
承あそび２

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
１巻。本作では、ストローふえ、ぶんぶんゴマなど計６種類のリサイクルクラフトについて、映像を交え
て説明する。

●

Z01682 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑫手づくり伝
承あそび３

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
２巻。本作では、わりばしひこうきや竹馬、たこなど計５種類のおもちゃのつくり方について、映像を交
えながら説明する。

●

Z01683 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑬手づくり伝
承あそび４

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
３巻。本作では、竹ぶえや板返しなど計７種類のおもちゃのつくり方について映像を交えながら説明す
る。

●

Z01684 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑭新・伝承物
語　手足や身近な物を生かして

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
４巻。本作では、とんでとんで、くつひろいなど計１２種類の身近な物を利用するあそびについて、映像
を通して説明する。

●

Z01685 H14年度
「教材」視聴覚アルバム伝承物語⑮新・伝承あ
そび　親子のつどい

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
実践的かつ体系的にまとめられた伝承あそびのノウハウを結集した『「教材」視聴覚アルバム』の第１
５巻。本作では、ずいずいずっころばし、あんたがたどこさなど計９種類の親子であそべるあそびにつ
いて、映像を交えて説明する。

●

Z01686 H14年度
「教材」視聴覚アルバム手話で手あそび歌あそ
び手話で手あそび歌あそび

30 ＢＢＳテレビ 学術・教養
『「教材」視聴覚アルバム』の第１６巻。本作では、子どもの歌に手話を取り入れたものを映像を交えて
説明している。

●

Z01687 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版１北海道道央・大雪・日
高・道東

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第１巻。第１巻で
は、道央・大雪・日高・道東の各地域の美しい自然と観光ポイントを紹介。

●

Z01688 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版２東北青森、宮城、福
島

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第２巻。今回は、
青森、宮城、福島各地域の名所名跡、代表的な祭り、観光ポイントを紹介。

●

Z01689 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版３北陸新潟、金沢、能
登

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第３巻。第３巻で
は、北陸の新潟、金沢、能登の歴史のある町並みや、日本海沿岸の観光スポットを紹介。

●

Z01690 H14年度 にっぽん夢紀行　広域版４信州信州、軽井沢 60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第４巻。今回は、
長野県軽井沢のカラマツの並木道や、多くの芸術家たちの足跡、北アルプスの壮大な山並みなどを
美しい映像とともに紹介する。

●

Z01691 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版５関東東京、横浜、湘
南、房総

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第５巻。第５巻
は、東京都心と下町、横浜、 湘南、房総を収録。関東地方の様々な風景を多数紹介する。

●

Z01692 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版６中部美濃、飛騨、木
曽

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第６巻。今回は、
美濃、飛騨、木曽の各地域を収録。小京都と呼ばれる岐阜、高山の祭り、宿場町として有名な木曽路
など多数の観光地を紹介する。

●

Z01693 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版７近畿京都、大阪、神
戸

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第７巻。第７巻で
は、京都、大阪、神戸を収録。１２００年の歴史に彩られる京都、活気あふれる大阪、異国情緒あふれ
る街神戸、それぞれの観光スポットを多数紹介する。

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

Z01694 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版８中国・四国萩、津和
野、広島、愛媛、高知

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第８巻。今回は武
家屋敷の残る萩、戦争の傷痕から復興した広島、『坊ちゃん』の舞台、松山など、中国・四国の名所や
祭りなど多数紹介。

●

Z01695 H14年度
にっぽん夢紀行　広域版９九州長崎、佐賀、大
分、宮崎

60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第９巻。第９巻で
は、エキゾチックな洋館や教会で有名な長崎、別府や湯布院などの温泉地、日南海岸など九州の自
然や観光地を多数紹介。

●

Z01696 H14年度 にっぽん夢紀行　広域版１０沖縄本島、離島 60 キングレコード 趣味・芸術
北は北海道から南は沖縄まで旅し、日本各地を詳しく紹介する「にっぽん夢紀行」の第１０巻。今回
は、沖縄の本島と離島を収録。景勝地、歴史・文化、マリンスポーツなど、南の島の魅力を紹介。

●

Z01697 H14年度 生きものばんざい①日本列島ワンワン地図 25 毎日放送 学術・教養
日本に古くからいる北海道犬、甲斐犬、紀州犬。猟犬として生きてきたこれからの日本犬のように昔
からの生き方を守り続ける犬達を紹介。狩をする犬と人との古くからの協力の関係を描いている。

● ● ● ●

Z01698 H14年度
生きものばんざい②イリオモテヤマネコ－特別
天然記念物をさぐる－

25 毎日放送 学術・教養
特別天然記念物に指定されたイリオモテヤマネコ。西表島に生息する野生のイリオモテヤマネコの生
態や動物園で保護された小猫の飼育を通してイリオモテヤマネコの本当の姿を紹介する。

● ● ● ●

Z01699 H14年度
生きものばんざい③ヤンバルクイナの親子－頑
張れ！３羽のヒナたち－

25 毎日放送 学術・教養
１９８１年に発見されたヤンバルクイナ。ヤンバルに生息する他の動物の生態をまじえながらヤンバル
クイナの親子の様子やひなの成長を追っていく。さらに人間による自然破壊のために発生している動
植物の危機も示唆している。

● ● ● ●

Z01700 H14年度 生きものばんざい④タンチョウヅル親と子の絆 25 毎日放送 学術・教養
特別天然記念物に指定されたタンチョウヅル。北海道の厳しい自然の中で生きぬくタンチョウの夫婦
とその子育てにスポットを当て、タンチョウの生態を紹介する。

● ● ● ●

Z01701 H14年度 生きものばんざい⑤雷鳥・アルプスの四季 25 毎日放送 学術・教養
３０００ｍの高山に生息し氷河時代の生きた化石と呼ばれる雷鳥。北アルプスに住む雷鳥を１年間追
い続け、その生態を観察。雷鳥の親子の様子とひなの成長、新たなひなが誕生するまでを紹介する。

● ● ● ●

Z01702 H14年度
生きものばんざい⑥動物たちの世界－オースト
ラリア編－

25 毎日放送 学術・教養
コアラやカンガルー、カモノハシなど珍しい動物の住んでいるオーストラリア。人間が移り住むように
なって持ちこまれた動物と元々オーストラリアに住む動物との関係を紹介している。

● ● ● ●

Z01703 H14年度
生きものばんざい⑦動物たちの世界－中国編
－

25 毎日放送 学術・教養
中国の内蒙古で遊牧をしている騎馬民族。内蒙古の草原での騎馬民族とその家畜の生活を解説。野
生の馬やラクダが飼い慣らされる過程、家畜を守るための騎馬民族と狼との戦いなど家畜と野生動
物の生活を紹介している。

● ● ● ●

Z01704 H14年度
生きものばんざい⑧動物たちの世界－北アメリ
カ編－

25 毎日放送 学術・教養
北アメリカの国立公園、イエローストーン。野生動物の保護を第一に考えるアメリカの国立公園によっ
て絶滅をまぬがれた動物達を紹介。さらに人間と動物との正しい付きあい方を解説する。

● ● ● ●

Z01705 H14年度
生きものばんざい⑨動物たちの世界－南アメリ
カ編－

25 毎日放送 学術・教養
南アメリカを流れるアマゾン河。最後の秘境ともいわれるアマゾンに残された野生動物達だけの世界
を探索。アマゾンの豊かな水に支えられる大自然。そこに生きる珍しい野生動物を紹介する。

● ● ● ●

Z01706 H14年度 立佞武多五所川原 30 株式会社ＲＡＢ企画
青森の歴史・伝統・く
らし

五所川原に伝わる立佞武多。電線の普及から９０年前から作られていなかったものを９８年に復元し
町を運行させた。復元するまでの様子と運行中の活気を虫おくりと火まつりの様子もまじえて紹介して
いる。

●

Z01707 H14年度 青森ねぶた日本の火まつり 30 株式会社ＲＡＢ企画
青森の歴史・伝統・く
らし

青森で最も大きな祭である青森ねぶた。９９年に運行した２４台のねぶたを全て収録。夜に運行してい
る姿だけでなく制作段階から最終日の昼間運行、海上運行までねぶたの魅力を余す所なく紹介して
いる。

●

Z01708 H14年度 狂言－鑑賞入門－ 25
バンダイ・ミュージックエンタテイン
メント

趣味・芸術
伝統芸能の狂言を解かりやすく説明し、場面説明やセリフの口語訳をテロップで表示。さらに狂言の
動きや使用する道具、稽古に至るまで細かな部分も解説。狂言「附子」「棒縛」「神鳴」などを短くまと
めて収録している。

● ●

Z01709 H14年度 能－鑑賞入門－ 25
バンダイ・ミュージックエンタテイン
メント

趣味・芸術
伝統芸能の能をその歴史とともに解説。長い年月で形成されてきた能の中にある精神世界を能面や
舞台道具、演者の動きなどを紹介しながら説明している。初心者にも解りやすいように説明入りで「安
達原（黒塚）」を収録。

● ●

Z01710 H14年度 文楽－鑑賞入門－ 25
バンダイ・ミュージックエンタテイン
メント

趣味・芸術
伝統芸能の文楽の世界を表しながら、人形の頭から着物まで、いかにして人形を人間のように動かす
かなどを解説。最高の舞台を生みだし人間では描ききれない人形美の世界を文楽の魅力と共に紹介
する。

● ●

Z01711 H14年度 海と里山人と自然のいとなみ 14 毎日ＥＶＲシステム 算数・数学・理科
毎日の暮らしの中で、人と自然は緊密につながっているのだということを実感することは、難しくなって
いる。いま、自然と人とはどうかかわり合っていけばよいのか、大切な自然を守るということはどういう
ことなのか、考えていく。

● ●

Z01712 H14年度
“主治医”はあなた！～生活習慣病にならない
ために～

15 日本広報協会 スポーツ・健康
生活習慣病は、その名のとおり、長年の生活態度の積み重ねによって起きる。しかし、日頃の習慣を
見直し、ちょっと工夫して行動すれば、生活習慣病を予防することができる。本作品では具体的に生
活習慣病の予防の仕方を紹介している。

● ● ● ●

Z01713 H14年度
音の正体をつかめ！科学探偵団　音の事件ファ
イル

25 財団法人　科学技術広報財団 算数・数学・理科
音は不思議なもので、遠くの音が近くに聞こえたり、音がどこで発せられているのかがわからなかった
りする。また時計や音などを置く場所によっても音が大きくなったり小さくなったりする。このような音の
不思議について考える。

●

Z01714 H14年度 明日への伝言小さな赤いトマト 25 株式会社　ＮＨＫ情報ネットワーク 学術・教養
大戦における日本本土の空襲等の状況やそれに伴う被害の状況を戦災体験者の証言を交えるなど
して、戦争体験のない若年世代に対して戦争の悲惨さや愚かさ、平和の尊さを再認識させる。

● ● ● ●

Z01715 H14年度 誰も知らなかった手塚治虫前編 60 越前屋電視社 学術・教養
漫画の神様と呼ばれ、天才の名を欲しいままにした手塚治虫。しかし、彼の創作の歴史は精神的な苦
悩の連続であった。そんな誰も知らない手塚治虫の素顔に、そしてその創作の秘密に迫る。本編はそ
の前編である。

●

Z01716 H14年度 誰も知らなかった手塚治虫後編 60 越前屋電視社 学術・教養
漫画の神様と呼ばれ、天才の名を欲しいままにした手塚治虫。しかし、彼の創作の歴史は精神的な苦
悩の連続であった。そんな誰も知らない手塚治虫の素顔に、そしてその創作の秘密に迫る。本編はそ
の後編である。

●
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ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z01717 H14年度 火事にそなえて 18 東映 生活・福祉
学校で火事が発生した時はどうしたら良いのか。本作では、その時の対応の仕方を具体的に説明し
ている。例えば、移動中は、「押さない」「走らない」「友達と離れない」「喋らない」ことが望ましいとして
いる。

● ● ● ●

Z01718 H14年度 女性・母性のための食生活指針 27 東映 スポーツ・健康
女性・母性のための食生活指針とは何か。本作品では、若い女性、妊娠・授乳中の女性、育児中の
女性を対象とし、具体例を挙げながら、望ましい食生活指針を解説している。

●

Z01719 H14年度 成人病予防のための食生活指針 18 東映 スポーツ・健康
生活習慣病ともいわれる成人病。その成人病にならないためにはどうすればよいか。本作では、８つ
の食生活指針を具体的に説明している。

●

Z01720 H14年度 高齢者のための食生活指針 15 東映 スポーツ・健康
低栄養に気を付ける。調理の工夫で多様な食生活を行なう。副食から食べよう。食生活をリズムに乗
せよう。よく体を動かそう。食生活の知恵を身に付けよう。おいしく、楽しく、食事を取ろう。本作では、
これらの７つの食生活指針を紹介している。

●

Z01721 H14年度 成長期のための食生活指針 27 東映 スポーツ・健康
乳児期、幼児期、学童期、思春期、それぞれの時期の望ましい食事の取り方を紹介し、また、望まし
い運動についても紹介している。

● ● ● ●

Z01722 H14年度 健康づくりのための五つの指針 19 東映 スポーツ・健康
多様な食品で栄養バランスを取る。日常の生活活動に見合ったエネルギーを取る。脂肪は量と質を
考えて取る。食塩を取りすぎないようにする。心のふれあう楽しい食生活を行う。これらの健康づくり
のため五つの指針を具体的に紹介している。

●

Z01723 H14年度 いじめその実態と克服の道を探る 36 教配 家庭教育
靴を隠す。教科書に落書きをする。いじめられっ子に関わるといじめられる。これらの実例を挙げてい
じめの実態を探っている。克服の方法としては、子供、親、先生がいじめ問題を正面に据えて考えるこ
とである。

● ● ● ●

Z01724 H14年度
職場におけるメンタルヘルス第１部エンストを起
こした新入社員事例集パート１

18
株式会社オートスライドプロダク
ション

産業・技術
上司と部下との間のトラブルをどのように解決するか。本作品では、上司が部下の言うことをよく聞く
こと、自分の意思を押しつけないこと、甘えや考えを本人に気づかせることの大事さを事例を交えて解
説している。

●

Z01725 H14年度
職場におけるメンタルヘルス第２部　出向先の
環境に馴染めないエンジニア事例集パート２

17
株式会社オートスライドプロダク
ション

産業・技術
転勤に問題は付き物である。それを解決するためには、上司が転勤してきた部下に対して自分のこと
のようにして、一緒に考えることが必要である。そして、上司の適確な対応が部下や会社を救うのであ
る。

●

Z01726 H14年度 日本の現代文学シリーズ太宰治 30 学研 学術・教養
青森で育った少年時代、東京での生活。太宰治の最も代表的な作品であるといわれている「走れメロ
ス」。これらを交えて太宰治の生涯を紹介している。

● ● ●

Z01727 H14年度 恐山癒しの地 18 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

恐山は、下北半島の中央に位置する。下北のひとは、「死ねばお山に行く」と言い、恐山におまいりを
してきた。かつての夏まいり（大祭）をとおして、下北の恐山への思いを考える。

●

Z01728 H14年度 津軽と南部～風土編～ 14 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」の第２弾。八甲田山をはさんだ西側の津軽地方と東側の南部地方では、気候や土地の
様子に大きな違いが見られ、街並みの様子や産業、生活様式にも違いが見られる。「気候や風土」に
焦点をあてながら、青森県の様子を探る。

● ●

Z01729 H14年度
ドキュメント「子育て新世紀」少子化のなかで大
人たちは今

30
青森放送／青森県総合社会教育
センター

家庭教育
共働きに伴い、母親の家庭での仕事の増加に目を向け、男女共同参画社会の実現をめざして活動し
ているサークルの紹介や、仕事をしている間、子どもをあずける保育園や児童クラブの取材を通して、
母親の役割や子育ての課題について考える。

●

Z01730 H14年度
トーク「親子徹底トークＤＥナットーク」少子化の
なかで大人たちは今

30
青森放送／青森県総合社会教育
センター

家庭教育
青森市立原別小学校の５・６年生１６組の親子が、与えられた課題のもとに自由な雰囲気で語り合う
トーク番組。親も子も普段言えずに、感じたり思ったりしている本音を直接意見交換し、その中から子
育ての方向性や家庭教育のあり方を考える。

●

Z01731 H14年度
ドラマ「わが家族の肖像」少子化のなかで大人
たちは今

30
青森放送／青森県総合社会教育
センター

家庭教育
仕事が忙しく、小学生の一人息子になかなか構ってやれない両親、そんな家族にある出来事が起こ
る。その出来事を通して、壊れかけた家族の絆を取り戻していこうとするドラマ番組である。

●

Z01732 H14年度
すこやかに平成１１年度　まなざしあい乳幼児編
Ⅰ

60
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
１．はじめての赤ちゃん　２．すこやか赤ちゃん　３．だっこ大好き　４．マンマ、ブーブー　平成１１年度
放映の「まなざしあい」をテーマ毎にまとめたものである。

●

Z01733 H14年度
のびのびと平成１１年度　まなざしあい乳幼児編
Ⅱ

60
青森県総合社会教育センター／Ｒ
ＡＢ

家庭教育
１．ひとりで悩まないで　２．休みの土曜日　３．いざという時に　４．もうすぐ小学生　平成１１年度放映
の「まなざしあい」をテーマ毎にまとめたものである。

●

Z01734 H14年度
明るく元気に平成１１年度　まなざしあい小中学
生編

60 青森県総合社会教育センター 家庭教育
１．小学生の世界Ⅰ　２．小学生の世界Ⅱ　３．中学生の世界Ⅰ　４．中学生の世界Ⅱ　平成１１年度
放映の「まなざしあい」をテーマ毎にまとめたものである。

●

Z01735 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第１回　シド
ニーをめざせ！

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
オリンピックの自転車競技代表候補に彗星のように現れた南部町出身の坂井田理紗さん。自転車競
技を始めてわずか３年でオリンピック代表をねらえるところまで来た彼女の努力と、家族の協力の様
子などを交え、シドニーオリンピックを目指す彼女の日常に迫る。

● ●

Z01736 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第２回　夢へ
のドリブル

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
弘前市に社会人サッカーチーム「津軽ＦＣ」が活躍している。全国４位になった実績もある。仕事を抱え
る中、週に二回だけしか練習ができない。彼らをささえるものはサッカーへの「情熱」。また、後進の指
導も積極的に行う「津軽ＦＣ」の奮闘ぶりを追う。

● ●

Z01737 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第３回　スポー
ツに翔る青春！

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
高校の運動部はアマチュアスポーツの宝庫。高校生たちはどんなスポーツでも一生懸命楽しみ、苦し
み、勝利を目指している。男子新体操、女子相撲、フェンシングなど高校生たちがひたむきにスポーツ
に向かい、指導者が熱意を持って見守る、そんな姿を紹介する。

● ●

Z01738 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第４回　夏でも
スキースケート

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
スポーツ用具の開発・改良により、夏でもウィンタースポーツの醍醐味が味わえるようになった。その
代表が「インラインスキー」と「インラインスケート」である。このスポーツの活動と施設を紹介し、利用
者たちから見た魅力を探る。

● ●

Z01739 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第５回　頂点
をめざして

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
高校時代、体操のチャンピオンだった選手が交通事故で身体が不自由になった。彼が見つけた新た
な目標はアームレスリング。身体に障害を持つ人のバスケットボールチームがある。がんばる人々と
その指導者から、これからの障害者スポーツのあり方を探る。

● ●
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Z01740 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第６回　風を
感じよう！

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
陸上競技の追い風参考記録とは。パラグライダーやハンググライダーは、なぜ空を飛べるのか。ヨット
やウィンドサーフィンは、なぜ風に向かって進めるのか。風とスポーツとの関わりをコンピュータグラ
フィックスなどを利用して解明していく。

● ●

Z01741 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第７回　いつま
でも輝く

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
アウトドアブームといわれる中、根強い人気がある登山。カヌーも、家族で楽しめるアウトドアのスポー
ツとして人気を集めている。アウトドアを楽しめる環境が青森にはたくさんある。アウトドアスポーツを
通して、身体を動かすことの楽しさを伝える。

● ●

Z01742 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第８回　ふるさ
とにこのスポーツあり

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
青森県は、オリンピック選手やプロ選手など多くの名選手を輩出している。そんなヒーローたちが青森
県で生まれ育ち、選手として成長した軌跡を、スポーツ史と共に振り返って見る。また、現役を離れた
今もスポーツに想いをはせる栄光の選手たちを紹介する。

● ●

Z01743 H14年度
あおもり夢工場９９スポーツで輝く第９回　栄光
をささえるもの

30
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

スポーツ・健康
甲子園で３０年ぶりに県の代表校がベスト８。その道のりには、指導者の力がある。オリンピック選手
を数多く育てている指導者もいる。指導者の存在の意味。何を目指し、何を課題としているのか。県内
でスポーツ振興に努めている指導者を招き、その想いを聞く。

● ●

Z01744 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人１
旅行会社スタッフ編

25 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事の情報を提供しているシリーズのうち、旅行会社スタッフ
編である。カウンター・旅行企画・ツアーコンダクター・営業の各業務を、体験レポートや携わる人たち
の生の声で紹介している。

● ●

Z01745 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人２
ホテルスタッフ編

30 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事の情報を提供しているシリーズのうち、ホテルスタッフ編
である。マネージャー・フロント・ベルガールの各業務を、リゾートホテルやシティホテルなどの種別も
示し、体験レポートや携わる人たちの生の声で紹介している

● ●

Z01746 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人３
旅館スタッフ編

運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、旅館スタッフ編である。
フロント・接客・調理・お風呂番などの業務を、体験レポートや携わる人たちの生の声で紹介している。

● ●

Z01747 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人４
民宿／ペンションスタッフ編

25 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、民宿・ペンションスタッフ
編である。特にお客さまとの心の触れあいを大事にするペンションなどでのアルバイトの心構えを、体
験レポートや現場での生の声で紹介している。

● ●

Z01748 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人５
飲食／おみやげ品店スタッフ編

24 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、飲食・おみやげ品店編で
ある。レストラン接客・調理・おみやげ品店・地元工芸品店などのワーキングを、体験レポートや携わ
る人の生の声で紹介している。

● ●

Z01749 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人６
体験型観光施設スタッフ編

25 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、体験型観光施設スタッフ
編である。民工芸品体験施設・観光農園でのワーキングを、ハーブ園での体験レポートや、携わる人
の生の声で紹介する。

● ●

Z01750 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人７
テーマパークスタッフ／スポーツインストラクター
編

27 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、テーマパークスタッフ・ス
ポーツインストラクター編である。ハウステンボスでの体験レポートや、沖縄県万座ビーチホテルのマ
リンスポーツインストラクターを紹介している。

● ●

Z01751 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人８
イベントスタッフ編

27 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、イベントスタッフ編であ
る。コンパニオンの体験レポートや、イベント運営・デザイン施工での現場での生の声を紹介してい
る。

● ●

Z01752 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人９
ガイド編

28 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事を案内しているシリーズのうち、ガイド編である。エコツ
アーガイドの体験レポートや、歴史施設ガイド・通訳ガイド・観光案内所スタッフを紹介している。

● ●

Z01753 H14年度
観光ワーキング紹介ライブラリー笑顔の達人１０
交通機関接客スタッフ編

25 運輸省／（社）日本観光協会 産業・技術
観光サービス業のさまざまなジャンルの仕事の情報を提供しているシリーズのうち、交通機関接客ス
タッフ編である。鉄道会社客室乗務員の体験レポートや、地上での航空旅客へのサービスをする空港
アテンダント・はとバスのバスガイドの生の声を紹介している。

● ●

Z01755 H14年度
文化庁平成１１年度版　美しく豊かな言葉をめざ
して伝わっていますか？

39 文化庁 国語科 わかりやすい説明の方法を考えることをねらいとし、ドラマ編と解説編の２つに分け説明している。 ● ● ●

Z01756 H14年度 太陽の子メグちゃんの環境をまもる農林水産業 15 農林水産省／農林放送事業団 産業・技術
農業・林業・水産業が環境とどのような関係があるのか、そこで働く人々が環境を守るためにどのよう
な努力をしているのかなどを解説する。

●

Z01757 H14年度 日本の山村豊かな暮らしと心の里づくり 18
日本山村振興連盟／農林放送事
業団

産業・技術
日本人の心を守り育んできた山村について、外国の事例を交えながら、豊かな暮らしを実現した事例
を紹介している。

●

Z01758 H14年度
日本の機械工業シリーズ環境との共存をめざし
て

20 （社）日本機械工業連合会 社会科
環境を守り、かけがえのない美しい地球を次の世代に引き継ぐため企業が自らの理念として、環境と
の共存というテーマに真剣に取り組んでいる姿を紹介する。

●

Z01759 H14年度
子どもの声に耳をすませて子ども虐待防止あな
たにできること

22 厚生省 家庭教育
児童虐待は、子どもだけでなく、親の心も深く傷つける。親と子どもの声にならないＳＯＳを受け止める
にはどうしたらいいかを、考える。

●

Z01760 H14年度
租税教育用ビデオ惑星アトン２パルポノスの塔
－税の働き－

23 0 社会科
惑星アトンを救うため、地球の政治のしくみを学び、税の働きを知る。アニメーションで判りやすく税金
と民主主義を解説している。

●

Z01761 H14年度 人、モノ、文化を運んで商用車と私たちの生活 19 自動車工業振興会 産業・技術
バス・トラックをはじめワゴン・バンや、建設現場などで働くクルマを多数登場させ、商用車が私たちの
生活や社会にいかに深く関わっているかを、幅広い用途と機能別に紹介し、併せて福祉車両や災害
現場で働くクルマも取り上げている。

●

Z01762 H14年度 県民の森梵珠山ビデオ梵珠山の昆虫たち 15 青森県環境生活部自然保護課 学術・教養 梵珠山の自然で育った昆虫を、映像を使い分かりやすく解説する。 ●

Z01763 H14年度 単位のはなし「１」を決めるために？！ 33 科学技術庁 算数・数学・理科
いつも私達が使っている単位は、どうやって決めたのだろう。単位の成り立ち、国際的な統一の歩み
や高精度化などを分かりやすく解説しているビデオである。

●
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Z01764 H14年度 四季を辿る日本・水の里紀行－森と川と海と－ 19 海と渚環境美化推進機構 学術・教養
人と自然の共生を求めていく中で、水の有り難み、尊さというものを、１人の写真家の敏感な目を通し
て見つめ直そうとするもの。

●

Z01765 H14年度 第３３回東京モーターショー公式記録ビデオ 30 自動車振興会 産業・技術
環境への関心の高まりから、未来の環境やカーライフのあり方を考える。第３３回東京モーターショー
の一部始終を記録したものである。

●

Z01766 H14年度
ここが知りたい！介護保険～みんなで支える老
後の安心～

30 社団法人　日本広報協会 生活・福祉
高齢社会を迎えた今、介護はだれもが直面する問題となっている。たとえ、自分や自分の家族に介護
が必要となっても、希望が尊重され、自立した生活を続ける事が出来る。そんな老後の安心をみんな
で支える制度としてスタートした介護保険、その仕組を紹介する。

●

Z01767 H14年度 日本の税の歴史 20 税のしるべ総局 学術・教養
私達が納めている税についてのビデオである。大宝律令の時代から現在の納税制度に至るまでの歴
史を分かりやすく解説している。

●

Z01768 H14年度 おしえて！アグリ 45 農林水産省／農林放送事業団 産業・技術
平成１１年度制作したテレビ番組「おしえて！アグリ」の総集編で日本の農林水産業の現状、食料や
地球環境問題、農山村の多面的機能、農林水産業の担い手について新しく制定された「食料・農業・
農村基本法」の考え方に沿って紹介している。島崎俊郎のリポート

●

Z01769 H14年度
海運の工夫・技術シリーズ３地球環境と海運豊
かさを運ぶ海の道

21 日本船主協会 生活・福祉
四方を海に囲まれたわが国の海運の活動を分かりやすく説明するとともに、「海と大気を汚さない」地
球環境保全のために日本の海運が取り組んでいる様々な工夫や努力を紹介している。

●

Z01770 H14年度 婆古石物語 18 グループ北の会
青森の歴史・伝統・く
らし

上北郡七戸地方の石の伝説、山に行って疲れたおばあさんが、石に腰掛け休んでいたところそのま
ま石になってしまったという婆古石（バッコイシ）の物語である。

●

Z01771 H14年度
ボランティア　わっはっはボランティア国際年ＰＲ
ビデオＡ

40 経済企画庁 生活・福祉
八王子結の会、知的障害者生活支援施設八王子平和の家、アジア一五（いちご）基金、障害者労働
センター（大阪府枚方市）で、知的障害者やアジアの子どもたちに支援するボランティア活動をしてい
る人たちを紹介している。

● ● ●

Z01772 H14年度
スマイル（ＳＭＩＬＥ）ボランティア国際年ＰＲビデ
オＢ

30 経済企画庁 生活・福祉
ボランティアは面白くないと云うイメージがあるが、どんな気持ちでやっているのか。「飯塚市子ども劇
場」「子ども劇場和歌山センター」「愛知県高校生フェスティバル実行委員会」の活動をとおして、ボラ
ンティアは楽しくていいのかを考える。

● ● ●

Z01773 H14年度
ボランティアビデオ公募優秀作品集ボランティア
国際年ＰＲビデオＣ

93 経済企画庁 生活・福祉
ボランティア国際年ＰＲビデオの優秀作品集で、「亀の歩みでいいじゃない！おんなの目が街を変え
る」「手をさしのべて」「まちを伝える人々～まちかど案内人の取組み」「一枚のＴシャツがボランティア
基金に」の４作品を収録している。

● ● ●

Z01774 H14年度
ボランティアビデオ公募作品集１ボランティア国
際年ＰＲビデオＤ

108 経済企画庁 生活・福祉
「わたしたちがする　わたしたちができる」「アジアの中の私たち　バヤニハン　分かちあい」「生活情報
の伝達から心の交流へ」「やすらぎと安心を」のボランティア活動を記録した４作品を収めている。

● ● ●

Z01775 H14年度
ボランティアビデオ公募作品集２ボランティア国
際年ＰＲビデオＥ

93 経済企画庁 生活・福祉
「やったね！ボランティア讃歌」「誰にでもできるボランティア　ボランティアって誰のため」「街は七色～
忍者街を走る～笹岡の秘宝を探せ」「いきいき高齢者ボランティア」の４作品を紹介している。

● ● ●

Z01776 H14年度
ボランティアビデオ公募作品集３ボランティア国
際年ＰＲビデオＦ

90 経済企画庁 生活・福祉
「地域にひらく愛－気づいたらボランティア」「思い出宅配便」「老い楽しく　いきいき　人・色・心」の３作
品を紹介している。

● ● ●

Z01777 H14年度
ボランティアビデオ自主制作優秀作品集ボラン
ティア国際年ＰＲビデオＧ

90 経済企画庁 生活・福祉
「きこえなくても踊ろうよ－ゾメキのリズムにのって」「９９ほっとではあとな体験キャンプ」「さあ出かけよ
うボランティアといっしょに」「送迎ボランティアグループ南の風」の４作品が収録されている。

● ● ●

Z01778 H14年度
小学生の健康と安全シリーズ６着衣泳入門水に
落ちてもあわてない方法

18 リバーフロント整備センター 生活・道徳・特活
わが国の溺死者の大部分は日常の服装のまま溺れる。このビデオでは、着衣で水に落ちたときの、
心構えや泳ぎ方、そして着衣泳の練習方法を、授業のモデルを示し、段階的にわかりやすく紹介し、
水辺の事故を未然に防ぐためのガイドである。

●

Z01779 H14年度
岩波保育シリーズあしたね～ゆれ動く心４歳児
～

22 0 家庭教育
幼稚園タンポポ組の４歳児が先生たちと生活しながら、楽しさや葛藤など様々な感情体験を重ねつ
つ、友達とのつながりをつくっていく１１月の様子をありのままに映している。４歳児の持つ自分探しと
して、揺れ動きながらも友達との様々な出会いを見せてくれる。

●

Z01780 H14年度
学校にネットワークを現職教育用小学校・中学
校編

22 日本シネセル株式会社 教育方法・学習者
このビデオでは、小・中学校の先生向けに、学校にネットワークを構築する重要性やその手法を伝
え、更に具体的なネットワークを活用した活動を描いて、学校内ネットワークの可能性を訴求してい
る。

●

Z01781 H14年度 お酒は子どもになぜ悪いの？ 20 共和映画 スポーツ・健康
おとなは飲んでも良いのに子どもはどうしてお酒を飲んじゃいけないんだろう？そんな疑問をもった小
学生がお酒が体に及ぼす影響を調べる。

●

Z01782 H14年度 微生物の働きと生物のつりあい 20 学研 算数・数学・理科
生態系の中で動植物の死骸や排出物等の有機物を分解する「分解者」は重要な役割を果たしてい
る。その多くは菌類や細菌類などの微生物である。本作品では、これら微生物の働きを実験・観察等
を通して検証する。

●

Z01783 H14年度
とび出そうまちの中へ自然の中へ夢を持った子
どもを育むために

20 0 教育方法・学習者
これからの教育には、子どもの「生きる力」を育むことが求められている。子どもの心を豊かに育むた
めには、家庭や地域社会において様々な体験の機会を与えることが必要である。本作品では、子ども
の「生きる力」を育む様々な活動をいきいきと描いている。

● ●

Z01784 H14年度 算数すきになれるかな－算数的活動－ 22 0 算数・数学・理科
児童の主体的な活動を通して、数量や図形についての意味を理解したり、考える力を高めたりするこ
となど新学習指導要領の「算数的活動」という観点から、今後の算数科の指導のヒントとなるよう、
様々なアイディアを提案する。

●

Z01785 H14年度 つくる飾るデザイン行動 22 0 芸術科
つくったり飾ったりする行為を「デザイン行為」という。デザインの日常性に気づかせるとともに、多様な
表現を導き出す指導に役立つ。

● ● ●

Z01786 H14年度 高齢者から学び、ともに生きる 36 0 生活・福祉
齢が引き起こす心身の変化や高齢者への社会福祉の現状を解説しながら、実際に街の中で困ってい
る高齢者をどのようにして助けたらよいのか具体的に紹介した作品である。

● ● ● ●
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ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z01787 H14年度 和楽器に挑戦 21 0 芸術科
初めて和楽器を体験する生徒達が、身近な地域の「祭囃子」を通して太鼓・笛・鉦などの和楽器に取り
組む様子を紹介する。また、歌舞伎音楽の太鼓の表現の豊かさや和楽器を用いた現代の音楽作品
なども示し、生徒達が和楽器の持つ魅力を感じられるよう配慮した。

●

Z01788 H14年度 地震と災害中学生理科 20 0 算数・数学・理科
中学校理科（第２分野）「自然と人間」及び「火山と地震」の学習に活用するビデオ教材である。地震、
津波、火山について、それぞれ生徒達が地域において過去に起こった災害を調べたり、発生の仕組
みを実験で確かめるといった活動を中心に展開している。

●

Z01789 H14年度 少年犯罪と親の責任 25 東映株式会社教育映像部 家庭教育
家庭のあり方を見直し、被害者や社会に対する当人と親の責任や子どもの将来に対する責任につい
て考えるドラマ。非行へのシグナル、子どもを守る親の責任、夢、家族の絆などを通して考える。

● ● ●

Z01790 H14年度 日常のおつとめ　般若心経・観音経 34 （株）ポニーキャニオン 学術・教養
ビデオを見ながら指示どおりに読経するだけで、本格的な仏へのおつとめが自然に身につく。画面
いっぱいに経文の内容が映しだされ、読経している内容が一目でわかるように指示されるので、それ
に従って読経する。般若心経、観音経を収録。

●

Z01791 H14年度 日常のおつとめ　臨済宗 34 （株）ポニーキャニオン 学術・教養
ビデオを見ながら指示どおりに読経するだけで、本格的な仏へのおつとめが自然に身につく。画面
いっぱいに経文の内容が映しだされ、読経している内容が一目でわかるように指示されるので、それ
に従って読経する。般若心経、観音経、宗門安心章を収録。

●

Z01792 H14年度 日常のおつとめ　浄土宗 21 （株）ポニーキャニオン 学術・教養
画面いっぱいに経文の内容が映しだされ、読経している内容が一目でわかるように指示されるので、
それに従って読経する。開経偈、四誓偈、一枚起請文、発願文、仏説阿弥陀経を収録。監修、東京芸
術大学名誉教授　西村公朝。

●

Z01793 H14年度
まんが世界昔ばなしアリババと４０人のとうぞく
英語・日本語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
アリババという名前の貧しいきこりは、夜遅くまで働いていた。ある日、４０人の盗賊が、町の人びとか
ら盗んだ財宝を岩の中にかくすところを目撃。その岩のドアをあける合い言葉は「開け、ゴマ！」。アリ
ババは大きな家と妻を手に入れて幸せにくらすのだが…。

● ●

Z01794 H14年度 まんが世界昔ばなしそんごくう英語・日本語版 23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
孫悟空は、いたずら好きだったので、お釈迦様が、罠にかけて山の下敷にした。通りかかった三蔵法
師に助けられ、お供することになる。途中、猪八戒と沙悟浄に出会い、再びインドに向けて出発する。
英語版の後に日本語版を収録。

● ●

Z01795 H14年度
まんが世界昔ばなしねずみの嫁入り英語・日本
語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
子供に恵まれない夫婦は、ある日ねずみの娘を助けた。夫婦はそのねずみを自分たちの娘として育
て、世界で一番強い旦那様を見つけようとするのだが…。最後で、世界で一番強いものが何かわか
る。英語版の後に日本語版を収録。

● ●

Z01796 H14年度
まんが世界昔ばなし仲間はずれのこうもり英語・
日本語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
鳥たちとけものたちが、大きな戦いをした。つばさを持つ者は鳥側へ、きばを持つ者はけもの側へ集
結した。つばさときばの両方を持つコウモリは強い方の仲間になろうと考えたのだが…。英語版の後
に日本語版を収録。

● ●

Z01797 H14年度
まんが世界昔ばなしガリバー旅行記英語・日本
語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
主人公ガリバーは、若いイギリス人の船乗りである。ある夜、大きな嵐があり、海に投げ出される。な
んとか助かったガリバーだが、目を覚ましてみると、そこは…。原作ジョナサン・スウィフト　英語版の
後に日本語版を収録。

● ●

Z01798 H14年度
まんが世界昔ばなし長ぐつをはいたねこ英語・
日本語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
カラバは、お父さんが亡くなり家を追い出されてしまう。持っていたのは赤い長ぐつと…それから飼っ
ていた猫だけだった。この赤い長ぐつをはいた猫プスが、カラバを幸せにするために奮闘する。英語
版の後に日本語版を収録。

● ●

Z01799 H14年度
まんが世界昔ばなしはだかの王さま英語・日本
語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
王様は、お金を全部着るものに使ってしまうほど洋服好きで、新しい着物に目がなかった。ある日、正
直者にしか見えない不思議な布を織るという詐欺師が現れる。王様は２人の詐欺師にだまされ、町を
裸で歩き回る。だれも王様が裸だとはいえないが…。

● ●

Z01800 H14年度
まんが世界昔ばなしブレーメンの音楽隊英語・
日本語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
年老いたロバは、音楽師になるためブレーメンという町を目指す。旅の途中、自分と同じような年老い
た犬、ねこ、おんどりに出会う。ロバは３匹の動物たちとともに旅にでる。グリム童話集より　英語版の
後に日本語版を収録。

● ●

Z01801 H14年度
まんが世界昔ばなしジャックと豆の木英語・日本
語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
ジャックは、市場へめ牛を売りに行く。そこで出会った老人と、ジャックは牛と豆を取り替えた。その豆
は、一晩のうちに、大きな豆の木に成長して、天までのびるのだが…。イギリス民話より　英語版の後
に日本語版を収録。

● ●

Z01802 H14年度
まんが世界昔ばなし３びきの子ぶた英語・日本
語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
自分の家をつくることになった三匹の子ぶた。１番上の兄さん子ぶたがわらの家、２番目の兄さん子ぶ
たが木の家、１番下の子ぶたがレンガの家をつくりました。そこにオオカミが子ぶたを襲う。英語版の
後に日本語版を収録。

● ●

Z01803 H14年度
まんが世界昔ばなしおやつの前におばけ退治
英語・日本語版

23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
主人公のペータは、１つだけ、人と違うところがあった。それは、怖いものがなかったこと。怖いと思っ
てみたいペーターは、村人たちに１番怖いものは何か、聞いて歩く。そして、お化け屋敷へと出発する
ことになるのだが…。英語版の後に日本語版を収録。

● ●

Z01804 H14年度 まんが世界昔ばなしシンデレラ英語・日本語版 23 ＴＤＫコア株式会社 外国語科
新しいお母さんとお姉さんにいじめられ、王子様の舞踏会にもいけないシンデレラ。突然、魔法使いの
おばあさんが現れ、魔法の杖をふり上げ、馬車やドレスを用意してくれる。ただし、魔法は１２時になる
と、この魔法は解けてしまう…。英語版の後日本語版収録

● ●

Z01805 H14年度
“私の記憶の中に”教皇ヨハネ・パウロ二世が執
り行うクリスマスと復活祭の聖餐式

43 ワーナー・ホーム・ビデオ 学術・教養
ヨハネ・パウロ二世が、クリスチャンにとっては最も重要な年中行事であるクリスマスと復活祭のミサを
バチカンとローマで執り行う様子が納められている。世界中が祝福と平和で満たされる、心揺さぶる
愛のドキュメント。

●

Z01806 H14年度
“恐れるなかれ”教皇ヨハネ・パウロ二世の人生
とその教え

62 ワーナー・ホーム・ビデオ 学術・教養
世界中を巡り、平和と愛を説くローマ教皇ヨハネ・パウロ二世。その人生と教義をドラマティックに綴
り、彼が語りかける思想と哲学、そして生き方に触れる。世界中が祝福と平和で満たされる、心揺さぶ
る愛のドキュメント。

●

Z01807 H14年度 日本の古典文学シリーズ源氏物語 30 学研　情報メディア事業部 国語科
作者・紫式部は、人の世の無常を痛感し、容易に希望の持てない実人生とは別個のもう１つの世界
を、ことばによって創りあげる。主人公光源氏と女性たちが、人を愛すること、人間として生きることの
意味を深く追求していることを見ていく。監修　鈴木日出男

