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０３　相互扶助

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

親子で学びあうボランティア学習

(資料コード：51000000537)
20

小学生
～成人

ボランティア活動の魅力と意味を考えます。里山を守る
活動（下刈り・伐採）に取り組む高橋さん親子、地域の
老人ホームのお年寄りとの散歩活動を始めた２１ドリー
ムの親子たち、主婦の村上さんは２人の娘さんと一緒
に休日、小学校で開かれる子どもたちの体験教室のス
タッフとして活動している事例を紹介します。

H16

はじめようボランティア学習

(資料コード：51000000404)
20 小学生

 自分がやってみたいと思うことを見つけて、調べたり、
体験したり、社会の役に立つ活動につなげるボランティ
ア活動。小学生たちが学校や地域で生き生きと体験学
習を進め、活動が楽しく広がっていく様子を紹介しま
す。

H14

０４　保健衛生

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

親が守る子どもの健康

(資料コード：5100000206)
21 成人

自分がやってみたいと思うことを見つけて、調べたり、
体験したり、社会の役に立つ活動につなげるボランティ
ア活動。小学生たちが学校や地域で生き生きと体験学
習を進め、活動が楽しく広がっていく様子を紹介しま
す。

H10

奇妙な出来事アトピー

(資料コード：5100000024)
46 成人

今の子どもたちの体の中でもめだって多いアトピー性皮
膚炎について、その原因・治療・予防といった状況や、
その背景について追求します。

Ｈ　5

思春期の医学シリーズ
アルコールの知識

(資料コード：5100000081)

20
中学生
高校生

成長途上の人体に及ぼすお酒の悪影響・恐ろしい急性
アルコール依存症の症状を見る。

H 6

思春期の医学シリーズ
エイズの知識

(資料コード：5100000040)

20
中学生
高校生

中学・高校生の指導に相応し、映像でエイズのあらゆる
側面（原因・症状・予防法）を易しく解説。

H 6

思春期の医学シリーズ
性病の知識

(資料コード：5100000065)

20
中学生
高校生

性病はエイズだけではない。性情報が氾濫し、種々の
性病が流行する今日、中高生が持つべき性病の知識を
真面目に、易しく解説。

H 6

思春期の医学シリーズ
タバコの知識

(資料コード：5100000073)

20
中学生
高校生

タバコの正体－成分・若い人への影響・喫煙が元で起こ
る病気等を見ながら、タバコの煙の恐さを探る。

H 6

思春期の医学シリーズ
麻薬・覚醒剤の知識

(資料コード：5100000057)

20
中学生
高校生

若者の間に流行する麻薬・覚醒剤の人体への影響・中
毒患者の症状を解説。なぜ手を出すのか、なぜやめら
れなくなるかを探ります。

H 6
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ＳＴＯＰ　ＨＩＶ/ＡＩＤＳ
エイズストップのために…

(資料コード：5100003788)

38 成人

①ＨＩＶ/エイズ拡大の世界的な現状  ②ＨＩＶとエイズの
医学  ③ＨＩＶ感染と日本の若者  ④急がれる予防教育
⑤エイズの治療と薬剤耐性  ⑥検査と治療  ⑦エイズへ
の社会的な取り組み  ⑧エイズ治療薬開発の最前線

H16

生活習慣病　見直せ悪習慣めざせ健
康

(資料コード：5100000354)

21 成人

心臓病、脳卒中、糖尿病…日本人の死因の３分の２を
占める生活習慣病は、長らく続けている悪い生活習慣
によるものです。健康には、無頓着だったサラリーマン・
大野だが、生活改善のための心構えやスキルを学んで
いきます。改善の努力をしている人々にも取材していま
す。

Ｈ12

薬物乱用防止教育ビデオ
（小学生用）  ストップ　ザ　薬物

(資料コード：5100002988)

28 小学生

小学５年生の仲良し４人組。理科室で突然骨格模型（ガ
イコツ）からＣＤ－ＲＯＭをもらう。そのＣＤ－ＲＯＭには、
“ぜひ、知って欲しい情報”が入っているらしい。さて、そ
の情報とは…。薬物乱用防止教育用。

H12

薬物乱用防止教育ビデオ
（中学生用）　ＮＯ！脳からの警告

(資料コード：5100002731)

24 中学生

覚せい剤やシンナーなどの薬物は、脳を直撃し心と体
をダメにする。特に、成長期の若者に影響が強く、人間
形成が妨げられる。「一回だけなら」という軽い気持か
ら。だが、やめたくてもやめられない－それが薬物の最
も怖いところです。

H10

０５　災害防止　防犯

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

あっ！危ない　きみならどうする

(資料コード：5100000610)
27 小学生

子ども達の生命を守るにはどうすればいいのか。子ども
達自身が不審者を見分ける目が必要です。様々な場所
で考えられる危険と対応を婦人警官春さくらが登場し、
わかりやすく教えてくれます。①学校帰りの危険②公衆
トイレでの危険③エレベーターでの危険④一人で留守
番しているときの危険

H18

安全な自転車のルール

(資料コード：5100000511)
20 小学生

一時停止で止まっていますか？二人乗りをしていませ
んか？スピードを出して走っていませんか？夜間無灯
火運転していませんか？自転車は乗り方を間違うと凶
器となり、自転車運転者が加害者になってしまいます。
たとえ未成年者でも自転車を操作する運転者であると
いうことに注意しなければなりません。

H16

カブタックの交通安全

(資料コード：5100000255)
15 小学生

ビーロボ・カブタックとその仲間たちが登場。子どもの交
通事故を減らしたいという願いに応えて、“交差点や道
路の横断の仕方”や“車の後ろに潜む危険”“急な飛び
出しに注意する”等正しい交通ルールとその大切さを学
びます。

H11

グーパ王子の交通安全

(資料コード：5100000594)
12

幼児～
小学生
（低）

グータン星から地球にやってきたグーパ王子とノラ
ラー。地球のお友達に正しい答えを聞きながら大切な
交通のお約束を学んでいきます。①道路で遊んではだ
め②道路は右端を歩く③道路の正しいわたり方④飛び
出しは絶対だめ

H17

三陸の津波

(資料コード：5100002475)
20

小学生
～成人

津波を経験した人々の話を聞きながら、過去の惨劇を
振り返るとともに、津波に対する防災を再認識させる。

H 9

地震！！あなたはどうする

(資料コード：5100000438)
21 小学生

平成７年阪神・淡路大震災を教訓として、地震の基礎知
識を身につけさせるとともに、突発災害時に、的確な非
難行動が迅速にとれるような実践的な避難訓練を習得
させます。