●

Z01808 H14年度
荒城の月～滝廉太郎物語～豊かな情操と創造
力をはぐくむアニメビデオ

21 学研 国語科
２３歳の若さで、その生涯を閉じた滝廉太郎の生涯を、実写を交えながら名曲とともにアニメーション
で描く。音楽で身を立てようと決意させた小学校の後藤先生との出会い、土井晩翠が書いた「荒城の
日」の詩との出会いなど音楽に身を捧げた生涯を紹介する。

●

Z01809 H14年度
１５０万人の訴え～精神障害者　その人権と差
別～

29 東映株式会社教育映像部 生活・福祉
精神障害者とその家族・医師の経験談や障害者グループの活動を紹介し、障害者が長い間苦しんで
きた差別や偏見について考える。また、不安とストレスの時代である今、障害者が地域社会の中で暮
らしながら治療を受けられる体制づくりの必要性を訴える。

● ●
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Z01810 H14年度 セクハラの代償 24 東映株式会社教育映像部 生活・福祉
改正男女雇用機会均等法に基づきドラマ形式の中でセクハラが被害者・加害者・企業に与える傷や
損失について考え、それが絶対に許されないことを警告する。そしてセクハラを防止するためにどうす
べきかを、それぞれの立場から考察していく。

●

Z01811 H14年度 ある南京の記録 21 学研 外国語・国際理解
南京大虐殺の状況を、当時のフィルムや生き残った人々の証言、裁判の記録などによって再現する。
日本軍による虐殺、略奪シーンの他、焼かれた市街地の風景や病院に収容された負傷者、当時の中
国内外での新聞報道などの様子が克明に記されている。

● ●

Z01812 H14年度 アニメ文学館１伊豆の踊り子／野菊の墓 50 日本アニメーション 一般映画・アニメ
一高生の私は、伊豆で旅芸人の一行と道連れになった。そして共に旅をするうちに、清純な踊り子・薫
にほのかな愛情を感じ始める。　政夫と民子はいとこ同士。二人の純粋な恋は、世間体を気にする大
人達によって引き裂かれてしまう。

● ● ●

Z01813 H14年度 アニメ文学館２高野聖・怪談 50 日本アニメーション 一般映画・アニメ
山越えの途中、僧・聖はとある山家にたどり着いた。そこには妖艶な美女がいて、聖に誘いをかけてく
るが…。　平家琵琶の名手で盲目の芳一の元に、壇の浦で怨恨の死を遂げた平家の亡霊が現れる。
毎夜、亡霊の前で琵琶を弾く芳一は…。

● ● ●

Z01814 H14年度 アニメ文学館３風立ちぬ・春琴抄 50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
小説家の私は、肺結核を煩う少女節子と愛し合い、婚約。サナトリウムで療養する節子と私の愛は日
ごとに深まっていったが…。　目が不自由でわがままだが気高く美しい春琴は琴や三味線の名手であ
る。奉公人の左助は生涯をかけて春琴に献身的な愛を捧げた。

● ● ●

Z01815 H14年度 アニメ文学館４太陽の季節・オリンポスの果実 50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
学生の滝川竜哉は常に生の充実感を追い求めているボクシング選手。竜哉は、愛を信じない英子と
結ばれ、次第に愛を感じ始めるが　ロスアンゼルス・オリンピックの参加選手の一人、ボートクルーの
坂本は、同行の選手である秋子に清々しい恋愛感情を抱く。

● ● ●

Z01816 H14年度 アニメ文学館５舞姫／たけくらべ 50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
ベルリン留学中の太田豊太郎は前途有望な青年官史。しかし、貧しい踊り子エリスと恋に落ち、その
ために免職になってしまう。　美登利と信如は幼なじみ。年頃になった二人は淡い恋に目覚めるが、
美登利は遊女に信如は僧侶になる定めである。

● ● ●

Z01817 H14年度 アニメ文学館６あすなろ物語／人生劇場 50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
山麓の村で祖母と暮す鮎太の前に都会の娘・冴子が現れた。二人の暮しの中に突然割り込んできた
美しい冴子に鮎太の心は揺れ動く。　気の弱い瓢吉は、父によって男の中の男になるよう教育され
た。中学校に入った瓢吉は期待通り血の気の多い少年に成長していく。

● ● ●

Z01818 H14年度
アニメ文学館７放浪記／奉教人の死／高安犬
物語

75 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
フミ子は飢えと貧困にあえぎながらも、文学を心の支えに強く生きていく。／鎌倉時代の長崎。美貌の
僧、ろうれんぞは、邪恋のために教会を追われてしまう。／シロは、知恵と勇気に満ちた猟犬・高安犬
の純血種の最後の一匹。そのシロが病気になってしまう。

● ● ●

Z01819 H14年度
アニメ文学館８潮騒前編・春のめざめ　後編・夏
のあらし

50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
若く逞しく、真直ぐな目をした青年漁師・新治は、村一番の金持ちの娘・初江に恋をしていた。だが初
江に横恋慕する安夫が二人の仲を中傷する。村中に広まった悪意に満ちた噂は、初江の父の怒りを
かい、二人は引き離されてしまう。

● ● ●

Z01820 H14年度
アニメ文学館９坊ちゃん前編・赤シャツ怒る！
後編・赤シャツ退治！

50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
親ゆずりの無鉄砲な性格で損ばかりしている通称「坊ちゃん」。卒業後、松山の中学校へ教師として
赴任することになるが…。坊ちゃんが他の教師や生徒を巻き込んで繰り広げる出来事を生き生きと描
いた作品。夏目漱石原作の名作をアニメーション化。

● ● ●

Z01821 H14年度
アニメ文学館１０路傍の石前半・中学志望　後
半・つらい日々

50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
極貧の家に生れた吾一は、貧しさのため中学進学を許されなかった。捨て鉢な気分から命を粗末にし
ようとした吾一は、恩師に諭されて自分を大切にして立派に生きていこうと決心する。やがて小学校を
卒業し奉公に出るが、辛い日々は続いていく…。山本有三原作

● ● ●

Z01822 H14年度
アニメ文学館１１ビルマの竪琴前編・埴生の宿
後編・別れのうた

50 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
太平洋戦争末期。ビルマ戦線にいる日本軍の中に、音楽のおかげでいくつかの危機を脱したことのあ
る小部隊があった。竪琴担当の水島は、終戦後捕虜収容所に入れられたが、特別任務を与えられ
た。交戦を続けようとする日本軍を説得するためだった。竹山道雄原作

● ● ●

Z01823 H14年度
アニメ文学館１２姿三四郎第一部紘道館の風雲
児　第二部必殺の山嵐　第三部右京ヶ原の対決

75 日本アニメーション（株） 一般映画・アニメ
柔道に対する天才的資質をもつ姿三四郎は、紘道館道場入門後たちまち頭角を現し、ライバル・村井
半助との対決の時が訪れる。一方、三四郎を父の宿敵とも知らずに思いを寄せる村井の娘・乙美は
…。富田康雄原作。

● ● ●

Z01824 H14年度
さあトイレのことを学ぼう「学校トイレ出前教室」
ふしぎなふしぎなトイレの国トイレの国で楽しくお
ぼえる

13 （有）アニメーション画房わ組 生活・道徳・特活
学校でトイレに行けないマルオはあるホームページとの出会いからウンチの国に行くことに。そこでウ
ンチやトイレの大切さを学ぶ。アニメを通して、子どもの排泄に対する違和感を取り除き、のびのびとト
イレに行ける意識づくりを目指した作品。（低学年用）

● ●

Z01825 H14年度
さあトイレのことを学ぼう「学校トイレ出前教室」
めざせ！！うんちの達人みんなで話せばよくわ
かる。

14 （有）アニメーション画房わ組 生活・道徳・特活
転校生の勇太の行動をきっかけに始まったトイレトーク。クラス全員でオープンに話し合うことで、タ
ブーだったウンチやトイレの大切さを学ぶ。子どもの排泄に対する違和感を取り除き、のびのびとトイ
レに行ける意識を作るのに役立つアニメ。（高学年用）

● ●

Z01826 H14年度 人間の翼最後のキャッチボール 135 映画「人間の翼」をつくる会 一般映画・アニメ
太平洋戦争中、神風特別攻撃隊員として出撃、２４歳で帰らぬ人となった幻のエース、石丸進一の生
涯を描いた作品。戦争という時代、それでも野球を愛してやまなかった若者の姿を通し、平和とは、人
間らしく生きるとは、を問う。東根作寿英　監督岡本明久

● ●

Z01827 H14年度 脳卒中の予防 15 0 スポーツ・健康
現代の国民病といわれる脳卒中は生活様式の変化によって年齢に関係なく発生するようになってい
る。脳卒中の種類、危険因子と生活習慣との関わりを図を使いながら解説し、日常生活の中でできる
予防法について説明する。

●

Z01828 H14年度 少年犯罪を考える 20 0 生活・道徳・特活
街頭インタビューを交えながら、中高生が意見を交換し、万引き・テレクラ・恐喝・パー券売り、オヤジ
狩り等の犯罪の実態に迫るとともに、少年の心に「人間の個性」や「自分を上手に表現することの大切
さ」などを問いかける。

● ● ●

Z01829 H14年度
日本とつながりの深い国シリーズいちばん近い
国、韓国

12 学研　情報メディア事業部 社会科
日本と韓国は、たくさんの船便や航空便で結ばれて、人や貨物がさかんに行き来している。そこでＪＲ
九州の韓国駐在員村上さんに案内してもらいながら、韓国という国や人びとの暮らしのようす、古い歴
史、日本に寄せる関心を紹介する。

●

Z01830 H14年度
破滅！！薬物乱用の衝撃１〔保健編〕人体を蝕
む恐怖の実態

20 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
たった一度使っただけでも、絶対に止められなくなる薬物乱用。薬物が人体にどのような影響を与え、
破滅していくのかを科学的に検証し、その危険性を訴える。薬物乱用による人体影響のメカニズム・
依存症と乱用の関係・コカインベビーなどを解説する。

● ● ●

Z01831 H14年度
破滅！！薬物乱用の衝撃２〔特別活動編〕薬物
乱用と狙われる若者たち

20 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
薬物乱用が自分のみならず、家庭や社会までも破滅させることを訴える。なぜ、若者たちの間に急速
に薬物乱用が広がっているのか、薬物乱用による凶悪犯罪、暴力団の資金源となっている“薬物”、
体験者の証言などを通して解説する。

● ● ●

Z01832 H14年度
課題解決能力を育てる　新・情報基礎ビデオ第
１巻コンピュータ「単純な原理・すばらしい能力」

20 ＴＤＫコア株式会社 技術・家庭・産業
「情報基礎」の最初の時間に使える内容。先端的使用現場の映像で、コンピュータの「すばらしい能
力」を伝える。さらにこのコンピュータが「０」と「１」という「単純な原理」を利用して動いていることも説明
する。

● ●
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Z01833 H14年度
課題解決能力を育てる　新・情報基礎ビデオ第
４巻通信とインターネット

20 ＴＤＫコア株式会社 技術・家庭・産業
コンピュータによる「通信」をテーマにし、パソコン通信とインターネットを例にして、通信の仕組みと機
能を解説する。電子メールの活用例、遠隔地にいる人との共同作業、通信を利用した情報収集・情報
発信の方法を映像化した。

● ●

Z01834 H14年度
課題解決能力を育てる　新・情報基礎ビデオ第
５巻ソフトウェアと著作権

20 ＴＤＫコア株式会社 技術・家庭・産業
コンピュータソフトウェアの違法コピーにＮｏ！といえる生徒の育成を目指す。著作権を尊重する理由
を、人権と金銭の二面から説明。ドラマやインタビューを使うことで、難解になりがちな著作権問題の
説明をわかりやすく説明する。

● ●

Z01835 H14年度 マザー・テレサ 20 学研　情報メディア事業部 生活・道徳・特活
大学生のミミコはマザー・テレサの家でボランティアをしようとインドに行く。貧しい子どもたちが金をね
だって群がる。イタリア人のマリアはマザー・テレサの家でボランティアをしていて、ミミコにマザー・テ
レサについていろいろ教える。

● ●

Z01836 H14年度
世界の車窓から（１９）シベリア鉄道の旅ウラジ
オストク～モスクワ９３００km完全走破

30 テレビ朝日 趣味・芸術
広大なシベリアの大地を走り抜ける世界最長の大陸横断鉄道の旅。ウラジオストクを出発点として、
極東経済・文化の中心地ハバロフスク、ブリャート共和国の首都ウラン・ウデ、「シベリアの海」と呼ば
れるバイカル湖、ウラル山脈を通り、モスクワに到着する。

●

Z01837 H14年度
世界の車窓から（２０）スウェーデン・ノルウェー
鉄道の旅白夜とフィヨルド・北欧周遊

30 テレビ朝日 趣味・芸術
針葉樹林を抜け北極圏へ。フィヨルドの幻想的景色に出会う北欧周遊の旅を紹介する。ストックホル
ム発スカンジナビア半島北上、ボスニア湾の町ルーレオから北極圏へ、ノルウェー海の港ボードーか
らオスロまで、オスロ発南ノルウェーの旅の４部で構成される。

●

Z01838 H14年度
世界の車窓から（２１）イタリア鉄道の旅２ローマ
～ナポリ・古代遺跡とシチリア島の旅

30 テレビ朝日 学術・教養
ローマからイタリア半島を南下し、メッシーナ海峡を渡り地中海文明の交差点シチリア島を巡る鉄道の
たび。南イタリア最大の都市ナポリ、幻の都市ポンペイ、シチリア島に残るギリシャ神殿の遺跡等、南
イタリアの旅は、地中海の歴史を訪ねる旅となっている。

●

Z01839 H14年度
世界の車窓から（２２）モロッコ鉄道の旅マラケ
シュ～フェズ・イスラムの古都巡り

30 テレビ朝日 学術・教養
アフリカの強烈な太陽、果てしないカスバの迷路、民族衣装の奥に輝く黒い瞳…。エキゾチックな旅情
をかきたてる、モロッコ鉄道の旅。マラケシュから始まる旅は、ベルベル、アラブ、イスラム等様々な歴
史と文化に出会う列車旅です。

●

Z01840 H14年度
世界の車窓から（２３）アメリカ鉄道の旅１ニュー
ヨーク発　大陸横断・アーリーアメリカンをたずね
て

30 テレビ朝日 学術・教養
１８６９年に大陸横断鉄道が開通。東のニューヨークから西のサンフランシスコまで、５３４６Ｋｍ。ここ
では、ニューヨークを出発し、アメリカ建国の舞台ペンシルベニア、鉄の町ピッツバーグ、全米第３の大
都市シカゴ、デンバーまでの旅を紹介する。

●

Z01841 H14年度
世界の車窓から（２４）アメリカ鉄道の旅２デン
バー発　大陸横断・ロッキー山脈越え

30 テレビ朝日 学術・教養
コロラド州デンバーから西海岸サンフランシスコまでアムトラックの中でも人気の高い「カリフォルニア・
ゼファー号」で旅します。車内空間の快適さでも車窓を流れる景色の美しさでも全米一といわれ、雄大
な自然を堪能するちょっと贅沢な列車の旅です。

●

Z01842 H14年度
世界の車窓から（２５）フランス鉄道の旅２ユーロ
スターとノルマンディー・ブルターニュ地方

45 テレビ朝日 学術・教養
国際特急ユーロスターで、ロンドンからパリに入り、リンゴの花咲く季節のノルマンディー地方、フラン
ス随一の景勝地モンサンミッシェルを巡り、ブルターニュ地方、ワインで知られるボルドー、更に南下し
てピレネー山脈をのぞむスペイン国境まで旅をします。

●

Z01843 H14年度
世界の車窓から（２６）ギリシア・トルコ鉄道の旅
古代・中世、歴史と宗教の旅

50 テレビ朝日 学術・教養
色とりどりの花が咲き乱れる一年で最も美しい季節４月のギリシア、アテネからエーゲ海に沿って走る
主要線路の旅。トルコでは、幾つものトンネルをくぐり、目も眩むような大絶壁を這うように走る山脈越
え、ダイナミックで変化に富んだ車窓の旅が楽しめる。

●

Z01844 H14年度
世界の車窓から（２７）エジプト・チュニジア鉄道
の旅ピラミッド・ナイル・カルタゴ　古代文明の旅

45 テレビ朝日 学術・教養
メディナのざわめき、コーランの響き、砂漠の古代遺跡、エキゾティックな魅力あふれるイスラムの国、
エジプト・チュニジアを鉄道で巡る。エジプト鉄道は、カイロを中心に北はアレキサンドリア、南はルク
ソールを経て、エルサド・エルアルまでのコースです。

●

Z01845 H14年度
世界の車窓から（２８）ニュージーランド鉄道の旅
南半球の楽園、雄大な大自然を列車で行く

45 テレビ朝日 学術・教養
草を食む羊たちの群れ、サガン・アルプスの雪山など、大自然の息吹を感じるニュージーランド鉄道の
旅。観光列車コースタル・パシフィック、トランツ・アルパイン号のサザン・アルプス越え、蒸気機関車
“クライマックス１２０３”などを紹介している。

●

Z01846 H14年度
世界の車窓から（２９）中国鉄道の旅４上海発、
南部山岳鉄道と桂林の旅

45 テレビ朝日 学術・教養
上海を起点として江南地方から、華北の黄土高原を抜け、宝鶏から南下、山岳地帯へと入る。成都か
らは、世界有数の山岳鉄道、成昆線で昆明まで至り、凱里・桂林まで旅する。車窓には、人々の昔な
がらの生活や大自然が織り成す神秘の世界が映し出される。

●

Z01847 H14年度 漢詩紀行①李白～早に白帝城を発す～ 30 ＮＨＫソフトウェア 国語科
中国・唐代に活躍した詩人の足跡と故郷を訪ね、詩の朗読と解説に美しい映像をおりまぜながら、漢
詩の世界へと案内する。本巻では中国各地を放浪し、奔放・雄大な詩風で愛される李白を取り上げ
る。故郷の四川省を訪ね、「早発白帝城」の舞台、三峡下り等も紹介

● ●

Z01848 H14年度 漢詩紀行②杜甫～国破れて山河あり～ 30 ＮＨＫソフトウェア 国語科
中国・唐代に活躍した詩人の足跡と故郷を訪ね、詩の朗読と解説に美しい映像をおりまぜながら、漢
詩の世界へと案内する。安禄山の乱に遭い、傷ついた心を“国破れて山河在り…”とうたった杜甫。人
間愛と正義感にあふれた杜甫の心の郷里を洛陽・西安に訪ねる。

● ●

Z01849 H14年度
家庭科教材シリーズ青少年とダイエット育ちざか
りの食生活

20 ＮＨＫソフトウェア 技術・家庭・産業
ある調査によると、中学生のダイエット経験者は学年が進むにつれて増加していることが分かる。最
近は、特にダイエットに関する宣伝が多く、誤った食生活がとられがちである。無理なダイエットが体に
及ぼす影響の実例から成長期にある中学生の食生活を考える。

● ●

Z01850 H14年度 応急処置シリーズ薬の使いかた（新版） 10 学研　情報メディア事業部 スポーツ・健康
２種類以上の薬を同時に飲むと、思わぬ副作用が現れることがあることや、ちょっとした切り傷などに
使われる消毒液や軟こうの正しい使用法、薬の保管方法などについてくわしく解説する。監修は日本
体育大学教授／吉田瑩一郎

●

Z01851 H14年度 おもちゃを作ろうシリーズ野山であそぼう 10 学研　情報メディア事業部 生活・道徳・特活
秋の公園。先生といっしょに、子どもたちがやってきて、草や落ち葉、木の実を集め、学校に帰って、
いろいろなもの（やじろべい、首飾り、どんぐりこま等）を作ります。自然の材料の製作活動を通して、
物を作る喜びや遊ぶ活動の楽しさを味あわせることができる

● ●

Z01853 H14年度 西部戦線異状なし　下巻 66 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
戦前日本で検閲カットされた２６分の未公開シーンを含むオリジナル版。全体主義の靴音が欧州やロ
シアの国々から響き始めたこの時に、新たな驚きを伴ってこの映画が再び世に問われることの意味は
大きい。反戦映画の金字塔。

●

Z01854 H14年度 西部戦線異状なし　上巻 63 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
戦前日本で検閲カットされた２６分の未公開シーンを含むオリジナル版。全体主義の靴音が欧州やロ
シアの国々から響き始めたこの時に、新たな驚きを伴ってこの映画が再び世に問われることの意味は
大きい。反戦映画の金字塔。

●

Z01855 H14年度 カリガリ博士 67 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
北ドイツの田舎町の祭でカリガリ博士なる興行師が見世物小屋を開く。出し物は、夢遊病者チェザー
レの予言。その後、次々と怪奇な連続殺人事件が起こる。はたして犯人は、カリガリ博士が自由に操
作するチェザーレか？現代ドイツ映画にも影響を与えた傑作。

●

Z01856 H14年度 武器よさらば 83 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
アメリカ人将校とイギリス人の看護婦が第一次世界大戦のチロルの山のなかで出会い恋をし、軍を脱
走やがて彼女が妊娠、そして死と悲恋の物語がフランク・ボーザージの繊細なタッチで甘く、切なく語
られていく。アーネスト・ヘミングウェイの名作。

●
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Z01857 H14年度 若草物語 117 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
１９世紀のアメリカで成長していく４人姉妹の青春を描く名作。舞台はマサチューセッツ州コンコード。
キャサリン・ヘップバーン扮するジョーは４人姉妹の次女。好きなロリーは、四女と結婚してしまう。
ジョーは失恋をバネにニューヨークで作家を目指す。

●

Z01858 H14年度 美の祭典 97 株式会社アイ・ヴィー・シー 学術・教養
１９３６年／ベルリン・オリンピックの華麗な記録。本篇第２部「美の祭典」は、ヨット、ポロ、馬術、自転
車、漕艇、水上競技、飛び込み、等幅広く楽しめる。なお本篇「美の祭典」は「民族の祭典」と同じく、貴
重なアメリカン・バージョン。

●

Z01859 H14年度 民族の祭典 110 株式会社アイ・ヴィー・シー 学術・教養
１９３６年８月ベルリンで開催された第１１回オリンピアードの荘厳なドキュメンタリー、第１部。ギリシャ
古代遺跡～聖火リレー～開会式、そして陸上競技だけが収められている。監督は元女優のレニ・リー
フェンシュタール。

●

Z01860 H14年度 黄金狂時代 85 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
アラスカのゴールドラッシュの時代を舞台に、金に踊らされる人間たちのドタバタを描いたチャップリン
の最高傑作の一つ。靴やローソクを食べるシーン、フォークを使ったパンのダンス等、喜劇映画のエッ
センスが見事に結集した一本である。

●

Z01861 H14年度 ノートルダムのせむし男 96 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
１５世紀末、ルイ１１世が統治するパリのノートルダム寺院に鐘を鳴らすことを無上の喜びとするカシモ
ドというせむし男がいた。カシモドは反体制派のクロバンの美しい娘を誘拐しようとする。せむし男と無
垢な娘との悲恋を描く感動作。

●

Z01862 H14年度 ガス燈 114 ワーナー・ホーム・ビデオ 一般映画・アニメ
高名な歌手であった叔母が何者かに殺され、遺産を相続したポーラは音楽家のグレゴリーと結婚を
し、死んだ叔母の邸で暮らす。それからというもの、彼女の身辺には不思議なことばかりが起き始め
た。Ｇ・キューカーのサスペンス映画不朽の名作。

●

Z01863 H14年度 カサブランカ 103 ワーナー・ホーム・ビデオ 一般映画・アニメ
第二次大戦下のカサブランカで酒場を営むリックは別れた恋人イルザと再会する。イルザはレジスタ
ンスの夫の亡命を献身的に助ける一方、リックへの思いを止めることができない。亡命アメリカ人とノ
ルウェー人女性との波乱に満ちた物語。

●

Z01864 H14年度 第三の男 120 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
第二次世界大戦直後のオーストリアのウィーンを舞台に、親友の死の謎を追う男の姿を描いた不朽
の名作。名匠キャロル・リードの傑作として世界映画史のなかに光り輝くもので、原作はグレアム・グ
リーン。

●

Z01865 H14年度 戦艦ポチョムキン 75 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
１９０５年、第１次ロシア革命のとき、黒海艦隊のポチョムキン号で起きた水兵蜂起事件を映画化。実
際の水兵や市民が大量に出演、オデッサや軍艦の実景を生かし、記録映画的な迫真力とダイナミック
なモンタージュの衝撃で観客を圧倒する。

●

Z01866 H14年度 メトロポリス 94 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
仮想未来都市メトロポリス。２０６０年の未来、資本家と労働者と女性アンドロイドが織りなす壮大な物
語。地上は資本家、地下に労働者が重労働にあえぐ。この地下に地獄も神のようなマリアによって救
われていたが…。

●

Z01867 H14年度 リリー・マルレーン 120 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
第２次大戦中の戦線でララ・アンデルセンによって歌われて有名になった曲“リリー・マルレーン”に材
をとった作品。ララの自伝的な要素を盛り込んだ作品となっているが当時の雰囲気の良く出た画面作
りは巧みでハンナの魅力的な歌と姿体は見どころ。

●

Z01868 H14年度 オペラ座の怪人 75 株式会社アイ・ヴィー・シー 一般映画・アニメ
怪奇映画の古典。パリ・オペラ座の出没する怪人は、仮面に黒マント姿。地下の下水に隠れ住んでい
る。もとはオペラ座の楽団員であったが、解雇されてしまったのである。怪人には美しいひとり娘クリス
チーヌをプリマドンナにしてやりたいという夢があった。

●

Z01869 H14年度 薬物に奪われた青春 22 東映株式会社教育映像部 生活・道徳・特活
現在、特に中高生の薬物依存症が急増し重大な社会問題になっている。ある薬物依存症の治療病院
に通う青年達の体験談を中心に、依存症に陥るまでの生活環境や、そこから立ち直ろうと努力を重ね
る様子を描く。また治療者の話を元に依存者の傾向について考える。

● ● ●

Z01872 H14年度 子どもの社会性を伸ばす 20 株式会社リュック 家庭教育
子どもが伸び伸び遊べるプレイパークづくり、地域のお年寄りとの交流、無人島での共同生活など、
日本各地の取り組みを紹介し、子ども達の豊かな社会性を育み、個性を伸ばすにはどうすればよい
かを考える。

●

Z01875 H14年度 広げよう　若者の活動を 20 株式会社リュック 教育方法・学習者
障害者との交流・自立の手助けをするグループと成人式の企画・運営を行っているグループを紹介
し、若者を青年活動にひきつけるには指導者のどのような対応が活動を活性化させ効果的かを探る。

●

Z01878 H14年度 まさか私は狙われない 18 教配 生活・福祉
女性が遭うひったくりや痴漢、また空き巣被害について、今多発しているケースをドラマ構成で紹介
し、服装や行動、戸閉まりの仕方など自分や我が家を犯罪から守るための具体策について考える。ま
た、学校や会社での防犯講習会の様子も紹介している。

●

Z01879 H14年度 若者の主体性を活かした地域活動 20 （株）リュック 生活・福祉
若者たちの自主性を活かした地域活動はどんな意味を持っているのか、杉並区の児童青少年セン
ターと新潟市・青年ネットワークの活動を紹介する。若者がいきいきと活動することによって、町の元
気が育って行くことが見える。

● ● ●

Z01880 H14年度 まちの元気を育てよう！高校生の地域活動 20 （株）リュック 生活・福祉
若者たちの社会性が育っていないといわれる。社会性は、周りにいるたくさんの人たちと触れ合った
り、さまざまな活動や体験を通じて芽ばえてくるものである。社会性を育む大きな力を持っているのが
地域社会である。いくつかの高校生の地域活動を通して考える。

● ● ●

Z01881 H14年度 森のちから森と人の歴史 33 ＮＨＫエデュケーショナル 学術・教養
森は、私たちの暮らしにさまざまな恵みをもたらしてくれる。今、開発によって森がその姿を変えつつ
あり、森と人との間には距離ができている。森と人とがどう関わってきたのかをさぐり、森と人の関係を
考えていく。

● ●

Z01883 H14年度
カウンセリング研修ビデオ学校におけるカウンセ
リングの考え方と技法いじめ、暴力行為、不登
校への対処事例を通して

66 毎日映画社 生活・道徳・特活
主に中学校の教師が、カウンセリングの基本的な知識や技術について研修できるよう、作成されたも
の。学校におけるカウンセリングについて、カウンセリングマインドを生かした日常の指導例、問題行
動等への対処例などから構成。

●

Z01885 H14年度
森に学ぶ・人・森を語るＣ・メイザーとＣ・Ｗ・ニコ
ルの映像書簡森の映像　エンサイクロペディア・
入門編

46 （財）昭和聖徳記念財団 学術・教養
人類は自然を破壊しつくす力を持ったが、未だ自然を再生し創出する力は獲得していない。２０世紀
の人類は次の世代に何を残せるのか。なぜ今、森が重要な課題となっているのか…。森を通して未
来を考えるための入門編である。

● ●

Z01886 H14年度 家庭教育の根っこにあるもの 79 0 家庭教育
家庭教育の根っこにあるもの、いじめ問題、家庭内暴力も含めて紹介する。子供たちの送るシグナル
に気づくことができるか、親が子供をどう認めていくかが大切であり、どんなに忙しくても親は言葉と心
を添える役割＝使命がある。講師　内田玲子

●

Z01887 H14年度 ふれあい「家庭の日」を考える 19 青少年育成国民会議 家庭教育
忙しい毎日の生活の中で、すれちがい家族が増加している。家庭の中での親子のふれあいや語らい
が減少しているといわれる。子供たちが家族や家庭のぬくもりを感じるのは毎日の小さなふれあいで
ある。今、家族が一つの輪になって語りあえる場が求められている。

● ● ● ●
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Z01888 H14年度 体験のなかで学ぶ 20 リュック 生活・福祉
豊かな社会の中で、何不自由なく育った今の子供たち…。欲しいものは何でも手に入る環境は子供た
ちから考え出す力、生み出す力を奪いとっている。埼玉県北本市と愛媛県松山市の子供たち５０人の
無人島での体験を紹介し考える。

● ● ●

Z01889 H14年度 気象を科学する緑の地球を守るために 27 文部科学省 算数・数学・理科
地球を取り巻く大気の流れや水循環現象が気象現象にどのように関係しているのかなど、気象現象
の基礎的な知識を中心に一般的な気象の話を分かり易く解説している。更に、緑の地球を守るために
世界各国で国境を越えた協力が行われていることも紹介する。

● ●

Z01890 H14年度 越前笏谷石石と人の旅 56 福井市教育委員会 学術・教養
福井市の足羽山は、青く美しい越前の名石、笏谷石（しゃくだにいし）の山地である。足羽山地下、地
中深く広がっている笏谷石採石場の世界。そこには、大自然と人との深いかかわりが、無言のうち
に、しかし雄弁に語られている。笏谷石文化を現出した。

●

Z01891 H14年度
２１世紀はみんなが主役男女共同参画社会基
本法のあらまし

23 内閣府男女共同参画局 生活・福祉
①男女共同参画社会とは何か　②男女共同参画社会の実現の必要性　③男女共同参画社会基本法
成立に至るまでの経緯　④男女共同参画社会基本法の５つの基本理念　⑤国の取組み

● ● ●

Z01892 H14年度
マナ・カナの天然ガス自動車で行こう！地球の
空気はどうしたらもっときれいにできるんだろ
う？

28 社団法人日本ガス協会 生活・道徳・特活
天然ガス自動車のように、地球環境にやさしい自動車のことを「クリーンエネルギー自動車」という。地
球環境をよくするためには「クリーンエネルギー自動車」を増やす事が大切である。ビデオを通じて、
身の回りの環境や天然ガス自動車について知って欲しい。

● ● ●

Z01893 H14年度
表現を豊かにするために美しく豊かな言葉をめ
ざして～「かわいい」ってどういうこと？～

42 文化庁 国語科
近ごろは、携帯電話や電子メール等に依存する傾向も影響してか、直接に相手と向かい合ってコミュ
ニケーションする事が不得意な人が増えている。そこで、どうしたら豊かで適切な表現ができるのか、
日本語の豊かな語彙や表現を失わない様に言葉を見つめ直す。

● ● ● ●

Z01894 H14年度
たまごからのスタート「０才からのジェンダー教
育」個性が尊重される社会へ

18 企画集団プティジュール 生活・福祉
このビデオは幼児期から個性を大切にし、理由のない男女の固定的役割分担意識にとらわれない、
男女共同参画の視点に立った教育を家庭および地域で推進することを目的につくられた。ジェンダー
の気づきを説明し、将来への展望を示していく。

● ● ● ●

Z01895 H14年度 どうなる？公的年金＆医療保険 15 財団法人日本広報協会 生活・福祉
２１世紀の日本では、年金や医療保険、介護保険などの社会保障制度の役割は、これからますます
重要になってくる。この制度が将来にわたってその役割を果たすために、これまでの給付や負担の在
り方を見直し、時代に対応した制度にしていく必要がある。

●

Z01896 H14年度 日本の機械工業シリーズものづくりフロンティア 21 社団法人日本機械工業連合会 産業・技術
２１世紀、ものづくりをめぐる環境は大きく変化し、これまでには考えられなかった製品も次々に生まれ
ています。夢を形にする仕事、それがものづくり。ものづくりに関わる様々な人の姿を通して、ものづく
りの魅力、大切さ、新しいものづくりについて紹介する。

● ● ●

Z01897 H14年度 日本の山村豊かな暮らしを築く 23 全国山村振興連盟 産業・技術
山村は、自然に恵まれた環境や歴史、文化を伝承し豊かな暮らしを実現させる素晴らしいところであ
り、また木材・食料の生産、水源のかん養、災害の防止など様々な役割をもっている。この重要な役
割を維持していくため、山村に定住した人々の事例を紹介する。

● ● ●

Z01898 H14年度
Ｔｈａｔ’ｓ預金保険制度これは、皆さんの大切な
預金や資産についてのお話です。

17 金融広報中央委員会 生活・福祉
万が一、皆さんが取引している金融機関が破綻したとき、皆さんの持っている預金はどうなるのでしょ
う。そんな万一の場合を考えて、皆さんの預金や資産を守る制度や仕組みがあります。預金から金融
商品までどのように保護されるかをわかりやすく解説します。

●

Z01899 H14年度 我らユトリストシルバーと車の２１世紀 19 財団法人自動車工業振興会 生活・福祉
高齢化時代のシルバーエイジドライバーに向けて、ゆとりある安全運転とそれを支援する環境の発展
等、シルバードライブを楽しむ方法を紹介する。二組のシルバーエイジドライバーが安全への意識を
高め、若者にも高齢者時代の安全運転への認識を啓蒙する。

●

Z01900 H14年度 サイエンス指令　熱をさぐれ！おもしろ理科実験 25 財団法人科学技術広報財団 算数・数学・理科
科学史においても紆余曲折があった熱の正体について説明することは難しいが、ワットの蒸気機関を
はじめ、熱に関わる事象には子どもの興味関心をそそるものが沢山ある。様々な実験をもとに、熱の
世界を体験的にさぐってゆく。

●

Z01901 H14年度
地層処分フォーラム（東京）高レベル放射性廃棄
物の後始末を考える

50 核燃料サイクル開発機構 産業・技術
核燃料サイクル開発機構は、高レベル放射性廃棄物の地層処分および研究開発について広く知って
もらえる様フォーラムを開催した。今回のフォーラムでは、地層処分の必要性と安全性について、参加
者と専門家が一緒に考えてゆく。

●

Z01902 H14年度
世界の人と馬の文化シリーズ１３ジオストラの熱
い一日イタリア・トスカーナの馬上槍試合

45 日本中央競馬会 学術・教養
イタリア・トスカーナ地方のアレッツオ市に今も受け継がれている馬上槍試合「ジオストラ・デル・サラ
チーノ」９月初旬、アレッツオ市の旧市街にあるグランデ広場で男たちの熱き戦いが繰り広げられ、中
世の時代絵巻さながらの馬上槍試合が行われる。

● ●

Z01903 H14年度
歴史が刻む七つの踊り南部手踊り発祥の地な
がわ

39 名川町
青森の歴史・伝統・く
らし

青森県三戸郡名川町は名川町無形民俗文化財として南部手踊りを指定した。「南部甚句」「南部荷方
節」「南部あいや節」「南部馬方三下がり」「南部よされ節」「南部追分」「南部都々逸」の南部七踊りの
伝統芸能は、今も名川町の人々によって受け継がれている。

● ● ● ●

Z01904 H14年度
明日への伝言あの日、僕たちの知らないこの街
の姿があったＳｍｉｌｅ　Ａｇａｉｎ

30 財団法人日本戦災遺族会 社会科
６月２９日僕たちにはいつもと変わらない１日。でも５５年前、僕たちのまち岡山では多くのものが失わ
れた１日だった。戦災遺族の人々によって語られた戦争体験をフィルムにした。それを見、戦争につい
て考えた僕たちは、この出来事を忘れない。

● ●

Z01905 H14年度 おしえて！アグリ 40 財団法人農林放送事業団 産業・技術
タレント島崎俊郎の現場リポートを中心に、明るく、楽しく、分かり易く、最新の農林水産業の現状に着
いてリポートしている。

● ●

Z01906 H14年度
考えよう命の大切さ「少年法」が改正されたのは
なぜ？

15 社団法人日本広報協会 生活・道徳・特活
このビデオは、改正少年法のポイント、少年犯罪を考える高校の授業、少年犯罪被害者の声を中心
に紹介し、“命の大切さ”を考えてもらうことをねらいとしている。

● ● ●

Z01907 H14年度 みんなでみんなのまちづくり 29 社団法人日本広報協会 生活・福祉
都市計画や地籍調査のしくみや手続きを分かりやすく紹介している。Ｐａｒｔ１：都市計画と住民参画の
まちづくりでは、まちづくりに関わる様々なルールを紹介し、Ｐａｒｔ２：お済ですか？地籍調査では、その
役割や進め方などの紹介となっている。

●

Z01908 H14年度 はじめて見る地層処分 11 核燃料サイクル開発機構 産業・技術
高レベル廃棄物の処分の１つに、地層処分がある。その地層処分とは何かについて詳しく説明してい
る。ガラス固化体とオーバーパックに入れられて、地下数十メートルのところに保管される。人工と天
然の多重バリアによって保護されている。

● ● ●

Z01909 H14年度 原子力平和利用と高レベル放射性廃棄物 17 核燃料サイクル開発機構 生活・福祉
原子力平和利用例として医療現場、工業分野、発電などが紹介されている。原子力発電にはメリット
と課題がある。課題の１つとして高レベル放射性廃棄物がある。この放射性物質を閉じこめ放射線を
遮る方法として、現在地層処分が行われている。

● ● ●

Z01910 H14年度 秘められた地層の力 22 核燃料サイクル開発機構 生活・福祉
①ｗｈａｔ　ｉｓ　地層処分？　②火山の影響は大丈夫？　③地震の影響は？　④隆起や浸食、日本
は？　⑤ものを閉じ込める地層の力？　⑥地球の学ぶ地層処分　の以上で、火山と地層の多い日本
で高レベル放射性廃棄物の地層処分を始めたらどうなるかを紹介。

● ● ●
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Z01911 H14年度 未来への選択なぜ地層処分か 20 核燃料サイクル開発機構 生活・福祉
①高レベル廃棄物対策３つの選択肢：長期貯蔵管理、核種分離、消滅処理、処分（永久隔離）　②ど
こに処分するのか：宇宙、氷床、海洋底下、地層　③なぜ地層処分か：倫理的側面、技術的側面につ
いて、科学ジャーナリスト中村浩美がレポートする。

● ● ●

Z01912 H14年度
地球に学び人の英知を集めて研究者が語る地
層処分のいま

29 核燃料サイクル開発機構 生活・福祉
高レベル放射性廃棄物の地層処分のいまを研究者が語る。技術的な信頼性を示すために、これまで
の研究成果を集大成。①なぜ地層処分？②日本の地質環境③時を超えて働く処分の技術④地層処
分したあとの未来を見るなどを紹介。

● ● ●

Z01913 H14年度
北のまほろば冬季国体第５５回国民体育大会冬
季大会新世紀　創る若人ひかる汗

30
国民体育大会冬季大会実行委員
会

スポーツ・健康
平成１２年１月２９日から２月２日に、青森県八戸市、三沢市、福地村で行われた第５５回国民体育大
会冬季大会について、スケート競技会とアイスホッケー競技会のもようを収録。

●

Z01914 H14年度
世界遺産シリーズ①白神山地ブナ林と動植物の
豊かなつながり

20 財団法人国土緑化推進機構 算数・数学・理科
世界遺産である白神山地の雄大な自然を紹介している。ブナ林に生息している動物として、月の輪
熊、クマゲラ、クマタカなどがいる。ブナの木に関しても詳しく説明されている。ブナ林の生態系を知る
ことができる。

●

Z01915 H14年度
カウンセリング研修ビデオ学校におけるカウンセ
リングの考えと技法いじめ、暴力行為、不登校
への対処事例を通して

66 文部科学省 教育方法・学習者
主に中学校の教師が、カウンセリングの基本的な知識や技術について研修できるように作成されてい
る。学校におけるカウンセリングについての解説、カウンセリングマインドを生かした日常の指導例、
問題行動等への対処例などがある。

●

Z01916 H14年度
１９９９　青森県スポーツ立県宣言「スポーツに
親しみ、スポーツに強い青森県」の実現を目指し
て

61 スポーツ立県宣言記念イベント 保健体育科
青森県スポーツ立県宣言を行ってから、数々のイベント実現など、どんなことを行ってきたかを実録し
ている。車イスロードレースや盲人用の卓球も紹介している。ちびっこラグビー親善試合や青森県出
身のスポーツ有名人のコメントなどもある。

●

Z01917 H14年度 県民の森梵珠山梵珠山の昆虫たち 15 青森県自然保護課 算数・数学・理科
梵珠山の自然とそこに住む昆虫の紹介を行っている。例えばルリシジミの産卵の様子や、カツオゾウ
ムシ、コミスジ、フジミドリシジミなどがいる。ヒガシカワトンボやオナガアゲハなど珍しい種類のものも
いる。これらの生態を知ることができる。