H15
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ズッコケ三人組自転車の安全教室

(資料コード：5100000388)
20 小学生

ズッコケ三人組が登場。自転車の交通安全指導委員に
なったハチベー・ハカセ・モーちゃんの三人が、自転車
の安全な乗り方や交通ルールを学び、立派な安全指導
委員になり下級生を指導します。

H13

とっとこハム太郎のとっとこ大切！！
交通ルール

(資料コード：5100000495)

21 幼児
人気テレビアニメ「とっとこハム太郎」の交通安全アニ
メーション。主人公ハム太郎とハムちゃんずが登場し、
楽しく交通ルールを学びます。

H15

飛び出し事故が起きるとき

(資料コード：5100000115)
10

小学生
（高）

事故に結びつく３つの要素（心にすきがある時、行動に
すきがある時、環境の問題）を具体的に紹介し、飛び出
し事故を防ぐために大切なことを解説。

H 7

どうろのあるきかたわたりかた

(資料コード：5100000107)
10

小学生
（低）

子供の交通事故で一番多い飛び出し事故。飛び出し事
故の多い場所や気をつけること雨の日に歩く時の注意
等、安全な歩行のルールやマナーを解説。

H 7

ドクターＸの自転車安全セミナー

(資料コード：5100000172)
21 小学生

危険な乗り方をしていた少年たちに自転車博士が繰り
広げるユニークな交通安全指導。事故をどう予測し、ど
う対応すれば防げるか、具体的に描く。

H 9

やめよう飛び出し守ろう信号

(資料コード：5100000412)
16 小学生

子どもたちの交通事故は、子どもたち自身の飛び出し
や、ふざけ合いなどが原因で起こっています。子供たち
が見落としてしまいがちな「安全の確認、ルールの大切
さ」を教えます。

H14

０６　道徳　宗教

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

お母さんの仕事

(資料コード：5100000198)
20 小学生

お母さんの働く姿を見られてしまった。恥ずかしいと思う
私の心。母の仕事を恥ずかしいと思っていた一人の少
女が、誇りを持って働く母の姿に触れ、自分自身の差別
心を克服し、働くことの尊さに気づいていきます。

H10

しらんぷり

(資料コード：5100000263)
21 小学生

アキラはドンチャンがいじめられているのを目撃した。い
じめの矛先をかわすため、もやもやした気分のまま傍
観するアキラ。ドンチャンが学校に来なくなったある日、
おでん屋さんのおじさんに出会って‥。

H11

セッちゃん

(資料コード：5100000263)
34

中学生
～成人

高木家は父・雄介、母・和美、娘・加奈子の３人家族。あ
る日、加奈子がいじめにあう「セッちゃん」という転校生
について話し出した…。原作：重松清。第１２４回直木賞
受賞作「ビタミンＦ」より。

H16

ぼくの青空

(資料コード：5100000214)
26 小学生

進行性筋ジストロフィー症と闘う義人の発病から、進行
する中で心の支えとなった音楽やその仲間たちとの出
会い、そして別れまでの感動アニメ。

H10

ぼくのピーコ

(資料コード：5100000248)
20 小学生

生命を軽視しがちな今の子どもたちにとって、生育過程
で心の教育が重要です。迷子のインコを世話していくう
ちに、いたわりの心に目覚める、そんな少年の姿を描き
ます。

H11

負けるな！千太

(資料コード：5100000164)
24 小学生

他の生き物と同じように、我々人間にも心のなかに「い
じめ虫」がいるのです。今、一人一人が自分の「いじめ
虫」と向き合いどう付き合っていくか。弱いものへのいた
わりや、命の尊さを考えます。

H 9
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みーつけた！

(資料コード：5100000503)
18 小学生

２学期の始業式の日、飼育委員会（ウサギ）の当番に
なった４年２組に俊平が転校してくる。隣の席になった
真樹は、思った事をうまく表現できない内向的な性格で
クラスのみんなから無視されていた。そんな真樹をおも
しろ半分で飼育委員長に祭り上げるクラスメート。俊平
も副委員長を押しつけられるが…。

H15

みんなで跳んだ

(資料コード：5100000420)
28 中学生

「みんなで跳んだ」城北中学２年１組の記録（小学刊）の
アニメ化作品。２年１組の生徒たちは、運動会での大縄
跳びで優勝を目標に毎日練習。しかし、一人の生徒を
はずすことに…。

H15

０８　家庭

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

いじめ親として

(資料コード：5100000180)
30

成人
教育関係

者

上履きのままで帰宅したり、体操着や靴を密かに買い
換えている、貯金通帳の預金がなくなっている、家での
態度がおかしい娘（中２）の様子の変化から、父と母は
いじめに気づく。わが子がいじめに合った時、親はどうし
たら良いのかを示唆します。

H10

１１　陸上競技

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

早起きマラソン25周年記念第16回花
巻市民総参加マラソン大会

(資料コード：5100003069)

120
小学生
～成人

ゴールドメダリスト高橋尚子と走ろう
早起きマラソン25周年記念に開催された第16回花巻市
民総参加マラソン大会の記録｡

H12

２１　日本史

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

明日への伝言　イタンキ浜の夏

(資料コード：5100004018)
25 成人

１９４５年７月１５日９時３６分、室蘭沖２８キロ。アメリカ
第３艦隊の艦砲が一斉に火を噴いた…わずか１時間の
うちに、重さ１トンの砲弾８６０発が北海道、室蘭に撃ち
込まれました。街は破壊され、人びとのきずなは一瞬の
うちに吹き飛ばされてしまったのです…。

H18

明日への伝言　語りつぐ炎の記憶

(資料コード：5100007235)
30 成人

平成20年度版  悲劇は広島・長崎・東京・沖縄だけでは
なかった。日本の各地域を襲った戦災・空襲を記録。平
和へのメッセージを伝えます。

H21

明日への伝言　語りつぐもの

(資料コード：5100003291)
26 成人

2001年。56年前に起こった“あの出来事”は、今を生き
る私たちには、あまりにも遠い…。でも、これは、昔話な
んかじゃない…。忘れてはいけない記憶なのです。１５
歳の大塚露那が、失われつつある“空襲”を岐阜、東
京、川崎に訪ね、その思いを今に伝えます。

H13

明日への伝言　ふるさと・平和への調
べ

(資料コード：5100007227)

30 成人

８回もの大きな空襲を受け、壊滅的な被害を受けた鹿
児島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎につつまれ市内のほ
とんどが焼け野原となり、数多くの一般市民の命が奪
われました。このビデオは戦災の記憶を平和の祈りとし
て明日へと伝えものです。

H21
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明日への伝言　ほむらいろの空

(資料コード：5100003838)
25 成人

終戦間近の１９４５年８月２日未明、富山市は空襲に見
舞われました。「…母さんは私をおんぶして、とよ子姉さ
んと一緒に逃げました。」前野時子さんは、その時の絵
を描いています。「描きはじめると忘れかけていたあの
夜のことが、次々と蘇ってきます。そんな時には、母が
後押ししてくれているように思えるのです…。」

H16

明日への伝言　私たちは戦争を知ら
ない

(資料コード：5100002715)

21 成人
日本本土へ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とおして、戦争の愚かさ、平和の
尊さを再認識させる。

H10

衣服の変化から歴史を発見しよう

(資料コード：5100003432)
22 中学生

埼玉県秩父地方は、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、
そのルーツを調べてみることにしました。衣服の変化と
歴史を通して、歴史の移り変わりを学びます。

H14

食事の移り変わりを調べよう

(資料コード：5100003671)
22 中学生

文化祭のテーマとして、縄文時代と現代の食事の違い
を調べることになりました。そして、日本人の食事の歴
史を調べることにしました。①縄文時代の食事を体験②
日本の食事の移り変わり③江戸時代の食事を再現④
西洋から伝えられた料理⑤現代の食事という構成で学
びます。

H15

平家物語人物紀行　①清盛の光と影

(資料コード：5100000578)
40

高校生
～成人

祇園精舎の鐘の声、諸行無情の響きあり…歴史上の、
また、物語中の清盛の存在感は、まさに圧倒的である。
貴族社会から武家社会に移行する時代に生まれ、保
元・平治の乱に勝ち残り、平家の栄華を築いていった清
盛とその反対勢力の面々を浮き彫りにする。主な登場
人物－平清盛／平重盛／俊寛／西光／藤原成親／後
白河法皇

H17

平家物語人物紀行　③悲劇の脇役た
ち

(資料コード：5100000586)

40
高校生
～成人

あはれ、弓矢とる身ほど口惜しかりけるものはなし…平
家物語には、各場面において多くの個性ある人物が登
場し、物語を盛り上げている。物語の成立以来、それぞ
れの主人公たちは、私たち日本人に親しまれてきた。劇
的な名場面を通して、名文を味わいながらその人物像
を懐かしむ。主な登場人物－平忠度／平経正／平敦盛
／熊谷直実／那須与一

H17

炎の証言　～これが空襲だった～

(資料コード：5100001436)
21 成人

太平洋戦争の悲惨な光景を紹介し、戦争について考え
る。

H 4

炎の証言　～最後の空襲～

(資料コード：5100002269)
30 成人

太平洋戦争終結宣言の直前８月１４日、１５日にも連合
軍のＢ２９爆撃機が次々と飛来し全国２０余都市を爆撃
した。

H 7

私たちの戦後50年

(資料コード：5100000099)
40 成人

この半世紀を人々がどのように生き、暮らしてきたかを
中心に、激動の時代との関わりを回顧しながら、これか
らの日本の進み方、また国際人としての生き方を考え
ます。

H 7

２８  伝記

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

北上・西和賀地方の先人

(資料コード：5100007342)
30

小学生
～成人

北上市の「澤藤幸治」、湯田町の「菊池淡水」、沢内村
の「加藤新平」３人の人物と業績を紹介。

Ｈ14

花巻地方の先人

(資料コード：5100003366)
30

小学生
～成人

花巻市の「島善鄰」、大迫町の「菅原隆太郎」、石鳥谷
町の「谷村貞冶」、東和町の「萬鉄五郎」４名の生い立ち
や業績を紹介。

Ｈ13
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２９　その他諸国の歴史・地誌

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

世界の人と馬の文化シリーズ９
英国王室の伝統を守る騎兵

(資料コード：5100002376)

45 成人
英国王室は今も馬の文化と深く関わっています。今も中
世騎士道の伝統と誇りを守り続ける英国王室近衛騎兵
の姿を描く。

Ｈ　8

世界の人と馬の文化シリーズ12
走れ！一家の夢を乗せて

(資料コード：5100002848)

45 成人
英国王室は今も馬の文化と深く関わっています。今も中
世騎士道の伝統と誇りを守り続ける英国王室近衛騎兵
の姿を描く。

Ｈ11

世界の人と馬の文化シリーズ15
メアフェルトの風

(資料コード：5100003440)

45 成人

ドイツ北西部、メアフェルト湿原には、ドイツで最も古い
品種と言われている野生馬、“デュルメン馬”がいます。
野生馬を守り続けてきた男たちが野生馬とともに年に
一度繰り広げる勇壮な「野生馬の祭り」。

Ｈ14

３６　社会

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

明日からではなく省エネという勇気

(資料コード：5100000552)
15 成人

環境の問題を高校生に理解させ、行動させる方法とし
てこのビデオを役立てて下さい。このビデオを視聴する
ことによって省エネのための行動を起こす起爆剤となる
ことを願います。

H16

いのち輝く灯

(資料コード：5100000271)
48 成人

人生の途中で障害を持つ身となった奈津子とその恋
人・雅人（母親が同和地区出身）、そして盲目の老人昭
吉との関わりや家族を含めた回りの人々の関係を通し
て、「人権」とは何かを問いかけ、何故、人が人の人権
を無視して差別するのか、また生きて行くうえで大切な
「同胞の精神」とは何か考えます。

H11

いのち輝くとき

(資料コード:5100000370)
30 成人

最近、深刻な社会問題となっているのが、親による子ど
もへの虐待です。特に地域社会から孤立している核家
族の親が現代社会や家庭生活の中で様々なストレスを
抱え込み、そのはけ口として抵抗できない子どもへの虐
待を行っている場合が増えているようです…。その親と
子どもを救うには、近隣の人々の温かい心と地域社会
の支えが必要ではないでしょうか。

H13

男たちの居場所づくり

(資料コード：5100000362)
21 成人

男たちの「家庭や地域に参加する意欲」は、未だ弱いの
が現状です。この作品には、家庭や地域に積極的にか
かわり、そこに「居場所」を見出した男性たちが登場しま
す。男女共同参画社会啓発ビデオです。