● ●

Z01918 H14年度
郵政省　電波利用環境保護周知広報用ビデオ
デンパくんのピピッ！とおもしろ電波塾！

15 郵政省 生活・道徳・特活
キャラクターのでんぱ君と一緒に電波の歴史を見てゆく。古代ののろしから近年のベルの電話、現代
のＴＶまでを見る。電波の種類も使いみちによって分けられている。デューラスシステムによって違法
電波を取り締まる方法も紹介している。

● ●

Z01919 H14年度 木村秀政大空にかけた夢 13 八戸市視聴覚センター 生活・道徳・特活
飛行機づくりに一生をかけた木村秀政について知ることができる。少年の頃から飛行機にあこがれ、
航空研究所に入り、実験をくり返し日本の飛行機を世界レベルまでひきあげた。昭和３８年初の国産
旅客機ＹＳ１１をつくった。

● ●

Z01920 H14年度 海の森づくりよみがえれ、マングローブ 23 東京海上火災保険株式会社 算数・数学・理科
マングローブ“海の森”は「生命のゆりかご」等と呼ばれ、そこに住む人々の食や住を支えている。そ
の発達した根は二酸化炭素を大量に吸収して、地球の温暖化を防いでいる。いまマングローブを知る
ことは地球を救うことにつながる。

● ●

Z01921 H14年度
八東で夢をつかもう青森県立八戸東高等学校
紹介ビデオ

20 0 生活・道徳・特活
中学生向け高校紹介ビデオ。視聴覚室や情報処理室、音楽室など充実した教室が多い。普通科の他
に人文科があり、大学受験にも強い。就職も強くＯＢの感想も知る事が出来る。弓道部などではイン
ターハイ出場する人もいる。その他の部活も活発に活動している。

●

Z01922 H14年度 婆古石物語 18 グループ北の会
青森の歴史・伝統・く
らし

青森県内で伝えられている民話、婆古石物語を映像化したもの。昔、山に行っているじさまに、昼食を
届けようとして、いつもの山に入ったばさまが、ひょんなことから石になってしまった。じさまが、その石
の所に“ばば恋いし”と通ったことから婆古石となった。

● ● ● ●

Z01923 H14年度 干潟海の幸と人のくらし 20 水産庁 生活・道徳・特活
干潟は陸と海を結ぶものであり、人々のくらしと海を結ぶものであった。江戸もかつては干潟であっ
た。人々はのりや塩をつくったり魚をとったりしていた。現在では干潟観察会を行っている人もいる。
又、東京湾での漁や釣りは今も盛んである。

● ●

Z01924 H14年度 まなざしあいⅠ（乳幼児～小学生） 68 青森放送（ＲＡＢ） 家庭教育
①こんにちは赤ちゃん（はじめての子育て）②これ、な～に？（知的発達の芽生え）③友だちといっしょ
（自立・友達づきあい）④みんなで子育て（働く女性を応援）⑤上手なしかり方とほめ方（しつけ・がま
ん）など子育て情報を提供する。

●

Z01925 H14年度 まなざしあいⅡ（小学生～中学生） 68 青森放送（ＲＡＢ） 家庭教育
①相撲家族奮闘記（家族）②一緒に育てよう（地域で子育て）③心の言葉を聞いて（不登校・いじめ）④
「ジコチュウ」の世界（非行・問題行動）⑤僕の本音・私の意見（思春期の子ども理解）など、親子のコ
ミュニケーションの持ち方などを考える。

●

Z01926 H14年度 青森県の鉄道 16 青森県総合社会教育センター 学術・教養
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。

● ● ● ●

Z01927 H14年度
シリーズ　国際理解①世界と手をつなごう我らあ
おもり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
青森県民の海外渡航も外国人の来青も年々増加している。青森県は現在までどのような国際交流を
行ってきたのだろうか。（財）青森県国際交流協会の活動、青森県留学生交流ジャンボリー、インター
ナショナルフレンドリーシップの様子などを紹介する。

●

Z01928 H14年度
シリーズ　国際理解②呉服屋の若旦那はバリ島
人我らあおもり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
国際結婚は最近では珍しいことではなくなってきた。バリ島出身で黒石市三上呉服店の若旦那ケトゥ
トゥさんの奮闘ぶりを描く。ホームページを作製し、呉服ばかりでなく制服の注文も受けようと積極的に
営業活動を展開している。

●

Z01929 H14年度
シリーズ　国際理解③国境のない交流をめざし
て我らあおもり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
むつ市で英会話教室を主宰する富岡さんの海外生活で得たことや、むつ国際交流協会の活動の様
子、三沢基地内大学就学事業等について紹介する。自分が外国人になってみて初めてわかった、受
け入れてくれる人々の温かさ。

●

Z01930 H14年度
シリーズ　国際理解④「あおもり＋せかい
＝！！」我らあおもり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
海外技術研修の制度を利用して、青森県で研究・開発されている技術の研修のために来日している２
人の研修生の日常を追う。青森市の東北食効科学研究所で、動脈硬化等に効く大豆食品の研究をし
ている尹学哲さんや、弘前市の范同祥さんの研究生活を追う。

●

Z01931 H14年度
シリーズ　国際理解⑤習うより慣れよう我らあお
もり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
語学教育の授業やネイティブとの交流を紹介し、外国語でのコミュニケーション能力開発の実際を見
る。八戸市の聖ウルスラ学院幼稚園、小学校、高等学校での英語学習の様子や、青森南高校でのロ
シア語や英語の授業の様子を紹介する。

●

Z01932 H14年度
シリーズ　国際理解⑥鶴は千年、交流は永遠我
らあおもり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
町の国際交流員である豪州出身のジェーンさんとアメリカ人のアーニーさんの活動を中心に、小学生
へのバスケットボール指導の様子や幼稚園の英語劇の様子、さらにはセネガル出身のマロンさんが
核となる仏語会話学習会「ボンソワ会」の活動を伝える。

●

Z01933 H14年度
シリーズ　国際理解⑦あおもりダ・イ・ス・キ我ら
あおもり地球市民

30 ＡＢＡ青森朝日放送 外国語・国際理解
県内で働く外国人の活躍ぶりや同僚とのコミュニケーションの様子を見つめ、外国人が働く場としての
青森県を考える。青森洋食器で働くアメリカ人のアンディさん、みちのく銀行に勤務するハンさん、花さ
か爺さんで働くタイ人のアッタポンさんらの仕事ぶりを見る。

●
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Z01934 H14年度
シリーズ　国際理解⑧留学生サミット我らあおも
り地球市民

30 0 外国語・国際理解
県内の留学生は１２０人あまり。彼らは青森県に何を感じているのだろうか。弘前大学のインド、ルー
マニア、ニュージーランドからの３人、八戸工業高等専門学校のマレーシア、ラオス、モンゴルからの３
人など７ヶ国８名の留学生が語る。

●

Z01935 H14年度
シリーズ　国際理解⑨グッドモーニング！あおも
り我らあおもり地球市民

30 0 外国語・国際理解
弘前大学人文学部の２人の留学生が弘前の街を散策しながら、待ち合わせの郷土料理の店を目指
す。仕掛け人は先輩留学生のルーマニアから来たヴィウットさん。ドイツからのケールさん、新聞配達
をしながら勉強している宗さんが三者三様に留学生活を語る。

●

Z01936 H14年度
中学生のディベートシリーズモデル・ディベート
編議論の展開

32 学研 国語科
ディベートをより充実したものにするにはどうしたらよいか、全国大会でも活躍した中学生たちが「日本
の炭素税を導入するべきである」の論題で、目的・リスク方法によって議論をかみ合わせながらモデ
ル・ディベートを行なう。

●

Z01937 H14年度 中学生のディベートシリーズ入門編手順と形式 32 学研 国語科
ディベートとは何か、どうすればよいか、その手段と形式を、「日本の学校はボランティア制度をつくる
べきである」という論題をめぐって、実際の中学生が生き生きと展開し、論題の設定から判定まで、ポ
イントを解説する。

●

Z01938 H14年度
調べてみよう！世界のくらしシリーズ世界の学
校をたずねてみよう！

14 学研 外国語・国際理解 ふだん目にすることのない世界の学校の様子を、日本との関係の深い国を中心に紹介する。 ●

Z01939 H14年度
調べてみよう！世界のくらしシリーズ世界の食
事を調べよう！

14 学研 外国語・国際理解
子どもたちに人気があるメニューには、外国で生まれたものがたくさんある。世界のさまざまな食事や
食文化などを紹介する。

●

Z01940 H14年度
調べてみよう！世界のくらしシリーズ世界の子ど
もたちの遊び

14 学研 外国語・国際理解
世界の子どもたちは、どんな遊びやスポーツをしているのでしょうか。いろいろな「じゃんけん」のしか
たや世界の子どもたちの遊び、人気のあるスポーツなどを紹介する。

●

Z01941 H14年度
調べてみよう！世界のくらしシリーズくらしの中
から世界を見つけよう！

14 学研 外国語・国際理解
外国の文字で書かれた看板や外国産製品のふるさとを調べて、くらしの中から世界とのつながりを発
見しながら、日本と深く結びついているさまざまな国を紹介する。

●

Z01942 H14年度
調べてみよう！水とごみシリーズごみ博士にな
ろう！ごみとわたしたちのくらし

14 学研 生活・福祉
ごみ処理の流れを調べ、ごみ減量についての工夫や努力を紹介する。また、ごみ減量の有効手段の
一つであるリサイクルについても考え、毎日の生活の中に取り入れる方法を提案する。

●

Z01943 H14年度
調べてみよう！水とごみシリーズ水道博士にな
ろう！水とわたしたちのくらし

14 学研 生活・道徳・特活
学校で１人の子どもの使う水の多さにびっくり。浄水場の見学などで、家庭に水を届けてくれる人たち
の工夫や苦労を調べる。また、どうしたら水を節約できるか友達と工夫する様子を描いている。

●

Z01944 H14年度
調べてみよう！身近な環境シリーズ調べてみよ
う！身のまわりの緑

14 学研 生活・道徳・特活
現在の人間生活の中では、人とかかわりのある緑が大変重要である。そして、その緑を維持するため
には、ただ利用するだけでなく、環境や樹木の状態に合った手入れや保護をしなければならないこと
に気づく。

●

Z01945 H14年度
調べてみよう！身近な環境シリーズ調べてみよ
う！身近な川

14 学研 生活・道徳・特活
川はいろいろな形でわたしたち人間とかかわっている。川は水源となっているし、憩いの場も提供して
くれている。にもかかわらず、川をよごしているのも人間である。

●

Z01946 H14年度 ディベートを楽しもう 20 学研 国語科
実際のディベートの授業からそのやり方、ルール、用語をやさしく解説。実際の児童たちの生き生きし
たディベートを通して理解できる。

●

Z01947 H14年度 中学生の道徳シリーズ足袋の季節 19 学研 生活・道徳・特活
貧しかった少年時代、大福もちを売るお婆さんから釣り銭をごまかしてしまう。お婆さんも貧しかったに
もかかわらず、「ふんばりなさいよ」とかけてくれた励ましとともに、その後長く自責の念、罪の意識に
かりたてた。

● ● ●

Z01948 H14年度
中学生の道徳シリーズ見えぬ目に感じた雲取山
の朝日

19 学研 生活・道徳・特活
視力ゼロ、光覚しかない筆者が、東京都の最高峰雲取山に登山したときの記録。登山の中で、母を苦
しめた少女時代の思い出や、今家族に支えられているという実感が語られ、見えぬ目に感じたという
雲取山のご来光への感動がつづられる。

● ● ●

Z01949 H14年度
漢詩紀行　三国志の世界を行く遥かに思う老臣
の心杜甫　孔明をうたう

25 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養 壮大な人間ドラマを綴った「三国志」の悠久たる舞台を訪ねる。 ● ● ●

Z01950 H14年度
漢詩紀行　三国志の世界を行く人の世は夢のご
とし赤壁・英雄たちの戦い

25 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養 壮大な人間ドラマを綴った「三国志」の悠久たる舞台を訪ねる。 ● ● ●

Z01951 H14年度
漢詩紀行　三国志の世界を行く流転して常のと
ころなし漂白の王侯詩人曹植

25 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養 壮大な人間ドラマを綴った「三国志」の悠久たる舞台を訪ねる。 ● ● ●

Z01952 H14年度 世界の車窓から世界の蒸気機関車１ 60 テレビ朝日 外国語・国際理解 ヨーロッパ編 ●

Z01953 H14年度 世界の車窓から世界の蒸気機関車２ 60 テレビ朝日 外国語・国際理解 アジア・オセアニア・アフリカ・南北アメリカ編 ●

Z01954 H14年度 性と生命の自然史Ｖｏｌ．１性の本能と生態 44 自然科学研究所 学術・教養
動物たちは、より良い遺伝子を残すために、どんな行動を起こし、どのように進化してきたのか？この
章では、性について基本的な事柄を探究します。

● ● ●

Z01955 H14年度 性と生命の自然史Ｖｏｌ．２パートナーの選択 45 自然科学研究所 学術・教養
さまざまな雄と雌の生活手段と交尾の形態をみていきます。高度な知力と統率された社会をもつ動物
たちの求愛行動や子どもはどのようなものでしょうか？

● ● ●

Z01956 H14年度 性と生命の自然史Ｖｏｌ．３性の動機と性行為 46 自然科学研究所 学術・教養
月や太陽や雨など空で起こる自然現象が、多くの生物の生殖行動にどのような影響を与えるのでしょ
うか？さまざまなケースを見ていきます。

● ● ●
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Z01957 H14年度 性と生命の自然史Ｖｏｌ．４生命の誕生と出産 47 自然科学研究所 学術・教養
どのようにして精子と卵子は出会うのでしょうか？次世代を受胎し誕生する過程は、生物によって違
いますが、どれも感動的です。

● ● ●

Z01958 H14年度 性と生命の自然史Ｖｏｌ．５子育てと本能 44 自然科学研究所 学術・教養
子どもは、どのようにして育てられていくのでしょうか？さまざまな動物の子育てと、遺伝子を残すため
の親の行動をみていきます。

● ● ●

Z01959 H14年度 ユメみるハックスレー①ゆかいなサーカス 40 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスの童話作家ロドニー・ペップ作。人形アニメーション。 ● ●

Z01960 H14年度 ユメみるハックスレー②飛行機にのろう 40 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスの童話作家ロドニー・ペップ作。人形アニメーション。 ● ●

Z01961 H14年度
ユメみるハックスレー③ハックスレーのシンデレ
ラ

40 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスの童話作家ロドニー・ペップ作。人形アニメーション。 ● ●

Z01962 H14年度 ユメみるハックスレー④ハックスレー宇宙の旅 40 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスの童話作家ロドニー・ペップ作。人形アニメーション。 ● ●

Z01963 H14年度 ユメみるハックスレー⑤ハックスレーの床屋さん 40 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスの童話作家ロドニー・ペップ作。人形アニメーション。 ● ●

Z01964 H14年度 ウォンブルズ①ウォンブルズ兄弟の新聞探し 25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスＢＢＣ放送の幼児番組「ウォンブルズ」。人形アニメーション。 ● ●

Z01965 H14年度
ウォンブルズ②ウォンブルズ・ピクニックへ行
く！？

25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスＢＢＣ放送の幼児番組「ウォンブルズ」。人形アニメーション。 ● ●

Z01966 H14年度 ウォンブルズ③トムスクのハンモック 25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスＢＢＣ放送の幼児番組「ウォンブルズ」。人形アニメーション。 ● ●

Z01967 H14年度 ウォンブルズ④かかし大作戦 25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスＢＢＣ放送の幼児番組「ウォンブルズ」。人形アニメーション。 ● ●

Z01968 H14年度 ウォンブルズ⑤マクウォンブルズ登場 25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスＢＢＣ放送の幼児番組「ウォンブルズ」。人形アニメーション。 ● ●

Z01969 H14年度 パディントン・ベア①パディントン映画にいく 25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスのマイケル・ボンドにより世に送り出された「パディントン・ベア」。人形アニメーション。 ● ●

Z01970 H14年度 パディントン・ベア②パディントン学校へいく 25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスのマイケル・ボンドにより世に送り出された「パディントン・ベア」。人形アニメーション。 ● ●

Z01971 H14年度
パディントン・ベア③パディントンの誕生日プレゼ
ント

25 ＮＨＫ 一般映画・アニメ イギリスのマイケル・ボンドにより世に送り出された「パディントン・ベア」。人形アニメーション。 ● ●

Z01972 H14年度 友情Ｆｒｉｅｎｄ　Ｓｈｉｐ 103 東映 生活・道徳・特活
白血病に冒されながらも健気に日々を生きようとする少女あゆみをヒロインに、１４歳という多感な時
期の少年少女たちを、そして、周囲の人々の愛と善意を、深い感動と共感をもって描く。

● ● ● ●

Z01973 H14年度 いじめ１４歳のＭｅｓｓａｇｅ 25 東映 生活・道徳・特活
イジメで自殺した人のニュースを聞くのはもう絶対に嫌だ！イジメについて、今の間違った現実を少し
でも多くの人が考え直してくれたら…。そう思った１４歳の夏から半年かけて書き上げたメッセージ。林
慧樹原作。

● ● ●

Z01974 H14年度
スクール・イン・アクション　中学生シリーズ教師
のためのボランティア学習マニュアル

20 東映 教育方法・学習者
ボランティア学習は体験的価値教育として、世界中で注目され研究されている。この作品は学校現場
で先生がボランティア学習を取り入れる際の実践的マニュアルです。

● ●

Z01975 H14年度 ハップル宇宙望遠鏡 52 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
１９９０年、スペースシャトルディスカバリーで打ち上げられたハップル宇宙望遠鏡。大気のゆらぎの影
響を受けない宇宙空間での観測で神秘に満ちた宇宙の素顔に迫る。

●

Z01976 H14年度 すばる望遠鏡 53 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ハワイ島にあるすばる望遠鏡は地球上で最も宇宙に近い場所にある天文台。そこで捉えられた星々
の生死を超高度感度ハイビジョンカメラの映像で紹介する。

●

Z01977 H14年度 らくらく安心介護のコツお年寄りの心とからだ 20 インターメディカ 生活・福祉 お年寄りの体を知る、お年寄りの心を知る。 ●

Z01978 H14年度 らくらく安心介護のコツ食事のお世話 25 インターメディカ 生活・福祉 食べやすい調理の工夫、食べやすい姿勢づくり、寝たままで食事する場合のお世話他。 ●

Z01979 H14年度 らくらく安心介護のコツ清潔のお世話（１）入浴 20 インターメディカ 生活・福祉 安全なお風呂場とは、入浴剤の健康チェック、介助を必要な時の入浴法他。 ●
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Z01980 H14年度
らくらく安心介護のコツ清潔のお世話（２）清拭・
部分浴

25 インターメディカ 生活・福祉 寝たままでの体の拭き方、手や足、陰部の洗い方、ベッドで行う洗髪の方法他。 ●

Z01981 H14年度
らくらく安心介護のコツ排泄のお世話（１）トイレ・
ポータブルトイレ

20 インターメディカ 生活・福祉 安全で使いやすいトイレの工夫、排泄のお世話がうまくいくポイント他。 ●

Z01982 H14年度
らくらく安心介護のコツ排泄のお世話（２）差しこ
み便器・オムツ・失禁

25 インターメディカ 生活・福祉 尿器の上手な使い方、オムツの上手な替え方、失禁がある場合他。 ●

Z01983 H14年度 らくらく安心介護のコツからだの移動 25 インターメディカ 生活・福祉 上体の起こすお世話、ベッドから椅子への移動法、階段の上り下り他。 ●

Z01984 H14年度
らくらく安心介護のコツ快眠のための工夫と床ず
れ防止

25 インターメディカ 生活・福祉 快適な寝具の選び方、寝巻の工夫と着せ替え方、眠れない時のお世話他。 ●

Z01985 H14年度 すばらしい体二次性微＜子どもから大人へ＞ 18 東映 保健体育科
男子については、内外性器の発達・精子・精通などについて説明。女子は乳房や卵巣・子宮・卵の構
造・排卵・月経など、アニメや顕微鏡などによって解説する。

●

Z01986 H14年度
孤立していませんか　あなたの子育てひろげよ
う　地域の子育てサポート

26 東映 家庭教育 子育てに悩む母親のドラマを軸に、現場の声を交えて地域の子育て支援の活動事例を紹介する。 ●

Z01987 H14年度 ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害） 50 アントディズ 家庭教育
教育現場で問題になっているＡＤＨＤ。ＡＤＨＤの基礎知識からアメリカの状況、日本の小学校教諭の
指導・対応事例などの情報を収録。

●

Z01988 H14年度 職場の男女差別をなくそう男女雇用機会均等法 28 東映 産業・技術
職場における女性ゆえの差別の具体的問題点を示すとともに、男女雇用機会均等法の改正に際し、
積極的男女平等促進案として提案された“ポジティブ・アクション”等、その理念をわかりやすく解説す
る。

●

Z01989 H14年度 どんぐりの家 110 「どんぐりの家」製作委員会 生活・福祉
聴覚障害に加え知的障害や精神障害を合わせ持つという重いハンデを背負った子供たちの成長を願
い、苦しみながらも歩んでいく両親や家族、それを支える人々のひたむきな姿を描く。

● ● ● ●

Z01990 H14年度 地球が動いた日 76 「地球が動いた日」制作委員会 生活・福祉 阪神・淡路大震災のなかから明日を見つめて成長する子どもたちの物語。 ● ● ● ●

Z01991 H14年度 ５等になりたい 76 「５等になりたい」製作委員会 生活・福祉 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。 ● ● ● ●

Z01992 H15年度
根絶！夫からの暴力あなたは悩んでいません
か？

27 （社）日本広報協会 生活・福祉
夫（配偶者）から、暴力を受けている人の相談機関や一時保護等に関する方法について紹介したも
の。

●

Z01993 H15年度 梵珠山の鳥ふくろうじいさんと仲間たち 20 青森県環境生活部自然保護課 学術・教養 梵珠の森の野鳥を紹介。 ● ● ●

Z01994 H15年度 海の向こうのアリガトウＯＤＡ民間モニター制度 20 （財）国際協力推進協会 外国語・国際理解 ＯＤＡ（政府開発援助）民間モニター制度についての紹介。 ●

Z01995 H15年度
おもしろ理科実験水の惑星を守れ宇宙からの
メッセージ

25 （財）科学技術広報財団 算数・数学・理科 登場人物が、身近な水の不思議を実験で解明しながら、水の大切さに気がついていく。 ●

Z01996 H15年度
第１回北東北青少年科学セミナーあおもり青少
年科学セミナー２００１弘前大会

52 青少年科学セミナー実行委員会 算数・数学・理科 平成１３年８月に開催した大会内容を収録。 ● ● ● ●

Z01997 H15年度 目が不自由な人に街で出あったら 20 開隆堂 生活・福祉
視覚障害をもつ人が、日常生活で困ることは何かを知り、わたしたちにできることは何かを考えるきっ
かけになる内容です。

● ● ●

Z01998 H15年度
九州エネルギーロード私たちの生活をエネル
ギーの視点から見てみよう

39 毎日ＥＶＲシステム 生活・道徳・特活
自転車による九州一周の旅の中で、エネルギーや環境に関する様々な体験をする。調べ学習や体験
学習をする導入教材。

●

Z01999 H15年度
ハンセン病を知っていますか？現代医学で制圧
された病気

22 （社）日本広報協会 生活・福祉
不治の病として恐れられていたハンセン病が、現代医学で治る病気となるまでの経緯を紹介する。ま
た、ハンセン病に対する正しい知識をもち、ハンセン病問題を克服する方法を提案する。

●

Z02000 H15年度
木材利用普及ビデオあなたも木を使ってみませ
んか環境と人に優しい木の話

21 日本シネセル株式会社 生活・福祉 地球温暖化防止や循環型社会構築の観点から木材利用の意義をまとめた。 ●

Z02001 H15年度
始めよう！ごみを出さない暮らし方みんなでつく
る循環型社会

25 （社）日本広報協会 生活・福祉
江戸時代からタイムスリップしてきた職人と現代のある家族のやりとりを軸に、２１世紀の循環型社会
の形成のために、何をすべきか考えていく。

● ● ●

Z02002 H15年度
アグリンの農林水産ワールド食べ残しはどうな
るの？リサイクルの取り組み

15 （社）農林放送事業団 産業・技術
児童向けにわかりやすく食品廃棄物のリサイクルやその取り組みについての紹介。食生活の見直し、
生ゴミの減量、食べ残しも大切な資源として再利用することの大切さを理解できる。

● ●
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Z02003 H15年度 障害者就業促進ビデオ私たちも働きたい 12 青森県立青森第二高等養護学校 生活・福祉
盲・聾学校、各養護学校を卒業した人達が、ホテル・スーパー・病院等々、様々な職場で働いている。
又、働く為の社会的態度を身につけるよう、実習も行っている。実際に卒業生を採用した企業の代表
者のインタビューも紹介している。

● ● ●

Z02004 H15年度 たのしいぞうけいあそびいいこと考えた 21 学研 芸術科
１・２年生の「造形遊び」。子ども達が「造形遊び」への感心や意欲をもち、発想や構想・表し方につい
ての情報を得ることができる。

●

Z02005 H15年度 太一のもりのぼうけん 15 学習研究社 生活・道徳・特活
幼児期の子どもを対象に、よいことや悪いことに気づくことや他の人に対して思いやりの気持を持つこ
となど、道徳性の芽生えを培う内容。

●

Z02006 H15年度 大学から明日が見える開かれた大学の姿 22 東京シネ・ビデオ株式会社 教育方法・学習者
これからの大学は、高度で体系的かつ継続的な学習機会の提供者として、生涯学習社会の中で重要
な役割を果たすことが期待され、広く社会に開かれることが求められている。大学の先進的な事例を
紹介し、大学の役割を考察する。

●

Z02007 H15年度 守ろう！みんなの大切な命 20 株式会社日本映画新社 生活・道徳・特活
児童が誘拐事件や殺害事件など、凶悪犯罪に巻き込まれる事件が起きているが、児童が犯罪から身
を守るための方法等について考え、学び、知識を習得していく。

●

Z02008 H15年度
絵に見る　日本の美術のよさ表現の多様性と美
しさを探る

23 株式会社桜映画社 芸術科
日本の美術の特質を理解するとともに、日本的で多様な表現方法を自学自習できる参考資料集的な
内容。

● ● ●

Z02009 H15年度 ちっちゃいけどいい？友だちを求めあうなかで 22 岩波映像株式会社 家庭教育 幼児教育に携わる方たちの幼児理解を深めるための教材。 ●

Z02010 H15年度
学び　交流　そして　喜び住民参画と公民館活
動

20 株式会社リュック 教育方法・学習者
地域の人たちが学びあい交流する公民館。住民たちの積極的な参画が公民館活動をいきいきとして
いく。全国の６公民館の事例を紹介する。

●

Z02011 H15年度 産業社会と人間のススメ 20 新生映画株式会社 産業・技術
総合学科の原則履習科目「産業社会と人間」が生まれた背景やその意義、指導内容・方法等、具体
的に理解できるように、積極的に取り組んでいる学校と高校生の姿を通して描く。

●

Z02012 H15年度
教室におけるネットワーク利用いつでも　どこで
も　だれでも小学校・中学校編

22 日本シネセル株式会社 産業・技術
「いつでも・どこでも・だれでも」教育でインターネットを活用している事例を紹介し、今後のコンピュータ
ネットワークを利用した教育の可能性を訴求する。

●

Z02013 H15年度 自然と環境大気・水・土と生物を調べる 20 毎日ＥＶＲシステム 算数・数学・理科 理科第２分野に新設された大項目「自然と人間」のなかの中項目「自然と環境」を対象とした教材。 ●

Z02014 H15年度 地域の歴史を調べるふるさとを探検しよう 21 学研 社会科
生徒たちが地域を調べる活動を通して、歴史の学び方を学びながら歴史的な見方や考え方を見につ
けていく過程を紹介する。

●

Z02015 H15年度 ＤＲＵＧ 113 （社）青少年育成国民会議 家庭教育 覚醒剤につい手を出してしまう高校生と、それを救った愛の話を描く。 ● ● ●

Z02016 H15年度 音の風景をたずねて 20 共和教育映画社 芸術科 自然の中の音、伝統の中の音、日常生活の中の音を映像とともに紹介する。 ●

Z02017 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ①巨大台風から日
本を守れ富士山頂・男たちは命をかけた

43 ＮＨＫ 学術・教養
日本列島を台風から守るため、富士山頂に建設された巨大レーダー。世界最大の気象レーダー建設
に情熱を傾けた、官民プロジェクトの挑戦を描く。

●

Z02018 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ②窓際族が世界規
格を作ったＶＨＳ・執念の逆転劇

43 ＮＨＫ 学術・教養
日本人が初めて生み出した世界規格「ＶＨＳ」。欧米を追い越す夢を実現させた「ＶＨＳ開発プロジェク
ト」の執念を追う。

●

Z02019 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ③友の死を越えて
青函トンネル・２４年の大工事

43 ＮＨＫ 学術・教養
２４年におよぶ歴史的難工事の末完成した青函トンネル。トンネルに人生を賭けたトンネルマンたちの
苦闘と情熱を描く。

●

Z02020 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ④ガンを探し出せ
完全国産・胃カメラ開発

43 ＮＨＫ 学術・教養
敗戦間もない日本で、斬新な発想と、何にでも挑戦しようとする町工場との連携を武器に、世界が称
賛する「胃カメラ」を完成させた男たちの熱気を伝える。

●

Z02021 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ⑤世界を驚かせた
一台の車名社長と闘った若手社員たち

43 ＮＨＫ 学術・教養
世界をあっと言わせたホンダの「ＣＶＣＣエンジン」。驚異的な低公害エンジン誕生の陰には、社長・本
田宗一郎氏と若き技術者たちの激しい格闘の物語があった。

●

Z02022 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ⑥執念が生んだ新
幹線老友９０歳・飛行機が姿を変えた

43 ＮＨＫ 学術・教養
戦後日本最大のプロジェクト「新幹線」建造。旧陸海軍出身の技術者は、次々に新しい技術を開発し、
欧米の鉄道界をも劇的に変えていく。

●

Z02023 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ⑦海底ロマン！深
海６５００ｍへの挑戦潜水調査船・世界記録まで
の２５年

43 ＮＨＫ 学術・教養
“海の本当の姿を知りたい”。設計者たちの熱い思いが、会社を動かし、国を動かしていく。海への夢
と憧れを２５年間抱き続け、未知なる極限の世界にかけた、技術者たちの挑戦を描く。

●

Z02024 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ⑧厳冬　黒四ダム
に挑む断崖絶壁の輸送作戦

43 ＮＨＫ 学術・教養
その難工事の最大の焦点は、秘境・黒部に６０万トンに及ぶ資材をいかに運び上げるかだった。４００
人に及ぶ強力で人力輸送を始める一方、標高２７００ｍの立山の尾根をブルドーザーで越える前代未
聞の挑戦に乗り出し、更にトンネルを掘る為越冬隊を組織した。

●

Z02025 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ⑨翼はよみがえっ
た１ＹＳ－１１・日本初の国産旅客機

43 ＮＨＫ 学術・教養
昭和３２年、通産省はプロジェクトチーム「輸送機設計研究協会（輸研）」を結成。頭から信用しなかっ
た政府から予算を獲得していった。

●
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Z02026 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅠ⑩翼はよみがえっ
た２ＹＳ－１１・運命の初飛行

43 ＮＨＫ 学術・教養
昭和３７年、日本の翼が初めて空を飛んだ。しかし、試作機は横安定性などの問題を抱えていた。そ
れを克服したのは、戦時中、数多くの航空機の設計に関わった技術者と、設計を主導した技術者のも
とで鍛えられた若手技術者たちであった。

●

Z02027 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ①妻へ贈ったダイ
ニングキッチン勝負は一坪　住宅革命の秘密

43 ＮＨＫ 学術・教養
宝くじに当たるより難しいといわれ人気を集めた「ステンレス流し付き公団住宅」のプロジェクトとその
背景にあった夫婦愛の物語。

●

Z02028 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ②東京タワー恋人
たちの戦い世界一のテレビ塔建設・３３３ｍの難
工事

43 ＮＨＫ 学術・教養 世界一の塔造りに挑んだ技術者と職人の意地と心意気の物語を描く。 ●

Z02029 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ③ツッパリ生徒と泣
き虫先生伏見工業ラグビー部・日本一への挑戦

43 ＮＨＫ 学術・教養 伏見工業ラグビー部を舞台に、体当たり教育を実施した熱血教師たちの奮闘を描く。 ●

Z02030 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ④よみがえれ日本
海ナホトカ号重油流出・３０万人の奇跡

43 ＮＨＫ 学術・教養
平成９年１月、突然、日本海沿岸を襲った真っ黒な重油。浜と漁師を救ったのは、バケツとひしゃくで
重油をすくい続けた３０万人のボランティアであった。

●

Z02031 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ⑤町工場　世界へ
翔ぶトランジスタラジオ・営業マンの闘い

43 ＮＨＫ 学術・教養
昭和３０年・ソニーが開発したトランジスタラジオ。世界各国で、爆発的に売れた陰には、命がけで海を
渡った営業マンたちの壮絶な格闘のドラマがあった。

●

Z02032 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ⑥奇跡の心臓手術
に挑む天才外科医の秘めた決意

43 ＮＨＫ 学術・教養
平成８年、日本で初めての画期的な外科手術が行われた。動いている心臓をメスで切りとる手術であ
る。日本での初めての手術に挑むプロジェクトが生まれた。

●

Z02033 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ⑦男たちの不屈の
ドラマ　瀬戸大橋世紀の難工事に挑む

43 ＮＨＫ 学術・教養
昭和６３年、１８年の歳月を経て完成した瀬戸大橋。技術者達の心の交流と、最大の難関であった海
中基礎工事にかけた男たちの物語を描く。

●

Z02034 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ⑧えりも岬に春を
呼べ砂漠を森に、北の家族の半世紀

43 ＮＨＫ 学術・教養
死んだ大地に、ゼロから木を植え森を作る。北海道えりも岬の２００ヘクタールに及ぶ砂漠緑化プロ
ジェクト、それは、襟裳の人々にとって、かけがえのない故郷をよみがえらせる闘いでもあった。

●

Z02035 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ⑨運命の船「宗谷」
発進南極観測・日本人が結集した８８０日

43 ＮＨＫ 学術・教養 昭和３１年に始まった第１次南極観測プロジェクトの立ち上げから「宗谷」出航までの物語を描く。 ●

Z02036 H15年度
プロジェクトＸ　挑戦者たちⅡ⑩極寒　南極越冬
隊の奇跡南極観測・１１人の男たち

43 ＮＨＫ 学術・教養 第１次南極観測の南極到達から昭和基地の建設と世界を驚かせた越冬観測のドラマを追う。 ●

Z02037 H15年度 まなざしあい平成１３年度 90 ＲＡＢ 家庭教育
平成１３年度に制作・放送した家庭教育を考えるテレビ番組。「ちょっと気になる子～どう関わるか～」
「おとうさん」「はじめてのお小遣い」「危険な好奇心～酒・タバコ～」「えっ？これって虐待？」「子どもの
体内時計」

●

Z02038 H15年度
シリーズ　２１世紀を創る職業人　第１・２回「働
くって大変？」「職業・フリーター？ＰａｒｔⅠ」我ら・
あおもり地球市民①

60 ＡＴＶ 産業・技術
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の１・２回（全８回）。インターシップとフリーターにつ
いて。

● ●

Z02039 H15年度
シリーズ　２１世紀を創る職業人　第３・４回「職
業・フリーター？ＰａｒｔⅡ」「新世紀型“Ａ”Ｌｉｆｅ」我
ら・あおもり地球市民②

60 ＡＴＶ 産業・技術 平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の３・４回（全８回）。フリーターと農業について。 ● ●

Z02040 H15年度
シリーズ　２１世紀を創る職業人　第５・６回「私、
会社を立ち上げました」「男と女、家庭と仕事」我
ら・あおもり地球市民③

60 ＡＴＶ 産業・技術
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の５・６回（全８回）。起業と女性の労働環境につい
て。

● ●

Z02041 H15年度
シリーズ　２１世紀を創る職業人　第７・８回「ノー
マライゼーションと職業」「伝統の技あり！」我ら・
あおもり地球市民④

60 ＡＴＶ 産業・技術
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の７・８回（全８回）。障害を持つ人の労働環境と職
人の仕事について

● ● ●

Z02042 H15年度 学士をめざして大学評価・学位授与機構 15 大学評価・学位授与機構 教育方法・学習者 大学評価・学位授与機構の紹介と機構を利用して学士を目指す方法・流れについて。 ●

Z02043 H15年度
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

機械化された農業の中で息づく津軽の伝統農具。その製造過程や使用方法を紹介したり、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ていく。

● ● ● ●

Z02044 H15年度 「こころの青い森コンサート」① 93 青森県 生活・福祉 平成１３年１０月１４日に開催された「こころの青い森コンサート」の記録。 ●

Z02045 H15年度 「こころの青い森コンサート」② 92 青森県 生活・福祉 平成１３年１０月１４日に開催された「こころの青い森コンサート」の記録。 ●

Z02046 H15年度 「こころの青い森コンサート」③ 83 青森県 生活・福祉 平成１３年１０月１４日に開催された「こころの青い森コンサート」の記録。 ●

Z02047 H15年度
まなびピア山形２００１第１３回全国生涯学習フェ
スティバル開催の記録

40 生涯学習フェスティバル実行委 教育方法・学習者 平成１３年１０月１１日～１５日に開催された第１３回全国生涯学習フェスティバルの記録。 ●

Z02048 H15年度
中ベカを復元する大森の船大工小島兄弟の仕
事

90 東京都大田区立郷土博物館 学術・教養
海苔採り作業に使われた全長４ｍ５０ｃｍほどの小舟・ベカ舟。そのベカ舟より一回り大きな船として使
われた中ベカを復元する記録と紹介。

●
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Z02049 H15年度
漁場環境保全広報映画海に森に大漁旗海・川・
森はひとつ

15 （社）日本水産資源保護協会 生活・福祉 漁場環境保全の大切さを啓発する内容。漁場と川・森のかかわりを紹介している。 ●

Z02050 H15年度
中学生向飲酒防止教材ビデオ輝く明日へのス
テップ中学生は飲酒ＮＯ！！

20 （社）アルコール健康医学協会 生活・道徳・特活
未成年者の飲酒に対するハードルが近くなっている現代において、飲酒することが、心身にどれほど
の悪影響を及ぼすかという問題について、中学生が主体的に学ぶ姿を追っている。

●

Z02051 H15年度 おしえて！アグリ 30 財団法人農林放送事業団 産業・技術
タレントの島崎俊郎の現場リポートを中心に、明るく、楽しく、分かりやすく、最新の農林水産業の現状
についてリポートする。平成１３年度版。

● ● ●

Z02052 H15年度
お客さまの資産は守られています！証券会社の
分別保管

19 日本証券業協会 生活・福祉
証券会社がお客さまから預かった有価証券や金銭は、証券会社が破綻した際にも確定にお客様に戻
るように保管することが法律で義務づけられている。この「顧客資産の分別保管」について解説してい
る。

●

Z02053 H15年度
いまどきのこどもＴＶだネット！北東北三県こども
テレビ局

30 北東北三県子どもＴＶ局協議会
青森の歴史・伝統・く
らし

青森・岩手・秋田の三県連携のもと、各県の子どもたち自身の企画や取材によって制作された。ふる
さと紹介テレビ番組「北東北三県こでもテレビ局」を収録したものです。

●

Z02054 H15年度 ２１世紀の日本と首都機能移転 26 国土交通省 生活・福祉
現在、国会において検討がすすめられている「首都機能移転」（国会等の移転）について、わかりやす
く解説したものです。

●

Z02055 H15年度
文部科学省選定モラルをもって勝ち残れ！楽し
くインターネットを利用するために

22 0 技術・家庭・産業
小学校・中学校の先生にお薦めします。情報モラルの重要性を子供たちに伝えていきます。活用案あ
り。

● ●

Z02056 H15年度
文部科学省選定これで安心！インターネットを
楽しむために

20 （株）毎日ＥＶＲシステム 学術・教養
インターネットは、手紙や電話といった従来の伝達媒体とは仕組みが異なり、注意なければならない
問題があります。このビデオは利用上のリスクを理解し、皆様が自己責任のもとでインターネットを楽
しむ方法を紹介します。

●

Z02057 H15年度
家庭教育ビデオ新米ママ＆パパへ贈るメッセー
ジ

21 0 家庭教育
子育てを初めて経験する新米ママパパに向けて、子育て現在進行中の先輩たちの経験から生まれた
できたてホヤホヤの暖かいメッセージを紹介します。

●

Z02058 H15年度
地層処分フォーラム（仙台）高レベル放射性廃棄
物の後始末を考える

50 0 生活・福祉
高レベル放射性廃棄物の地層処分および研究開発について広く紹介する。全国各地においてフォー
ラムを開催している。

●

Z02059 H15年度
地層処分フォーラム（大阪）高レベル放射性廃棄
物の後始末を考える

50 0 生活・福祉
高レベル放射性廃棄物の地層処分および研究開発について広く紹介する。全国各地においてフォー
ラムを開催している。

●

Z02060 H15年度
地層処分フォーラム（福岡）高レベル放射性廃棄
物の後始末を考える

50 0 生活・福祉
高レベル放射性廃棄物の地層処分および研究開発について広く紹介する。全国各地においてフォー
ラムを開催している。

●

Z02061 H15年度
地層処分フォーラム（東京）高レベル放射性廃棄
物の後始末を考える

50 0 生活・福祉
高レベル放射性廃棄物の地層処分および研究開発について広く紹介する。全国各地においてフォー
ラムを開催している。

●

Z02062 H15年度
日本の機械工業シリーズはかる未知なる世界と
の対話

30 社団法人日本機械工業連合会 学術・教養
長さ、時間、重さ…私たちの生活には、様々なものを「はかる」行為が存在します。その行為は現在で
も極限を目指し、日々進化を続けています。その気の遠くなるような限界に挑む技術者たちの活躍を
紹介します。

●

Z02063 H15年度 日本の山村きれいな水と空気を守る森林 18 農林放送事業団 産業・技術
わたしたちの生活に欠くことのできない水と空気。きれいな水と空気を守るなど大切な山村の役割を
森林に暮らす「ブナ爺」「シラカバ君」「水の妖精」の３人のキャラクターがやさしく解説します。

● ● ● ●

Z02064 H15年度
アグリンの農林水産ワールド水田はどんな働き
をしているの？

15 農林水産省 産業・技術
埼玉県にある見沼たんぼの自然観察会に参加したヒロシとカオルの兄妹。水田のあぜ道でカオルが
ヒロシに米作りについて聞きますがうまく答えられません。そこでアグリンを呼び、教えてほしいと頼み
ます。米作りを理解することの大切について勉強します。

●

Z02065 H15年度
インスタントの青春じゃつまらない！平成１５年
度青森県立八戸東高等学校紹介ビデオ

15 0 教育方法・学習者
創立１０１周年目を迎えた歴史と伝統を有する県立八戸東高等学校の紹介です。普通科、人文科、表
現科についてくわしく紹介しています。

●

Z02066 H15年度
広がれ！高校生の野外活動平成１４年度版日
南町（鳥取県）の取り組み

15 0 学術・教養
鳥取県内では小中学生対象の野外活動事業は、多くの市町村で開催されていますが、高校生が参
加できるものは……。日南町の高校生サークル「優風音」（ゆぶね）を例に、野外活動事業のあり方に
ついて解説したビデオ教材です。

●

Z02067 H15年度
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ〈豊か
な言語生活をめざして〉１相手を理解する言葉
の背景を見つめると

37 独立行政法人国立国語研究所 学術・教養
第１話「すみません」のコミュニケーション　第２話いきいき方言　第３話丁寧な言葉はどんなときに？
第４話ほめるのは難しい　第５話「あいまいな言葉｣の中に　第６話多様性を見つめて

● ● ● ●

Z02068 H15年度
純国産車オートモ号誕生企画社団法人自動車
工業振興会

28 （株）電広エイジェンシー 産業・技術
米国の自動車産業視察から自動車製造、新車発表、大正１４年の純国産車の輸出第一号までの過
程をくわしく紹介しています。

●

Z02069 H15年度 ＤＲＵＧ社団法人青少年育成国民会議 113 社団法人青少年育成国民会議 生活・福祉
覚醒剤に“つい”手を出して一生を台無しにしてしまう若者が増えている。覚醒剤は“魔薬”。絶対に手
を出してはいけない。若者はもちろんのこと、父母・学校の先生・地域住民など、多くの人々がこの映
画を見て恐ろしさに気づいてほしい。

●

Z02070 H15年度
公的年金制度による確かなライフプラン知って
いますか？支えて支えられること

25 社団法人日本広報協会 生活・道徳・特活 公的年金と年金受給のしくみ、意義について詳しく紹介しています。 ●

Z02071 H15年度
２１Ｃｅｎｔｕｒｙ’ｓ　Ｓｔｏｒｙ　宇治２１世紀物語宇治
市制施行５０周年記念

30 宇治市企画管理部広報課 学術・教養
宇治市制５０周年記念ビデオ。「歴史と文化・自然」「源氏物語のまちづくり」「伝統産業」観光など自然
と歴史・文化が織りなす美しい宇治市の姿を物語風に表現したものです。

●
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ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z02072 H15年度 衣服の変化から歴史を発見しよう 22 0 社会科
埼玉県秩父地方には古くから「銘仙」という絹織物の特産品があります。小松さんたちは銘仙に興味
を持ち、そのルーツを調べることにしました。１．古代の衣服　２．行事から武士のくらしを知る　３．イン
ターネットで調べる

●

Z02073 H15年度
文部科学省選定迷路ごっこだよ伝わる喜びから
伝えあう楽しさへ

21 0 教育方法・学習者
５歳児１２月ケンタが主人公。ケンタが仲間との遊びを通じて、いろいろな事を経験していく。ケンタの
イメージが友だちに伝わることにより、お互いの気持ちが響きあい、遊びが盛り上がっていく。

● ●

Z02074 H15年度
文部科学省選定安全は自分自身の手で事件や
事故から身を守ろう

20 日本映画新社（株） 生活・道徳・特活
１．中学生振りかかる事件や事故についてクラスで話しあいます。２．事件や事故から身を守るために
防犯についての理解を深めます。３．事件発生時の対応や日常の行動について学びます。４．地域社
会との連携について学びます。

●

Z02075 H15年度
文部科学省選定むいむいはたおり教室活動記
録

28 茨城ビデオパック
青森の歴史・伝統・く
らし

「むいむい　はたおり教室」の１０年間の活動と、その中で得た土浦、つくば周辺に伝わる農家の機織
り技術を映像にまとめたものです。

●

Z02076 H15年度
文部科学省選定気づくことがはじめの一歩男女
共同参画社会を築くために

24 東京シネ・ビデオ（株） 生活・福祉
何気ない日常生活を描きながら考えるヒントが沢山盛り込まれています。改めて男女共同参画社会と
は、どんな社会なのか。男女が対等に認め合い、助け合っていく社会をつくるための教材内容です。

●

Z02077 H15年度
職場へふたたびの朝～中途障害者の職場復帰
のために～

38 東京シネ・ビデオ（株） 生活・福祉
・職場勤務から在宅勤務へ　・会社の協力と専門機関の支援のもとに実現した職場復帰　・努力とパ
ワーで障害を克服　・職場環境の整備で生きいきと働くの４部構成。中途障害者が職場復帰を実現す
る様子を紹介します。

●

Z02078 H15年度
文部科学省選定発見！！篳篥（ひちりき）の魅
力

20 共和教育映画社 芸術科
最近ブームになり最も魅力的でかつ心地良い音色を持つ“篳篥”。それは、生徒達にとって生涯にわ
たってかけがえのない存在になる可能性を秘めています。実際に手に触れてみるところから始まり、
楽器についてくわしく勉強します。

●

Z02079 H15年度
文部科学省選定考えながら感じながら高学年の
造形遊び

21 東映（株）教育映像部 趣味・芸術
５年生の子どもたちは、校区の織物工場から布の端切れをたくさんもらいました。布には、大きく薄い
ものがたくさんありました。風に当たるとヒラヒラよくなびく特徴を組み合わせて、楽しい造形活動を考
えました。その様子を紹介します。

●

Z02080 H15年度
文部科学省特選不思議あそび不思議の世界を
つくりだそう

22 （株）桜映画社 芸術科
発見や驚きを促し、ものの見方・考え方を広げ、独創的な発想力や知的好奇心・知的創造力の育成を
目指す創造活動を促す教材としている。

●

Z02081 H15年度
世界の中の日本の役割戦後の復興・発展と国
際貢献

20 （財）日本視聴覚教材センター 外国語・国際理解
オリンピックとの関連で日本の国際貢献を紹介していきます。１．シドニーオリンピックでの日本　２．
秩父宮記念スポーツ博物館での調査　３．幻の東京オリンピック他

●

Z02082 H15年度
世界の人と馬の文化シリーズ１５メアフェルトの
風ドイツ　勇壮な野生馬の祭り

45 （社）農林放送事業団 学術・教養
ドイツからヨーロッパ最後といわれる野生馬を１００年以上守り続けてきた男たちの、世紀を越え世代
を越えて受け継がれてきたドラマと、その男たちと野生馬が年に１度繰り広げる壮大なスペクタクル
「野生馬の祭り」を描くドキュメンタリーです。

●

Z02083 H15年度
文部科学省選定　世界遺産シリーズ②生命に
満ちた島屋久島の森を探る

20 企画社団法人国土緑化推進機構 学術・教養
屋久島には、世界的にも稀な樹齢数千年の屋久杉をはじめ、多くの固有種や絶滅のおそれのある動
植物など、多様な生物がみられる貴重な森があります。その森の全体像や、様々な生物の不思議を
探り、更に、人間と自然との関わりを見つめます。

●

Z02084 H15年度 鯵ヶ沢のむがしこ６亡者船 20 鯵ヶ沢町教育委員会
青森の歴史・伝統・く
らし

鯵ヶ沢町に伝わる怖い昔話。昔は小さな手こぎ船で漁に出ていたがしけで沖へ流される事が多かっ
た。嵐の日、ひしゃくを貸してくれと見知らぬ船が近づいてきたが…。

●

Z02085 H15年度
津軽ダム生活文化映像記録「ブナの双葉」砂子
瀬・川原平の暮らしと文化

48 0
青森の歴史・伝統・く
らし

津軽ダム建設計画にともない移転を余儀なくされる西目屋村砂子瀬川原平両地区の方々の生活文
化を記録したもの。

●

Z02086 H15年度
千年の森自然教育用視聴覚教材ビデオ森のち
から昭和の森づくりは今

14 財団法人　昭和聖徳記念財団 学術・教養
昭和の時代を通じて、都市の森がどのようによみがえってきたかを振り返り、これからの森づくりあり
方を探っていきます。

●

Z02087 H15年度 文部科学省選定内航海運海の大動脈 19 社団法人　日本船主協会 社会科
海運業界は、いかに低コストで、安全に、決められた日時に、目的地まで運ぶかという課題に取り組
んでいます。その結果様々な工夫や新しい技術を取り入れた様々な種類の船が日本全国で活躍して
います。このビデオでは、内航海運のはたらきを紹介します。

●

Z02088 H15年度 明日への伝言私たちの町にも空襲があった 26 （株）ＮＨＫ情報ネットワーク 学術・教養
昭和２０年７月１０日の仙台空襲で家族全員を失いながらも、力強く生きてきた横尾さん。空襲の体験
をもとに、若い世代に「戦争の悲惨さ」を語る。

●

Z02089 H15年度 おしえてマリリンＨＯＷ　ＴＯ　資産運用！ 38 ＮＨＫソフトウェア 生活・福祉
第１部　基礎編　①金融商品の性格　②ライフサイクル（他２つ）　第２部　投資編　①株式投資　②債
権投資　③投資信託

●

Z02090 H15年度
目で見る教材シリーズ明日を見つめて学校にお
ける福祉教育

30 （株）クロスメディア 生活・福祉
小学校などの教育現場で、地域の人々と関わることで、体の不自由な人と接する体験をする。そして
車いすや手話なども体験する。積極的にものごとに触れることが大切である。

●

Z02091 H15年度 目で見る教材シリーズボランティア活動と安全 30 （株）クロスメディア 生活・福祉
人を愛し、命を大切にするボランティアを、安全に楽しく行うためにはどうすればよいのか。環境、服
装、心身の状態、行動などに注意を払い、安全なボランティアにしよう。

●

Z02092 H15年度
目で見る教材シリーズふれあいの輪を広げるた
めにボランティア活動入門

30 （株）クロスメディア 生活・福祉
ボランティアは、年齢や性別は関係なく、やさしい心があればよいのです。少子高齢化社会で求めら
れているボランティアをあなたも始めませんか？

●

Z02093 H15年度
目で見る教材シリーズ青春の鼓動が聞こえる
ユースアクション計画

30 （株）クロスメディア 生活・福祉
中学生・高校生がボランティア福祉活動を体験するユースアクション計画。その活動を通し、地域の福
祉施設の老人や子供達とふれ合いをもつ。

●

Z02094 H15年度
目で見る教材シリーズ手づくりの贈り物ネパー
ルに学校を建てよう

30 （株）クロスメディア 生活・福祉
中学生たちが、ネパールのある村に学校を建てるという目的でリサイクル活動を行う。その活動を通
じ、地域協力やゴミ・資源問題などを見つめ直す。

●
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Z02095 H15年度
さわやか家族の生活百科シリーズ知っておきた
い料理のマナー西洋料理のマナー

16 株式会社サン・グラフ 学術・教養
世界で共通の、あらたまった宴会でのフランス料理のフルコース。もっとも品のあるマナーを身につけ
ましょう。

●

Z02096 H15年度
さわやか家族の生活百科シリーズ知っておきた
い料理のマナー日本料理のマナー

12 株式会社サン・グラフ 学術・教養
日本料理の中の会席料理のマナーを詳しく、覚えていきます。美意識とその席をにぎやかにする心づ
かいが大切です。

●

Z02097 H15年度 いい本みつけたブックトークの館～時間 19 株式会社　紀伊国屋書店 国語科
不思議な時間が流れる不思議な部屋、そこに住む不思議なお姉さん。時間について考え始めると時
間は早くなったり、遅くなったり…きみととなりの人では時間の進み方が違うかも。時間を忘れて本が
読みたい？

●

Z02098 H15年度 いい本みつけた資料で調べてみよう 22 株式会社　紀伊国屋書店 国語科
放課後の教室で、偶然“ワンダーランドへの招待状”を手にした桃子。パズルの帝王より次々と出され
る難問。図書館の本をたよりに桃子、拓朗、南の３人で力を合わせ各ステージをクリヤしていく。長いト
ンネルを抜けると……そこはワンダーランドの入り口。

●

Z02099 H15年度 いい本みつけたレポートにまとめよう 22 株式会社　紀伊国屋書店 国語科
みんなの前で調べたいことを発表する。ちょっとドキドキ。わからないことはいっぱいあるけど、調べて
まとめるのはもう大変。ここでは翼たちのクラスの仲間４人が「ごみ問題」のレポートに取り組みます。
あれこれ調べ、さて、どんなレポートができるかな。

●

Z02100 H15年度 いい本みつけたブックトークの館～動物 20 株式会社　紀伊国屋書店 国語科
ブックトーク、それはひとつのテーマでおもしろい本、考えさせられる本を次々と紹介してくれる楽しい
お話。山小屋で動物たちと暮らしているお兄さんが、いろいろな動物の本を案内する。お兄さんが紹介
する本を手にとったら、いろんな動物はもりみんなの友達。

●

Z02101 H15年度
歌とゲームで学ぶ　はじめての英語「ハローイン
グリッシュ」①せいかつ

18 学研 外国語・国際理解
基本のアルファベットを歌でリズムよく自然に覚えたり、食べものや乗りもの、スポーツや身のまわり
のものを覚え、「これは何ですか」という質問に英語で答えます。

●

Z02102 H15年度
歌とゲームで学ぶ　はじめての英語「ハローイン
グリッシュ」②あいさつ

18 学研 外国語・国際理解
日常のコミュニケーション手段としてのあいさつとその答え方や、名前の答え方、家族の呼び方を覚え
ます。また、リズム感があり繰り返し自然に覚えられるような歌を紹介します。

●

Z02103 H15年度
歌とゲームで学ぶ　はじめての英語「ハローイン
グリッシュ」③かずとからだ

18 学研 外国語・国際理解
英語での数の数え方、時間のいい方、年齢のきき方、体の部位の言い方を勉強します。そして体の部
位を歌いながら、自然に覚えられる歌を紹介します。

●

Z02104 H15年度
歌とゲームで学ぶ　はじめての英語「ハローイン
グリッシュ」④てんきときせつ

18 学研 外国語・国際理解
曜日、月、動物の名前、場所、天気や季節などの英語を覚えます。また、リズム感があり繰り返し自然
に覚えられるような歌を紹介します。

●

Z02105 H15年度 中学生日記ケータイ家族 27 ＮＨＫソフトウェア 生活・道徳・特活
マイコは「ケータイは命よりも大事」と、家でも学校でも手放せずメールや会話に一生懸命で電話代も
高額になった。それを注意する母親もケータイに夢中で、家族の会話も減ってきた。しかし、ケータイ
だけでは気持ちは伝わらないことに気づいてゆく。

●

Z02106 H15年度 中学生日記うーんがまんできない 27 ＮＨＫソフトウェア 生活・道徳・特活
シュンペイは学校でうんこをする仲間を馬鹿にしていた。ある日シュンペイはおなかをこわし、校内の
目立たないトイレにかけこむ。そこでいじめられっ子の清水に会い、ひょんなことからトイレに絵を飾る
ことになり、ものをキレイに大事に使う意識に目覚めていく

●

Z02107 H15年度 中学生日記なんで二十歳？ 27 ＮＨＫソフトウェア 生活・道徳・特活
ツッパリ生徒で喫煙常習者のアユミとマイは「タバコは二十歳から」と責められ「二十歳になるとタバコ
は体によくなるのか」と反発。二十歳までいけない理由はどこで調べてもわからなかったが、「根本正」
という名前にたどりつく。

●

Z02108 H15年度 中学生日記あぶない煙 27 ＮＨＫソフトウェア 生活・道徳・特活
ある日校内の女子トイレでボヤ騒ぎがあった。犯人はおとなしく目立たない生徒。先生は、「タバコを
吸うとカッコイイ」「タバコを吸うと太らない」ということが誤りだということ喫煙の常習が思わぬ問題行動
へ発展していくことを自作の実験器具で生徒に伝える。

●

Z02109 H15年度 中学生日記４日の彼 27 ＮＨＫソフトウェア 生活・道徳・特活
トモミとタカアキは小学校以来の幼なじみ。タカアキはトモミに密かに想いを寄せている。これといった
趣味もなく、自分に自信がもてないトモミは自分の友達が片想いしている先輩と付き合い始め、友達
から無視される。タカアキにも愛想を尽かされたトモミは…。

●

Z02110 H15年度
かく・つくる・あそぶ社会性を育む幼児の表現活
動

20 株式会社リュック 家庭教育 ０歳からの子どもの表現活動の発達を追いながら、やがて友達とイメージを共有して仲良く遊ぶ。 ●

Z02111 H15年度 ぼけと向きあう日々痴呆性老人の介護 46 東京シネ・ビデオ株式会社 スポーツ・健康
千葉市稲毛区にあるデイサービス施設「稲毛ホワイエ」週３回大勢の痴呆性老人がやってくる。内藤
信子さんもそのひとりで、一見落ちついた症状だが、介護する家族には混乱と疲弊の時期があった。
「ぼけ」を否定するのではなくそのまま受容することが大切である

●

Z02112 H15年度
その時歴史が動いた「肉を切らせて骨を断つ」～
織田信長捨て身の復讐戦戦国編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
信長は妹のお市を浅井長政に嫁がせ、同盟を結んでいた。しかし長政が突如信長を裏切ったため、
信長は姉川で長政と義兄弟の戦いを強いられる。そして夫と兄の戦いを前に、お市も苦悩する。お市
はいかなる運命をたどるのか。そして長政はなぜ裏切ったのか。

●

Z02113 H15年度
その時歴史が動いた「徳川家康三方原の大ばく
ち」～敗れて学ぶ覇者の哲学戦国編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
東海の小大名だった徳川家康は、無敵の騎馬軍団を擁する名将・甲斐の武田信玄と三方原台地で決
戦を迎える。家康は信玄が仕掛けた巧妙な罠にはまってしまう。家康はなぜ敗れ、そして敗北から何
を学び、後の天下統一にどう生かしたのか。

●

Z02114 H15年度
その時歴史が動いた「本能寺の変」～信長暗
殺！闇に消えた真犯人戦国編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
信長の仕打ちに恨みを抱いた光秀が、突発的に起こしたと言われてきた本能寺の変。しかし近年、室
町幕府の将軍や公家達も関与した集団的なクーデターであった説が注目されている。最新の研究成
果をもとに、日本の歴史を大きく変えた暗殺事件の背後の闇に迫る。

●

Z02115 H15年度
その時歴史が動いた「羽柴秀吉なぞの敵前退
却」～賤ヶ岳合戦・勝利の秘策戦国編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
織田信長亡き後、天下の覇権を握ろうとする羽柴秀吉。その前に立ちはだかる柴田勝家。両者は近
江賤ヶ岳で決戦を迎える。互いににらみ合う持久戦の中、秀吉は、突然敵前で兵を引き陣内をもぬけ
の殻にするという行動をとる。それは秀吉が仕掛けた巧妙な罠だった。

●

Z02116 H15年度
その時歴史が動いた「伊達政宗、百万石への挑
戦」戦国編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
東北随一の勢力を誇った戦国大名独眼竜・伊達政宗。しかし政宗が天下を狙おうとした時には、すで
に秀吉・家康によって天下の趨勢は決まっていた。何度も百万石の野望をうち砕かれながらも、あきら
めずに夢をかなえた伊達政宗の行き方を描く。

●

Z02117 H15年度
その時歴史が動いた「満州事変　関東軍独走
す」日中・太平洋戦争編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
満州における関東軍参謀、石原莞爾の謀略により引き起こされた満州事変。関東軍はその後中国東
北地方の全域を占領してしまう。なぜ日本は関東軍の独走を追認し、そして戦争への道を進んでいっ
てしまったのか。

●
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Z02118 H15年度
その時歴史が動いた「三国同盟締結　松岡洋右
の誤算」～ぼく一生の不覚～日中・太平洋戦争
編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
１９３３年２月スイス・ジュネーブで開かれた国際連盟・臨時総会会場で、満州国建国の非難を各国か
ら浴びた日本の首席全権・松岡洋右は会議半ばで会場を去る。その後国際連盟を脱退し、１９４０年
に日独伊三国同盟を締結した日本の運命を描く。

●

Z02119 H15年度
その時歴史が動いた「戦艦大和沈没」～大鑑巨
砲主義の悲劇日中・太平洋戦争編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
極秘に建造され、終戦直後には機密保持のため資料が焼却された戦艦大和。帝国海軍がその威信
をかけて建造した戦艦大和は、どのような経緯で造られ、なぜその威力を発揮できないまま沈没した
のか。そして沈没の瞬間、何があったのか。

●

Z02120 H15年度
その時歴史が動いた「昭和天皇とマッカーサー
会見の時」～日本を動かした１枚の写真日中・
太平洋戦争編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
終戦直後、昭和天皇と連合国軍最高司令官マッカーサーとが並んだ写真。戦後日本の行方を決める
会見の時に撮られたこの写真は、新聞に掲載され、日本の国民に改めて敗戦を実感させるものとなっ
た。戦後日本の運命を決定づけた初会見の時を描く。

●

Z02121 H15年度
その時歴史が動いた「ラストエンペラー最後の
日」～満州国と皇帝・溥儀～日中・太平洋戦争
編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
１９３２年に中国・東北地方に忽然と現われた「満州国」はわずか１３年で歴史から姿を消した。最近、
中国では建国神廟の発掘調査が行われ、その中でラストエンペラー溥儀の知られざる実像が次第に
明らかになってきた。「満州国」とは何であったのかを探る。

●

Z02122 H15年度
イソップ物語１ウサギとカメ・しったかぶりのサ
ル・アリとセミ

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
のろのろ歩いているカメをばかにしたウサギ。そこでカメとウサギは山の上まで競走することにしまし
た／船が沈み海に投げ出されたサルをイルカが助けてくれましたが…／暑い夏の日、気持ちよく鳴く
セミとせっせと働くアリ。やがて冬が来て…

●

Z02123 H15年度
イソップ物語２北かぜとおひさま・まがったかお・
カエルの王さま

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
旅人のマントをどちらが早くぬがせるかで、北かぜとおひさまが力くらべをすることになりましたが…／
はじめて山を下りて馬を見た子ぎつねがオオカミに教えてもらおうとしましたが…／ある日、池のカエ
ル達が自分達の王様がほしいと神様にお願いしました。

●

Z02124 H15年度
イソップ物語３ライオンとネズミ・畑にうめたたか
らもの・やせたオオカミ

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
ネズミなんかに何ができるとばかにしていたライオンですが…／まじめなお百しょうさんはなまけもの
のむすこたちのことが心配で…／山で自由に生きるオオカミはおなかをすかしてやせていましたが人
にかわれている犬はごちそうをもらって太っていました。

●

Z02125 H15年度
イソップ物語４いなかのねずみと町のねずみ・け
んかしたウシ・さるの王さま

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
町へやってきたいなかのねずみはごちそうにびっくり。しかし…／なかよし５匹の牛をライオンが食べ
たくてねらっていましたが、いつもいっしょでチャンスがありません…／ライオンが死んでかわりに王様
になったサル。そんなサルをねたんだキツネがささやきます

●

Z02126 H15年度
イソップ物語５木こりと金のおの・空からおちたカ
メ・森のばん人

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
おのを川におとした二人の木こり。正直な木こりとうそつきの木こりは…／空を飛んでみたいと思った
カメは、オオワシにたのんで空へ連れていってもらいましたが…／森のばん人のむすめをおよめさん
にほしいというライオン。そこでばん人はある条件を出しました

●

Z02127 H15年度
イソップ物語６こな屋とロバ・お百しょうさんとい
たずらキツネ・ひつじかいの少年

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
ロバを売りに出かけた親子。ロバに乗ったりロバをかついだり…／お百しょうさんは麦畑をあらしたキ
ツネをつかまえてこらしめましたが…／ひつじかいの少年は「オオカミが来た」とうそを叫び、村の人が
あわてるのを喜んでいました。

●

Z02128 H15年度
イソップ物語７まねしたカラス・王さまになれな
かったカササギ・キツネとぶどう

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
あるカラスが、ワシが子ひつじをさらうのをみてまねをします。でも失敗してつかまってしまいます／鳥
の王さまをえらぶことになりカササギは他の鳥達の美しい羽を集め立派になりましたが…／キツネが
ぶどうを取って食べようとしますがどうしても届きません…。

●

Z02129 H15年度
世界の童話１ピーターパン・そんごくう・ももたろ
う

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
子供だけの夢の島からやってきたピーターパンとティンカーベル。そのふたりと、ふわり空へ…／石か
ら生まれたそんごくうは、さんぞうほうしのお供をして、てんじくへむかいます。／ももから生まれたもも
たろうはすくすく育ち、やがて鬼たいじへ出発します。

●

Z02130 H15年度
世界の童話２アラジンと魔法のランプ・アリババ
のぼうけん・はなさかじいさん

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
魔法のランプを手に入れお金持ちになったアラジン。でも魔法使いは、そんアラジンを見逃しません。
／「ひらけ、ゴマ」アリババのゆめとぼうけんの物語。／しょうじきじいさんのポチはとてもりこうな犬で、
“ここほれワンワン”となくのでほってみると宝が…。

●

Z02131 H15年度
世界の童話３たからじま・王さまの耳はロバの
耳・一休さん

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
たからさがしにでたジム少年たち。しかしかいぞくシルバーも仲間に加わりさあたいへん。／王さまの
耳がロバの耳だと知った男は、それを誰かに言いたくなります。／とてもよくとんちがはたらく一休さん
は、いじわるなおとなたちをギャフンといわせてしまいます

●

Z02132 H15年度
世界の童話４白鳥のみずうみ・ねむりの森のひ
め・つるのおんがえし

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
魔法使いに白鳥にされたオデット姫。そこに王子様があらわれて…／百年間眠りについていたお姫様
のお城に、すてきな王子様があらわれて…／わなにかかってケガをしたつるを助けた与ひょう。ある雪
の夜、おつうという美しい女が与ひょうをたずねてきます。

●

Z02133 H15年度 世界の童話５青いとり・ゆきの女王・ゆきおんな 40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
しあわせの青い鳥をさがして旅にでたチルチルとミチル。その青い鳥はどこに…？／ゆきの女王のお
城へ連れていかれた友達のカイをすくおうとゲイルの旅が始まります。／吹雪の夜にあらわれたゆき
おんなは、みの吉の父をころしてしまいました…。

●

Z02134 H15年度
世界の童話６ジャックとまめの木・マッチうりの少
女・かさじぞう

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
たいせつな牛をまめと交換してしまったジャック。でもそれはふしぎなマメでした。／こごえながらマッチ
を売る少女。マッチのほのおの中に少女のゆめがうかんでやがて…。／とてもまずしい夫婦におじぞ
うさんが、カサをかぶせてくれたお礼にやってきました。

●

Z02135 H15年度
世界の童話７ふしぎの国のアリス・ガリバー旅行
記・うらしま太郎

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
うさぎを追いかけてふかい穴に落ちてしまったアリスは不思議の国へ。／船がしずんでひとり海にただ
よったガリバーがたどりついた国は小さな人が支配する国でした。／子どもたちにいじめられていたカ
メを助けたうらしま太郎はりゅうぐうじょうへ行きますが…

●

Z02136 H15年度
世界の童話８おやゆびひめ・にんぎょひめ・かぐ
やひめ

40 株式会社コアラブックス 一般映画・アニメ
小さくてかわいいおやゆびひめはかえるやこがね虫やもぐらに結婚を申し込まれ困ってしまいます。
／王子さまに恋したにんぎょひめはまじょに頼んで人間の姿になりましたが…。／竹の中からでてきた
かぐやひめは、美しくせいちょうしましたが…。

●

Z02137 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第一巻「思ひ出」の
謎～生家と昔噺～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「思ひ出」は実に不思議な小説です。幼い修治にとって、叔母のきゑが世界のすべてというのは奇妙
な生活環境だったと言えるでしょう。事実太宰は、小学校へ入る直前まできゑを自分の母だと思い込
んでいました。

●

Z02138 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第二巻「魚服記」の
秘密～作家の原風景～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
滝壷で茶店を営みながら山中で一人炭を焼く父親。茶店の店番をする赤毛で野性的な娘のスワ。二
人の会話で衝撃的なのは、いわば実存主義的とも言える不条理の感覚と虚無感が共通して秘められ
ていることです。

●

Z02139 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第三巻「ロマネスク」
の夢～リアリズムへの反抗～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
仙術太郎と喧嘩次郎衛と嘘の三郎はいずれも作者の分身と見てよいでしょう。この逆説的な滑稽小
説において反時代的で無頼派の嘘つきこそ誠の芸術家で、これからは我々の天下だ…と、自然主義
リアリズムに対抗する、新たなロマン派の出発宣言を行っているのです。

●

Z02140 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第四巻「道化の華」
の実験～わが国初のメタフィクション～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
太宰を知るものにはすぐに鎌倉心中事件を小説化したもの、とわかる設定ですが、作者を思わせる大
庭葉蔵とは別に「僕」という語りてが随所に出没し、作中人物や作品そのものを批評します。日本文学
に前例のない実験的な小説であることに間違いありません。

●
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Z02141 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第五巻「満願」・「富
嶽百景」～愛という単一神～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
太宰は常に富士山と対峙する場所で、文学と人生の転機を迎えます。前期の作品が不吉な「死」の影
に被われているのに対して、この小説は眩しいばかりの「生」の輝きにあふれています。それには精神
病院で出会った聖書の影響がありました。

●

Z02142 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第六巻「女生徒」～
自意識のドラマ～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
思春期の男女を悩ませる「自意識」の問題。太宰はこの「自意識」の分析と描き方がまことに巧みな作
家でした。「女生徒」は一人の少女の繊細な内面が驚くほどのきめ細かさで描かれ、女性読者は「な
ぜこんなに私のことがよくわかるんだろう」と感心するでしょう。

●

Z02143 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第七巻「走れメロ
ス」・「駈込み訴へ」～口承文芸の魅力～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
七五の韻律を帯びた「走れメロス」体言止めを多用した「駈込み訴へ」。太宰の語り口と文体には、書
き言葉よりもはるかに長い歴史をもつ口承文芸の膨大な遺産が受け継がれ、うまく生かされて脈々と
息づいているのです。

●

Z02144 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第八巻「お伽草紙」
～最高の喜劇作者～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
太宰ほど面白くておかしい小説を書く作家はいないと思います。太宰治を私小説系統の作家として見
る人は少なくないと思いますが、いわゆるパロディーにおいてわが国の文学史上最高の腕前を見せた
作家でもあるのです。

●

Z02145 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第九巻「冬の花火」
～戦後への失望～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
戦後の太宰の作品には実存の虚無と不安の感覚が蘇り、暗い影がさしてきます。太宰は戦後の改革
とは名ばかりで、みんな一斉に同じ方向へ動く日本人の性質が、昔からまるで変わっていないことを
見抜き、深く絶望していたのです。

●

Z02146 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第十巻「ヴィヨンの
妻」・「櫻桃」～悲痛なる逆説～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
言うまでもありませんが、子供より親が大事、というのは逆説です。いかに子供を案じ、家庭を大事に
思っていたか…しかし太宰はひたすら読者を面白がらせ喜ばせるために、実生活を犠牲にし、文字通
り命を磨り減らしていたのです。

●

Z02147 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第十一巻「人間失
格」・「斜陽」～希望と絶望の谷間～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
作品の中の太宰は常にフェミニストでした。母胎への回帰を夢見てきた過去に反して、母の死後、恋と
革命への戦闘開始宣言をするところは、太宰が初めて母胎からの離脱を志し、その祈りを女主人公
の強さに託したものだと考えられます。

●

Z02148 H15年度
人間大学　太宰治への旅　第十二巻「津輕」～
作者にとっての真実～

30 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
実母と信じていた叔母と引き裂かれて以来、生涯にわたり母性への憧れと母胎回帰願望を抱き続け
た太宰。「津輕」はまさに「母を訪ねて三千里」の物語であると言ってよいでしょう。

●

Z02149 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第１巻液晶
執念の対決瀬戸際のリーダー・大勝負

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
急速に進歩するＩＴ革命に必須の「液晶」。シャープ研究所、リーダー和田は米国大手企業でさえ実用
化をあきらめた「液晶表示装置」の開発に打ち込むが、プロジェクトに集まったのは何も知らない新入
社員と開発に失敗した技術者たちであった。

●

Z02150 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第２巻耳を澄
ませ　赤ちゃんの声伝説のパルモア病院誕生

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
３０人に１人が死亡したという４０年前の出産事情。京都府立医科大学教授の小児科医・三宅廉は縦
割り医療の限界を感じ、「パルモア病院」を設立する。日本初の新生児医療を興し、日本の医療界に
革命を起こした医師たちの感動のドラマを描く。

●

Z02151 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第３巻日本初
のマイカー　てんとう虫　町をゆく家族たちの自
動車革命

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和３０年代に一軒家と同じほど高価だった「自動車」は如何にして庶民の足・家族向け「マイカー」に
変貌したのか。富士重工業の技術者たちの執念が不可能と言われた４人乗り軽自動車を世に送り出
すまで、彼らと家族の物語を描く。

●

Z02152 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第４巻霞ヶ関
ビル　超高層への果てなき闘い

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
日本初の超高層ビル・霞ヶ関ビルは昭和４３年に完成した。鹿島建設の二階盛は、３５歳以下の技術
者を揃え、日本初の難工事に挑む。後に「二階学校」と呼ばれる１５０名のプロジェクトが完成させた、
地震に強い柔構造ビルとは…。

●

Z02153 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第５巻炎上
男たちは飛び込んだホテルニュージャパン・伝
説の消防士たち

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和５７年２月８日。一昼夜にわたって燃え続け、犠牲者３３人を出す大惨事となった巨大ホテルか
ら、奇跡的に救出された６６人。東京消防庁の精鋭部隊「特別救助隊」の隊長・高野甲子雄ら、今も語
り継がれる消防士たちの救出劇を克明に描く。

●

Z02154 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第６巻通勤
ラッシュを退治せよ世界初・自動改札機誕生

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ラッシュの混雑時を劇的に解消しただけでなく、銀行のＡＴＭのもととなった画期的な「夢の装置」。立
石電機（現オムロン）社長が「立石電機７人の侍」と呼ばれた若手を集め、完成までに８年を費やした
磁気技術の革命とは…。その壮絶な開発物語を描く！

●

Z02155 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第７巻逆転
田舎工場　世界を制すクオーツ・革命の腕時計

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
今や全世界の９８％のシェアを占めるクオーツクリスタル腕時計。信州の小さな時計工場が熱意と執
念で奇跡の時計開発に挑み、超小型化、超省電力化を完成させるまでの極めて困難な道のり。故郷
の復活をも賭けた男・山崎久夫の、世界への挑戦が明らかになる。

●

Z02156 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第８巻絶体絶
命　６５０人決死の脱出劇土石流と闘った８時間

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
平成５年８月６日。１００年に一度と言われる集中豪雨が鹿児島を襲う。警察官・有村新市は取り残さ
れ、逃げ場を失ったパニック寸前の６５０人に、決死の避難誘導をはじめたが、そこへ再び土石流が
…。

●

Z02157 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第９巻炎のア
ラビア　一発必中　油をあてろ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
敗戦、油田開発の禁止。昭和２７年独立した日本は遂に油田確保に乗り出す。実業家・山下太郎は
「アラビア石油」を設立し、サウジヘ。「一発目で石油をあてる」絶対的使命の前に、想像を絶する酷
暑、妨害、火災事故が技術者を苦しめる…。

●

Z02158 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅲ期　第１０巻起死
回生　アラビアの友よ巨大油田に挑んだ技術者
たち

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
油田開発に命懸けで取り組んだ男たちのシリーズ後編。日本を襲ったオイルショック。大量の石油を
求め日本は石油技術者・細井弘を難所中の難所・アブダビに送る。日本の血脈、石油の安定確保に
挑んだ男達の執念のドラマ！

●

Z02159 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第１巻レー
ザー　光のメスで命を救え倒産工場と脳外科医
の闘い

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「殺人光線」と呼ばれたレーザー光線を医療に用いるレーザーメス。一人の脳外科医・滝沢は小さな
町工場とともに開発に乗り出す。数々の問題を乗り越え実用化を果たした医師と技術者達の執念のド
ラマを描く。

●

Z02160 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第２巻魔法の
ラーメン　８２億食の奇跡カップめん・どん底から
の逆転劇

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
２０世紀の食生活を劇的に変えた食品「カップめん」。日清食品の若手技術者達の開発は困難を極
め、試作品は問屋から「ホンマにたべもんかいな」と拒絶され…。食品加工技術の限界に挑んだ若者
とアイデア社長の熱き戦い。

●

Z02161 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第３巻謎のマ
スク　三億円犯人を追え鑑識課指紋係・執念の
大捜査

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
東芝府中三億円強奪事件は昭和５０年に時効を迎え、警察の信頼を揺るがした…。昭和６１年、再び
起きた三億円事件に鑑識課指紋係の男たちが挑む。鑑識という仕事に誇りを賭け、リベンジを果たし
た男達のドラマ。

●

Z02162 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第４巻アン
コールワットに誓う師弟の絆

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
内戦で無惨に破壊されたアンコールワット。生き残った遺跡保存官から修復を依頼された大学教授と
石職人はカンボジアへ。伝統的な石職人の技術を現地に伝え、修復を試みるが、カンボジアの若者
は次々と辞めてゆく…。

●

Z02163 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第５巻王が眠
る　神秘の遺跡父と息子・執念の吉野ヶ里

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
平成元年、佐賀県の小さな丘、吉野ヶ里から発見された弥生時代の巨大遺跡は、九州での高い文化
の存在を示し、日本中の注目を集めた。多くの観光客を集め、古代史ブームを巻き起こした陰には、
大地と格闘した親子とそれを支えた人々の情熱の物語があった。

●
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Z02164 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第６巻炎を見
ろ　赤き城の伝説首里城・執念の親子瓦

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
かつて沖縄に栄えた「赤い城」・首里城は、昭和２０年の沖縄戦で崩れ去った。復元プロジェクトには
気品ある赤色と５万５千枚の瓦の復元という、大問題が立ちはだかっていた…。ふるさとの誇りを取り
戻すため、幻の赤い城の復活に挑んだ人々のドラマを描く。

●

Z02165 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第７巻ゆけ
チャンピィ　奇跡の犬日本初の盲導犬・愛の物
語

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「一人で自由にどこでも歩いて行きたい」１８歳で失明し、大学中退を余儀なくされた青年と、会社が倒
産し、結核を患った技術者は、盲導犬誕生に命を賭けた。日本初の盲導犬・チャンピィを生んだ人々
の愛と絆の物語を描く。

●

Z02166 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第８巻決断
命の一滴白血病・日本初の骨髄バンク

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
毎年五千もの人々が発病する血液のガン・白血病。薬で完治する３分の１以外は、血液を作る骨髄を
他人から移植する「骨髄移植」しか手だてがない。白血病患者の命を救うかけがえのない制度「骨髄
バンク」実現に挑んだのは、元患者と移植を担当した医師だった。

●

Z02167 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅳ期　第９巻あさま
山荘　衝撃の鉄球作戦

86 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
閑静な軽井沢の別荘地を突如襲った大事件「あさま山荘事件」。動員された警官は延べ３万５千人。１
０日間２１９時間に及ぶ攻防は、日本犯罪史上最長の人質救出劇となった。突入作戦を陰で支え続け
た多くの住人・陰の立役者にスポットを当てる。

●

Z02168 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第１巻国産コ
ンピューター　ゼロからの大逆転日本技術界
伝説のドラマ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和４９年、富士通が開発した一台のコンピューターが世界を驚愕させた。ＮＡＳＡにも輸出された、初
の国産コンピューターである。開発したのは、昭和２０年代小さな電話機製造メーカー富士通信機製
造株式会社の技術者、池田敏雄。世界の巨人ＩＢＭに挑む。

●

Z02169 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第２巻運命の
Ｚ計画世界一売れたスポーツカー伝説

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「フェアレディーＺ」　発売直後にアメリカ市場を席巻し、スポーツカーとしては世界一の１４０万台の売
上げを記録した伝説の名車である。開発の陰にあった、日の当たらない自動車マンたちの執念のドラ
マを描く。

●

Z02170 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第３巻わが友
へ　病床からのキックオフＪリーグ誕生　知られ
ざるドラマ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
かつて界の舞台に遠く及ばなかった日本サッカー界。不治の病に倒れた元サッカー選手、木之本興
三の「地域密着のプロリーグを作りたい」という情熱に一度はサッカーを捨てた男達が集結する。Ｊ
リーグ創設に命を賭けた男達の情熱と友情を描いたドラマである。

●

Z02171 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第４巻制覇せ
よ　世界最高峰レースマン島・オートバイにかけ
た若者たち

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和３６年、オートバイのオリンピック「マン島ＴＴレース」で、ホンダのマシンが１位から５位まで独占
し、世界の度胆を抜いた。日本人初の快挙の裏に「友の夢を果たす」という男達の想いを描く。

●

Z02172 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第５巻桜ロー
ド　巨木輸送作戦

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
桜は繊細で幹に傷がついただけで枯れてしまうため、移植は「絶対不可能」とされてきた。しかし、「せ
めて桜だけでも別の場所に移して故郷を残したい」ダムに沈む村の人々の思いは前代未聞のプロジェ
クトを立ち上げた。

●

Z02173 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第６巻男たち
の復活戦　デジタルカメラに賭ける

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
この不況の中、猛烈な勢いで売上げを伸ばしている「デジタルカメラ」しかし世界で初めてデジカメを大
ヒットさせたカシオ計算機の若き技術者達の道のりは決して楽ではなかった。夢をあきらめず、デジカ
メ開発を続けた若者達の１０年に及ぶ執念のドラマである。

●

Z02174 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第７巻幸せの
鳥トキ　執念の誕生

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
かつて数百万羽いたトキは、昭和５６年には６羽になっていた。佐渡の高校教師・佐藤春雄と、トキ保
護センターの若き技師近辻宏帰たちが立ち上がった。アジアの鳥を蘇らせようと、半世紀にわたり執
念を燃やし続けた人々の、国境を越えたドラマ。