H13

ゴミ減量作戦

(資料コード：5100000016)
30 成人

今や深刻な社会問題になっているゴミ。原因と実態、清
掃工場が抱える問題を分析し、平塚市のゴミ処理方法
を紹介。

H 4

生涯学習で自立共生

(資料コード：5100000149)
27 成人

2,000人を上回る市民が生き生きとした日々を送ってい
る静岡県清水市の清見大学塾の事例を紹介します。

H 8

世界の中の日本の役割　戦後の復
興・発展と国際貢献

(資料コード：5100003424)

20
小学生
（６年）

オリンピックと日本の国際貢献、世界に広がる日本の国
際貢献を主な内容とし、世界の中の日本の役割を学習
します。

H14
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ダイオキシン汚染

(資料コード：5100000230)
27

小学生
～成人

社会問題となっているダイオキシン汚染。実際に被害に
遭っている地域を取材し、汚染の現状を浮き彫りにしま
す。また防止策として、ゴミの減少、分別回収などにつ
いても考えていきます。

H11

ボランティアガイド　～教育・環境・国
際協力～

(資料コード：5100000131)

20 成人
①社会・文化施設でのボランティア②子育て・教育の分
野、③環境保護とリサイクル活動、④国際協力の分野
での事例を紹介。

H 8

街

(資料コード：5100000156)
45

中学生
～成人

非行少年の周りで苦悩する家族や関係者、非行少年の
立ち直りを見守る地域の人々、厚生保護事業従事者の
活動を具体的に描き本来「街」が持っている「大いなる
力」を通して「人間関係の復活」を訴えます。

H 9

未来は僕らの手に　生活と地球環境

(資料コード：5100000339)
28

小学生
～成人

温暖化で１００年後の地球はどうなるか？私たちがこの
ままの生活を続けていると、地球の平均気温は２度も上
がり、環境に対して深刻な影響が心配されています。小
学生のアキラは、家族も巻き込んでエネルギー節約作
戦を始めます。

H12

３７　教育方法制度

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

いじめゼロをめざして

(資料コード：5100000123)
30 中学生

お父さん、お母さん、先生、子どもたちの心の叫びが届
いてますか？いじめ根絶に日常の悩みを持った子ども
のＳＯＳを速やかにキャッチし、対応することです。

H 8

運動大好き！－体力が豊かな心と体
を育むー

(資料コード：5100003796)

20 成人

スポーツジャーナリストの増田明美さんの解説と研究者
のインタビューを交えながら、家庭や教育現場、また自
然の中で行われている子どもの体力向上を目指した活
動を、具体的に見つめて行きます。体を動かす喜びを
感じ、心身ともに健康に育つ子どもと、それを支える大
人たちの姿を通じて、子どもの体力向上の重要性を訴
求していきます。

H16

課外授業ようこそ先輩
狂言師　野村萬斎

(資料コード：5100000487)

43
小学生
～成人

狂言師　野村萬斎　「狂言の笑いは型でござる」
世代を超えた人気を誇る野村氏が、狂言の演技のポイ
ントである「型」をこどもたちに教える。

H15

課外授業ようこそ先輩
国境なき医師団医師　貫戸朋子

(資料コード：5100000479)

43
小学生
～成人

国境なき医師団医師　貫戸朋子　「戦争を学ぶ  命を考
える」　　戦争や災害で苦しむ世界中の人々を助ける国
際的ＮＧＯ［国境なき医師団」で、初の日本人医師として
活動している。貫戸さんと一緒に戦争について考える。

H15

課外授業ようこそ先輩
昆虫写真家　海野和男

(資料コード：5100000453)

43
小学生
～成人

昆虫写真家　海野和男　「ムシはなんでも知っている」
幼い頃から昆虫が大好きだった海野氏が、「虫なんか
大嫌い」というこどもたちを神秘に満ちた昆虫の世界に
いざなう。

H15

課外授業ようこそ先輩
ステージパフォーマー　丸山浩路

(資料コード：5100000446)

43
小学生
～成人

ステージパフォーマー　丸山浩路　「手話はこころのメッ
セージ」
手話を交えた独特の語りとパフォーマンスで多くの人々
を魅了してきた丸山氏が、子どもたちに夢に向かって
チャレンジする大切さを熱く語る。

H15
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課外授業ようこそ先輩
マルチメディア・クリエイター　高城
剛

(資料コード：5100000461)

43
小学生
～成人

マルチメディア・クリエイター　高城剛　「マルチメディア
は混ぜる！が基本」　「マルチメディアには無限の可能
性がある」高城氏が、こどもたちを異なるものが混じり
あったメディアの世界に誘う。

H15

産業社会と人間のススメ

(資料コード：5100003275)
20 高校生

「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紹介します。

H13

３年間の保育記録　４歳児編

(資料コード：5100000602)
46

幼児
教育関係

者

４歳児は友達との関係の中に、自分の世界を広げてい
く時期ですが、誰もが心に葛藤を覚えます。リョウガ君も
なかなか自分から友達の中に入っていけません。幼児
の心をほぐし、動き出させるためには、幼児の心に寄り
添い、支える保育者の存在がなにより大切なことです。
彼らは園生活の中でどのように成長していくのでしょう
か。そして、先生は子ども達をどのように支えていけば
いいのでしょうか。

H18

とび出そう　まちの中へ自然の中へ

(資料コード：5100003093)
20

小学生
～成人

学校、家庭、地域での子どもの「生きる力」を育む様々
な活動を子どもが興味を持てるように描きました。「新Ｂ
ＯＰの取り組み」「子どもの商業活動体験〜子どもイン
ターンシップ〜」「立川市富士見町しらぎく子ども会の取
り組み」等を収録。

H12

年長さんがつくったおばけやしき
～生活発表会にむけて～

(資料コード：5100003663)

23
幼児

教育関係
者

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。幼児同士がぶ
つかりあいながらも、アイディアを出し合ったり刺激し
合ったりしながら、互いに認め合って成長する姿です。

H15

独り立ち　金華山の子ザルたち

(資料コード：5100000032)
29 成人

生後間もないニホンザルの赤ちゃん。母親や仲間たち
と関わり合いながら伸び伸びと育ち、そして独り立ちし
ていくまでの様子を記録。ニホンザルの生活の中に、子
どもに対する保護や干渉のあり方など多くのヒントを提
示。

H 6

３８　民族風習

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

神楽講中の待つ地域へ
－いわて花巻の幸田神楽ー

(資料コード：5100003721)

60 成人
幸田神楽の練習に励む人々とそれを受け入れる地域
の人々との交流を描きながら、神楽を伝承していくこと
の大切さを紹介します。

Ｈ15

カシオペアの伝統食

(資料コード：5100002830)
30

小学生
～成人

二戸地方の伝統食を紹介。 Ｈ11

北上・西和賀地方のまつり

(資料コード：5100007334)
24

小学生
～成人

北上市の「三日月神社の火焚きまつり」、湯田町の「白
木野厄払い人形まつり」、沢内村の「山  神社まつりと川
舟田植踊」を収録。

Ｈ12

全国神楽大会ハヤチネ96

(資料コード：5100002467)
59 成人

１９９６年８月、岩手県大迫町で開催された全国神楽大
会の記録。

Ｈ　9

二戸地方の伝承遊び

(資料コード：5100002582)
20

小学生
～成人

二戸地方に伝わる昔ながらの遊び（こままわし、竹とん
ぼづくり等）を収録。

Ｈ　9
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花巻地方のまつり

(資料コード：5100002863)
23

小学生
～成人

花巻市の「胡四王蘇民祭」、大迫町の「あんどん祭り」、
石鳥谷町の「虫追い祭」、東和町の「泣き相撲」を題材
に、各まつりの由来や準備風景、まつり当日の様子を
紹介。

Ｈ11

花巻地方の昔の子どもの遊び・遊び
歌

(資料コード：5100003465)

37
小学生
～成人

お手玉・竹割り・おはじき・藤あそび・毬つき・手あそび・
ケンケンを収録。平成１４年度花巻市教育委員会文化
課無形民俗文化財保存記録事業

H14

盆行事

(資料コード：5100004000)
25

小学生
～成人

平成17年度未来に伝える地域文化記録事業 Ｈ18

４０　自然科学

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

宇宙船地球号　①新しい地球像

(資料コード：5100004034)
26

小学生
～成人

宇宙船地球号はどのように生態系維持システムを機能
させているのか。また、自然と人間の力関係はどのよう
に変わりつつあるのか。我々人類はその答を人工衛星
とコンピュータによって得ることができる。この巻では、
衛星画像で見る地球の表面の変化と地上の様子を比
較し、自然と人間の活動の相互関係を探る。

Ｈ21

宇宙船地球号　②55億人の生活圏

(資料コード：5100004042)
26

小学生
～成人

人工衛星から地球を眺めると、地上の光は、人々がど
こに住んでいるかを教えてくれる。爆発的に人口が増加
する都市、東京の実態。未来は東京に何をもたらすか。
倍増する人口を支えることができるのか。世界の人々
の暮らしぶりと、地球の人口問題について考える。

Ｈ21

宇宙船地球号　③鳴動する大地

(資料コード：5100004059)
26

小学生
～成人

地球のどこに火山が存在するのか？地震の起こりそう
な場所はどこなのか？様々な方法により、地球物理学
者たちは、噴火や地震が起きる原因を説明できるように
なったが、まだそれがいつ起きるかまででは予測できな
い。衛星画像により、鳴動する大地も、火に染まる山
も、地球の持つはかりしれないエネルギーのあらわれで
あることを知ることができる。

Ｈ21

宇宙船地球号　④世界市場

(資料コード：5100004067)
26

小学生
～成人

衛星画像により、宇宙船地球号の巨大な世界市場とし
ての側面を探っていく。天然資源の発掘だけでなく、衛
星の画像から農産物の生産高と価格を知ることもでき
る。富める国はますます潤い、貧しい国はなかなか恩恵
をうけられないという現実と、「環境破壊」という問題を
かかえる世界市場について考える。

Ｈ21

宇宙船地球号　⑤天候と大気の流れ

(資料コード：5100004075)
26

小学生
～成人

近年では気象観測衛星とコンピュータにより精度の高
い天気予報が可能となり、ハリケーンの追跡、砂丘の動
き、熱帯雨林の様子を調べ、それによって天候が地域
に与えるダメージを最小限に食い止めることができるよ
うになった。こうした気候の変化を知ることだけでなく、
オーストラリアの熱帯雨林を例にあげながら、温暖化が
進む地球で我々が何をするべきか考える。

Ｈ21

宇宙船地球号　⑥生きている海洋

(資料コード：5100004083)
26

小学生
～成人

生命誕生の源、海。今、多くの人が様々な手段を駆使し
て、この母なる海の謎を解き明かそうとしている。その
大きな理由のひとつは、海洋汚染が年々深刻となって
いるからだ。世界の様々な場所で海に流れこむ汚染物
質を見ながら、それが人類にどんな影響を与えている
かを追う。

Ｈ21
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宇宙船地球号　⑦大河のゆくえ

(資料コード：5100004091)
26

小学生
～成人

地球には中国の黄河、アメリカのコロラド川、ヨーロッパ
のドナウ川などいくつもの大河がある。各国の河川はそ
こに住む人にどのような影響を与えているのだろうか。
旧ソ連では農業政策でアム・ダリア川の流れを変えたた
めに、アラル海は干上がり始め、広大な塩の大地となっ
てしまった。こうした大河を例に、人間が自然をコント
ロールすることの効罪について考える。

Ｈ21

宇宙船地球号　⑧消えゆく森林

(資料コード：5100004109)
26

小学生
～成人

地球は人類が伐採を始めるまで森林に覆われていた。
しかし、現代では、我々は必要以上に森林を減少させ
ているようだ。人工衛星から地球の森林の伐採状況を
観察し、森林を破壊することなく、有効に利用するには
どうすればよいかを考え、また、世界各国の状況を見な
がら、森林の保護と開発のバランスをいかにしてとるか
を考える。

Ｈ21

宇宙船地球号　⑨飽食と飢餓

(資料コード：5100004117)
26

小学生
～成人

地球を覆う慢性的な飢餓は、毎年一千万人以上の人々
を死に追いやっている。人類は農産物に頼って生きて
おり、肥沃な大地に恵まれている地域と、そうでない地
域の隔差の為に、こうした飢餓が起こっている。数十年
先には人口が倍増することが予測されている中で、フラ
ンス国内での比較研究、サモア諸島の食料事情、ケニ
アの土壌の腐食と砂漠化の様子を探り、豊富な緑と肥
沃な土地を取り戻す方法を考える。

Ｈ21

宇宙船地球号　⑩地球の未来のため
に

(資料コード：5100004125)