●

Z02175 H15年度
プロジェクトＸ挑戦者たち第Ⅴ期　第８巻家電元
年　最強の営業マン立つ勝負は洗濯機

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和２８年、日本初の噴流式洗濯機が登場した。挑んだのは三洋電機社長井植歳男。「女性の家事
に機械はいらない」と笑われた男性中心社会に「伝説の営業マン」井植が挑んだ。これは「お客の心」
にこだわり、日本の家電時代を切り開いた男達の熱きドラマである

●

Z02178 H15年度
宇宙未知への大紀行　第１集ふりそそぐ彗星が
生命を育む

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
地球誕生から４６億年。私たち地球の生命は、宇宙の活動と密接に関係して生きてきた。太古の昔、
原始地球に彗星が飛来し大量の塵をまき散らした。誕生・絶滅・進化私たちは広大な宇宙と深く結び
ついている。

●

Z02179 H15年度
宇宙未知への大紀行　第２集地球外生命を探
せ

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
広大な宇宙に生命の住む星は地球だけなのか。宇宙に生命を探す試みが行われている。木星の衛
星エウロパの大氷原の下に広大な海が広がっていることが確認された。生命が存在している可能性
もあると言われる。はたして地球外文明をつけることはできるのか。

●

Z02180 H15年度
宇宙未知への大紀行　第３集火星へのはるかな
旅

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
今世紀前半にも人類は火星に到着するかもしれない。最新の研究結果によると火星の地下には大量
の水が眠り生命存在の可能性も高いという。様々な困難を克服し、人類が夢に抱き続けてきたこの壮
大な冒険に旅立つ日は、そう遠くはない。

●

Z02181 H15年度
宇宙未知への大紀行　第４集惑星改造～もうひ
とつの地球が生まれる

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
火星に到達した人類は、この不毛の星を改造し地球と同じような環境を作り上げていく。温室効果ガ
スを放出し温度を上げ、地下に眠る水を表面に戻し、川や海を蘇らせる。このテラフォーミングにより、
もう一つの地球となった火星に、人類は移住するのだという。

●

Z02182 H15年度
宇宙未知への大紀行　第５集１５０億年の遺産
～生命に刻まれた星の生と死～

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
人間の体は、宇宙のどこかで死んでいった星の屑で形作られている。誕生直後の宇宙に存在したの
は水素とヘリウムだけ。星々が誕生し死の大爆発を繰り返す内に、炭素・酸素・鉄などの重い元素が
作り出されてきたのである。

●

Z02183 H15年度
宇宙未知への大紀行　第６集もうひとつの地球
を探せ

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
広大な宇宙に望遠鏡を向け、地球に似た惑星を探す惑星ハンターたち。様々な観測から私たちの太
陽系が如何に幸運に恵まれたかが明らかになってきた。いま、太陽系誕生のシナリオが書き直されつ
つある。

●

Z02184 H15年度
宇宙未知への大紀行　第７集ブラックホール～
銀河を揺るがす謎の天体～

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
宇宙には、１０００億個を越える銀河が存在する。これらの銀河がどの様に分布しているのか、大宇宙
の詳細な地図作りも進んでいる。その結果、銀河は無秩序に散らばっているのではなく、規則的な構
造を持っていることも分かってきた。

●

Z02185 H15年度
宇宙未知への大紀行　第８集宇宙に終わりはあ
るのか

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「宇宙の始まりと終わり」が神話から、観測で確かめられる時代に入ろうとしている。宇宙はどの様に
終るのか。最新の観測が１つの答えを出した。宇宙の膨張が加速していることが確認され、宇宙は暴
走し止めどなく膨らんで行くと言う。

●

Z02186 H15年度
宇宙未知への大紀行　第９集～エピローグ～宇
宙は生命に満ちているか

49 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
生命が生まれた星は地球だけなのか。宇宙に他の文明は存在するのか。この謎に満ちた問いを解き
明かす手がかりを私たちは手にしつつある。大宇宙を舞台に人間・生命の起源と行方に迫る壮大なス
トーリーを描く。

●

Z02187 H15年度 染井家の火の用心 16 ジャパンホームビデオ（株） 生活・道徳・特活
火災は１件でも少なく！防火は日頃の注意が大切です。「防火の手引き」でおなじみの染井家の面々
が、日常生活を舞台に防火のポイントを解説！わかり易く、親しみ易く、学習できます。覚えたその日
から実行できることばかり！身近な防火教育、決定版。

● ●

Z02188 H15年度 ふれあいの場づくり 20 株式会社リュック 生活・福祉
地域住民が自らの手でスポーツ・レクリエーション活動の運営を始め、地域のコミュニティを図っていく
中で町がいきいきとしてきた事例を取り上げ、地域活動を活発にするにはどうしたらよいのかを考えて
いきます。

●
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Z02189 H15年度 セピア色の風景 55 共和教育映画社 生活・道徳・特活
今も差別が残っている現実を知り、身近にある差別を見逃さず、積極的に取り組むことの大切さを学
んで下さい。差別を受けた人の心の痛みは消えません。そして差別した側にも苦しみが残ることに気
づいて下さい。

● ● ●

Z02190 H15年度 おしえて！アグリ 30 農林放送事業団 産業・技術
島崎俊郎が農林水産業の現場からフレッシュな話題をリポートします。農業や農村の役割などについ
て紹介する「たんぼへ出かけよう」と、私たちにとって大切な食生活について紹介する「だいじょうぶ？
あなたの食生活」の２話が入っています。

●

Z02191 H15年度 悪徳商法手口集 30 東映株式会社　教育映像部 生活・福祉 悪徳商法にだまされないために、いろいろな悪徳商法の手口を知り、かしこい消費者になりましょう。 ●

Z02192 H15年度
みんないっしょに高齢社会と青少年のボランティ
ア活動

20 株式会社リュック 生活・福祉
青少年のボランティア活動の手引きとして高齢社会の現状を理解し、ボランティア活動の視野を広げ
るために先駆的な活動事例を紹介し、その魅力をわかりやすく伝えようというものです。

● ● ●

Z02193 H15年度
チャレンジ！ボランティア自分の時間をいかすボ
ランティア学習

20 株式会社リュック 生活・道徳・特活
自分の時間をいかして、いきいきとボランティア活動に取り組む小学生の姿をとらえ、身近で見つける
ことができるボランティア活動にチャレンジしてもらおうというものです

●

Z02194 H15年度 稚内発　学び座ソーランの歌が聞こえる 102 グルーヴコーポレーション 一般映画・アニメ
昭和６０年代。当時、校内暴力で「日本一荒れた学校」と報道された学校が日本最北端の街にあっ
た。その稚内南中学校を再建するために取り組む教師、両親。そして街ぐるみでの取り組みののち、
やがて思いがけない変化が…。実際に起きた感動的な物語である。

●

Z02195 H15年度
気づくことがはじめの一歩男女共同参画社会を
築くために

24 東京シネ・ビデオ株式会社 生活・福祉
「男女共同参画社会基本法」が制定され、真に男も女も性別にとらわれることなく対等に認め合い、助
け合っていく社会をつくるために、まず、地域や家庭からそれぞれの意識を変えていくことが大切で
す。

●

Z02196 H15年度 しらんぷり 21 東映株式会社　教育映像部 一般映画・アニメ アキラはドンチャンがいじめられているのを目撃しました。が… ●

Z02197 H15年度 赤いカーネーション 10 東映株式会社 一般映画・アニメ 昔から毎年行っている行事の中で「母の日」を取り上げました。 ●

Z02198 H15年度 真実一路 140 松竹 一般映画・アニメ
人それぞれの生き方の相違から味わされる多くの悲喜劇の中に、己の真実に生きようとする女の真
の相克。

●

Z02199 H15年度 お嬢さん社長 94 松竹 一般映画・アニメ 新鮮な魅力と恋と唄！あふれる笑いと人情のにじむ明朗大作。 ●

Z02200 H15年度 シミキンの拳闘王 74 松竹 一般映画・アニメ
金六は自転車屋の息子だが無類の拳闘王である。今日もおやじの幸吉、妹の夏子、恋人の富江たち
の目をぬすんでアマチュア拳闘大会に出たが…。

●

Z02201 H15年度 シミキンのオオ市民諸君 69 松竹 一般映画・アニメ
南海の無人島。正義の人と闇取引に生きる人達の闘争から、これらの人々が真実の愛にめざめてい
く姿を描く喜劇。

●

Z02202 H15年度 還って来た男 68 松竹 一般映画・アニメ
明るく健康的なヒマワリの様な一帰還軍医中尉の瞳に、久し振りに映った、なつかしいものは日本の
風景だった。

●

Z02203 H15年度 とんかつ大将 95 松竹 一般映画・アニメ
亀の子長屋に住む「とんかつ大将」の俗称で親しまれる青年医師が長屋取壊しを画策する悪徳弁護
士と対決。

●

Z02204 H15年度
エルネット「オープンカレッジ」で大学のキャンパ
スに早変わりＰａｒｔ２～質問もしてみよう～

20 高等教育情報化推進協議会 教育方法・学習者
エル・ネット「オープンカレッジ」をとり入れて、生涯学習の充実を図る長野県松本市、山形県尾花沢市
の事例を取り上げます。

●

Z02205 H15年度 手をつなぐ海と森 20 日本水産資源保護協会 産業・技術
秋田県象潟町における水産資源の保護培養の様子を紹介し、森を大切にすることで、漁場環境を守
ることにつながる意味を考えます。

●

Z02206 H15年度
我らあおもり地球市民シリーズ「地域をサポート
する人たち」①白神の風に吹かれて　②みんな
で子育て支援

30 ＲＡＢ青森放送 家庭教育
①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を描
きます。②県内で子育てをサポートしている方々の活動に関わる意義や喜びにふれ、地域の子育て
支援について考えます。

●

Z02207 H15年度
我らあおもり地球市民シリーズ「地域をサポート
する人たち」③ふれあい家族のコミュニケーショ
ン　④「わいぐ」でいくぞ！

30 ＲＡＢ青森放送 家庭教育
③子どもとコミュニケーションがうまくとれない親が増えてますが、親子が向き合いながらの子育ち・親
育ちについて考えます。④弘前市市民参画センター、八戸市民活動サポートセンター「わいぐ」につい
て資金以外での市民活動への支援の必要性を考えます。

●

Z02208 H15年度
我らあおもり地球市民シリーズ「地域をサポート
する人たち」⑤下北は未来半島　⑥生涯学習
フェア２００２

30 ＲＡＢ青森放送 趣味・芸術
⑤むつ市で活動する劇団未来半島が公募の市民らと一緒に、演劇を通した地域づくりの可能性につ
いて考えます。⑥「生涯学習フェア２００２」を通して、学ぶ喜びと生涯学習について考えます。

●

Z02209 H15年度
我らあおもり地球市民シリーズ「地域をサポート
する人たち」⑦形のない美術館　⑧女性たちの
チャレンジ

30 ＲＡＢ青森放送 趣味・芸術
⑦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。⑧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
青森県男女共同参画研究所を設立した女性達の想いを伝えます。

●

Z02210 H15年度
我らあおもり地球市民シリーズ「地域をサポート
する人たち」⑨ＮＰＯって何？　⑩私たち提案し
ます！

30 ＲＡＢ青森放送 生活・福祉
⑨ＮＰＯとは何か。今、何故ＮＰＯなのか。地域活動をしている団体との違いは何か。「ＮＰＯ」をまるご
と取り上げます。⑩「青い森ファンド」から助成金を得るために、自分たちの活動を提案する団体を通
して、地域活動と資金について考えます。

●

Z02211 H15年度
我らあおもり地球市民シリーズ「地域をサポート
する人たち」⑪おらほのラジオ　⑫子どもはみん
なの宝

30 ＲＡＢ青森放送 生活・福祉
⑪地域の創造に寄与しようとするＦＭ局（ＦＭアジュール、ＢｅＦＭ、ジャイゴウェーブ、アップルウェー
ブ）の姿を描きます。⑫演劇公演や読み聞かせ、自然体験などのボランティア活動を紹介し、県民誰
もができる子育て支援の必要性と意義を考えます。

●
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Z02212 H15年度 赤毛のアンアンの青春完全版Ｖｏ１ 110 ＳＨＶ松竹ホームビデオ 一般映画・アニメ
アンの青春完全版（前編）アンの強さ、優しさ、アンを取り巻く人々へのより深い愛情が詰まっていま
す。人々の優しさに触れ感動する場面が私たちの心に切なく響き渡ります。

● ● ● ●

Z02213 H15年度 赤毛のアンアンの青春完全版Ｖｏ２ 120 ＳＨＶ松竹ホームビデオ 一般映画・アニメ
アンの青春完全版（後編）アンの強さ、優しさ、アンを取り巻く人々へのより深い愛情が詰まっていま
す。人々の優しさに触れ感動する場面が私たちの心に切なく響き渡ります。

● ● ● ●

Z02214 H15年度
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ〈豊か
な言語生活をめざして〉２コミュニケーションの
「丁寧さ」「ほめる」というはたらきかけ

45 国立国語研究所 国語科
このビデオは、「コミュニケーションの『丁寧さ』」と「『ほめる』というはたらきかけ」の二部構成になって
います。テーマをめぐって様々な状況や人物を描いた寸劇や短い解説の入った、いわば「素材集」の
形になっています。

● ● ● ●

Z02215 H15年度 日本のエネルギー　光と影１ 45 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて専
門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（エネルギーってなに）

● ● ●

Z02216 H15年度 日本のエネルギー　光と影２ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて専
門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第１回：石油はいつまでもつか）（第２回：魔法の水　石
油）（第３回：日本の石油の供給は・・）

● ● ●

Z02217 H15年度 日本のエネルギー　光と影３ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて専
門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第４回：安定供給の絆）（第５回：最後の手段石油備蓄）
（第６回：誰が決めるの？原油価格）

● ● ●

Z02218 H15年度 日本のエネルギー　光と影４ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて専
門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第７回：救世主の天然ガスⅠ）（第８回：救世主の天然ガ
スⅡ）（第９回：見直される石油資源）

● ● ●

Z02219 H15年度 日本のエネルギー　光と影５ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第１０回：化石燃料　今後の役割）（第１１回：いま　地
球で何が）（第１２回：温暖化防止への取り組み）

● ● ●

Z02220 H15年度 日本のエネルギー　光と影６ 60 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第１３回：省エネ最前線）（第１４回：暮らしの中の省エ
ネ）

● ● ●

Z02221 H15年度 日本のエネルギー　光と影７ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第１５回：新エネルギーとは）（第１６回：新エネルギー
普及への課題）

● ● ●

Z02222 H15年度 日本のエネルギー　光と影８ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
います。（第１７回：原子力ってなに？）（第１８回：原子力発電所災害への備え）（第１９回：事故からの
教訓原子力の安全策）

● ● ●

Z02223 H15年度 日本のエネルギー　光と影９ 75 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第２０回：核燃料サイクル）（第２１回：放射性廃棄物）
（第２２回：世界の原子力発電）

● ● ●

Z02224 H15年度 日本のエネルギー　光と影１０ 60 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第２３回：石油をめぐる国際情勢）（第２４回：世界の資
源戦略と外交）

● ● ●

Z02225 H15年度 日本のエネルギー　光と影１１ 60 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（第２５回：小さい頃から積み重ね　身に付く教育を）
（第２６回：持とう「危機意識」地域・家庭で行動を）

● ● ●

Z02226 H15年度 日本のエネルギー　光と影１２ 45 経済産業省資源エネルギー庁 産業・技術
シリーズ「日本のエネルギー光と影」では、石油、天然ガス、石炭、環境、省エネなどの分野に分けて
専門家が詳しく、わかりやすく解説しています。（クイズで知るエネルギーの将来）

● ● ●

Z02227 H15年度 八戸三社大祭 20 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

八戸三社大祭は、県南地方最大の祭りです。祭り本来の意義や起源を紹介し、約２８０年の歴史と伝
統を語る八戸三社大祭の全容に迫ります。

●

Z02228 H15年度 日本の山村地球を守り、生命をはぐくむ森林 20 農林放送事業団 生活・福祉
大切な森林を守り育てるボランティアの活動や、木材を有効利用する取り組みなど、日本各地の山村
の事例を紹介し、人と自然が共生する循環型社会を考えます。

● ● ●

Z02229 H15年度 親子で育む「素晴らしき青春期」こころの応援歌 26 文部科学省 家庭教育
「思春期」をキーワードとして、専門家からのアドバイス、子どもたち自身からの声などを集めていま
す。子育てのヒントとして、ぜひお役立てください。

●

Z02230 H15年度
アグリンの農林水産ワールド森と海の役割って
なあに？

13 （社）農林放送事業団 産業・技術
地球の温暖化を抑制する森と海のはたらきを中心に、その多様な機能を紹介し、守っていくことが、い
かに大切か気づかせる。

●

Z02231 H15年度 薬物乱用防止教室効果的な指導のために 70 文部科学省 生活・道徳・特活
青森県弘前市立小沢小学校での薬物乱用防止教室を企画から実施、評価、まとめまでを記録しまし
た。他にも２校での事例を取り上げています。

● ●

Z02232 H15年度 Ｔｈａｔ’ｓ預金保険制度　改訂版 17 金融広報中央委員会 生活・福祉
預金をはじめとする金融商品がどのように保護されるのかを、「知らせる」だけでなく、「理解してもら
う」ことを狙いとしてわかりやすく制作しています。

●

Z02233 H15年度
地域こぞって子育てを！薬丸裕英が聞く樋口先
生の育児支援ガイド

28 社団法人　日本広報協会 家庭教育
①子育ての相談をめぐる支援策とその活動　②保育施設をめぐる支援策とその活動　③仕事と子育
ての両立をめぐる支援策とその活動　④政府の子育て支援

●

Z02234 H15年度
はじめよう！通学合宿いしかり・子どもの宿の活
動

28 国立教育政策研究所 生活・道徳・特活
北海道石狩市の通学合宿から　①通学合宿の意義　②通学合宿の仕方　③通学合宿の運営の方法
以上についてわかりやすく解説します

●

91/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z02235 H15年度 自然再生の川づくり自然と人が共生するために 31 東京シネ・ビデオ株式会社 生活・福祉
愛知県豊田市の公園を例に　①川の水質改善　②自然再生の川づくり　③行政と住民の協力　以上
について分かりやすく解説します。

●

Z02236 H15年度 ハンセン病を正しく理解し共に生きるために 20 青森県健康福祉部健康医療課 家庭教育
ハンセン病について　①ハンセン病は確実に治る病気です　②きわめてうつりにくい病気です　③遺
伝病ではありません　以上について分かりやすく解説します

●

Z02237 H15年度 文部科学省選定三味線ってカッコいい！！ 24 東京シネ・ビデオ株式会社 芸術科
中学生の三味線を使った授業の様子や人間国宝である杵屋五三郎氏の演奏を取り入れ三味線の魅
力がわかるように工夫を凝らしたビデオです。

●

Z02238 H15年度
中学校社会科（歴史的分野）発見・体験！食事
の移り変わりを調べよう～身近な生活から歴史
を発見する～

22 学研ビデオ 社会科
次の５テーマから構成されている。１．縄文時代の食事を体験しよう。２．日本の食事の移り変わり。
３．江戸時代の食事を再現しよう。４．西洋から伝えられた料理。５．現代の食事。

●

Z02239 H15年度
現職教員用（文部科学省選定）確かな学力ネッ
トワーク活用法

22 日本シネセル株式会社 産業・技術
ＩＴ活用のビデオである。学校の研修向けに制作されている。①つくば市立竹園東小学校の例　②つく
ば市立谷田部東中学校の例　③富山県・滑川市立西部小学校の例　以上の事例を紹介します

●

Z02240 H15年度
文部科学省特別選定森の”聞き書き甲子園”―
名手・名人に学ぶ―

20 株式会社日本映画社 生活・道徳・特活
高校生が森や山と関わる分野ですぐれた技や知見を持つ森の名手・名人を取材して、その言葉を文
字に残して記録する取り組みを紹介しながら森を守り育て関わることの大切さを学び自らのあり方や
生き方について気づき成長していくことを目的にした教材です。

●

Z02241 H15年度
文部科学省特別選定年長さんがつくったおばけ
やしき生活発表会に向けて

23 岩波映像株式会社 家庭教育
５歳児１１月、先生や友達と一緒に生活発表会に向かう姿がありのままに映し出されています。幼児
教育に携わる方々の幼児理解や指導の在り方について理解を深めるためのビデオです。

●

Z02242 H15年度
文部科学省特別選定こころつくりこころ伝え中学
校・高等学校美術教材ビデオ

22 株式会社桜映画社 芸術科
美しい自然や芸術に親しみ自分の心を育み、心の栄養をたくさん蓄え、自分らしい心を表現し伝える、
自由な創作活動を展開させる動機付けを目指した教材です。

● ●

Z02243 H15年度
文部科学省特別選定いいとこみつけた中学年
の造形遊び

21 日本シネセル株式会社 芸術科 中学年向けのビデオである。①造形遊びの楽しさ　②学び方のヒント　以上について解説します ●

Z02244 H15年度
文部科学省特別選定ＣＨＡＮＧＥ！～新しい学
習指導要領で変わるもの～

22 株式会社　毎日ＥＶＲシステム 教育方法・学習者
・新しい学習指導要領とは何か　・授業が変わるのか　・総合的な学習の時間とは　・学校が変わると
は　の４つのテーマで構成され家庭・地域社会と学校の関わり方を示唆する内容である。

●

Z02245 H15年度
文部科学省特別選定豊かな心を育てる体験活
動～地域と連携する学校～

20 株式会社リュック 生活・道徳・特活
小学校や中学校において、教職員の方々が中心となり、地域の方々と連携して様々な体験活動を展
開する様子を紹介しながら、今の学校の在り方を示唆する内容である。

●

Z02246 H15年度
文部科学省特別選定危険の予測で交通安全
を！

20 共和教育映画社 生活・道徳・特活
日常生活での交通安全に関して、目に見える危険や見えない危険が潜んでいることを理解でき、安
全な行動がとれるように工夫を凝らしたビデオです。

●

Z02247 H15年度
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ〈豊か
な言語生活をめざして〉１相手を理解する言葉
の背景を見つめると

37 東京シネ・ビデオ株式会社 国語科
第１話「すみません」のコミュニケーション。第２話いきいき方言。第３話丁寧な言葉はどんなときに？。
第４話ほめるのは難しい。第５話「あいまいな言葉」の中に。第６話多様性を見つめての全６部構成。

● ● ●

Z02248 H15年度
世界の人と馬の文化シリーズ天空の秘境を駆け
る－カンゼチベット族の馬祭－

45 農林放送事業団 学術・教養 中国・四川省の西にそびえる標高７０００ｍ級の峰々。チベット族の雄大な馬祭りを紹介します。 ●

Z02249 H15年度
連続テレビ小説シリーズ私の青空－総集編－
上巻きっと広がる、あなたの青空。

118 ＮＨＫソフトウェア 一般映画・アニメ
本州最北端の大間町を舞台としたドラマのビデオ化映像。　　　　第一回「お父さん、太陽だよ！お父さ
んにそっくりだよ！」　第二回「僕がお父さんのこと聞いたって、お母さんには内緒だよ。」全２回

●

Z02250 H15年度
連続テレビ小説シリーズ私の青空－総集編－
下巻きっと広がる、あなたの青空。

118 ＮＨＫソフトウェア 一般映画・アニメ
本州最北端の大間町を舞台としたドラマのビデオ化映像。　　　　第三回「いい子だ。鼻っ柱強いけど
の。」　第四回「ありがとう、なずな……全部。」　全２回

●

Z02251 H15年度
第１講　初級入門編　こうすれば子供と対話が
できるひきこもり完全脱出マニュアル

60 ビーイー・エデュケーション 家庭教育
ひきこもりに至る経緯から回復させるための方策を紹介。高校生で不登校に陥り、その後、５年間ひき
こもり状態に陥った青年の事例をドラマ仕立てで再現。家族や周囲がどのように対応するかをわかり
易く解説。

●

Z02252 H15年度
第２講　思春期対応編　不登校とひきこもりひき
こもり完全脱出マニュアル

60 ビーイー・エデュケーション 家庭教育
ひきこもりに至る経緯から回復させるための方策を紹介。突然、不登校状態に陥った中学生への対応
に戸惑う家族の様子をドラマ仕立てで再現したもの。不登校から脱却させるためのご家族や先生方の
心構えを分かり易く解説。

●

Z02253 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産①　さわやか自然百
景セレクション無限の造化　不思議の島々

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。礼
文島・夏　北海道・利尻島　北海道・天売島　小笠原諸島

●

Z02254 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産②　さわやか自然百
景セレクション魅惑の南西諸島

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。屋
久島・春　沖縄・慶良間のサンゴ礁　沖縄・ヤンバルの森　西表島・亜熱帯の森

●

Z02255 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産③　さわやか自然百
景セレクション生命のふるさと　海と半島

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。知
床・流氷の海　知床半島・羅臼岳　三陸海岸　高知・足摺岬

●

Z02256 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産④　さわやか自然百
景セレクション大いなる霊峰

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。富
士山・夏　晩秋・富士山　大雪山・秋　鳥取・大山の四季

●

Z02257 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産⑤　さわやか自然百
景セレクション四季を彩る　万緑の樹林

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。白
神山地　北アルプス・乗鞍岳　武蔵野の雑木林　奈良・吉野山

●
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Z02258 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産⑥　さわやか自然百
景セレクション七色の輝き　神秘の湖

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。阿
寒湖　摩周湖　秋・十和田湖　琵琶湖

●

Z02259 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産⑦　さわやか自然百
景セレクション豊潤の大湿原

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。北
海道・湿原の夏・サロベツ原野　釧路湿原・春　尾瀬　美濃地方のわき水

●

Z02260 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産⑧　さわやか自然百
景セレクション大地を潤す　清流と渓谷

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。新
潟・阿賀野川　黒部峡谷　中国山地・江の川　高知・四万十川

●

Z02261 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産⑨　さわやか自然百
景セレクション風薫る高原

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。上
高地　初夏・八幡平　長野・戸隠高原　阿蘇・大草原

●

Z02262 H15年度
列島縦断　日本の自然遺産⑩　さわやか自然百
景セレクション自然の驚異　奇景群

60 ＮＨＫ北海道ビジョン 学術・教養
日本列島に遺された美しい大自然を、壮大なスケールで描き上げた感動のドキュメンタリービデオ。鳥
取砂丘　秋吉台　東京湾　有明海

●

Z02263 H15年度
その時歴史が動いた志ある者よ　立ち上がれ～
獄中の出会いが生んだ吉田松陰の思想～幕末
編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ＮＨＫ放送ビデオ。最も輝ける瞬間、最も劇的な一瞬。人間のドラマ。「生きた歴史」を伝える。吉田松
蔭を中心とした内容。安政６年（１８５９年）４月７日。吉田松蔭、草莽崛起を唱え歴史が始まる。

●

Z02264 H15年度
その時歴史が動いた幕末　京都炎上～長州・久
坂玄瑞、志に散る～幕末編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ＮＨＫ放送ビデオ。最も輝ける瞬間、最も劇的な一瞬。人間のドラマ。「生きた歴史」を伝える。長州・久
坂玄瑞についての内容。元治元年（１８６４年）７月１９日。長州藩、禁門の変に敗れ歴史が動いた。

●

Z02265 H15年度
その時歴史が動いた奇兵隊　決起せよ！～高
杉晋作挙兵の時～幕末編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ＮＨＫ放送ビデオ。最も輝ける瞬間、最も劇的な一瞬。人間のドラマ。「生きた歴史」を伝える。高杉晋
作挙兵の時の内容。元治元年（１８６４年）１２月１５日。高杉晋作、長州下関で決起し、歴史が動い
た。

●

Z02266 H15年度
その時歴史が動いた坂本竜馬　幕末の日本を
動かす～薩長同盟成立の時～幕末編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ＮＨＫ放送ビデオ。最も輝ける瞬間、最も劇的な一瞬。人間のドラマ。「生きた歴史」を伝える。坂本竜
馬を中心とした内容。慶応２年（１８６６年）１月２１日。薩長同盟成立の日から歴史が動いた。

●

Z02267 H15年度
その時歴史が動いた新選組　鳥羽伏見に散る
～旧幕府軍大敗北の真相～幕末編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
ＮＨＫ放送ビデオ。最も輝ける瞬間、最も劇的な一瞬。人間のドラマ。「生きた歴史」を伝える。慶応４
年（１８６８年）１月６日。鳥羽伏見の戦いで旧幕府軍敗北から歴史が動いた。

●

Z02268 H15年度 中学生のボランティア活動 19 リュック 生活・道徳・特活
中学生が様々な人と交流し、いろいろなことを学んでいる姿をとらえ、ボランティア活動の意味を考え
す。

●

Z02269 H15年度 危険の予測で交通安全を！ 20 共和教育映画社 生活・道徳・特活 日常生活の中で生じる危険を予測し、回避する方法を身につけるためのビデオです。 ●

Z02270 H15年度 えいごリアン１－① 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。①英語でＨｉ！みんな友だち　②友だちは今日は元気かな？　③
教えて、きみの家族のこと　④こまったときは、聞いてみよう

●

Z02271 H15年度 えいごリアン１－② 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑤ふしぎなものがいっぱいあるね！　⑥きみの町はどんな町？
⑦だれにでもあるよね、すき・きらい　⑧ぼくの言うとおりにやるんだよ！　全４話

●

Z02272 H15年度 えいごリアン１－③ 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑨数えるのって楽しいね！　⑩教えて、きみの得意わざ　⑪さ
あ、何して遊ぼうか？　⑫これ、だれの？ぼくのだよ　全４話

●

Z02273 H15年度 えいごリアン１－④ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑬知らない道もこわくない　⑭今日は何年、何月、何日？　⑮大
変！時計を忘れちゃった！　⑯ぼくスパゲッティ、きみはなに？　全４話

●

Z02274 H15年度 えいごリアン１－⑤ 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑰好きなものは何？　⑱Ｈｅｌｌｏ！そっちの天気はどう？　⑲友だ
ちのことがとても心配　⑳だめだよ！あっ、ごめん　全４話

●

Z02275 H15年度 えいごリアン２－① 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。①あいさつから始めよう！　②えっ！これ何？あれ何？　③人の
好みはいろいろ　④ちょっと！どこへ行くの？　全４話

●

Z02276 H15年度 えいごリアン２－② 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑤知らない子がやって来た　⑥どんどん数えてみよう！　⑦そ
れって、いつだっけ？　⑧いい物、見せてあげようか？　全４話

●

Z02277 H15年度 えいごリアン２－③ 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑨さあ、ゲームだ！ゲームだ！　⑩クイズの達人は誰だ？　⑪
じゃあ、何時に来られるの？　⑫友だちからのプレゼント　全４話

●

Z02278 H15年度 えいごリアン２－④ 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑬ねぇ、ぼくにもやらせて！　⑭ねぇ、これ知ってる？　⑮お願
い！それを見せて　⑯今日は何して遊ぶ？　全４話

●

Z02279 H15年度 えいごリアン２－⑤ 61 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ。⑰ぼくが道案内するよ！　⑱いちばん欲ばりなのは誰？　⑲あの
ね、これ頼める？　⑳気楽にいこうよ！　全４話

●

Z02280 H15年度
マザーグース　英語のうたアルファベットのうた
ほか全１０曲

23 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を背景に１曲１曲ごとの「振り」や遊びを収録し、生き生きした子供たちの表情や
親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①アルファベットのうた　②１０人
のインディアン　全１０曲

●
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Z02281 H15年度
マザーグース　英語のうたメリーさんの羊　ほか
全１０曲

23 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を背景に１曲１曲ごとの「振り」や遊びを収録し、生き生きした子供たちの表情や
親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ハンプディ・ダンプティ　②メ
リーさんの羊　③ゆかいな牧場　他全１０曲

●

Z02282 H15年度
マザーグース　英語のうたハッピー・バースディ・
トゥ・ユー　ほか全１０曲

23 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を背景に１曲１曲ごとの「振り」や遊びを収録し、生き生きした子供たちの表情や
親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①太郎さんの赤ちゃん　②お誕
生日のうた　他全１０曲

●

Z02283 H15年度
マザーグース　英語のうたロンドン橋　ほか全１
０曲

23 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を背景に１曲１曲ごとの「振り」や遊びを収録し、生き生きした子供たちの表情や
親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ロンドン橋　②こげこげボート
③ルービー・ルー　他全１０曲

●

Z02284 H15年度
マザーグース　英語のうたヒコリ・ディコリ・ドック
ほか全１０曲

23 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を背景に１曲１曲ごとの「振り」や遊びを収録し、生き生きした子供たちの表情や
親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ヒコリ・ディコリ・ドック　②＜イ
ギリス版＞大きな栗の木の下で　他全１０曲

●

Z02285 H15年度
クリスマス　英語のうたジングルベル　ほか全１
０曲

23 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を背景に１曲１曲ごとの「振り」や遊びを収録し、生き生きした子供たちの表情や
親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ドレミの歌　②男の子は何でで
きてるの？　他全１０曲

●

Z02286 H15年度
マザーグース　英語のうたジャックとジル　ほか
全１１曲

25 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を紹介しつつ、「あそび」のある曲には、そのあそびを収録し、生き生きした子供
たちの表情や親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ジャックとジル
他全１１曲

●

Z02287 H15年度
マザーグース　英語のうたゾウが一とうおさんぽ
へ　ほか全１１曲

25 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を紹介しつつ、「あそび」のある曲には、そのあそびを収録し、生き生きした子供
たちの表情や親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ゾウが一とうおさ
んぽへ　②６羽のあひる　他全１１曲

●

Z02288 H15年度
マザーグース　英語のうたヤンキー・ドゥードゥ
ル　ほか全１２曲

25 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を紹介しつつ、「あそび」のある曲には、そのあそびを収録し、生き生きした子供
たちの表情や親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①ヤンキー・ドゥー
ドゥル　他全１２曲

●

Z02289 H15年度
マザーグース　英語のうたねんねん、あかちゃ
ん　ほか全１１曲

25 日本コロムビア株式会社 外国語科
イギリスの美しい風景を紹介しつつ、「あそび」のある曲には、そのあそびを収録し、生き生きした子供
たちの表情や親と子のふれあい、生活などが楽しい歌とともにご覧いただけます。①動物たちが行進
だ！行進だ！　他全１１曲

●

Z02290 H15年度
マザーグース　英語のうたおじいさんの古時計
ほか全２０曲

29 ビクターエンタテインメント 外国語科
英語圏の子どもたちがみんなで歌い、遊んだり踊ったり、暮らしの中に取り入れている映像にふれな
がら、「マザーグース」の楽しい世界に親しんでください。①おじいさんの古時計　②おめかししましょ
他全２０曲

●

Z02291 H15年度
マザーグース　英語のうた野球の試合に連れ
てって　ほか全２０曲

35 ビクターエンタテインメント 外国語科
英語圏の子どもたちがみんなで歌い、遊んだり踊ったり、暮らしの中に取り入れている映像にふれな
がら、「マザーグース」の楽しい世界に親しんでください。①野球の試合に連れてって　他全２０曲

●

Z02292 H15年度 雨にぬれた碑明日への伝言 23 （株）ＮＨＫ情報ネットワーク 学術・教養
高松空襲から５８年が経ち、遺族の望んだ慰霊碑が完成しました。このビデオは、戦災の記憶を平和
の祈りとして、明日へと伝えるものです。

●

Z02293 H15年度
小学校６年社会・総合的な学習（「国際理解」対
応）世界のみんなの笑顔のために国際協力と日
本ＯＤＡ開発教育ネット

22 （株）ＮＨＫプロモーション 社会科
世界中にみんながしあわせになるために、日本がどのような国際協力をしているか小田（ＯＤＡ）家の
ファミリーが紹介します。

●

Z02294 H15年度
シリーズ歴史を学ぶ②菅江真澄の旅　第ニ巻い
では　みちの奥　身にまからん青森・津軽編

44 （株）ポルケ
青森の歴史・伝統・く
らし

青森・津軽編　解説：東北の旅を始めて２年目、真澄は凄惨なケガチの実態を目にする。故郷に三河
と異なる風土への関心を深めていく。

●

Z02295 H15年度
シリーズ歴史を学ぶ②菅江真澄の旅　第五巻い
では　みちの奥　身にまからん青森・下北編

42 （株）ポルケ
青森の歴史・伝統・く
らし

青森・下北編　解説：下北には、津軽半島と並んでアイヌの影が色濃く存在する。辺境の象徴のように
言われる恐山で、真澄はロシア船の来航を知る。下北も、粟・稗の里。北方につながる世界の存在を
実感する。

●

Z02296 H15年度 ＮＨＫスペシャル白神山地　命そだてる森 60 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
青森県南西部と秋田県北西部にまたがる白神山地は、世界最大級のブナの原生林が広がる地域が
１９９３年、世界遺産に登録されている。白神山地の貴重な自然を、厳冬期から１年間ハイビジョン映
像で撮影し、絶えず循環している生命の深さと不思議さを探求する。

●

Z02297 H15年度 ためしてガッテン１特集！がん徹底予防術 73 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
ふだんの生活の「なぜ？」「どうして？」について、合点がいくまで調査。番組の中で特に気になる「健
康」シリーズをビデオ化。第１巻　特集！がん徹底予防術

●

Z02298 H15年度
ためしてガッテン２特集　後悔しない！糖尿病予
防術

73 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
ふだんの生活の「なぜ？」「どうして？」について、合点がいくまで調査。番組の中で特に気になる「健
康」シリーズをビデオ化。第２巻　特集　後悔しない！糖尿病予防術

●

Z02299 H15年度 ためしてガッテン３リンパ腺で健康 85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
ふだんの生活の「なぜ？」「どうして？」について、合点がいくまで調査。番組の中で特に気になる「健
康」シリーズをビデオ化。第３巻　リンパ腺で健康　①今年のカゼ対策　②むくみスッキリ解消法

●

Z02300 H15年度
ためしてガッテン４知って得する！中性脂肪の
真実

86 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
ふだんの生活の「なぜ？」「どうして？」について、合点がいくまで調査。番組の中で特に気になる「健
康」シリーズをビデオ化。第４巻　知って得する！中性脂肪の真実、続　知って得する！中性脂肪の真
実

●

Z02301 H15年度
ためしてガッテン５常識が変わる！コレステロー
ルの新事実

85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
ふだんの生活の「なぜ？」「どうして？」について、合点がいくまで調査。番組の中で特に気になる「健
康」シリーズをビデオ化。第５巻　常識が変わる！コレステロールの新事実、続　コレステロールの新
事実

●

Z02302 H15年度
「地球人になろう」シリーズ小学生のボランティア
入門

28 株式会社リュック 生活・道徳・特活
小学生向けにボランティア活動の意味を説明。ビデオの内容　これからの世界は　地球は　そして　ひ
とりひとりの人間は　どう変わっていくのでしょうか。ボランティア学習は、そんな問いから出発します。

●

Z02303 H15年度
スクール・イン・アクション　小学生シリーズまち
に出よう　ボランティア学習考える・見つける・
やってみる

20 株式会社リュック 生活・道徳・特活
ボランティア学習の進め方を具体的に示し、自分たちにもいろいろなことができることに気づかせる。
自分のしてみたいことを見つけ、体験し、社会に役立つ活動につなげていく活動です。

●
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Z02304 H15年度 感染症シリーズ感染する病気 15 学研 保健体育科
病気の原因はいろいろあるが、感染経路、感染を防ぐ方法を解説。このビデオの主な内容　●プロ
ローグ　●感染とは　●感染経路　●エピローグ　全４題

●

Z02305 H15年度 感染症シリーズエイズを知ろう 12 学研 保健体育科
エイズに関する正しい知識を提供。ビデオの主な内容　●プロローグ　●エイズという病気　●エイズ
と性感染症　●エイズについての正しい知識　●エピローグ　全５題

●

Z02306 H15年度 感染症シリーズ性感染する病気 12 学研 保健体育科
性感染症の感染のしくみを解説。このビデオの内容。●プロローグ　●性感染症とは　●性感染症の
恐ろしさ　●エピローグ　全４題

●

Z02307 H15年度 国際共同制作地球白書①大量消費との決別 59 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・福祉
世界２０カ国にのぼる現地取材を通して、人類と自然が共存していける地球の将来像を描き大きな反
響を呼んだハイビジョン番組をビデオ化。消費・浪費型社会システムから循環型社会システムへ大変
革を迫られた新たな取り組みについて。

● ● ●

Z02308 H15年度
国際共同制作地球白書②巨大都市　未来への
選択

59 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・福祉
世界２０カ国にのぼる現地取材を通して、人類と自然が共存していける地球の将来像を描き大きな反
響を呼んだハイビジョン番組をビデオ化。２１世紀の都市型生活について紹介する。

● ● ●

Z02309 H15年度 国際共同制作地球白書③９０億人をどう養うか 59 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・福祉
世界２０カ国にのぼる現地取材を通して、人類と自然が共存していける地球の将来像を描き大きな反
響を呼んだハイビジョン番組をビデオ化。飽食が招いた地球の危機をどう乗り越えるかについて考え
る。

● ● ●

Z02310 H15年度 国際共同制作地球白書④大いなる自然の恵み 59 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・福祉
世界２０カ国にのぼる現地取材を通して、人類と自然が共存していける地球の将来像を描き大きな反
響を呼んだハイビジョン番組をビデオ化。自然保護と経済を両立させるための政策転換について考え
る。

● ● ●

Z02311 H15年度 国際共同制作地球白書⑤新エネルギー革命 59 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・福祉
世界２０カ国にのぼる現地取材を通して、人類と自然が共存していける地球の将来像を描き大きな反
響を呼んだハイビジョン番組をビデオ化。石油から新しいクリーンエネルギーへの最新開発技術とライ
フスタイルの変化を紹介。

● ● ●

Z02312 H15年度
国際共同制作地球白書⑥私たちの惑星　２１世
紀　市民の力

59 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・福祉
世界２０カ国にのぼる現地取材を通して、人類と自然が共存していける地球の将来像を描き大きな反
響を呼んだハイビジョン番組をビデオ化。環境を守るために個人が実践できることは何かを考える。生
活スタイルを実践するヒントがある。

● ● ●

Z02313 H15年度 火事からみんなを守る！ 15 学研 社会科
ビデオの内容　①こわい火事　②消防署を訪ねて　③消防署の仕事といろいろな工夫　④火事が起き
たら　⑤みんなで防ぐ火事　全５題