26
小学生
～成人

人工衛星は宇宙船地球号の様々な問題を解決する手
助けをしてくれている。この巻では、植民地と帝国の歴
史、宗教、四季の変化の様子、ＮＡＳＡのコンピュータが
とらえた雲の姿など、人工衛星を使うことによって見え
てくる地球の自然の実態と、果たして私たちは子供たち
に何を残すことができるのかという、宇宙船地球号の未
来について考える。

Ｈ21

４４　天文

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

四季の星座とその観察　２巻
春の星座－探し方と観察－

(資料コード：5100000289)

20 中学生

春の星座の探し方とそのコツや注意点を分かりやすく
理解できます。さらに、春の星座のプロフィールとエピ
ソードまで解説します。
・北極星　・北斗七星　・うしかい座　・おとめ座　・しし座

Ｈ11

四季の星座とその観察　３巻
夏の星座－探し方と観察－

(資料コード：5100000297)

20 中学生

夏の星座の探し方とそのコツや注意点を分かりやすく
理解できます。夏の大三角形から天の川に沿っての星
座散歩、そしてペルセウス座流星群まで説明します。
・さそり座　・はくちょう座　・わし座　・こと座　・夏の大三
角形

Ｈ11

四季の星座とその観察　４巻
秋の星座－探し方と観察－

(資料コード：5100000305)

20 中学生

１年中で一番澄みきった大気の中での秋の星座の探し
方とコツを、星座にまつわる神話とからめながら説明し
ます。また、アンドロメダ銀河まで分かりやすく説明しま
す。
・ペガサスの四辺形　・アンドロメダ座　・カシオペア座

Ｈ11

四季の星座とその観察　５巻
冬の星座－探し方と観察－

(資料コード：5100000313)

20 中学生

冬の星座の探し方とそのコツや注意点を分かりやすく
理解できます。オリオンの神話、おおいぬ座のシリウ
ス、おうし座のすばる、カノーブスのはなしから、オリオ
ン大星雲、かに星雲、バラ星雲までせつめいします。
・さそり座　・はくちょう座　・わし座　・こと座　・夏の大三
角形

Ｈ11
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４６　生物　博物人体生理

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

微生物の働きと生物のつりあい

(資料コード：5100003085)
20

中学生
高校生

人間を含む動物は、緑色植物の生産した有機物を利用
して生活しています。これらの有機物を分解し、無機物
に作り変えるのが、分解者と呼ばれる生物群です。分
解者である微生物の働きに注目し、その働きを実験で
確かめたり、微速度撮影によってその生活の様子を見
ながら、その役割の大切さを認識させます。

Ｈ12

４８　動物

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

クマタカ舞う空の下で

(資料コード：5100003309)
35 成人

岩手県のほぼ半分を占める広大な山域、北上山地。古
くから森と動物、自然と人とが溶け合ってきた歴史ある
山、それがこの物語の舞台です。そこに生息するクマタ
カという我々の隣人を知り、そして、クマタカがいること
が何を意味するのかを考えます。

Ｈ13

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
①メダカの兄妹誕生の不思議

(資料コード：5100005775)

15
幼児～
小学生
（低）

川・池でみられるメダカ・ドジョウ・ナマズの生態  　　川
底で冬を過ごしたメダカは、春になると産卵の用意にと
りかかります。夏にかけての３ヶ月の間、毎日２０個ぐら
いの卵を産み続けるメダカ。その受精の瞬間から誕生
までの神秘を見つめてみましょう。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
②ラッコ親子のほのぼの海岸

(資料コード：5100005783)

15
幼児～
小学生
（低）

母親とたわむれる子どものラッコ／アシカのケンカ／ア
ザラシの狩りなど紹介　自然の海のラッコの生活は、ど
んなものでしょう？また、カリフォルニアシカ、ゼニガタア
ザラシなどの生態も紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
③カタツムリ雨の日の恋人探し

(資料コード：5100005791)

15
幼児～
小学生
（低）

庭・公園でみられるカタツムリ・カエル・クモの生態　　春
から夏にかけての雨の多い時期、カタツムリは一生で
最も大切な時を過ごします。恋人探しから赤ちゃんの誕
生まで順を追って観察してみましょう。また糸の魔術師
クモの巣作りや産卵、ヒキガエルの生態も紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
④こんにちは！ザリガニ母さん

(資料コード：5100005817)

15
幼児～
小学生
（低）

田圃・小川でみられるザリガニ・タニシ・カブトエビの生
態　春から夏にかけて産卵シーズンを迎えます。ザリガ
ニの子どもの育て方、エサを食べる時のハサミの使い
方、脱皮の瞬間、このほか巻貝の仲間では卵胎生であ
るタニシや田圃の草取り虫カブトエビなどを紹介しま
す。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑤虫の王様「カブトムシ」

(資料コード：5100005817)

15
幼児～
小学生
（低）

カブトムシの生態から探し方・飼い方まで  成虫を見た
だけではわからない交尾・産卵からの成長過程／知っ
ておきたいカブトムシの基礎知識／カブトムシの探し
方・飼い方・育て方／見ていて飽きないカブトムシの動
きなどを紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑥水辺のスターたち

(資料コード：5100005825)

15
幼児～
小学生
（低）

水・陸・空と住みかえる昆虫の生態  アメンボの水面歩
行術／水に浮かぶ秘密の特殊撮影／小さなヘリコプ
ター、アキアカネの一生／複眼のなぞを探る超アップ撮
影／恋の光を放つヘイケボタル・ゲンジボタルの幼虫・
蛹のオスとメスで異なる光り方／ヤゴ（トンボの幼虫）の
飼い方などを紹介します。

Ｈ21
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自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑦小さな楽士たち

(資料コード：5100005833)

15
幼児～
小学生
（低）

鳴く虫の発音観察学  コオロギは鳴き分けの名人／ス
ズムシの鳴き方の秘密／とびきり美人はアオマツムシ
／幻の虫？カンタン／夜の畑にうたうクツワムシ／逞し
い楽士キリギリス／スズムシ・コオロギの飼い方などを
紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑧リスたちの森

(資料コード：5100005841)

15
幼児～
小学生
（低）

ふぶきのなかでエサを探すホンドリス・枝から枝へはし
るエゾリス・ほお袋にエサをつめこむシマリス  可愛い顔
と動作、リスをペットにしている家庭もたくさんあります
ね。でも野生のリスの生活は、一体どんなものでしょ
う？ふぶきのなかでエサを探すホンドリス／枝から枝へ
はしるエゾリス／ほお袋にエサをつめこむシマリスなど
を紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑨小さな猛獣たち