●

Z02314 H15年度 交通事故からみんなを守る！ 13 学研 社会科
ビデオの内容　①こわい交通事故　②交通事故を防ぐ　③事故が起きたら　④安全にくらせる町の工
夫　⑤交番のおまわりさんの仕事　⑥交通事故をなくそう　全６題

●

Z02315 H15年度 スーパーマーケットのひみつ 13 学研 社会科
ビデオの内容　①スーパーマーケットを調べよう　②買う人の願いをかなえる　③買いやすさの工夫
④働く人の努力　⑤お客さんとともに　⑥店で働く人を調べよう　全６題

●

Z02316 H15年度 農家のしごとおいしい米をつくる 13 学研 社会科
ビデオの内容　①稲穂って見たことある？　②米をつくる農家を訪ねて　③おいしい米づくり　④米が
できた！　⑤農家の仕事を調べよう　全５題

●

Z02317 H15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 株式会社ナトコ 技術・家庭・産業
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　動物看護士・トリマー・動物訓練士の仕事。

● ●

Z02318 H15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 株式会社ナトコ 技術・家庭・産業
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　歯科衛生士・歯科技工士の仕事

● ●

Z02319 H15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 株式会社ナトコ 産業・技術
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。介護福祉士・理学療法士・作業療法士の仕事

● ●

Z02320 H15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 株式会社ナトコ 技術・家庭・産業
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　美容師・リフレクソロジスト・スポーツインストラクターの仕事

● ●

Z02321 H15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 株式会社ナトコ 生活・道徳・特活
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　フードコーディネーター・パン職人・料理人の仕事

● ●

Z02322 H15年度
知りたい仕事ライブラリー⑥ＣＧクリエイター・Ｗ
ｅｂデザイナー

66 株式会社ナトコ 産業・技術
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　ＣＧクリエイター・Ｗｅｂデザイナーの仕事

● ●

Z02323 H15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 株式会社ナトコ 産業・技術
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　一級建築士・測量士・鳶職の仕事

● ●

Z02324 H15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 株式会社ナトコ 産業・技術
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　コンシェルジェ・ウェイター・フロント・施設管理の仕事

● ●

Z02325 H15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 株式会社ナトコ 産業・技術
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　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の仕事

● ●

Z02326 H15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 株式会社ナトコ 産業・技術
様々な職業の場で働く先輩の日々の仕事ぶりを紹介し働く意味と、実際の仕事の内容を理解させま
す。ビデオの内容　エディター・ミキサー・フォトグラファーの仕事

● ●
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Z02327 H15年度 テレビ寺子屋講師　中山靖雄 45 テレビ静岡 生活・福祉
日常の身近な問題を考えます。演題　■まっさらな心　■いのちのつながり　全２題　講師－伊勢青少
年研修センター所長　中山靖雄、手話通訳－青柳美子

● ● ●

Z02328 H15年度 テレビ寺子屋講師　樋口恵子 45 テレビ静岡 生活・福祉
日常の身近な問題を考えます。演題　■私の車イス生活　■仕事と子育て　両立ライフ　全２題　講師
－東京家政大学教授　樋口恵子、手話通訳－青柳美子

● ● ●

Z02329 H15年度 テレビ寺子屋講師　尾木直樹 45 テレビ静岡 生活・福祉
日常の身近な問題を考えます。演題　■新しい『荒れ』の時代　■迷惑をかける子育てのすすめ　全２
題　講師－教育評論家　尾木直樹、手話通訳－青柳美子

● ● ●

Z02330 H15年度 テレビ寺子屋講師　鈴木一光 45 テレビ静岡 生活・福祉
日常の身近な問題を考えます。演題　■家庭は小さな社会　■子どもの群れが消えて…　全２題　講
師－（財）児童健全育成推進財団常務理事　鈴木一光、手話通訳－青柳美子

● ● ●

Z02331 H15年度
その時歴史が動いた三国志英雄伝　奇跡の風、
長江に吹く～孔明の知略・天下三分の計～義士
武勇編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「２０８年１２月／赤壁の戦い」武将・劉備と天才軍師・孔明。戦乱の世に秩序を取り戻し、人々が平和
に暮らすことのできる新天地を築き上げる夢を持った二人に、運命の大勝負の時がやってくる。中国
の歴史を動かした三国志最大の激戦、その決定的瞬間を描く。

●

Z02332 H15年度
その時歴史が動いた三国志英雄伝　死せる孔
明　中国を動かす～千年の時をこえる教え～義
士武勇編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「２３４年８月２３日／三国志の天才軍師・諸葛亮（孔明）死す」新国家・蜀の建国からわずか二年後、
劉備は志半ばにしてこの世を去る。残された孔明は劉備の民衆のための国家を築くという志を果たす
ため、宿敵・魏に対し総力を挙げて戦いを挑む。

●

Z02333 H15年度
その時歴史が動いた忠臣蔵　父と子の決断～
赤穂浪士討ち入りの時～義士武勇編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「元禄１５年(１７０２年）年１２月１４日／赤穂浪士、吉良邸討ち入り」家老大石内蔵助と息子・主税（ち
から）、父と子が様々な試練を乗り越え四十七士の絆を固め、ついには主君のあだ討ちを果たす瞬間
を描く。

●

Z02334 H15年度
その時歴史が動いた激突　武田信玄と上杉謙
信～川中島の戦い、両雄決戦の時～義士武勇
編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「永禄４年（１５６１年）９月１０日／川中島合戦で、武田信玄と上杉謙信が激突」戦国を代表する両雄
の４度目の対決は、知謀と武力の限りを尽くす総力戦となった。戦国時代でもまれといわれる激戦は、
逆転につぐ逆転の末、意外な決着へと向かう。

●

Z02335 H15年度
その時歴史が動いたこの難を逃げ候こと　本懐
にあらず～改革者・大久保利通　暗殺の悲劇～
義士武勇編

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「明治１１年（１８７８年）５月１４日／大久保利通暗殺される」明治新政府をうち立て、近代国家建設を
始めようとしたその時、非業の死を迎える。大久保が抱いた構想は、後輩の政治家達に受け継がれ
て実を結び、日本は近代国家として大きく発展することになる。

●

Z02336 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第１巻運命の最終テスト
～ワープロ・日本語に挑んだ若者たち～

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養 累計３千万台を売り上げ、国民的商品となったワープロの執念の開発物語を描く。 ●

Z02337 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第２巻革命トイレ　市場を
制す

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
いままで、「ご不浄」と呼ばれ、不潔の代名詞だったトイレのイメージを「快適」「清潔」に変えた「温水洗
浄便座」。今や世界商品となった革命トイレに挑んだ技術者たちの物語。

●

Z02338 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第３巻突破せよ　最強特
許網　新コピー機　誕生

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
アメリカで最強の特許網に守られた製品、コピー機。挫折を味わった技術者と日陰で耐えた特許マ
ン。そして、男たちの運命を切り開いた一台の複写機。世界の技術者たちに語り継がれる伝説の逆転
劇。

●

Z02339 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第４巻魔の山大遭難　決
死の救出劇

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
北アルプスの立山連峰、岩と雪の殿堂と言われる剱岳。剱の刃先のごとく連なる鋭い絶壁。尾根から
足を踏み外せば、深い谷に吸い込まれる「魔の山」。昭和４１年１月、剱岳で最悪の大量遭難が発生。
生死をかけ、山岳救助に挑んだ若者達の熱きドラマ。

●

Z02340 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第５巻日米逆転！コンビ
ニを作った素人たち

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
「コンビニの誕生」に粉骨砕身し、日本の流通に革命を起こした小売りの素人たちの熱い闘いと、日米
逆転劇の物語を描く。

●

Z02341 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第６巻世界最大の船　火
花散る闘い

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和４１年、横浜で世界最大の船の建造が始まった。当時、世界中のタンカーは欧米の石油メジャー
に握られていた。世界最大の船体工事、現場の指揮を託されたのは石川島播磨重工業の技術者、南
崎邦夫３８歳。造船王国・日本の誇りを賭けた人々の壮絶なドラマ。

●

Z02342 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第７巻衝撃のペルー　男
たちは生き抜いた～人質１２７日間のドラマ～

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
平成８年１２月１７日、世界を震撼させる大事件が南米・ペルーで起きた。日米大使公邸人質事件であ
る。事件発生から１２７日目、ペルー政府が強行突入した。激しい銃撃戦が繰り広げられ、人質がいた
部屋は、赤い炎で包まれた。絶体絶命の人質の運命は…。

●

Z02343 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第８巻爆発の嵐　スエズ
運河を掘れ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
地中海と紅海を結ぶスエズ運河。昭和３６年、エジプトの国家プロジェクトとして始まった運河の拡幅
増深工事、その主役となったのがポンプ船の「スエズ号」。日本の海洋土木技術の威信をかけ、国際
舞台に挑んだ男たちの壮絶なドラマ。

●

Z02344 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第９巻執念のテレビ　技術
者魂３０年の闘い

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
大正１５年、浜松市の工業学校一室で、手書きの「イ」の字を電子画面に映し出すというテレビ実験が
若き研究者、高柳健次郎によって行われた。ここからテレビの時代が始まった。テレビに賭けた一人
の技術者とそれを支えた仲間たちの３０年にわたる壮大なドラマ

●

Z02345 H15年度
プロジェクトＸ第Ⅵ期　第１０巻太平洋１万キロ
決死の海底ケーブル

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和４０年代、国際電話はアメリカが牛耳っていた。昭和６３年、日本とアメリカ双方からケーブルを敷
き、太平洋の真ん中でドッキングさせる日米共同プロジェクトが始まった。情報の大動脈を築くため、
洋上で自らの技術を尽くした男たちの知られざるドラマ。

●

Z02346 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～壱 119 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　双葉山、後篇　羽黒山・安藝ノ海・
照國・前田山・東富士　全６人

●

Z02347 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～弐 115 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　千代の山・鏡里・吉葉山・朝潮、後
篇　栃錦　全５人

●

Z02348 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～参 118 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康 力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　若乃花、後篇　柏戸・大鵬　全３人 ●

Z02349 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～四 108 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　栃ノ海・佐田の山、後篇　玉の海・
北の富士・琴櫻　全５人

●
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Z02350 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～五 119 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　輪島・北の湖、後篇　三重ノ海・若
乃花（二代目）・隆の里　全５人

●

Z02351 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～六 117 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康 力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　千代の富士、後篇　貴ノ花　全２人 ●

Z02352 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～七 115 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　増位山・松登・汐ノ海・大内山・佐
賀ノ花・三根山・名寄岩・琴ヶ濱、後篇　豊山・北葉山・栃光・若羽黒・大麒麟・清国　全１４人

●

Z02353 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～八 117 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　前の山・大受・魁傑・旭国・増位山
（二代目）、後篇　琴風・北天佑・若嶋津・朝潮（二代目）　全９人

●

Z02354 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～九 117 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　時津山・北の洋・羽黒山（二代目）・
房錦・玉乃海・信夫山・鶴ケ嶺、後篇　富士錦・若浪・栃東・金剛・長谷川・高見山　全１３人

●

Z02355 H15年度 大相撲大全集～昭和の名力士～十 117 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、昭和の相撲史。収録内容　前篇　出羽錦・大豪・福の花・明武谷・藤
ノ川・海乃山・陸奥嵐・龍虎・黒姫山、後篇　富士櫻・麒麟児・鷲羽山・出羽の花・栃赤城・多賀竜　全１
５人

●

Z02356 H15年度 大相撲大全集～平成の名力士～壱 119 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、平成の相撲史。収録内容　北勝海、大乃国、旭富士、若乃花（三代
目）　全４人

●

Z02357 H15年度 大相撲大全集～平成の名力士～弐 119 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康 力士一人一人の人間像に迫る、平成の相撲史。収録内容　霧島、小錦、曙　全３人 ●

Z02358 H15年度 大相撲大全集～平成の名力士～参 120 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、平成の相撲史。収録内容　逆鉾、琴ヶ海、益荒雄、栃乃和歌、舞の
海　全５人

●

Z02359 H15年度 大相撲大全集～平成の名力士～四 120 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康 力士一人一人の人間像に迫る、平成の相撲史。収録内容　琴錦、貴闘力、寺尾、水戸泉　全４人 ●

Z02360 H16年度 大相撲大全集～平成の名力士～五 147 ＮＨＫ情報ネットワーク スポーツ・健康
力士一人一人の人間像に迫る、平成の相撲史。収録内容　貴乃花・横綱への道、貴乃花・横綱時代
全２題

●

Z02361 H16年度 結核集団感染－予防と対策－ 54 株式会社　ジェイ・ピー・アイ スポーツ・健康
予防とその対策～結核は決して過去の病気ではありません。全国で年間約２７，０００人がなくなると
いう、我が国最大の感染症です。構成内容　・結核の現状　・結核とはどういう病気？　・感染と発病
他全７題

●

Z02362 H16年度
親と子の対話～思春期の子どもと向き合うため
に～

29 東映株式会社　教育映像部 家庭教育
万引きで補導された息子に、仕事人間の父はどう対処したか…。思春期の子どもと向き合うには、時
には親が自分自身を変える柔軟性を持つ事が大切である事を訴えるビデオ

●

Z02363 H16年度
子どもが不登校になったとき－心の扉を開くヒン
トと対応－

29 東映株式会社　教育映像部 家庭教育
中学２年生とその家族をミニドラマとして設定。不登校、ひきこもりへの理解を促すものとして使われ、
何より、悩みの渦中にいる親が希望を感じ取り、ひきこもっている子どもに、その希望が届いてくれる
ことを強く願い作られたビデオ

●

Z02364 H16年度
文部科学省選定地域ぐるみの育成活動～手を
つなぎあう住民たち～

19 株式会社　リュック 生活・福祉 こどもたちの豊かな心を育もうと住民たちが手をつなぎあって活動している事例を紹介。 ●

Z02365 H16年度
文部科学省選定子どもを育む地域活動～地域
の教育力を生かして～

20 株式会社　リュック 生活・福祉 地域の持つ教育力を回復させ、活動を活発にするには、何が大切かを探っていきます。 ●

Z02366 H16年度
２１世紀の福祉のまちづくり①人にやさしい家づ
くり

20 株式会社メディアクロッシング 生活・福祉
・「住まい」とは　・住まいの機能　・バリアフリーとユニバーサルデザイン　・住まいのバリアフリー　・居
住の場は人権　全５題

●

Z02367 H16年度
２１世紀の福祉のまちづくり②人にやさしい道づ
くり

20 株式会社メディアクロッシング 生活・福祉
１．交通の定義と基本的な用語　２．移動制約者交通の基本認識　３．身体機能低下による移動制約
４．公共交通のデザイン計画の工夫　５．公共交通のシステム構成の工夫　全５題

●

Z02368 H16年度
２１世紀の福祉のまちづくり③人にやさしい街づ
くり

20 株式会社メディアクロッシング 生活・福祉
１．「福祉のまちづくり」とは何か　２．福祉のまちづくりの歩み　３．福祉のまちづくりをリードする重要
な３つの法制度　４．これからの福祉のまちづくり

●

Z02369 H16年度
２１世紀の福祉のまちづくり④誰もが使いやすい
道具

20 株式会社メディアクロッシング 生活・福祉
１．使えない人のせいだろうか？　２．使い手は誰なのか　３．利用の現場から離れたものづくり　４．
使い手と向い合った”ものづくり”　５．これからの”ものづくり”　全５題

●

Z02370 H16年度 こころの交響曲人権啓発アニメーション 43 東映株式会社 生活・福祉
家族や身近なところで起こる言葉や力による暴力の問題を取り上げ、人間の尊厳、命の尊さ、家族の
ありかたを考える。＜ポイント＞人間の尊厳・命の尊さ、自他共によりよく生きる、世間体、高齢者の
生きがい等　全４題

●

Z02371 H16年度
文部科学省選定津軽凧＜青森県／中野敬造＞
手仕事　伝統の技と心

25 株式会社東京映像社
青森の歴史・伝統・く
らし

浮世絵の影響を受け継いだ津軽凧つくりの伝統を紹介。人に優しく仕事に厳しい職人さんの人間味溢
れるインタビューを交えながら、失われつつある日本の技と心を次世代へ伝える、貴重な映像作品で
す。

●

Z02372 H16年度 人権啓発学習教材ビデオぬくもりの彩 36 共和教育映画社 一般映画・アニメ
２００３年度優秀賞作品賞受賞。お年寄りの介護を通して家族の温もりとは何かを描く。感動の人権啓
発学習教材用ドラマ。

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

Z02373 H16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。

● ● ● ●

Z02374 H16年度
アグリンの農林水産ワールド農村ってどんなとこ
ろなの？

10 農林水産省 産業・技術
農業公園に太巻寿司作りの体験にやってきたユウタとサトミの兄妹。寿司作りの途中、サトミがユウタ
に農村の働きについて聞きますがうまく答えられません。そこでアグリンを呼び、教えてほしいと頼み
ます。農村の働きを理解することの大切さについて勉強します

●

Z02375 H16年度 日本の山村環境をまもる山村に生きる 25 農林放送事業団 産業・技術
わたしたちの暮らしを守る様々な公益的な役割がある山村や森林。地球の温暖化を防いだり、国土を
守る働きを十分に発揮するためには、山村に人が住み、森林を守り育てる必要がある。そこで山村に
定住した人々と森林を守り育てる仕事に従事した人々を紹介します

● ● ● ●

Z02376 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール（第１回・第２回）第
１回あおもりの民俗・第２回豊かなあおもりの自
然

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第１回・福浦歌舞伎（佐井村）　・えんぶり（八戸市）　・お山参詣（岩木町）　第２回・八甲田山（青森市）
・仏ケ浦（佐井村）　・白神山地（西目屋村）

● ● ● ●

Z02377 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール（第３回・第４回）第
３回あおもりの魚貝類・第４回もう一つの青森県
の姿

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第３回・県営浅虫水族館（青森市）　・ホタテ（青森市）　・八戸の海（八戸市）　第４回・三内丸山遺跡
（青森市）　・富ノ沢遺跡（六ヶ所村）　・是川遺跡（八戸市）

● ● ● ●

Z02378 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール（第５回・第６回）第
５回あおもりの伝統料理・第６回青森県が生んだ
文学者

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第５回・けの汁（弘前市）　・べこ餅（大間町）　・さいこ汁（八戸市）　第６回・多くの文学者を輩出した青
森県～太宰治～　・下北を描いた文学者～寺山修司～　・十和田湖を愛した文学者～大町桂月～

● ● ● ●

Z02379 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール（第７回・第８回）第
７回がんばってます！子どもたち・第８回あおも
りの伝統工芸

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第７回・白鳥（平内町）　・ホタル（青森市）　・自然体験活動（大畑町）　第８回・凧（弘前市）　・あけび蔓
細工（弘前市）　・八幡馬（八戸市）

● ● ● ●

Z02380 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール（第９回・第１０回）
第９回青森県の誕生・第１０回広がる国際交流
の輪

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第９回・三本木原の開拓（十和田市）　・りんごの歴史（黒石市）　・日本初の近代洋式牧場（三沢市）
第１０回・国際交流員　・チェスボロー号の歴史　・スポーツ交流～アイスホッケー～

● ● ● ●

Z02381 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール（第１１回・第１２回）
第１１回やっかいものは宝の山・第１２回雪の降
るメカニズム

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第１１回・人工石材　・汚泥発酵肥料　・融雪剤　第１２回・青森県の雪の降り方　・春先に八戸地区に
降る大雪　・もし、八甲田連峰、岩木山がなかったら雪は？

● ● ● ●

Z02382 H16年度 地理情報システム（ＧＩＳ）基礎編 22 国土交通省国土計画局 産業・技術
ＧＩＳとは何か、私たちの社会の中でどのように使われ、生活に役立っているかについて、ＧＩＳ自体の
説明をするのに加えて、レポーターが実際に活用事例を体験することを通して、視聴者のＧＩＳに対す
る理解を深めるためのビデオです。

●

Z02383 H16年度 時代を切り開けＧＩＳ躍進レポート活用編 24 国土交通省国土計画局 産業・技術
地域でユニークなＧＩＳの使い方をしている事例に着目し、その経緯、評価などをシステム提供者や利
用者にインタビューし、ＧＩＳが様々な地域の様々な分野で使われ、地域に役立っていることを紹介し
ています。

●

Z02384 H16年度
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ〈豊か
な言語生活をめざして〉３方言の旅

52 東京シネ・ビデオ株式会社 国語科 第１話　方言と出会う　第２話　方言を考える ● ●

Z02385 H16年度 八幡崎獅子踊地域伝統芸術等保存事業 120 （株）アイ・ティー・ビー
青森の歴史・伝統・く
らし

平成１５年度　地域伝統芸術等保存事業　青森県無形民俗文化財　尾上町八幡崎の伝統文化は八
幡崎獅子踊保存会の熱意と努力によりこれからも受け継がれてゆくことでしょう

●

Z02386 H16年度 おしえてアグリ　平成１５年度 30 （社）農林放送事業団 産業・技術 世界の食料事情、日本の食料・農林水産業の現状を認識して頂くためのビデオです。 ●

Z02387 H16年度
文部科学省選定もとにするのはな～に？―授
業を変える指導と評価の一体化―

24 学研 産業・技術
「星形の５つの角の和をいろいろな方法で考える」という授業と、その事前・事後に行われた協議を紹
介しながら、数学科における指導と評価の一体化について考察します。

●

Z02388 H16年度
文部科学省選定ごめんね　また　こんどね～４
歳児のゆれる心～

23 株式会社　日本映画新社 家庭教育
幼稚園の年中組にスポットをあて、遊びを通して友達との関わり方や思いやる気持ちを学んでゆく姿
を紹介しながら、子供たちと関わる先生の思いや役割について考えていきます。

●

Z02389 H16年度
文部科学省選定こんなのできたよかいたりつ
くったりする新しい表現活動

21 東映株式会社　教育映像部 芸術科
「絵や立体、つくりたいものをつくるなどに表す」の学習指導要項を、「絵のぐといろいろなもので表す
図画工作」「ねん土といろいろなものでつくる図画工作」を取り上げ理解を促します

●

Z02390 H16年度
文部科学省選定色と形で伝える―ビジュアル・
コミュニケーションの時代―

23 株式会社　桜映画社 芸術科
文字や言葉だけでなく、色や形で情報や気持ちを伝えるビジュアルコミュニケーションが重要です。そ
の表現能力を身につけて言葉や年齢の壁を超えて理解しあうことをすすめます。

● ● ●

Z02391 H16年度 文部科学省選定たのしさいっぱい！郷土の音楽 20 東京シネ・ビデオ株式会社 芸術科
民俗音楽を授業に取り入れることは、郷土の音楽の良さを再認識するとともに、児童、生徒の郷土を
愛する心を育みます。このビデオではそれを実践する姿を描きました。

● ●

Z02392 H16年度
文部科学省選定ＪＵＭＰ　ＲＩＧＨＴ　ＩＮ！飛び込
んでみよう！日本の学校

22 株式会社　毎日ＥＶＲシステム 外国語・国際理解
外国語教育に欠かせない存在のＡＬＴ。教育現場でどの様な授業を展開し、いかに児童・生徒のコミュ
ニケーション能力の向上に貢献しているかをＡＬＴ希望者に向け紹介します。

●

Z02393 H16年度
文部科学省選定運動大好き！体力が豊かな心
と体を育む

20 日本シネセル株式会社 学術・教養
今、子どもたちの体力低下が問題になっています。心身の健全な成長・発達、また学力の向上にも重
要な体力、体力の向上を目指した様々な取り組みを、具体的に紹介します。

●

Z02394 H16年度
あなたを応援します～いつでもどこでも誰でも
チャレンジ～

40 （株）日本テレビビデオ 生活・福祉
「女性のチャレンジは、男性の元気、社会の活気」を合言葉に、様々な分野での女性のチャレンジを応
援し、様々な場所で生き生きと活躍する女性たちの力強いメッセージを紹介しているビデオです。

●

Z02395 H16年度 青森県の縄文文化一万年王国 58 縄文映画製作委員会／青森銀行
青森の歴史・伝統・く
らし

六ヶ所村尾駮村南岸から縄文文化の誕生を顕す隆起線文土器が見つかった。遺跡の多い小川原湖
の周辺が、どんな地形と環境だったのかボーリング調査を行った結果、縄文中期に寒冷化しているこ
とが分かった。縄文文化と世界文明との共通性が見えてくるビデオ。

● ● ● ●
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ラベル番号 受入 タイトル 視聴時間（分） 制作者・販売元 分野 あらすじ（内容）

Z02396 H16年度 天皇陛下　古希をお迎えになって 40 （財）菊葉文化協会／毎日映画 学術・教養
天皇陛下には、平成１５年１２月２３日、めでたく古希、満７０歳のお誕生日をお迎えになりました。この
ビデオは、天皇陛下の皇太子時代（昭和）、即位されて（平成）からのご足跡やお姿をその時々の映
像で紹介しております。

● ● ● ●

Z02401 H16年度
天に勝つべし八甲田山雪中行軍成功のリー
ダーから学ぶ

26 0 学術・教養
この十二年間、東北を中心に全国で２５００回の講演。今、甦る弘前歩兵第三十一連隊前人未踏の偉
業、厳冬の八甲田山踏破を講演者が、熱っぽく語っているビデオです。

●

Z02402 H16年度 森林生態系の保全緑の回廊の試み 23
社団法人国土緑化推進機構／日
本シニセル株式会社

算数・数学・理科
教科書の関連単元　中学校理科第２分野「植物の生活と種類」「動物の生活と種類」「生物の細胞と生
殖」「自然と人間」中学校理科教材として最適なビデオです。

●

Z02403 H16年度 文部科学省委託みんなおいでよ！子ども教室 29
青森県子ども地域活動推進協議
会／青森県教育委員会

家庭教育
ＲＡＢ青森放送「みんなおいでよ！子ども教室」放送番組・テレビＣＭ・ラジオＣＭを収録・作成したビデ
オで子どもたちの充実した笑顔や指導員、子どもの居場所コーディネーター、事業担当者の思いが伝
わる作品です。

● ● ● ●

Z02404 H16年度 ほむらいろの空明日への伝言（平成１６年度版） 25
社団法人日本戦災遺族会／株式
会社ＮＨＫ情報ネットワーク

学術・教養
戦後５９年が経過し、空襲等による戦災の悲惨な記憶も風化しつつある今日、このビデオが語りべと
なり、特に若い世代が平和の尊さについて考えるきっかけを作ってくれることを願うビデオです。

● ● ● ●

Z02405 H16年度 スーパーえいごリアン① 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　①ポップコーンを作ろう　②動物の食べ物　③世界の子どもの遊
び　④ウォールペインティングに挑戦　全４話

●

Z02406 H16年度 スーパーえいごリアン② 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑤ボウリングで勝負　⑥北はどっちだ？　⑦キャンプの買い物
⑧お気に入りのミュージシャン　全４話

●

Z02407 H16年度 スーパーえいごリアン③ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑨測ってみよう　⑩大人の仕事　⑪これ、何の記号　⑫国際電話
をかけよう　全４話

●

Z02408 H16年度 スーパーえいごリアン④ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑬家の中を探検しよう　⑭誰の落し物？　⑮いつもとちがうクリス
マス　⑯ぎょうざでお正月！　全４話

●

Z02409 H16年度 スーパーえいごリアン⑤ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑰形でデザインしよう　⑱物の歴史をたどろう　⑲大きな大きな
数　⑳足跡を追え！　全４話

●

Z02410 H16年度 スーパーえいごリアン２－① 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　①シャボン玉の達人になろう　②フライングディスクに挑戦　③熱
帯魚を育てよう　④バードウォッチャーになろう　全４話

●

Z02411 H16年度 スーパーえいごリアン２－② 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑤世界で１本のアニメーション　⑥フライフィッシングをしよう　⑦く
ん製を作ろう　⑧フラダンスを踊ろう　全４話

●

Z02412 H16年度 スーパーえいごリアン２－③ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑨ゾウ使いに挑戦！　⑩太極拳をマスターしよう　⑪アフリカの
太鼓をたたこう　⑫ロシアのふるさとの味　全４話

●

Z02413 H16年度 スーパーえいごリアン２－④ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑬はじめての伝統工芸！　⑭フォルクローレの音色　⑮韓国の
赤い食卓　⑯いっしょに遊ぼう！　全４話

●

Z02414 H16年度 スーパーえいごリアン２－⑤ 60 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
楽しく遊んで、自然に英語に親しむ　⑰パーティへ行こう　⑱ガムランを演奏しよう　⑲クリケットって
知ってる？　⑳お話をきこう　全４話

●

Z02416 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第２巻チェルノブイリの傷
奇跡のメス

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
１９８６年４月２６日。旧ソ連ウクライナで人類史上最悪の事故が発生。チェルノブイリ原子力発電所の
爆発である。子どもたちに多発した甲状腺ガンの治療手術に立ち上がった信州大学医学部外科医菅
谷昭。その菅谷昭率いる医師たちの５年半に及ぶドキュメント。

●

Z02417 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第３巻嵐の海のＳＯＳ　運
命の舵を切れ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
アメリカと日本を結ぶ最短航路、房総半島野島崎沖２０００キロ。冬になると高さ２０メートル、ビルの６
階に匹敵する謎の三角波が襲う。その地点で尾道丸の遭難は起こった。尾道丸の船員を救出するだ
んぴあ丸の船長尾崎哲夫と２５人の乗組員の救出劇を追う。

●

Z02418 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第４巻衝撃のカミオカンデ
地下１０００メートルの闘い

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
宇宙の誕生と未来を知るニュートリノ超新星爆発からのニュートリノの観測に世界で初めて成功した
のは、平成１４年にノーベル賞物理学賞を受賞した小柴昌俊だった。実験施設となったカミオカンデを
地下１０００メートルに建設し、完成するまでの軌跡を追う。

●

Z02419 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第５巻プラズマテレビ　愛
の文字から始まった

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
明石工場の研究員・篠田傅は、プラズマでカラーテレビを作る可能性に賭けていた。赤・青・緑、三原
色の蛍光体を使い、試作機を作った。最初に表示したのは「愛」の文字。逆境から成功を導くまでの研
究者の執念とそれを支えた人々のプロジェクトを描く。

●

Z02420 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第６巻醤油　アメリカ市場
を開拓せよ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
戦後まもなく、日本の醤油メーカーは存亡の危機にあった。そんな状況下にとんでもない決断をした男
がいた。野田醤油（現キッコーマン）常務の茂木啓三郎である。日本の味をアメリカ、および世界に広
めた人々の知られざる悪戦苦闘のドラマ。

●

Z02421 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第７巻駅伝日本一　運命
のたすきをつなげ

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
兵庫県西脇市に高校駅伝最強のチームがある。「西脇工業高校」。しかし３０年前は荒れていた。荒
れた学校ならではのさまざまな苦労を乗り越え、県代表、日本一を成し遂げるにいたった体育教師渡
辺公ニの生徒への厳しくもあり、温かい指導をつづっていく。

●

Z02422 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第８巻日本発のハイ
ウェー　勝負は天王山

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和３８年７月、日本初のハイウェー名神高速道路が開通した。日本の物流を変え、高度経済成長を
支える大動脈となった高速道路の建設の陰には、未知の道路に手探りで挑んだ技術者たちの姿が
あった。当時「万里の長城」とも呼ばれる壮大な工事が始まった。

●

Z02423 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第９巻復活の日　ロボット
犬にかける

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
平成１１年、人工知能を搭載し、子犬のように喜び、驚き、そして成長するロボット犬が誕生した。開発
に挑んだのはソニー。プロジェクトリーダーは土井利忠。創業の志を継ぐ技術者だった。ものづくりの
復活をかけた開発の挑戦の日々と成功までの軌跡を追う。

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

Z02424 H16年度
プロジェクトＸ第Ⅶ期　第１０巻桂離宮　職人魂こ
こにあり　空前の修復作戦

43 ＮＨＫソフトウェア 学術・教養
昭和５１年、京都、桂離宮の空前の大修理が始まった。１万の木材をばらし、補修して組みなおす。し
かし、柱の節ひとつ違っても桂離宮の美は失われる。修復には繊細な作業が求められた。困難な仕
事に立ち向かった人々の技と執念を描く。

●

Z02425 H16年度
課外授業ようこそ先輩１体で感じる「勇気」と「信
頼」　野田秀樹

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・道徳・特活
授業は、野田氏のボールや目隠しを使ったユニークな遊びに、子どもたちは夢中になる。遊びの意図
は「勇気」や「信頼」といった言葉を体で感じ取ること。そして後半は、「森は生きている」の台本をもと
に、アイデア満載のお芝居が発表される。

●

Z02426 H16年度
課外授業ようこそ先輩２女らしさ男らしさってな
～に？　田嶋陽子

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・道徳・特活
田嶋氏は、今の子どもたちも、「男は女を養うものである」等固定観念に無防備にさらされていると考
える。押しつけられた男女観ではなく、子ども自身が直感的に感じる男女の役割や生き方を「将来の
自分像」という子どもたちの絵を通じて引き出そうと試みる。

●

Z02427 H16年度
課外授業ようこそ先輩３この世は怪奇のワン
ダーランド　荒俣宏

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・道徳・特活
テーマは「この世の怪奇を解き明かす」。まず天邪鬼などの例を用いて「この世は妖怪に満ちている」
話をし、からくり人形や福助人形を見せながら荒俣流学問を説明する。荒俣宏（作家・博物学者）

●

Z02428 H16年度
課外授業ようこそ先輩４お皿に描く故郷の恵み
三國清三

43 ＮＨＫエンタープライズ２１ 生活・道徳・特活
三國氏は子どもたちの味覚を刺激するため、フランスの三大珍味を使った料理のフルコースを体験さ
せる。そして増毛にある果樹園、魚市場に連れ出し、故郷の新鮮な味を再確認させる。これらを食材
に使って「増毛オリジナルコース」を創作し、料理する。

●

Z02429 H16年度
課外授業ようこそ先輩５パラパラ漫画がアートに
なった！！　岩井俊雄

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 芸術科
岩井氏の授業のテーマは「自分でモノを作る喜び」「自分で表現する喜び」を知ってもらうこと。パ
フォーマンス・アニメ（自分のアクションでアニメを作る）に挑戦したり、子どもたちは映像の受け手から
作り手に変身し、メディアに参加する土台を獲得する。

●

Z02430 H16年度
課外授業ようこそ先輩６名画に侵入！美術の不
思議体験　森村泰昌

43 ＮＨＫエンタープライズ２１ 芸術科
絵が苦手でも美術は楽しいということを伝えようと彼が考え出した授業は６年生４６人全員で西洋名画
に入ってしまおうというもの。ラファエロが描いた壁画「アテネの学堂」の登場人物に子どもたちがそれ
ぞれポーズをとって変身。まさに体を使った美術の授業

●

Z02431 H16年度
課外授業ようこそ先輩７みんなで作ろう！高円
寺純情詩集　ねじめ正一

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 国語科
乾物店に生まれ、店番をしながら詩を書き始めたねじめ氏にとって商店街は原点。授業でも地元高円
寺商店街を舞台に、氏の辛口の批評に子どもたちは何度も考えを練りながら、詩を表現する。最後に
は、「高円寺」を題に、全員で一行詩の合作という試作に挑戦。

●

Z02432 H16年度
課外授業ようこそ先輩８見えないものが見えて
きた！　日比野克彦

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 芸術科
「自分の中にある形のないイメージを見えるようにする原点が絵」だという日比野氏が子供たちに、友
達に伝えたい「キモチ」をそのまま形にすること。「ありがとう」「うれしい」など日頃伝えたいと思ってい
る素直な気持ちを氏の助言を受けながら形にしてゆく。

●

Z02433 H16年度
課外授業ようこそ先輩９カイチュウ博士の寄生
虫はお友達　藤田紘一郎

43 ＮＨＫエンタープライズ２１ 生活・道徳・特活
最大２０メートルにもなるというサナダ虫の実物を教室に持ち込んで、寄生虫の効用について授業を
する。現代の清潔志向がヒトの免疫力を弱め、アレルギー症などを引き起こすという藤田氏は「寄生
虫」や「きたないもの」との共生について子供たちと考えていく。

●

Z02434 H16年度
課外授業ようこそ先輩１０探せ！たたけ！自分
の音を！　吉原すみれ

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 芸術科
授業は、まず身のまわりの音を再認識し、通学路や自宅周辺で自分たちの好きな音を見つけていく。
そして手作りの楽器を完成させ、それを組み合わせて一つの曲へと皆で作り上げていく。他人の音を
聞くことの大切さを知り自由に音を創り、感じる楽しさを伝える。

●

Z02435 H16年度
課外授業ようこそ先輩１１手話はこころのメッ
セージ　丸山浩路

43 ＮＨＫエンタープライズ２１ 生活・道徳・特活
子供たちに手話やボディランゲージで気持ちを伝え、表現する事を教える。「将来の夢」「感動した事」
などを身体全体を使って表現、発表する。丸山浩路（ステージパフォーマー）

●

Z02436 H16年度
課外授業ようこそ先輩１２ムシはなんでも知って
いる　海野和男

43 ＮＨＫエンタープライズ２１ 算数・数学・理科
昆虫の生態や行動を学んだ後、屋外で写真撮影し、世界に一つしかないオリジナル図鑑をみんなで
作り上げていく。海野和男（昆虫写真家）

●

Z02437 H16年度
課外授業ようこそ先輩１３マルチメディアは混ぜ
る！が基本　高城剛

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 技術・家庭・産業
高城氏が子供たちに伝えたいのは、人間とコンピュータの正しい付き合い方。今のデジタル時代で一
番大切なのは「アナログ感覚」であると伝え、作品を仕上げていく。高城剛（マルチメディア・クリエー
ター）

●

Z02438 H16年度
課外授業ようこそ先輩１４戦争を学ぶ　命を考え
る　貫戸朋子

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・道徳・特活
「戦争について独自に取材し自分はどう思うか？」子供たちのイメージ的戦争観と貫戸氏の体験的戦
争論がぶつかり合う。貫戸朋子（国境なき医師団医師）

●

Z02439 H16年度
課外授業ようこそ先輩１５狂言の笑いは「型」で
ござる　野村萬斎

43 ＮＨＫエンタープライズ２１他 生活・道徳・特活
狂言の「型にはまって」登場することから始まり、子供たちを非日常＝「型」の世界へ引き込もうとす
る。そして舞台は体育館へ。生徒たち自作自演の狂言が始まる。野村萬斎（狂言師）

●

Z02440 H16年度 世界自然遺産「白神山地」 30
青森県環境生活部自然保護課／
ＲＡＢ

青森の歴史・伝統・く
らし

１．白神山地の四季　２．世界遺産ってなに？　３．白神山地へチャレンジ　４．白神の由来　５．自然と
共生―マタギ文化―　６．自然環境―保護と保全―　７．関連施設と散策コース　８．白神山地を後生
に

●

Z02441 H16年度 津軽民謡手踊り集 23 キングレコード株式会社
青森の歴史・伝統・く
らし

・津軽じょんから節（旧節）　・津軽じょんから節（中節）　・津軽あいや節　・津軽よされ節　・津軽小原
節（旧節）　・津軽三下り　・どだればち（津軽甚句）

●

Z02442 H16年度 南部・津軽民謡手踊り集 24 キングレコード株式会社
青森の歴史・伝統・く
らし

・南部あいや節　・南部甚句　・南部俵積み唄　・津軽よされ節　・津軽あいや節　・りんご節　・黒石よさ
れ

●

Z02443 H16年度
ＮＨＫおしゃれ工房デューク更家のウォーキング
エクササイズ　第１巻美しくダイエット

50 ＮＨＫエデュケーショナル スポーツ・健康
“ウォーキングスタイリスト”デューク更家氏が、正しい歩き方・美しい歩き方を通してしなやかで健康な
身体作りを提案。毎日続ける基礎エクササイズから、「脚やせ」に特化したデューク更家流ウォーキン
グエクササイズを紹介します。

●

Z02444 H16年度
ＮＨＫおしゃれ工房デューク更家のウォーキング
エクササイズ　第２巻きれいに歩く　美しくなる

50 ＮＨＫエデュケーショナル スポーツ・健康
きれいに歩くために不可欠な正しい立ち方・姿勢の作り方といった基礎から始まり、日本人特有の歩
き方のクセ、そしてそれらを矯正するエクササイズ方法を中心に紹介。また、パンプス、ハイヒール、
ミュールといった靴に合わせた美しい歩き方のレクチャーも網羅。

●

Z02445 H16年度 わくわく授業　わたしの教え方１小学校国語 50 ＮＨＫエデュケーショナル 国語科
●「おもちゃ作りでのばす読み書きの力」（石橋智子先生）２００３．４．２４放送　●「見た　気づいた
作文ができた」（京野真樹先生）２００３．１０．２放送

●

Z02446 H16年度 わくわく授業　わたしの教え方２小学校算数 50 ＮＨＫエデュケーショナル 算数・数学・理科
●「理由を言えれば引き算がわかる」（黒澤俊二先生）２００３４．１０放送　●「解き方はいっぱい」（清
水智子先生）２００３．７．１７放送

●
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Z02447 H16年度 わくわく授業　わたしの教え方３中学校英語 50 ＮＨＫエデュケーショナル 外国語科
●「５分刻みで英語が好きになる」（田尻悟郎先生）２００３．４．１７放送　●「ジェスチャーで英語を話
そう」（北原延晃先生）２００３．７．１０放送

●

Z02448 H16年度 わくわく授業　わたしの教え方４中学校数学 50 ＮＨＫエデュケーショナル 算数・数学・理科
●「間違えても大丈夫」（堀尾直史先生）２００３．５．２９放送　●「つまようじで立体を作ろう」（大野寛
武）２００３．１．２０放送

●

Z02449 H16年度
ノーベル賞　日本人科学者～創造の目　第１巻
分子がむすぶミクロと宇宙

35 ＮＨＫソフトウェア 算数・数学・理科 ●ノーベル賞のはじまり　●湯川秀樹　●朝永振一郎　●江崎玲於奈　●小柴昌俊 ● ● ●

Z02450 H16年度
ノーベル賞　日本人科学者～創造の目　第２巻
分子がえがく物質と生命

35 ＮＨＫソフトウェア 算数・数学・理科 ●福井謙一　●白川英樹　●野依良治　●利根川進　●田中耕一 ● ● ●

Z02451 H16年度 赤ちゃんは何でも知っている　Ｖｏｌ．１ 100 ＮＨＫソフトウェア 家庭教育
第１回「こんにちは」人間には、生まれた時の記憶が刻まれ、生まれた瞬間から周辺との絆が築かれ
るという。だからこそ、出産は非常に大切な瞬間であり、どのような出産を選択するかが重要になる。
第２回「おっぱい」