(資料コード：5100005858)

15
幼児～
小学生
（低）

捕食にみる昆虫たちの素顔  カマキリの狩り行動のす
べて／狩蜂アシナガバチの肉団子／狩蜂クロアナバチ
の産卵／マイマイカブリの好物はカタツムリ／水中の待
ち伏せ屋ミズカマキリ／水中の吸血鬼タガメ／ゲンゴロ
ウは水中のハイエナ／砂丘の殺し屋アリジゴクの正体
…などを紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑩幼虫たちのタイムカプセル

(資料コード：5100005866)

15
幼児～
小学生
（低）

母性が残す貯蔵庫つき保育室設計集  ジガバチの幼虫
は巣穴で一人暮らし／トックリバチの泥の壷づくり／オ
オフタオビドロバチの幼虫はホテル住まい／ヒメクロオト
シブミのゆりかごづくり／珍奇！ミノムシ幼虫のミノづく
りなどを紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑪ツル/ハクチョウ/ガン

(資料コード：5100005874)

15
幼児～
小学生
（低）

冬を越し、春を先取りして旅立つ日  冬鳥と呼ばれる渡
り鳥のなかで、ツル、ハクチョウ、ガンなどは代表格。ツ
ル→タンチョウの家族・求愛の舞・マナヅルのねぐら・一
本足の休息・北国への旅立ち／ハクチョウ→湖での休
息・親子・中継地への離陸・若鳥たちの求愛・鳴き交わ
し／ガン→冬越し中の大群・ヒシクイとマガン・編隊飛行
などを紹介します。

Ｈ21

自然はともだち「動く図鑑」シリーズ
⑫カンガルー草原とコアラたち

(資料コード：5100005882)

15
幼児～
小学生
（低）

アカカンガルーのキックボクシング・枝を飛び移るコア
ラ・草原を走りまわるカンガルー  かれらの生活は、一
体どんなものでしょう！楽園大陸“オーストラリア”は珍
しい動物たちの宝庫です。アカカンガルーはオスで身長
１ｍ６０㎝。野生のカンガルーは、実にきびきびとして動
物園で見るカンガルーとはまるで別の動物です。アカカ
ンガルーのキックボクシング／枝を飛び移るコアラ／草
原を走りまわるネズミカンガルーなど紹介します。

Ｈ21

５１　土木

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

早池峰ダム

(資料コード：5100003259)
33 成人

２０００年の秋、岩手県の大迫町に早池峰ダムが誕生し
ました。１９８７年の建設着工以来、１４年に及ぶ早池峰
ダムの建設記録。

Ｈ13

５６　採鉱　冶金

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

日本のエネルギー光と影　①

(資料コード：5100003473)
17 成人

石油、天然ガス、石炭、環境、省エネ、新エネ、原子力、
国際エネルギー情勢などの分野に分けて専門家が、分
かりやすく解説しています。
エネルギーってなに（日本のエネルギー概説）

Ｈ14

12



日本のエネルギー光と影　②

(資料コード：5100003481)
17 成人

①石油はいつまでもつか  ②魔法の水・石油  ③日本の
石油の供給は…

Ｈ14

日本のエネルギー光と影　③

(資料コード：5100003499)
17 成人

④安定供給の絆  ⑤最後の手段・石油備蓄  ⑥誰が決
めるの？原油価格

Ｈ14

日本のエネルギー光と影　④

(資料コード：5100003507)
17 成人

⑦“救世主”の天然ガスⅠ⑧“救世主”の天然ガスⅡ⑨
見直される石炭資源

Ｈ14

日本のエネルギー光と影　⑤

(資料コード：5100003515)
17 成人

⑩化石燃料・今後の役割⑪いま地球で何が⑫温暖化
防止への取り組み

Ｈ14

日本のエネルギー光と影　⑥

(資料コード：5100003523)
17 成人 ⑬省エネ最前線⑭暮らしの中の省エネ Ｈ14

日本のエネルギー光と影　⑦

(資料コード：5100003531)
17 成人 ⑮新エネルギーとは⑯新エネルギー・普及への課題 Ｈ14

日本のエネルギー光と影　⑧

(資料コード：5100003549)
17 成人

⑰原子力ってなに？⑱原子力発電所・災害への備え
⑲事故からの教訓・原子力の安全策

Ｈ14

日本のエネルギー光と影　⑨

(資料コード：5100003556)
17 成人

⑳核燃料リサイクル  ㉑.放射性廃棄物  ㉒世界の原子
力発電

Ｈ14

日本のエネルギー光と影　⑩

(資料コード：5100003564)
17 成人 ㉓石油をめぐる国際情勢  ㉔世界の資源戦略と外交 Ｈ14

６０　産業

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

北上地方の手工芸

(資料コード：5100007326)
22

小学生
～成人

北上市の「鬼剣舞の面」・「ドライほおずき」、湯田町の
「伝統こけし」、沢内村の「かんじき」を取材し、それぞれ
の製作過程を紹介。

Ｈ10

伝統の技　南部系こけし

(資料コード：5100007417)
30

小学生
～成人

南部系こけしの紹介・製作記録。 Ｈ18

花巻地方の手工芸

(資料コード：5100002574)
20

小学生
～成人

花巻市の「提灯」、大迫町の「木彫刻」、石鳥谷町の「藍
染」、東和町の「ホームスパン」の製作工程を記録。

Ｈ　9

６１　農業

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年
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北上・西和賀地方の地場産業　－農
産物編ー

(資料コード：5100007359)

30
小学生
～成人

北上市の「二子のさといも」、湯田町の「牛乳・乳製品」、
沢内村の「リンドウ・ユリ」を紹介。

Ｈ16

花巻地方の地場産業　－農産物編ー

(資料コード：5100003705)
25

小学生
～成人

花巻地方４市町の主要農産物（お米・りんご・ぶどう・東
和牛）に携わる生産者の声や収穫・出荷風景を取材し、
紹介します。

Ｈ15

昔の米づくり　－昭和二十年代の稲
作ー

(資料コード：5100003325)

20
小学生
～成人

花巻市歴史民族資料館で収集展示している有形民俗
文化財（道具・機具類）を実際に使用して、昔の農作業
を収録。平成１３年度花巻市教育委員会文化課無形民
俗文化財保存記録事業。