●

Z02452 H16年度 赤ちゃんは何でも知っている　Ｖｏｌ．２ 100 ＮＨＫソフトウェア 家庭教育
第３回「だっこ」小児科医や精神科医、人類学者など、専門家の意見に、現在乳幼児を育てている親
たちの生の声を交えながら、「だっこ」が子どもに与える影響などが語られていく。第４回「ぼく、わた
し」

●

Z02453 H16年度 赤ちゃんは何でも知っている　Ｖｏｌ．３ 100 ＮＨＫソフトウェア 家庭教育
第５回「あそぼう」母親がその物体に対して興味と関心を持ち、それを赤ちゃんに示してあげることによ
り、どのようなものでも赤ちゃんは「おもちゃ」や「遊び」にする能力を持っている。第６回「おしゃべり」

●

Z02454 H16年度
新・いい本みつけた１．知りたいことはなんだろう
―テーマを探す・決める―

20 （株）紀伊國屋書店 国語科
中学２年生の姉と、小学５年の弟がそれぞれの学校図書館を舞台に、調べ学習を始めます。テーマを
探し、決めていくために、司書教諭のアドバイスを受けながら、従来の図書に加え、コンピュータ、イン
ターネットまで図書館のさまざまなメディアを活用します。

● ● ●

Z02455 H16年度
新・いい本みつけた２．知っていくことは面白い
―資料を調べる・理解を深める―

20 （株）紀伊國屋書店 国語科
中学２年生の姉と、小学５年の弟がそれぞれの学校図書館を舞台に、調べ学習を進めます。図書館
のさまざまなメディアを活用から、実際に町に出ての取材・アンケートまで、資料を調べる際のポイント
と、それらを支える学校図書館を描きます。

● ● ●

Z02456 H16年度
新・いい本みつけた３．表現しよう、伝えよう　―
情報をまとめる・発表する―

20 （株）紀伊國屋書店 国語科
中学２年生の姉と、小学５年の弟がそれぞれの学校図書館を舞台に、テーマを発表します。図書館
で、また、実際の現地取材で得た情報を元にグループ発表が行われます。情報のまとめ方、発表の
方法、留意点などのポイントをドラマの中で紹介していきます。

● ● ●

Z02457 H16年度 ビデオで見る介護保険情報Ⅰ（Ⅰ～Ⅴ） 50 東京シネ・ビデオ株式会社 生活・福祉 介護保険の手引き／訪問サービス／通所サービス他 ●

Z02458 H16年度 アニメ古典文学館①竹取物語 19
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

国語科
初めて出会う古典「竹取物語」を感動的にアニメ化しました。「冒頭」、「五人の貴公子の求婚」、「帝の
執心」、「かぐや姫の昇天」を中心に物語の劇的な展開を美しいアニメで興味深く描きます。

● ● ●

Z02459 H16年度 アニメ古典文学館②枕草子 16
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

国語科
日本で最初に書かれた随筆集「枕草子」を美しいアニメーションを用いて映像化しました。清少納言の
見た宮中の出来事や自然への想いを教科書部分を中心に子どもたちに分かりやすく紹介し、作者の
生涯や性格、その時代などについても触れます。

● ● ●

Z02460 H16年度 アニメ古典文学館③平家物語 15
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

国語科
日本人に深い感銘を与え続けている「平家物語」をアニメ化しました。平曲の調べにのせて哀れ深く語
る琵琶法師。平家の栄華、源氏の台頭、滅亡する平家を紹介、物語の概略を示します。

● ● ●

Z02461 H16年度 アニメ古典文学館④徒然草 19
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

国語科
兼好法師の名作「徒然草」を楽しいアニメーションで映像化しました。様々な話の中から代表的な章段
「つれづれなるままに」「神無月のころ」「丹波に出雲といふ所あり」「高名の木のぼり」「八つになりし
年」を取り上げて分かりやすく紹介します。

● ● ●

Z02462 H16年度 アニメ古典文学館⑤おくのほそ道 19
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

国語科
松尾芭蕉が著した紀行文学の最高傑作「おくのほそ道」をアニメ化。教科書でお馴染みの「序章」「平
泉」を中心に、｢那須｣　｢遊行柳｣　｢白河」「松島」「尿前」「尾花沢」「立石寺」「最上川」「越後「大垣」を
紹介します。

● ● ●

Z02463 H16年度 アニメ古典文学館⑥万葉集 19
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

国語科
日本最古の歌集「万葉集」の世界を美しいアニメーションで誘います。柿本人麻呂、山上憶良、山部赤
人、大伴家持、額田王、東歌、防人の歌など、広く知られた親しみやすい歌を取り上げ、作られた背
景、心情などを詩情豊かに描いていきます。

● ● ●

Z02464 H16年度
家族ってなんだろう―高校留学生受け入れ家族
の記録から―

30 学研 生活・福祉
留学高校生たちには、ホストファミリーの一員として生活する機会が与えられます。受け入れ側は、ど
んなときに留学生を「家族の一員」として意識するのでしょうか。留学生を受け入れた家庭の生き生き
とした映像を通して、家族の在り方を考えます。

●

Z02465 H16年度 二度と通らない旅人 17 学研 生活・道徳・特活
嵐の夜、山の中の一軒家に一人の旅人が訪れて宿を乞う。しかし、重病の娘を抱えていた一家は、そ
の願いをすげなく断ってしまう。その旅人は、苦しむ娘を哀れみ、薬を与えて去っていく。医者にも見放
されていた娘は、その薬を飲んで回復に向かう。

● ● ●

Z02466 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ⑦明治維新をつく
りあげた人々

22 学研 社会科 ●若い武士が歴史を動かす　●文明開化と福沢諭吉　●自由民権運動が広がる ●

Z02467 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ⑧条約改正と日
清・日ロ戦争

22 学研 社会科 ●不平等条約を改正せよ　●中国やロシアと戦う　●立ち上がる民衆 ●

Z02468 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ⑨長く続いた戦争
と人々のくらし

18 学研 社会科 ●広がる戦争　●戦争中の国民生活　●沖縄・広島・長崎、そして敗戦 ●

Z02469 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ⑩平和な日本を
めざして

18 学研 社会科 ●焼けあとから立ち上がる　●もう戦争はしない　●平和で豊かなくらしをめざして ●
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Z02470 H16年度
目で見る教材シリーズ　第２集おもちゃの図書館
づくり

16 （株）クロスメディア 生活・福祉
障害を持つ子どもなどを対象とした「おもちゃの図書館」づくりのノウハウ、運営、考え方などを三鷹市
を例にとって紹介。

●

Z02471 H16年度
目で見る教材シリーズ　第２集遠野の里の子ど
もたち＝地域に根づいた福祉教育＝

27 （株）クロスメディア 生活・福祉
岩手県遠野市は昔から伝わる伝統芸能を守っている。この伝統芸能をとおしてのお年寄りや障害を
持つ人々と子どもたちの心のふれあいを紹介。

●

Z02472 H16年度
目で見る教材シリーズ　第２集その一歩の歩み
から

21 （株）クロスメディア 生活・福祉
いろいろの病気から立ち直るためのリハビリがある。ここでは、脳卒中の後遺症から立ち直るために
努力している人と、それを介護する人、そしてこれからの活動を受け入れる保護施設とのネットワーク
づくり。

●

Z02473 H16年度
目で見る教材シリーズ　第２集人生ってささえあ
いっこ＝障害のかきねをはずそう会の記録＝

25 （株）クロスメディア 生活・福祉
俳優の牟田悌三さんは、東京都世田谷区のボランティア協会の理事長をしている。その牟田さんと子
どもたちとの１０年間にわたる障害を持つ人と健常者との心あたたまるふれあいの記録。

●

Z02474 H16年度
目で見る教材シリーズ　第２集食事サービスとボ
ランティア活動

29 （株）クロスメディア 生活・福祉
北海道音更町、東京都秋川市、東京都世田谷区におけるそれぞれに異なったタイプの寝たきりや、ひ
とり暮らしのお年寄りに対する食事サービスの実例を紹介。

●

Z02475 H16年度 雪の多い新潟県・寒い北海道のくらし 17 学研 社会科
①雪の多い新潟県十日町市　②雪を防ぐ工夫　③雪まつり　④きびしい寒さの北海道宗谷地方　⑤き
びしい寒さを防ぐ工夫　⑥夏の北海道

●

Z02476 H16年度 やめよう！ネットでウソと悪口 27 株式会社　教配 生活・道徳・特活
みなさんがインターネットを使うときに、他人に迷惑をかけたり、お互いに不愉快な気持ちにならないよ
うに、上手に利用するにはどうしたらいいのかを紹介しているビデオです。

●

Z02477 H16年度
学校の危機管理　大丈夫ですか　あなたの学校
は

25 株式会社　教配 教育方法・学習者
１．授業中に不審者が侵入　２．昼休みの校庭に不審者が侵入　３．プールサイドに不審者が侵入
４．児童同士の喧嘩

●

Z02478 H16年度
地震防災　待ったなし！―今、この備えがあな
たを守る―

21 東映株式会社　教育映像部 生活・福祉
２００３年７月の宮城県北部地震、同年９月の十勝沖地震など、大きな地震が繰り返し発生している。
いつどこで大地震が起きても不思議ではないと言われる日本列島。最新の地震防災情報に基づき、
命を守るための備えを示すビデオです。

●

Z02479 H16年度
青少年のボランティア活動のすすめ～主体的育
ちを支える推進者たち～

24 株式会社　リュック 生活・福祉
青少年が主体的、能動的に活動を展開できるようにするには何が大切か。活動を支援する推進者の
あるべき姿について考えます。

●

Z02480 H16年度 親子で学びあうボランティア活動 20 株式会社　リュック 生活・福祉 いろいろな分野で活動する親子の姿を通して、ボランティア活動の魅力と意味を考えます。 ● ● ● ●

Z02481 H16年度
豊かな心を育てる体験活動～地域と連携する学
校～

20 株式会社　リュック 生活・福祉
教職員が中心となり、地域の人々と連携してさまざまな体験活動を展開する様子を紹介し、学校の今
後のあり方を示唆します。

● ● ● ● ●

Z02482 H16年度
心かよいあう　ボランティア活動～子どもたちと
共につくる学び～

20 株式会社　リュック 生活・福祉
子どもたちの健全な育成に向けて、学校、家庭、地域が連携して教育活動に取り組むことが大切に
なっている今。自らの生きがいとなるボランティア活動への取り組みのヒントを与えます。

● ● ● ● ●

Z02483 H16年度
はてな？で学ぶ保健指導　第１巻ぎもん・しつも
ん！むし歯の予防

19 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
「人はどうして、むし歯になるの？」「むし歯をつくるのは、どんな虫？」むし歯をめぐっては、はてな？
と不思議がいっぱいです。むし歯を予防するには、どうすればよいのか。数々の興味深いクイズや印
象的な実験をとおして、〈むし歯予防の科学〉に迫ります。

● ● ●

Z02484 H16年度
はてな？で学ぶ保健指導　第２巻はてな？で歯
並び歯の不思議

19 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
「現代っ子の歯並びに赤信号？」「よく噛むって本当に大事なの？」子供の歯並びをめぐる“不思議の
世界”。数々の興味深いクイズや印象的なＣＧ・実験映像をとおして、〈歯並びと咀嚼の科学〉の秘密
に迫ります。

● ● ●

Z02485 H16年度
はてな？で学ぶ保健指導　第３巻探検　目の健
康　ふしぎ館

19 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
「どうして近眼になるの？」「ドライアイって、何？」「目の健康」をめぐる“不思議の世界”。数々の興味
深いエピソードや実験映像を通して、〈近視とドライアイの予防〉の秘密に迫ります。

● ● ●

Z02486 H16年度
はてな？で学ぶ保健指導　第４巻ぎもん・しつも
ん！かぜ・インフルエンザの予防

21 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
「どうして冬になると、かぜが流行するのだろう？」数々の興味深いクイズや印象的な実験映像・ＣＧを
とおして、かぜ・インフルエンザの予防をめぐる〈体内ワールド〉を体験学習しよう！

● ● ●

Z02487 H16年度
はてな？で学ぶ保健指導　第５巻朝食と生活リ
ズム　おもしろ大実験

23 ＮＨＫソフトウェア 保健体育科
「朝ごはんを食べないと、どうして集中力がでないの？」「夜、ぐっすり眠るための秘密とは？」数々の
興味深い実験映像やＣＧを通して、食事・運動・睡眠の〈生活リズム〉をめぐる秘密に迫ってみよう！

● ● ●

Z02488 H16年度
驚異の小宇宙　人体Ⅲ　遺伝子ＤＮＡ１生命の
暗号を解読せよ～ヒトの設計図～

50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
体質や体の形を決める人間の設計図は、遺伝子にどのように書かれているのか。遺伝子に秘められ
た「生命の暗号」のからくりを解読してゆく。

●

Z02489 H16年度
驚異の小宇宙　人体Ⅲ　遺伝子ＤＮＡ２つきとめ
よガン発生の謎～病気の設計図～

50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
今や、日本人の死因ＮＯ．１となったガン。最近の研究によって、もともとは正常な細胞が遺伝子の突
然変異によってガン細胞に変わってしまうものであることが分かってきた。最新の遺伝子研究の成果
を紹介しながら、病気と遺伝子の関係を解き明かしていく。

●

Z02490 H16年度
驚異の小宇宙　人体Ⅲ　遺伝子ＤＮＡ３日本人
のルーツを探れ～人類の設計図～

50 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
遺伝子・ＤＮＡを見れば、何百世代も前のご先祖様を探せるという。決め手は細胞の中にあるミトコン
ドリアのＤＮＡ。このＤＮＡは母親から子にそっくり受け継がれる。ＤＮＡに残された足跡を手がかりにヒ
トのルーツをさかのぼり、人類の設計図を解明する。

●

Z02491 H16年度
驚異の小宇宙　人体Ⅲ　遺伝子ＤＮＡ４命を刻む
時計の秘密～老化と死の設計図～

54 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
一般の人より数倍の早さで老化が進む早老症の患者。一方、１２２才まで生きたフランス女性のジャン
ヌ・カルマンさんもいる。彼らの遺伝子にはいったいどんな秘密が隠されているのか。不老不死は実
現するのか？遺伝子に刻まれた命の時計のメカニズムに迫る。

●

Z02492 H16年度
驚異の小宇宙　人体Ⅲ　遺伝子ＤＮＡ５秘められ
たパワーを発揮せよ～精神の設計図～

54 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
もし、私たちの性格や行動まで決めてしまうような遺伝子があるとしたら…。遺伝子の研究は遂に
「心」の領域にまで踏み込もうとしている。今、次々と明らかになる「心の遺伝子」の世界を探る。

●
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Z02493 H16年度
驚異の小宇宙　人体Ⅲ　遺伝子ＤＮＡ６パンドラ
の箱は開かれた～未来人の設計図～

54 ＮＨＫエンタープライズ２１ 学術・教養
遺伝子操作が、私たち人類の未来にどのような影響を与えるのか、確実に訪れようとしている近未来
の衝撃を予測し、未来人の設計図を考える。

●

Z02494 H16年度 森を創る―森の名手・名人― 32
（社）国土緑化推進機構　日本シ
ニセル（株）

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。

● ● ● ●

Z02495 H16年度
想いいずる小さき学び舎～さよなら山田野分校
最後の卒業生・安原遙さんの一年～

45 弘前大学教育学部／ＡＴＶ 保健体育科
平成１４年３月で廃校となった鯵ヶ沢町立鳴沢小学校・山田野分校。昭和２９年の開校以来５０名の卒
業生を送り出した。最後の卒業生は安原遙さん一人だけとなり、彼女の一年を追いながら、教育と地
域の問題、自然を守る、僻地化した土地の現実を考えます。

● ● ●

Z02496 H16年度 広がる未来！私が選ぶチャレンジする女性たち 29 内閣府男女共同参画局 家庭教育
コンピュータグラフィックス・クリエイター、医者、研究者、宮板金職人、弁護士、様々な分野で活躍す
る女性の紹介、若い女性へ向けたメッセージを紹介しているビデオです。

●

Z02497 H16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」

●

Z02498 H16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。

● ● ● ●

Z02499 H16年度
もっと知りたい元気のもと～食育と食生活指針
～

10 農林放送事業団 スポーツ・健康
私たちが心も体も元気で健康な生活を送るためには、好き嫌いをしないでバランスの良い食生活を送
ることが大切です。「食生活指針」を参考に食生活について考え、農業や食事の大切さを学び、食に
ついて考える力をつける「食育」の取り組みについて紹介します。

●

Z02500 H16年度 日本清流百選２東北篇 49
フジテレビ映像企画部・ポニー
キャニオン

学術・教養
１１和賀川（岩手）　１２最上川（山形）　１３岩見川（秋田）　１４大川（宮城）　１５阿仁川（秋田）　１６雄
物川（秋田）　１７気仙川（岩手）　１８玉川（秋田）　１９砂鉄川（岩手）　２０鳥越川（秋田）

●

Z02501 H16年度 「子ども放送局」ってなに？ 9 文部省生涯学習局 生活・道徳・特活 「子ども放送局」について、「子ども編」と「大人編」で紹介。 ● ● ● ●

Z02502 H16年度 食の文化伝承財　食・あおもり　ｖｏｌ．１ 39 青森朝日放送（株）
青森の歴史・伝統・く
らし

１．いもすり団子汁　２．のりかす餅　３．べごもち　４．ごままんま　５．カニ汁 ● ● ● ●

Z02503 H16年度 食の文化伝承財　食・あおもり　ｖｏｌ．２ 41 青森朝日放送（株）
青森の歴史・伝統・く
らし

１．竹の子けんちん　２．きんかもち　３．ねりごみ　４．すしこ　５．ひっつみ ● ● ● ●

Z02504 H16年度 食の文化伝承財　食・あおもり　ｖｏｌ．３ 43 青森朝日放送（株）
青森の歴史・伝統・く
らし

１．そば串餅　２．みずのわさび漬け　３．よし餅　４．だまこ餅　５．けいらん ● ● ● ●

Z02505 H16年度 食の文化伝承財　食・あおもり　ｖｏｌ．４ 40 青森朝日放送（株）
青森の歴史・伝統・く
らし

１．昆布の巻寿司　２．豆しとぎ　３．白和え　４．煮なます　５．呉汁 ● ● ● ●

Z02506 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール２（第１回・第２回）
第１回あおもりの伝統工芸　第２回青森県の
ジャーナリスト

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第１回　・弘前こぎん研究所（弘前市）　・白神ガラス工房（深浦町）
第２回　・陸羯南（弘前市）　・沢田教一 （弘前市）

● ● ● ●

Z02507 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール２（第３回・第４回）
第３回あおもりのスポーツＰａｒｔ１　第４回子ども
の遊び

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第３回　・八戸クラブ（八戸市）　・八戸キッズ（八戸市）
第４回　・屋外での遊び（柏村）　・屋内での遊び（柏村）

● ● ● ●

Z02508 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール２（第５回・第６回）
第５回もう一つの青森県の姿　第６回あおもり自
然の恵みＰａｒｔ１・水産業

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第５回　・石灰石の採掘（八戸市）　・石灰石の破砕、選別（八戸市）
第６回　・夏イカ漁（風間浦村）　・海峡サーモン（大畑町）

● ● ● ●

Z02509 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール２（第７回・第８回）
第７回あおもり自然の恵みＰａｒｔ２・農林業　第８
回あおもりのスポーツＰａｒｔ２

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第７回　・嶽きみ（岩木町）　・青森ヒバ（青森市）
第８回　・ちびっこ相撲（弘前市）　・高校相撲（弘前市）

● ● ● ●

Z02510 H16年度
あおもり　わくわくゼミナール２（第９回・第１０回）
第９回あおもりの民俗　第１０回あおもりの自然

58 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第９回　・小田子不動堂・見町観音堂（七戸町）　・下北の能舞（東通村）
第１０回　・下北のサル（脇野沢村）　・縫道石山（佐井村）

● ● ● ●

Z02511 H16年度

あおもり　わくわくゼミナール２（第１１回・第１２
回・第１３回）第１１回考えよう環境のこと　第１２
回あおもりの建造物　第１３回私たちの時代あお
もり

87 青森県総合社会教育センター
青森の歴史・伝統・く
らし

第１１回　・緑化基盤材Ｐａｒｔ１（十和田湖町）　・緑化基盤材Ｐａｒｔ２（八戸市）
第１２回　・風車（鯵ヶ沢町）　・茅葺き屋根（新郷村）
第１３回　・ストリートミュージシャン（八戸市）　・演劇活動（青森市）

● ● ● ●

Z02512 H16年度 こうすればできる小学校英語活動 24 学研 外国語科
英語の歌、ゲーム、校内掲示版や校内放送で英語に慣れ親しみ、「自分の夢発表会」では英語で自
分を表現します。異文化に興味関心をもち「楽しむ」という姿勢で英語活動に取り組んでいる二つの小
学校を紹介します。

●

Z02513 H16年度
チケットつくってきたんだけど～ふくらむイメー
ジ・支える教師～

21 東映株式会社　教育映像部 教育方法・学習者
遊びのイメージをもちつつも、なかなか遊び出せないでいる４歳のマユミちゃん。金魚屋さんごっこで
つかうチケットを家でつくってきますが…。友達とのつながりができ始め、ごっこ遊びを楽しむように
なってきた幼児の姿と教師のかかわりを映し出します。

●

Z02514 H16年度
和楽器だ！音楽づくりだ！～イメージをふくらま
せよう～

23 東京シネ・ビデオ株式会社 芸術科
小学生、中学生が和楽器を使って音楽づくりに取り組みます。身の回りの自然や情景への豊かなイ
メージや思いを音で表現し、楽しみながらアイディアいっぱいの音楽を響かせます。

● ●

Z02515 H16年度 生活に生きている日本の美術文化 22 株式会社桜映画社 芸術科
美術は色と形というビジュアルな表現で、世界の人と理解し合うこと、また、生活環境をかたちづくるこ
とに役立っています。身近な生活には伝統的な文化や美術造形が美しく楽しく生きています。

● ● ●
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Z02516 H16年度
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ〈豊か
な言語生活をめざして〉４暮らしの中の「あいま
いな表現」

35 東京シネ・ビデオ株式会社 国語科
第１話　断り方に見る「あいまいな表現」　―その働きと問題点―
第２話　簡潔でわかりやすい表現　―標識や絵文字に学ぶ―
第３話　「あいまいな表現」で問題が起こったら…

● ● ● ●

Z02517 H16年度
我ら鱈っこくらぶ～わきのさわ自然環境探検隊
～

27 青森放送（株）
青森の歴史・伝統・く
らし

ＲＡＢ　いきいき！夢キラリ　２００５年３月１４日放映番組 ● ● ● ●

Z02518 H16年度 みんなで育てよう！　あおもりの子どもたち 60
青森県子ども地域活動推進協議
会／青森県教育委員会

教育方法・学習者
第１部 「地域のおとながかかわって」（２００５年１１月６日放映番組）では、地域で子どもを育てる取組
み、第２部「学校と地域がいっしょになって」（１１月１３日放映番組）では、学校支援ボランティアの取
組みをテーマにまとめたビデオです。

● ● ● ●

Z02519 H16年度 インターネットしましょう 20 財団法人日本視聴覚教育協会 産業・技術
インターネットの便利さ、楽しさを伝えることを主眼にしながらインターネットの基本的な知識や操作法
も解説する内容で視聴しやすいドラマ形式を取り入れたビデオです。

● ● ● ●

Z02520 H16年度
明日への伝言（平成１７年度版）祈りかさねて～
神戸６０年目の記憶～

30
社団法人日本戦災遺族会／株式
会社ＮＨＫ情報ネットワーク

学術・教養
神戸での６０年前の戦争の出来事を記憶のどこかに残すこと。戦災の記憶を平和の祈りとして明日へ
と伝えるビデオです。

● ● ● ●

Z02521 H16年度
平成１６年　総務省メディア・リテラシー教材親子
で語ろう！テレビの見方

22
総務省情報通信政策局放送政策
課

家庭教育
「民家に熊が現れた」という騒動をＡ、Ｂ、Ｃというテレビのそれぞれのニュースを小学校５年のなかよ
し３人組の子ども達は、親子でどう話し合ったのだろうか。保護者向けガイドブックです。

● ●

Z02522 H16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。

● ● ● ●

Z02523 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ①米づくりの始ま
りと国の統一

20 学研 社会科 ●米づくりのむらとくらし　●むらからくにへ　●巨大な古墳のひみつ ●

Z02524 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ②大仏づくりにた
くされた願い

21 学研 社会科 ●聖武天皇と大仏づくり　●貴族のくらしと日本風の文化 ●

Z02525 H16年度 小学校体育シリーズマット運動中学年 15 学研 保健体育科 ●体ほぐし運動　●基本技　●発展技　●技の発展 ●

Z02526 H16年度 小学校体育シリーズ鉄ぼう運動中学年 15 学研 保健体育科 ●体ほぐし運動　●基本技　●技の発表 ●

Z02527 H16年度 小学校体育シリーズとびばこ運動中学年 15 学研 保健体育科 ●体ほぐし運動　●基本技　●技の発表 ●

Z02528 H16年度 小学校体育シリーズマット運動高学年 15 学研 保健体育科 ●体ほぐし運動　●基本技　●発展技　●技の発展 ●

Z02529 H16年度 小学校体育シリーズ鉄ぼう運動高学年 15 学研 保健体育科 ●体ほぐし運動　●基本技　●発展技　●技の発展 ●

Z02530 H16年度 小学校体育シリーズとびばこ運動高学年 15 学研 保健体育科 ●体ほぐし運動　●基本技　●発展技　●技の発表 ●

Z02531 H16年度 感染症シリーズ感染症とその予防 14 学研 スポーツ・健康
感染症に対する予防接種の有効性を解説。このビデオの主な内容。
●プロローグ　●感染を防ぐ　●予防接種　●予防接種がなかった時代　●予防接種のはじまり　●
エピローグ　全六題

●

Z02532 H16年度 感染症シリーズ免疫のしくみ 14 学研 スポーツ・健康
免疫のしくみの基本的な部分について、中学生にも理解できるようコンピュータアニメーションを効果
的に使い、分かりやすく解説。ビデオの主な内容　●プロローグ　●病原体から体を守るはたらき　●
免疫のしくみ　●特定の病原体を攻撃する抗体　●エピローグ　全５

●

Z02533 H16年度 感染症シリーズ性感染症とその予防 12 学研 スポーツ・健康
性感染症にかからないようにするためにはどのような方法があるのかを解説。このビデオの内容。●
プロローグ　●危険なセックス　●感染に気づかない恐怖　●コンドーム　●もし感染したら　●エピ
ローグ　全６題

●

Z02534 H16年度
目で見る教材シリーズ　第３集　Ｎｏ．１１青春は
サラダの味

45 (株)クロスメディア 生活・福祉
静岡県では、昭和５２年から社会福祉協議会高校活動や、高校生ワークキャンプを展開している。こ
のようにボランティア活動の盛んな地域での高校生の活動の記録。

● ●

Z02535 H16年度
目で見る教材シリーズ　第３集　Ｎｏ．１２施設と
地域のかけ橋

30 (株)クロスメディア 生活・福祉
ひとり暮らし、寝たきり老人などが利用しやすい施設づくりの取り組みと地域のボランティアとのかか
わりを、東京都立川市の至誠ホーム(老人のための施設)を例に紹介。

●

Z02536 H16年度
目で見る教材シリーズ　第３集　Ｎｏ．１３まちに
生きる＝地域ケアにボランティア活動＝

30 (株)クロスメディア 生活・福祉
鎌倉市は、全国でも有数のボランティア活動の盛んな地域。およそ３０団体が様々なボランティア活動
をしている。今回は、善意銀行と呼ばれているボランティア活動の事例を紹介。

●

Z02537 H16年度
目で見る教材シリーズ　第３集　Ｎｏ．１４君は空
の青さを知ってるか？

30 (株)クロスメディア 生活・福祉
地域が変われば医療も変わる」。医療の枠を越えて地域の人々の支援、そして患者に対する思いや
りが、精神障害のある人の気持ちを変化させ、そこに人間回復のドラマが展開する。

●

Z02538 H16年度
目で見る教材シリーズ　第３集　Ｎｏ．１５僕たち
の見た青い空

30 (株)クロスメディア 生活・福祉
神奈川県の精神障害者の人々が社会復帰をするために様々な努力をしている。そんな人々の活動
を、ある障害者のモノローグで綴る社会復帰へのドキュメンタリー。

●
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Z02539 H16年度 出会い系サイトの危険 20 東映株式会社 生活・道徳・特活
●居場所を求める女子高生　●孤独な部屋　●ハンドルネームは「みにくいアヒルの子」　●バーチャ
ル世界への錯覚

●

Z02540 H16年度 インターネットの罠 20 東映株式会社 生活・道徳・特活
●インターネットは便利と思っていても・・・　●無料と思ってアクセスしたのに・・・　アダルトサイトの誘
惑　●懸賞クイズに登録しただけなのに・・・自動的に国際電話に接続　●有害ネット通販も横行・・・
健康被害の恐れも　●大量迷惑メールの時代・・・漏れる個人情報

●

Z02541 H16年度
凶器にもかわる携帯電話―中高校生の自己防
衛―

20 東映株式会社 生活・道徳・特活

コンビニでは、店長と高１、２、３のアルバイト３人が働いている。そして、この４人が携帯電話による
様々なトラブルに巻き込まれていく。携帯電話の怖さを体験したアルバイト３人は、「携帯１１０番」とい
うホームページを立ち上げることを思いつき、体験談、携帯電話・インターネットのトラブルに関する相
談機関のリンク集などを盛り込んだホームページ作りを始めたのだった。

● ●

Z02542 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期食洗機　１００万台への死
闘～赤字部署の４０年～

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
性能の悪さから”愚劣な商品”のレッテルをはられた「食器洗い機」。製品誕生以来、普及に４０年もの
長い時間を要し、プロジェクトが会社の花形部署になるまでの苦闘を描く。

●

Z02543 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期大阪万博　史上最大の警
備作戦

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
昭和４５年に大阪で開かれた「日本万国博覧会」。高度成長期を象徴する史上最大のイベントを支
え、その後のイベント警備の原点を形づくった人々の知られざる奮闘を描く。

●

Z02544 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期湯布院　癒やしの里の百
年戦争

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
かつて全く無名な農村だった大分県湯布院町。農村の緑と静けさを守り抜きながら、日本中の人々が
憧れる保養地に育て上げた人々の伝説の物語を伝える。

●

Z02545 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期われら茨の道を行く国産
乗用車・攻防戦

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
昭和２５年、主力商品のトラックが売れず、倒産の危機にあった「トヨタ自動車」が、初の本格国産乗用
車「クラウン」開発に挑んだ。「自動車王国・日本」誕生の壮絶なドラマを伝える。

●

Z02546 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期１００万座席への苦闘みど
りの窓口・世界初　鉄道システム

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
鉄道大国・日本の長距離移動を支える「みどりの窓口」。
情報化時代に先駆け、日本で初めての オンラインシステムの実用化に執念を燃やした人々の苦闘を
描く。

●

Z02547 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期不屈の町工場　走れ魂の
バイク

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
日本最大のバイクレース「鈴鹿８時間耐久」で、大メーカーに立ち向かい、勝利を重ねた小さな町工場
「ヨシムラ」。「ゴットハンド」と呼ばれた親父とその家族の壮絶な物語を描く。

●

Z02548 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期毛利飛行士　衝撃の危機
脱出技術者たちの総力線

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
日本人初の宇宙飛行士・毛利衛が乗り組んだスペースシャトル・エンデバーで発生した実験器具の故
障とシャトル炎上の危機。毛利と地上の日本人技術者の運命の大勝負を描く。

●

Z02549 H16年度 プロジェクトＸ　第Ⅷ期ロータリー４７士の闘い 43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
夢のエンジンと言われてきたロータリーエンジンの量産を、世界で初めて成功した「マツダ」原爆で家
族を失った男たちが、故郷の復興を願い成し遂げたロータリーエンジン開発のドラマを描く。

●

Z02550 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期新羽田空港　底なし沼に
建設せよ

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
昭和５２年、日本の空の要「東京・羽田空港」は、増え続ける航空需要をさばききれなくなっていた。”
底なし沼”といわれたヘドロの海に新空港を建設した技術者達の壮絶な物語。

●

Z02551 H16年度
プロジェクトＸ　第Ⅷ期ラストファイト　名車よ　永
遠なれ

43 ＮＨＫエンタープライズ 学術・教養
昭和４１年、日本最高峰のカーレース「日本グランプリ」で頂点に立った小さな後発メーカー「プリンス
自動車工業」。国際競争の荒波と合併の危機を、その技術力で乗り越えた男たちの伝説のラストファ
イトを描く。

●

Z02552 H16年度
初心者のための茶の湯・裏千家　～風路～　第
１巻「割りげいこと亭主の仕事」

50 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●はじめに・・・家元　●割りげいこ(座り方・おじぎ・立ち方・ふくささばき・茶筅とおし)　●茶巾の扱い・
柄杓の扱い　●祇園祭の道具の取り合わせ　●茶碗と茶器　●茶の湯ギャラリー(茶室・・・又隠)　●
亭主の準備　●利休七則

●

Z02553 H16年度
初心者のための茶の湯・裏千家　～風炉～　第
２巻「懐石と洗い茶巾」

50 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●茶会の準備　●風炉の灰形　●懐石　●茶の湯ギャラリー(夏の菓子・夏の花)　●洗い茶巾の点前
(長板)　●名水点

●

Z02554 H16年度
男のためのそば打ち入門　第１巻基本　二八そ
ばを打つ

45 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術 そば打ちの基本「二八そば」を徹底マスター。 ●

Z02555 H16年度
男のためのそば打ち入門　第２巻応用　変わり
そばを打つ

45 ＮＨＫデュケーショナル 趣味・芸術 四季折々の香りや味を打ち込む「変わりそば」に挑戦。また、「山芋そば」「布海苔そば」なども紹介。 ●

Z02556 H16年度
男のためのそば打ち入門　第３巻そば打ちの夢
十割そばを打つ

45 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術 そば打ちを志す人の夢「十割そば」。さらに「そばがき」の作り方までを紹介する。 ●

Z02557 H16年度
とってもやさしい！中高年のためのパソコン活用
術入門　ｖｏｌ．１パソコンの基礎・文字の入力・表
計算ソフト

68 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●パソコンでここまでできる！　●壁紙をくふうしてインテリアにしよう　●ワープロソフトでカードを作ろ
う　●表計算ソフトって、なに？　●表計算ソフトでグラフに挑戦

●

Z02558 H16年度
とってもやさしい！中高年のためのパソコン活用
術入門　ｖｏｌ．２メール・インターネット

60 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術 ●メールを楽しもう　●メールを活用しよう　●インターネットに挑戦　●インターネットは情報満載 ●

Z02559 H16年度
とってもやさしい！中高年のためのパソコン活用
術入門　ｖｏｌ．３デジタルカメラ・ワープロソフト

63 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●デジタルカメラを使ってみよう　●プリントを楽しもう　●写真入りのカードを作ろう　●家族新聞に
チャレンジ！

●

Z02560 H16年度 ポンカンマンのアニメーションのできるまで 14 アニメーション画房わ組・ＪＴＶ 一般映画・アニメ
「ポンカンマン」によって、アニメーション製作の流れを教わり、それぞれの作業を、専門の人達が手分
けをし一生懸命に作っている姿を見て、物を作り出す事の大変さを学びます。

● ●

Z02561 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ③源頼朝と武士
の世の中

19 学研 社会科 ●武士の館を訪ねてみよう　●源頼朝が鎌倉幕府を開く　●元との戦い ●

105/112



VHS

幼 小 中 高 一般 教員

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 あらすじ（内容）

Z02562 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ④天下をめざした
３人の武将

23 学研 社会科 ●織田信長が天下統一をめざす　●豊臣秀吉が全国を統一する　●徳川家康が江戸幕府を開く ●

Z02563 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ⑤徳川家光と江
戸幕府

21 学研 社会科
●大名行列をさぐってみよう　●キリスト教の禁止から鎖国へ　●鎖国の中での交流　―朝鮮通信使
―

●

Z02564 H16年度
わくわく歴史たんけんシリーズ⑥新しい学問と町
人の文化

23 学研 社会科 ●伊能忠敬と日本地図　●杉田玄白と蘭学　●近松門左衛門と歌川広重 ●

Z02565 H16年度
小学校体育シリーズひょうげんを楽しもう(中学
年)

15 学研 保健体育科 ○体ほぐし運動　○動きに表す　○だんだんできあがり　○ミニ作品をつくろう　○見せ合い ●

Z02566 H16年度
小学校体育シリーズリズムにのってはじけよう
(中学年)

16 学研 保健体育科
○わいわいタイム　○のりのりタイム　○発見タイム　○やったねタイム
　収録リズム(音楽ＣＤ)　サンバ、ロック、レゲエ、ラップ、ポップス、ユーロビート、盆踊り、カントリー

●

Z02567 H16年度
小学校体育シリーズ作品にまとめて表現しよう
(高学年)

15 学研 保健体育科 ○体ほぐしの運動　○とび出す　○はじめ、中、終わり　○作品つくり　○作品の発表 ●

Z02568 H16年度
小学校体育シリーズお祭りのおどりを作ろう(高
学年)～オリジナルよさこい～

16 学研 保健体育科
○よさこい鳴子おどり　○見立ての世界(体ほぐしの運動)　 ○オリジナルダンスをつくる　○お祭りの
踊りをつくる　○教えあう　○さくらよさこいの発表
 さくらよさこい(音楽ＣＤ)

●

Z02569 H16年度 終戦記念戦記シリーズ海ゆかば 106 ジャパンホームビデオ株式会社 一般映画・アニメ
太平洋海戦の全貌を克明記録！真珠湾急襲からレイテ沖海戦までの凄惨な戦いを米国防総省の未
公開フィルムで綴る、鎮魂の海戦史。

●

Z02570 H16年度
リズムにのって、さあ体操！ハイハイ編／遊ん
でごきげん①

15 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育
対象年令：６ヵ月～１才くらい　
１．バンバンバランス　２．おつかいありさん　３．おーい　かばくん　４．汽車ポッポ

● ●

Z02571 H16年度
リズムにのって、さあ体操！ヨチヨチ編／毎日、
げんき②

15 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育
対象年令：１才～２才
１．げんこつやまのたぬきさん　２．手をたたきましょう　３．おおきなくりの木の下で　４．ライオンのうた

● ●

Z02572 H16年度
リズムにのって、さあ体操！チョコチョコ編／能
力、アップ③

15 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育
対象年令：１才半～３才
１．おもちゃのチャチャチャ　２．だるまさん　３．天使のパンツ　４．はしれちょうとっきゅう　５．ドロップ
スのうた　６．きらきらぼし

● ●

Z02573 H16年度
リズムにのって、さあ体操！わんぱく編／こども
エアロビクス④

15 ＮＨＫエデュケーショナル 家庭教育
対象年令：３才～６才
１．アイアイ　２．あがり目さがり目　３．クラリネットをこわしちゃった　４．手のひらを太陽に　５．サモア
とうのうた　６．大きな古時計

● ●

Z02574 H16年度 ダンベル体操ボディ改革宣言 41 ＮＨＫきんきメディアプラン スポーツ・健康
●体を引き締めるダンベル体操　●なぜ、ダンベル体操なのか？　●ダンベルの正しい持ち方と姿勢
●ストレッチ体操　●ダンベル体操(スタンダード)　●ダンベル体操で成人病の予防と改善　●ダンベ
ルなしでできる手軽な運動(腰痛の方に)　●ワンランク上のダンベル体操

●

Z02575 H16年度
ホームヘルパーのための実用ビデオシリーズ１
誰のために　何のために介護保険制度のもとで
のホームヘルプサービス基礎編

25 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

１　プロローグ　介護現場のドキュメント　２　介護保険制度と要介護認定、サービス利用の流れ　３
訪問介護計画の作成とホームヘルパーの派遣　４　チームケアとチームカンファンス、他職種との連
携　５　介護保険制度におけるホームヘルパーの業務　６　介護の専門職としてのホームヘルパーの
役割　７　より専門性を高めるために

● ●

Z02576 H16年度
ホームヘルパーのための実用ビデオシリーズ２
わたしはホームヘルパーです基礎編

30 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

１．プロローグ　ホームヘルプサービスの特徴とその役割　２．訪問を始める前に・・・職業倫理、留意
事項や心構え等　３．新人ヘルパーの初回訪問　４．サービス提供責任者がスーパービジョンすること
で、初回訪問を振り返り、問題点を整理する。　５．活動の評価をその後に活かす。　６．利用者の笑
顔が語る。

● ●

Z02577 H16年度
ホームヘルパーのための実用ビデオシリーズ３
介護の現場からのメッセージ専門性を高めるた
めに基礎編

40 ピース・クリエイト有限会社 生活・福祉

ヘルパーになった動機。心がけていること。困難に感じること。困ったこととその時の対処の方法。ヘ
ルパーとして大切だと思うこと。処遇について。介護保険後の活動で感じていること・・・など、活動の
中で感じる様々な思いについてインタビューし、そのコメントをスーパーバイズすることで、ホームヘル
パーの仕事を浮き彫りにする。

● ●

Z02578 H16年度 楊名時のさわやか太極拳　上巻 55 ＮＨＫエデュケーショナル スポーツ・健康
太極拳二十四式のうち第一式～第十二式
●立ちかた(立禅) 　●手と足の形　●前進と後退、横歩き　●呼吸のしかた

●

Z02579 H16年度 楊名時のさわやか太極拳　下巻 50 ＮＨＫエデュケーショナル スポーツ・健康 太極拳二十四式のうち第十三式～二十四式 ●

Z02580 H16年度 ザリガニ君が語る！　農業用水 11 農林水産省／株式会社電通 産業・技術
子供たちに馴染み深い存在であるアメリカザリガニをナビゲーターとして、農業用水の役割や歴史を
紹介しているビデオで、子供たちが、興味をもって農業用水の大切さを理解できる内容となっていま
す。

● ● ●

Z02581 H16年度
元気に再チャレンジ～キラキラしている女性たち
～

25 内閣府男女共同参画局 家庭教育

家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主婦は、再び社会で働きたいと思い立ち、求職活動を始
めるも不採用。いまだ子育て中、社会との関わりを絶って久しい主婦に、再就職の道は険しかった。
が・・・。ドラマとともに、実際に再チャレンジを果たした女性達が登場し、実体験を語りながら力強い
エールを送る。

●

Z02582 H16年度 いのちの水２１ 21 大塚製薬株式会社 スポーツ・健康
水分不足から起こると考えられるいろいろな身体の問題に対し、体液の働きを解説するとともに身体
にやさしい水分摂取の方法を紹介しているビデオです。

●

Z02583 H16年度
Ｇｌｙｃｅｍｉｃ　Ｉｎｄｅｘと食物センイ健康的なダイ
エットを考える

7 大塚製薬株式会社 スポーツ・健康
飽食の時代といわれる現代、「肥満予防」や「ダイエット」のテーマは、私たちの日常生活の中で大きな
意義を持ってきています。このビデオでは、「グライセミック　インデックス(ＧＩ)」と「食物センイ」の深い
関係をわかりやすく説明していきます。

●

Z02584 H16年度 みずみずしさをいつまでも―加齢と水分補給― 13 アスパ株式会社 スポーツ・健康
私たちの体は、水と密接なかかわりをもっています。体に含まれる水分を体液と言い、この体液の量
は、年齢や性別で異なり、割合は、年齢とともに減少していきます。体液の最も大きな役割は、酸素、
栄養素、老廃物の運搬、そして、体温の調節…。

●
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Z02585 H16年度 アスリートたちのロッカールーム 20 財団法人　日本体育協会 スポーツ・健康
スポーツ選手を支えるスタッフの仕事、その中心に位置するアスレチックトレーナーの観点からみてい
きます。さらに、さまざまなスタッフの仕事を通じて、スポーツ選手にとってよりよい環境とは何かを考
えるビデオです。

●

Z02586 H16年度 水と老人 13 有限会社　雅 スポーツ・健康
人は、生きるために水を必要とします。特に老人にとって、水は、健康だけでなく生命の維持にいたる
まで重要な役割があります。昭和４０年代の高齢者施設における貴重な体験から水の重要性を確か
めることができるビデオです。

●

Z02587 H16年度 かしこい健康づくりのためのカラダと栄養 10 健康と料理社／ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康
高齢化社会を迎え、生活習慣病の発生率の上昇が懸念される日本社会は、いつまでも若々しく健康
的な生活ができる年齢、健康寿命を伸ばすことが望まれます。そのために、栄養と健康の関係に注目
して作成されたビデオです。

● ●

Z02588 H16年度
子どものスポーツ活動中の熱中症予防無知と
無理でおこる熱中症をなくそう

16 財団法人日本体育協会 スポーツ・健康

暑い環境下で生じるいろいろな障害をまとめて熱中症といい、熱疲労、熱失神、熱けいれん、熱射病
の四つに分けられる。スポーツで問題となるのは、熱疲労、熱射病である。熱疲労は、疲労感、目ま
い等がおこります。熱射病は、体温の異常上昇等がおこります。処置が遅れると脳、肝臓、腎臓等臓
器障害がおこるため死亡率が高くなります。

● ● ● ● ●

Z02589 H16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。

● ● ● ● ●

Z02590 H16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。

● ● ● ● ●

Z02591 H16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。

● ● ● ● ●

Z02592 H16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。

● ● ● ● ●

Z02593 H16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。

● ● ● ● ●

Z02594 H16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。

● ● ● ● ●

Z02595 H16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。

● ● ● ● ●

Z02596 H16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。

● ● ● ● ●

Z02597 H16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。

● ● ● ● ●

Z02598 H16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。

● ● ● ● ●

Z02599 H16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。

● ● ● ● ●

Z02600 H16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。

● ●

Z02601 H16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。

● ●

Z02602 H16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。

● ●

Z02603 H16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。

● ●

Z02604 H16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。

● ●

Z02605 H16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　国際比較で子育てを考えよう。
・第２回　子育てって大変だけど楽しい！

58
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

家庭教育

・子育て探検隊　（１回）子育てサークルＭｏｎ＆ｍｏｍ’ｓ　（２回）あおもり多胎児の会　ツインドリーム
・やってみよう　（１回）抱っこだいすき　（２回）ベビーマッサージ　・お悩み相談室　（１回）子どものテレ
ビの視聴時間について　（２回）子どもの夜泣きがひどい　・子育て情報局　（１回）外出先で子どもを
預ける　（２回）地域子育て支援センター

● ●

Z02606 H16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３回　応援します！働くお父さん、お母さ
ん。

58
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

家庭教育

・子育て探検隊　（３回）育実幼稚園の父親バンド　（４回）子育ち支援グループモモ　・やってみよう
（３回）べビースィミング　（４回）手作り絵本の読み聞かせ　・お悩み相談室　（３回）子どものアトピーに
ついて　（４回）子どもが親の話を無視する　・子育て情報局　（３回）ファミリーサポートセンター　（４
回）読み聞かせ

● ●

Z02607 H16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５回　家族のきずな。愛する人はいます
か？

58
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

家庭教育

・子育て探検隊　（５回）５人姉妹のいる家族　・やってみよう　（５回）わらべうた　・お悩み相談室　（５
回）気軽に育児の相談をしたい　・子育て情報局　（５回）保育所と幼稚園の違いは？　・放課後探検
隊　（６回）地域子ども教室　・熱中十代　（６回）オーケストラに熱中　・お悩み相談室　（６回）娘が父親
とのスキンシップを嫌がる　・子育て情報局　（６回）青少年の悩みが電話・メールで相談できる

● ●
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Z02608 H16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７回 今のうちから経済感覚を養おう
・第８回　人生を変える恩師との出会い

58
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

家庭教育

・放課後探検隊　（７回）青森商業高等学校　チャレンジショップＡＳ　（８回）北海道日本ハムファイター
ズ　中村渉投手　・熱中十代　（７回）カーリングに熱中　（８回）ボランティアに熱中　・お悩み相談室
（７回）子どもが逆上がりをできない　（８回）子どもが牛乳を飲めない　・子育て情報局　（７回）未成年
の消費者保護について　（８回）携帯・パソコンから子育て情報

● ● ● ●

Z02609 H16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９回　自分の将来を見つめて下さい
・第１０回　ゆっくり食べて、ゆっくり生きよう

58
青森県総合社会教育センター／Ａ
ＢＡ

家庭教育

・放課後探検隊　（９回）音楽ユニット　マニ☆ラバ　（１０回）原牧場　―自然農法で安全な食品を―　・
熱中十代　（９回）レスリングに熱中　（１０回）フィギュアスケートに熱中　　・お悩み相談室　（９回）子ど
もの音痴を直したい　（１０回）子どもの爪噛みを卒業させたい　・子育て情報局　（９回）自分で自分の
将来を見つける　（１０回）食育への取り組み

● ● ● ●

Z02610 H16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

● ● ● ●

Z02611 H16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。

● ● ● ●

Z02612 H16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／青森県教育委員会

スポーツ・健康

ゴムとび：一本のゴムひも（長さ３ｍ前後）の両端を２人で持ち、つま先の高さ（０段）から始め、最後は
腕を上げた高さ（１３段）を決められたとび方で、とびます。
まりつき：手まり歌に合わせて「まり」と体をはずませる遊びです。１つの歌に１０の技があり、技は歌に
より難易度が違います。

● ● ● ●

Z02613 H16年度
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ<豊か
な言語生活をめざして>５日本語の音声に耳を
傾けると…

32 東京シネ・ビデオ株式会社 国語科
第１話　気持や意図を伝える音声
第２話　方言の中の音声
第３話  外国人の話す日本語の音声

● ● ● ●

Z02614 H16年度 子どもの居場所づくり－基本編－ 27 （株）リュック 教育方法・学習者
「子どもの居場所づくり」の意義や重要性をテーマとして、「なぜ、今、地域子ども教室推進事業に取組
む必要があるのか」について考えます。

●

Z02615 H16年度 子どもの居場所づくり－マニュアル編－ 30 (株)リュック 教育方法・学習者
指導員等の人材確保、委員会等の設置、安全対策、活動プログラムの策定など、「子どもの居場所づ
くり」の実施までの過程を具体的に解説します。

●

Z02616 H16年度 子どもの居場所づくり－事例編－ 25 (株)リュック 教育方法・学習者 全国各地で取組まれている、特色のある工夫を凝らした活動事例を紹介します。 ●

Z02617 H16年度
星野知子のそれいけアグリ　平成１７年度総集
編　前編

80 農林放送事業団 産業・技術
●みんな里山を守れ　●農業って楽しい！　●地場野菜を食べよう　●食育で元気あっぷ　●みんな
で海を体験しよう　●環境にやさしい農業をエコファーマーから

●

Z02618 H16年度
星野知子のそれいけアグリ　平成１７年度総集
編　後編

80 農林放送事業団 産業・技術
●情報付き野菜を探れ！　●特産品でイメージアップ　●中身で勝負！　楽しい農業　●立ち上が
れ！森林を守るために　●学校給食で食育を　●みんなで守ろう！きれいな水

●

Z02619 H16年度 森と共に－森の名手・名人－ 34
(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。

● ● ● ●

Z02620 H16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！

●

Z02621 H16年度 舞の海のとれたて日本 　平成１７年度総集編 70 農林水産省／農林放送事業団 学術・教養
とれたてハンター舞の海が、旬の味覚や伝統食、郷土料理など、その地方に息づく味わい深い食文
化をおいしく楽しく紹介します。

● ● ● ●

Z02622 H16年度 波の下の水都真心と伝統を受け継いで 23 山口県立岩国商業高等学校 学術・教養 山口県(下関) の郷土の祭りを紹介したビデオです。 ● ●

Z02623 H16年度
明日への伝言（平成１８年度版）イタンキ浜の夏
室蘭　艦砲射撃の爪痕

25
社団法人日本戦災遺族会／株式
会社ＮＨＫ情報ネットワーク

学術・教養
わずか１時間のうちに、重さ１トンの砲弾８６０発が北海道、室蘭に打ち込まれました。街は破壊され、
人々のきずなは一瞬のうちに吹き飛ばされました…。戦災の記憶を平和の祈りとして明日へと伝える
ビデオです。

● ● ● ●

Z02624 H16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 ～

18
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。その記録ビデオで
す。

●

Z02625 H16年度
ためしてガッテン第２期１チェック！肝臓健康法
の新事実／あなどれない！脂肪肝の新常識

85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康 チェック！肝臓健康法の新事実／あなどれない！脂肪肝の新常識 ●

Z02626 H16年度
ためしてガッテン第２期２みつけた！ダイエットに
成功する本当の理由／発見！ウォーキング効
果倍増術

85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康 みつけた！ダイエットに成功する本当の理由／発見！ウォーキング効果倍増術 ●

Z02627 H16年度
ためしてガッテン第２期３失敗しないっ！腰痛対
策／真犯人は足裏だった！足腰の痛み悩み解
消法

85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康 失敗しないっ！腰痛対策／真犯人は足裏だった！足腰の痛み悩み解消法 ●

Z02628 H16年度
ためしてガッテン第２期４１０歳若返る！血管や
わらか訓練法／冷えが消えた！超カンタン血行
促進術

85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康 １０歳若返る！血管やわらか訓練法／冷えが消えた！超カンタン血行促進術 ●

Z02629 H16年度
ためしてガッテン第２期５寝たきり予防！中高年
からの筋トレ術／決定版　寝たきり予防！バラ
ンス能力回復術

85 ＮＨＫソフトウェア スポーツ・健康 寝たきり予防！中高年からの筋トレ術／決定版　寝たきり予防！バランス能力回復術 ●

Z02630 H16年度
困ったときのパソコン虎の巻Ｖｏｌ．１　電源・接
続・ディスクとカード

55 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●電源：「電源はどこ？」、「電源が入らない！」他　●接続：「この線どこにつなぐ？」、「いろいろつな
がるＵＳＢって？」他　●ディスクとカード：「ＣＤを使いこなそう！」、「いろんな記録用カードがあるが
…？」、「音楽や映画のディスクもパソコンで！」他

●
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Z02631 H16年度
困ったときのパソコン虎の巻Ｖｏｌ．２　マウス・
キーボード・画面

55 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●マウス：「マウスって何？」、「クリック、ダブルクリック、そのコツは？」他　●キーボード：「キーボード
の正しい使いかたって？」、「心配ご無用！意味不明のキーボード」他　●画面：「ディスクトップって
何？」、「作業したい画面を出すには？」他

●

Z02632 H16年度
困ったときのパソコン虎の巻　パート２基本画
面・文字入力・保存

74 ＮＨＫエデュケーショナル 趣味・芸術
●基本画面：「パソコンの画面にあるマークって、何？」、「マイコンピュータって、何？」他　●文字入
力：「文字を入力したいんだけど…」、「押したキーの字が出てこない！」他　●保存：「作っていた文書
が消えてしまった！」、「さっき保存したファイル、どこにある？」他

●

Z02633 H16年度
ワーク・ライフ・バランス～働きがいのある職場と
生き生きした暮らし～

27
内閣府男女共同参画局／株式会
社キノックス

産業・技術
ワーク・ライフ・バランス。それは、多様化する生活スタイルや働き方に対する新たな取り組みです。充
実した暮らしとは何か。働くことへのモチベーションを高めていくためには。仕事と生活の調和を図るた
めにワーク・ライフ・バランスを推進する、組織や個人の取り組みを紹介しているビデオです。

●

Z02634 H16年度
目で見る教材シリーズ　第４集　Ｎｏ．１６さりげな
く高校生ボランティア

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
勉強や遊びばかりでなく、人間性を求めてボランティアをする高校生が増えている。世田谷の若者の
力がこのまちに、海外に。

● ●

Z02635 H16年度
目で見る教材シリーズ　第４集　Ｎｏ．１７大学生
たちのボランティア

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
寒風吹きすさぶ中、今年も大学生たちが多摩川清掃大作戦を敢行。彼らの日頃のボランティア活動も
追いかけて、一挙に紹介。

●

Z02636 H16年度
目で見る教材シリーズ　第４集　Ｎｏ．１８頂上め
ざして頑張って

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
丹沢の山頂を目指し、障害のある若者とボランティアたちが一緒に汗を流す。若者どうし、山登りをと
おしての交流とありのままの躍動を紹介。

●

Z02637 H16年度
目で見る教材シリーズ　第４集　Ｎｏ．１９朗読ド
ラマに愛をこめて

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
目の不自由な人にドラマの感動を伝えたい、と頑張る放送劇サークル「アリスのティーパーティー」。プ
ロの声優も加わったこのサークルの活動を紹介。

●

Z02638 H16年度
目で見る教材シリーズ　第５集　Ｎｏ．２０あなた
もできるボランティア入門

15 （株）クロスメディア 生活・福祉
“ボランティアって何だろう”。未経験者を対象に「ボランティア体験講座」が開かれた。お父さん、若者
たちが体験したボランティア。

●

Z02639 H16年度
目で見る教材シリーズ　第５集　Ｎｏ．２１お父さ
んのボランティア

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
休日あるいは退職後に、地域でボランティア活動をするお父さんたち。会社とはまた別の顔で活躍す
るお父さんたちのボランティア活動を紹介。

●

Z02640 H16年度
目で見る教材シリーズ　第５集　Ｎｏ．２２感激ド
ライブプレゼント

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
都内の個人タクシーの運転手さんの有志が、毎年障害のある人たちにプレゼントしている無料ドライ
ブ旅行。心温まる交流の一日と日常のひとコマを追う。

●

Z02641 H16年度
目で見る教材シリーズ　第５集　Ｎｏ．２３支えあ
い　助け合い

13 （株）クロスメディア 生活・福祉
高齢者の心配事や困り事をなくすために、地域の支え合い活動に積極的に取り組む温かなまちの存
在。そんな活動をする人々を紹介。

●

Z02642 H16年度 おばけ長屋 20 学研 一般映画・アニメ
長屋の空き部屋を物置代わりに使っていた長屋の面々だが、ある日大家に見つかって、荷物を出す
ように言われてしまう。長屋に空き部屋が一軒あるととても便利。いばってばかりの大家の鼻をあかす
ためにも、何とか空き家のままにしておけないだろうか…。

● ● ●

Z02643 H16年度 飲酒と健康 18 学研 保健体育科
●導入●酔いのメカニズム●アルコールの害●なぜ未成年の飲酒は禁止されているのか●ロールプ
レイ

●

Z02644 H16年度 薬物乱用と健康 20 学研 保健体育科
●薬物乱用とは？●依存性薬物の作用●薬物依存症の形成●薬物乱用の害●薬物乱用のきっか
け●ロールプレイ

●

Z02645 H16年度 喫煙と健康 20 学研 保健体育科
●導入●タバコの煙には何が含まれているか? ●タバコの煙の影響●主流煙と副流煙●タバコの依
存性と未成年者への影響●ロールプレイ

●

Z02646 H16年度
中学生からの生活習慣病予防シリーズ生活習
慣病って何だろう?

20 学研 保健体育科
●日本人の３大死因●好ましくない生活習慣●循環器系の病気●糖尿病、がん●生活習慣病と中学
生

●

Z02647 H16年度
中学生からの生活習慣病予防シリーズ今から
やろう！生活習慣病の予防

20 学研 保健体育科
●生活習慣チェック●こんなに変わった私たちのくらし●生活習慣病のはじまりは子どもから●正しい
食習慣●運動習慣●生活習慣の改善に挑戦

●

Z02648 H16年度
ストーカー対策ビデオ　女性が身を守るために
ストーカー、ＤＶなど…その事例と対策

30 株式会社日本テレビビデオ 生活・福祉
犯罪から身を守るには、正しい防犯知識を持つことが大切です。ここではストーカー犯罪を中心に、女
性が被害者になる犯罪をいくつかとりあげ、犯罪事例をドラマで再現。そしてスタジオにタレントをゲス
トに迎え、キャスターが、犯罪事例に対する対策を解説しています。

●

Z02649 H16年度 スプーンおばさん　１ 60 学研 一般映画・アニメ
●１話　あらら小さくなっちゃった●２話　なくなったぼうし●３話　ドッキリいちごとり●４話　ハチャメ
チャペンキぬり●５話　こんにちは森の女の子●６話　子ウサギいたずら作戦

● ●

Z02650 H16年度 スプーンおばさん　２ 60 学研 一般映画・アニメ
●７話　おもちゃの大スター●８話　バイキングとの対決●９話　忘れん坊バケット●１０話　赤ちゃん
とデート●１１話　ルウリィの誕生日●１２話　ミッケルのさいなん

● ●

Z02651 H16年度 スプーンおばさん　３ 60 学研 一般映画・アニメ
●１３話　ナイスデーはハート型●１４話　ふしぎオルガンの名演奏●１５話　もくげき者がいた●１６話
べんりな宝もの●１７話　かいぶつゲントウダー●１８話
　トンガルがかえした卵

● ●

Z02652 H16年度 スプーンおばさん　４ 60 学研 一般映画・アニメ
●１９話　モミの木に手を出すな●２０話　女王さまもいいもんだ　●２１話　モナリザってすてき●２２
話　ビーバー消ぼうたい●２３話　ぺアーでダンスを●２４話　クモのさいばん

● ●

Z02653 H16年度 スプーンおばさん　５ 60 学研 一般映画・アニメ
●２５話　いじわるご亭主●２６話　やまねこピュータロー●２７話　あわてかくれんぼ●２８話　あこが
れ海ぞく船●２９話　おお当り！お天気占い●３０話　しんせつな怪じゅうカーポ

● ●
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Z02654 H16年度 スプーンおばさん　６ 60 学研 一般映画・アニメ
●３１話　びしょぬれゆうびん屋●３２話　らくらくせんたく機●３３話　しかえし水でっぽう●３４話　ふく
ろうときょうだい●３５話　コロンコロン松ぼっくり　●３６話　あっちこっち鬼ごっこ

● ●

Z02655 H16年度 スプーンおばさん　７ 60 学研 一般映画・アニメ
●３７話　ハンバーグへ大ジャンプ●３８話　船のリアルフは見た！●３９話　目ざまし大そうどう●４０
話　ピンチ！空中せんそう●４１話　とんでもニューファッション●４２話　思い出ショートカット

● ●

Z02656 H16年度 スプーンおばさん　８ 60 学研 一般映画・アニメ
●４３話　名犬ブービィ●４４話　ゴローニャの屋根裏サーカス●４５話　フロッガーすいえい教室●４６
話　ルウのしんぱい旅行●４７話　海を見たドン●４８話　まちがいラブレター

● ●

Z02657 H16年度 スプーンおばさん　９ 60 学研 一般映画・アニメ
●４９話　大もの魚つり●５０話　ちえくらべ宝さがし●５１話　ブービィの身がわり術●５２話　とんだヒ
コーキ大成功●５３話　海の歌がきこえる●５４話　くたびれドライブ

● ●

Z02658 H16年度 スプーンおばさん　１０ 60 学研 一般映画・アニメ
●５５話　気まま名馬チャールズ●５６話　へんそうひつじ番●５７話　ゴローニャのラブストーリー●５
８話　ご亭主のにがてにんじん●５９話　森の王子コンテスト●６０話　チップは森の王子さま

● ●

Z02659 H16年度 スプーンおばさん　１１ 60 学研 一般映画・アニメ
●６１話　ルウリィのホカホカ料理●６２話　子ねずみスーイスイ作戦●６３話　かえるのおしゃれ体操
●６４話　おかしな結婚記念日●６５話　大好き！ゆうかい犯●６６話　あけてびっくりご用心！

● ●

Z02660 H16年度 スプーンおばさん　１２ 60 学研 一般映画・アニメ
●６７話　消えた宇宙人●６８話　ニアミス・パイロット●６９話　空を飛べ！パーとピー●７０話　風船
おいかけっこ●７１話　うっかりご亭主のプレゼント●７２話　やさしいライオン使い

● ●

Z02661 H16年度 スプーンおばさん　１３ 60 学研 一般映画・アニメ
●７３話　ラブラブ腹話術●７４話　雪だるまスキー学校●７５話　ドンの家出●７６話　ご亭主びっくり
大ぎょうてん●７７話　ミッケルの失敗●７７話　のら猫ジャックの子守歌

● ●

Z02662 H16年度 スプーンおばさん　１４ 60 学研 一般映画・アニメ
●７９話　秘密をさぐれ●８０話　トナカイロキの大ぼうけん●８１話　ご亭主のなやみ●８２話　おみま
いゲキタイ術●８３話　プリョイセンは好敵手●８４話　ようこそわんぱく小屋へ

● ●

Z02663 H16年度 スプーンおばさん　１５ 60 学研 一般映画・アニメ
●８５話　はらはらショッピング●８６話　こりごりゆうれい屋敷●８７話　ルウリィのナイス・キック●８８
話　ふしぎめがねで何を見た●８９話　人形つかいルウリィ●９０話　あこがれ！さすらい旅行

● ●

Z02664 H16年度 スプーンおばさん　１６ 60 学研 一般映画・アニメ
●９１話　子ねずみじんとりがっせん●９２話　おばけのしかえし●９３話　カメラでバッチリ！魔法使い
●９４話　たのまれた贈り物●９５話　流れ星をさがせ●９６話　チンプンカンプンまちがい伝言

● ●

Z02665 H16年度 スプーンおばさん　１７ 60 学研 一般映画・アニメ
●９７話　たたかえ！バイキング●９８話　スケートは楽し●９９話　むし歯に泣いたバケッド●１００話
パーとピーの大ぼうけん●１０１話　おとしものに手を出すな●１０２話　子ねずみさまのお通りだ

● ●

Z02666 H16年度 スプーンおばさん　１８ 60 学研 一般映画・アニメ
●１０３話　虹のすべりだい●１０４話　がらくた自動車レース●１０５話　パーティは大さわぎ●１０６話
らくがきにご用心●１０７話　ねらわれたスプーン●１０８話　ひとりぼっちじゃつまらない

● ●

Z02667 H16年度 スプーンおばさん　１９ 60 学研 一般映画・アニメ
●１０９話　おお忙し、エプロンご亭主●１１０話　かえってきた宝のつぼ●１１１話　ぶくぶく船あそび●
１１２話　もてもてダンスパーテイー●１１３話　売られたトンガル●１１４話　えりまきになったミッケル

● ●

Z02668 H16年度 スプーンおばさん　２０ 60 学研 一般映画・アニメ
●１１５話　ルウリィ　ＳＯＳ●１１６話　勝負はまったなし●１１７話　とんでけ風車●１１８話　おあずけ
旅行●１１９話ありがとうキャパ●１２０話　ガンバレ！弱虫子リス

● ●

Z02669 H16年度 スプーンおばさん　２１ 60 学研 一般映画・アニメ
●１２１話　ひとりぼっちの運動会●１２２話　とんだアプアプじょうほう●１２３話　べんりなシーソー
ゲーム●１２４話　変身！はりきりブービィ●１２５話　わんぱく挑戦じょう●１２６話　はらぺこキング
ジョー

● ●

Z02670 H16年度 スプーンおばさん　２２ 40 学研 一般映画・アニメ
●１２７話　あめの日は傘にのって●１２８話　ゆびぶえをふけ！ルウリイ●１２９話　あらしを行くバイ
キング船●１３０話　がんこご亭主おおあばれ

● ●

Z02671 H16年度 ああひめゆりの塔 125 日活株式会社 一般映画・アニメ

昭和１９年―太平洋戦争における米軍の反撃はさらに勢いを増し、戦争感のうすかった沖縄も陸海空
にわたる巻き返しで戦時体制下に。沖縄師範女子部に学ぶ与那嶺和子、級友の比嘉トミらは１日の
半分を陣地構築の作業に従事するが、サイパン島玉砕に島内はひしめき、学童は輸送船・対馬丸に
のって内地へ疎開するが、途中、潜水艦によって沈没。

●

Z02672 H16年度 ビルマの竪琴 116 日活株式会社 一般映画・アニメ
ビルマ現地にロケを敢行し、悲惨な戦火の中でも失われることなく、咲きいづる崇高な人間愛を、かつ
てない大きなスケールで描きあげた鬼才市川昆演出のスペクタクル巨編。

●

Z02673 H16年度 生まれてはみたけれど 90 松竹株式会社 一般映画・アニメ
東京の郊外にある新興住宅地にサラリーマンの吉井一家が引っ越してきた。小学生の息子たちは近
所の子供たちとケンカを繰り返していた。ある日、子供たちの間で誰の父親が一番偉いかということに
なり、一同で父親自慢が始まるのだが、結論はでない。

●

Z02674 H16年度 相談活動の心得 20 株式会社リュック 生活・福祉

少年、少女達に街頭で声かけをする補導員達。補導員の活動には、こうした街頭補導のほかに、少
年、少女やその親から受ける相談活動があります。街頭補導での声かけが、相談活動のはじまりとも
言えます。あなたは、声かけがきっかけで、問題を抱えている少年、少女から相談を受けたことはあり
ませんか？

●

Z02675 H16年度 補導員の心得声かけの基本とその実戦 20 株式会社リュック 生活・福祉 補導員がまちで、少年、少女に出会った時の接し方を紹介したビデオです。 ●

Z02678 H16年度 青森県の山下北半島の山々 80 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６２分

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

Z02679 H16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

●

Z02680 H16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

●

Z02681 H16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

●

Z02682 H16年度 学校Ⅲ 133 松竹株式会社 一般映画・アニメ
１０年程前に過労死で夫を亡くした小島紗和子は、自閉症の一人息子、登美男を女手一つで養ってい
る。零細企業に勤めていたが不況の影響で解雇され、再就職のために資格を得ようと技術専門校に
通うことになる。そこには様々な人々が人生の再出発をかけ集まっていた。

●

Z02683 H16年度 学校Ⅳ　十五才 120 松竹株式会社 一般映画・アニメ
不登校になって半年になる中学３年生の川島大介は、ある日両親に黙ってヒッチハイクの旅に出た。
横浜から九州・屋久島を目指す大冒険だ。長距離トラックを乗り継いで日本列島を南へ向かう大介が
出会う人々、初めての大自然…。

●

Z02684 H16年度
明日への伝言（平成１９年度版）ふるさと・平和
への調べ鹿児島　忘れがたき空襲の記憶

30
社団法人日本戦災遺族会／株式
会社ＮＨＫ情報ネットワーク

学術・教養
八回もの大きな空襲を受け、壊滅的な被害を受けた鹿児島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎につつまれ、
市内のほとんどが焼け野原となり、数多くの一般市民の命が奪われた…。戦災の記憶を平和の祈りと
して明日へと伝えるビデオです。

● ● ● ●

Z02685 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　①ごみをへらそう―
限りある資源を大切に

15 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活 ごみをへらすにはどうしたら…？　生活の中で自ら考えて、実戦できるように制作したビデオです。 ● ● ●

Z02686 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　②いのちの水―限り
ある資源を大切に

15 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活 調理や洗濯などの生活排水と汚れとのかかわり、水の有効利用などについて考えます。 ● ● ●

Z02687 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　③地球温暖化―今、
わたしたちにできること

20 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活 「地球温暖化」を自分の問題としてとらえ「自分にできること」を考えます。 ● ● ●

Z02688 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　④酸性雨―身近なと
ころから考えよう

20 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活 酸性雨にはどのような影響があるのでしょうか？排気ガスなどをなるべくださない生活を提案します。 ● ● ●

Z02689 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　⑤紙のリサイクル―
きちんと分けて資源にしよう

20 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活 よく目にする再生紙。その工程を知り、なぜ分別回収が必要なのかを理解します。 ● ● ●

Z02690 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　⑥ペットボトルとびん
のリサイクル―きちんと分けて資源にしよう

20 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活 冷蔵庫のビールびんとペットボトル。無事にリサイクルされて再会できるのでしょうか…？ ● ● ●

Z02691 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　⑦エコ・クッキングに
挑戦

20 開隆堂出版株式会社 生活・道徳・特活
エコ・クッキングを「買い物編」「調理編」「片付け編」の３つに分けて、自分たちにできることを考えま
す。

● ● ●

Z02692 H16年度 環境問題ビデオシリーズ　⑧生態系を守ろう 20 株式会社クリエイティブネクサス 生活・道徳・特活 トンボや鳥、昆虫の映像や「学校ビオトープ」の様子を見ながら「生態系」について理解を深めます。 ● ● ●

Z02693 H16年度
環境問題ビデオシリーズ　⑨バイオガス―循環
型社会をめざして

17 株式会社クリエイティブ２１ 生活・道徳・特活
水といっしょに生ゴミを入れるだけで都市ガスと同じくらいの性能のバイオガスと肥料が得られるバイ
オガスプラント。そのしくみを見ながら循環型社会や食べ物について考えていきます。

● ● ●

Z02694 H16年度
学校安全危機管理ビデオ　１学校への不審者侵
入から命を守る

20 東京書籍 生活・道徳・特活

外部からの不審者侵入事件が、平成１７年には、同１１年の２倍を超えるほどの状況にあり、安全・安
心な学校づくりは喫緊の課題となっている。学校においては、安全管理・組織活動の強化とともに「安
全教育」を推進することが求められている。本ビデオ教材の活用によって、さらに効果的な指導実践
が展開されることを願い制作されたものである。

● ● ●

Z02695 H16年度
学校安全危機管理ビデオ　２登下校時の犯罪か
ら命を守る

20 東京書籍 生活・道徳・特活

今や登下校時における児童の安全確保は学校安全上の喫緊の課題となっている。通学路の安全点
検等の安全管理や、学校・家庭・地域関係諸機関等が連携・協力しての組織活動とともに、児童の安
全能力や態度を育む安全教育を一体的に進めることが求められている。本ビデオ教材の活用によっ
て、充実した指導が展開できることを願って制作された。

● ● ●

Z02696 H16年度
目で見る教材シリーズ　第６集　ＮＯ．２４ふれ
愛！クッキング

13 (株)クロスメディア 生活・福祉
目の不自由な人もちょっとした料理の工夫を学べば、安心して様々な料理ができる。そんなお料理教
室での“ふれあい交流”を紹介。

●

Z02697 H16年度
目で見る教材シリーズ　第６集　ＮＯ．２５達人達
のプレゼント

13 (株)クロスメディア 生活・福祉
大工さんのグループと、シェフのグループ。このふたつのグループは、自分の仕事を活かしてボラン
ティア活動をしている。プロの腕前が優しさを届ける。

●

Z02698 H16年度
目で見る教材シリーズ　第６集　ＮＯ．２６グリー
ンサムの仲間たち

13 (株)クロスメディア 生活・福祉
「グリーンサム」をご存じだろうか？花づくりを楽しむ人々のことである。花づくりからまちづくりへと花
開く活動を追う。

●

Z02699 H16年度
目で見る教材シリーズ　第６集　ＮＯ．２７おも
ちゃであそぼ！

13 (株)クロスメディア 生活・福祉
子どもの人格形成に、おもちゃ遊びは重要だ。しかし、障害のある子どもにとっては、とても困難なこ
と。それを助ける施設「おもちゃ図書館」の活動を紹介。

●

Z02700 H16年度 忍たま乱太郎の自転車安全教室 16 東映株式会社　教育映像部 生活・福祉
おなじみ落第忍者の乱太郎、きり丸、しんべヱが、自転車に乗って現代の街にタイムスリップ！交通
ルールや歩道・車道での安全な自転車運転法を婦警さんから学びます。

● ● ●

Z02701 H16年度 忍たま乱太郎の地震用心・火の用心 11 東映株式会社　教育映像部 生活・福祉
テレビの人気者忍たま乱太郎と仲間たちに登場して貰い、ふだんから心がけたい火の用心の大切さ、
忘れてはならない地震のときの防災の備えをわかりやすく教えます。

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

Z02702 H16年度 空とぶうさぎの誘拐防止　ぼく　いやだよ！ 12
株式会社　サン・エデュケーショナ
ル

生活・道徳・特活

第１話　ひろしちゃんの場合
第２話　ゆうじちゃんの場合
第３話　まさおちゃんの場合
第４話　けいこちゃんの場合

● ● ● ●

Z02703 H16年度
津軽の古作伝統こけし～木村弦三コレクション
を中心に～

60
弘前市立博物館後援会／株式会
社あるてす

青森の歴史・伝統・く
らし

作者・作品紹介：斎藤幸兵衛　佐藤伊太郎　盛秀太郎
山谷多兵衛　毛利茂太郎　長谷川辰雄　佐々木金次郎　島津彦作　島津彦三郎　村井福太郎　間宮
明太郎　三上文蔵　川越謙作

●

Z02705 H16年度
平成１２年度　総務省メディア・リテラシー教材小
学生用メディア・リテラシー教材「うっきうきテレビ
たんけん」

30 総務省／駒谷真美 生活・道徳・特活
○メディア・リテラシー教育について　○「うっきうきテレビたんけん」について　○たんけん①「今何が
はやっているの？」　○たんけん②「テレビのウソ？ホント？」

● ●

Z02706 H16年度
平成１２年度　総務省メディア・リテラシー教材中
学生用メディア・リテラシー教材

30 総務省／村野井均 生活・道徳・特活
①メディア・リテラシーを育成する国語の授業開発　②「テレビ記者の一日」こうしてニュースは、私た
ちに届く　③“メディアタイム”

● ●

Z02707 H16年度
エル・ネット家庭教育セミナー解説ビデオ平成１
２年　家庭教育ノート―小・中学生を持つ親のた
めに―

75 文部科学省・国立女性教育会館 家庭教育
・第１回　家庭の在り方　・第２回　家庭のコミュニケーション　・第３回　しつけへの姿勢　・第４回　子
どもの非行　・第５回　家庭でのルール　・第６回　思いやり　・第７回　個性をのばす　・第８回　不登校
やいじめなどの対応

●

Z02708 H16年度
エル・ネット家庭教育セミナー解説ビデオ平成１
２年　家庭教育手帳

70 文部科学省・国立女性教育会館 家庭教育
・第１回　「家庭教育手帳・ノート」について　・第２回　家族のコミュニケーション　・第３回　しつけって
何？　第４回　ルールを作る　・第５回　家族で育む思いやり　・第６回　夢は人を育てる　第７回　遊び
が子どもを大きくする

●

Z02709 H16年度 文学のこころ　第１巻漱石をよむ 15 ＴＤＫコア株式会社 学術・教養 ユニークな視点と独特な文体で人間社会を描いた「吾輩は猫である」や「坊ちゃん」。それらの作品の
理解を通して夏目漱石の目指した生き方を探る。

● ●

Z02710 H16年度 文学のこころ　第２巻賢治をよむ 15 ＴＤＫコア株式会社 学術・教養 「銀河鉄道の夜」、「水仙月の四日」、「オツベルと象」などの作品を読み解きながら、宮沢賢治の創作
の動機や生きざま、夢を浮き彫りにしていく。

● ●

Z02711 H16年度 文学のこころ　第３巻太宰をよむ 15 ＴＤＫコア株式会社 学術・教養 短い一生を駆け抜けた太宰治は「走れメロス」に何を託したのか。人間のこころの奥に潜む強さと弱さ
を描き続けた作家の生き方から読み解いていく。

● ●

Z02712 H16年度 文学のこころ　第４巻鴎外をよむ 15 ＴＤＫコア株式会社 学術・教養 新しい歴史小説の幕開けとなった「高瀬舟」、「最後の一区」などの理解を通して森鴎外が時代の変革
の中から見出したこころとは何かを読み解いていく。

● ●

Z02713 H16年度 文学のこころ　第５巻魯迅をよむ 15 ＴＤＫコア株式会社 学術・教養 故郷・中国での革命は魯迅の人生を大きく変えた。「故郷」や「阿Ｑ正伝」などの作品の理解を通して、
魯迅が筆を武器に追い求めた夢と生き方を探る。

● ●

Z02714 H16年度
知っていますか？　食品のかしこい選び方―旬
の食材・食品添加物―

22 東映株式会社　教育映像部 趣味・芸術

●実験１　無果汁飲料をつくります　●生鮮食品　●加工食品　●有機食品、有機ＪＡＳマーク　●クイ
ズ「旬をあてよう」　●フランス料理シェフ多田鐸介氏が旬の食材を使って料理します　●旬について
のインタビュー（多田シェフ）　●食品添加物　●添加物マラソン　●食品添加物とどう付き合うか？
●実験２　とんこつ味スープをつくります　●安部先生へのインタビュー

●

Z02715 H16年度 杜子春 21 学研 学術・教養 芥川龍之介の名作童話の映像化。中国の唐の都に住む若者、杜子春が、かずかずの試練を経て、
やがて“人間らしく、正直に暮らしていくことの大切さ”に目覚めていく過程を描きます。

● ●

Z02716 H16年度
明日への伝言（平成２０年度版）語りつぐ　炎の
記憶

30
社団法人日本戦災遺族会／株式
会社ＮＨＫ情報ネットワーク

学術・教養

日本の各地域を襲った戦災・空襲を記録したビデオ「明日への伝言」。・青森空襲（青森市）・平成１３
年「語りつぐもの」（岐阜市／東京都・川崎市）・平成１４年「私たちの町にも空襲があった」（仙台市）・
平成１５年「雨にぬれた碑」（高松市）・平成１６年「ほむらいろの空」（富山市）・平成１７年「祈りかさね
て」（神戸市）・平成１８年「イタンキ浜の夏」（室蘭市）・平成１９年「ふるさと・平和への調べ」（鹿児島
市）

● ● ● ●

Z02717 H16年度
小学校理科ビデオシリーズ３年生太陽の動きと
影の動き

15 学研 算数・数学・理科
屋外で影を観察し影の位置と大きさは規則的に変化することに気づかせます。また、太陽は東からの
ぼり、西に沈むという一日の動きを観察し、影は太陽の動きにともなって、太陽の動きと反対に動くこ
とを理解させます。■影のでき方　■影の動き　■太陽の動き　■いろいろなかげの動き

● ●

Z02718 H16年度
小学校理科ビデオシリーズ４ねんせい月の形と
動き

15 学研 算数・数学・理科
月を継続的に観察することによって、月は太陽と同じように東から上って西に沈むことや、また、同じ
時間に観察しても日によって見える位置が変わっていくこと、形を変えていくことなどを伝えます。　■
昼見える月　半月　■満月　■月の形

● ●

Z02719 H16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あつまって、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、たいくつになってきたので、弥助がおも
しろいことを、おもいつきました。・・・

● ● ●

Z02720 H16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。・・・

● ● ●

Z02721 H16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、電気のあ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。まして、夜になればなにが飛び出すかわかりません。・・・

● ● ●

Z02722 H16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。・・・

● ● ●

Z02723 H16年度 健康管理と水分補給生活習慣病の予防と対策 15 (株)大塚製薬 スポーツ・健康
脳梗塞の事例を通して、その発生のしくみ・症状について解説。また、メタボリック・シンドローム、死の
四重奏、生活習慣病の予防についても解説。

Z02724 H16年度 健康管理と水分補給水は生命の源 9 (株)大塚製薬 スポーツ・健康
人類の誕生、生命倫理と必要な水、ミネラル、水分の役割。熱中症の理解に必要な基本的知識につ
いて分かりやすく解説。

Z02725 H16年度
健康管理と水分補給旅行者血栓症の予防と対
策

12 (株)大塚製薬 スポーツ・健康 旅行者血栓症（いわゆるエコノミー症候群）の発生のしくみと予防について。

Z02726 H16年度
ジュニア選手の食事と栄養しっかり食べてアス
リートをめざせ！

14 財団法人　日本体育協会 スポーツ・健康
優れたアスリートは、しっかりした食事から必要な栄養をタイミングよく摂って、身体をつくり、コンディ
ションを維持しながらパフォーマンスを向上させています。このビデオは、アスリートをめざす中学・高
校生、いわゆるジュニア選手向けに、正しい食事と栄養について分かりやすく解説しています。

Z02727 H16年度
スポーツ選手の新ライフマネージメントＳＰＯＲＴ
Ｓ　ｆｏｒ　ａｌｌ

14 財団法人　日本体育協会 スポーツ・健康
競技力向上のきめ手となる食事面におけるスポーツライフマネージメントを、ジュニアからトップアス
リートまで様々な実践例で紹介しています。

Z02728 H16年度
淀川長治　世界クラシック名画を語る映画上陸１
００年記念特別企画

59 ダイソメディアサービス 学術・教養
映画解説で有名淀川長治が、クラシック名画を解説した映像を４５本収録。１９０３年「大列車強盗」か
ら１９５７年「野ばら」まで。

●
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