Ｈ13

藁　－その魅力と活用ー

(資料コード：5100003713)
20

小学生
～成人

稲藁利用製品の紹介・製作記録。平成１５年度花巻市
教育委員会文化課有形民俗文化財活用記録事業。

Ｈ15

６５　林業

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

白神山地　－ブナ林と動植物の豊か
なつながり－

(資料コード：5100003056)

20 中学生

白神山地は広大なブナ林が原生林に近い姿で残ってい
る世界的にも稀な森です。白神山地の様々な動植物の
豊かなつながりに、森全体が活発に息づいている様子
を見ることができます。

Ｈ12

森林生態系の保全　－緑の回廊の試
みー

(資料コード：5100003820)

23 中学生

森林生態系の保全には、様々な生き物に支えられてい
る食物連鎖の頂点に立つツキノワグマの生息できる森
の規模や自然環境を見つめ、森林生態系や生物多様
性を保全するため、保護林どうしを森でつなぐ「緑の回
廊」の試みの意義を訴えかけます。

Ｈ16

生命の満ちた島　～屋久島の森を探
る～

(資料コード：5100003457)

20 中学生

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、多様な生物が見られる貴重な森があります。その
森の全体像や、様々な生き物の不思議を探り、更に、
人間と自然とのかかわりを見つめます。

Ｈ14

世界遺産　白神山地　－共生の森を
みつめる－

(資料コード：5100007201)

30
中学生
～成人

白神山地は、広大なブナ林が自然林に近い姿で残って
いる世界的にも稀な森であり、その人間との共存を図っ
てきた姿を垣間見る。

Ｈ21

世界遺産　屋久島　－多様性の森を
探る－

(資料コード：5100007219)

31
中学生
～成人

世界自然遺産に登録された屋久島の多様な生態系を
具体的な映像で捉え、屋久杉をはじめ、様々な動植物
の不思議を描き、更にエコツーリズムなどの人と自然と
の共生の姿を探る。

Ｈ21

森と共に　－森の名手・名人ー

(資料コード：5100003986)
34

中学生
～成人

日本人と森との深い関わりの歴史と、その中で培われ
てきた独自の林業技術を見つめ、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きます。

Ｈ18

森を創る　－森の名手・名人ー

(資料コード：5100003861)
32

中学生
～成人

日本人と森との深い関わりの歴史と、その中で培われ
てきた独自の林業技術を見つめ、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きます。

Ｈ16

７６　音楽
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タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

三味線ってカッコいい！！

(資料コード：5100003655)
24 中学生

三味線は、その時代、その地域、その階層などの人々
の音楽の好みによって、いろいろな表現ができるように
工夫されてきた。同じ形なのにこんなに多様な音楽を表
せる楽器は世界的にも珍しい。この三味線を実際に弾
いてみようと、東京都福生市立福生第二中学校では音
楽の授業で取り入れてみました。

Ｈ15

たのしさいっぱい！　郷土の音楽

(資料コード：5100003804)
20 中学生

全国各地には多種多様な民俗音楽があります。人々は
暮らしの中で郷土の音楽を育み、独特の身振り手振り
などによって、様々な感情を表現してきました。学校の
音楽教育では学習指導要領の改訂により、我が国の伝
統的な音楽が重視され、筝曲、三味線、尺八などの古
典音楽と呼ばれるものだけではなく、それぞれの地域に
伝わる郷土の音楽を教材かすることもとても大切なこと
です。

Ｈ16

７９　動画（アニメ）

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

青の洞門

(資料コード：5100000347)
14 小学生

了海は昔悪行を重ねたが、良心に目覚めて僧になっ
た。耶馬渓の山国川を通りかかったとき、「鎖渡し」の危
険から人々を救おうと決心します。村人の命を奪う大絶
壁に洞門を通すため、僧了海は５年、１０年と槌をふる
い続けます。

Ｈ12

大男とクリスマスツリー

(資料コード：5100007367)
13 小学生

むかしむかし、ある山奥に二人の大男が住んでいまし
た。ふもとの村に降りてきた大男は、ハンスの家のクリ
スマスツリーがほしくなり、家ごと持って帰りました。戻っ
てきたハンスは、家がなくなってビックリ仰天！　　ハン
スは魔法使いのおじいさんと一緒に大きな大きな足跡
を追って、山奥の大男の家に向かいました。

Ｈ23

おおきなかぶ

(資料コード：5100007383)
21 小学生

絵本で親しまれている作品を映像化しました。種をまい
てからかぶが抜けるまでの動きが伝わってきます。もち
ろん、絵本には出てこなかったお話もたくさん出てきま
す。おじいさんが、おばあさんが、いぬが、ねこが、かぶ
を一生懸命に引っ張ります。

Ｈ23

金子みすゞ　やさしさの風景

(資料コード：5100000560)
17 小学生

みすゞの代表的な詩を、アニメーションと朗読により映
像化しました。みすゞの詩にこめられた想いを、様々な
手法を使って情感豊かに表現した、新しいスタイルの映
像詩アニメーション。収録作品－星とたんぽぽ／草の
名／日の光／こだまでしょうか／大漁／蝉のおべべ／
ふしぎ／積もった雪／はちと神さま／わたしと小鳥とす
ずと

Ｈ17

がんばれスイミー

(資料コード：5100007375)
26 小学生

原作/レオ・レオニ。広い広い海の中、サザエサンゴの
周りで小さな魚の兄弟たちが楽しく暮らしていました。み
んな赤いのに一匹だけ真黒、でも誰にも負けないほど
早く泳げました。その名は、”スイミー”。ある日、スピー
ド競争をしていたスイミー達に大きなマグロが突っ込ん
できました。驚き逃げ出したスイミーは、仲間とはぐれ、
疲れ果て、暗い海の底に落ちてしまいました。

Ｈ23

七夕物語

(資料コード：5100000222)
20 小学生

夏の夜空に天の川をはさんで、織姫と彦星がくりひろげ
るラブロマンスを美しくうたいあげた七夕伝説。

Ｈ10
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つるにのって「とも子の冒険」

(資料コード：5100000545)
30

小学生
～成人

フランスで原爆の実像を紹介する運動をしているミホ・
シボさんは、子ども達に人気のあるアニメを使って反核
平和を訴えることができたらなぁと考えて実現したのが
このアニメーションです。未来の大人たちに、核兵器や
放射能の恐ろしさと、平和づくりへ自ら参加することの
大切さを訴えた、小六の元気な女の子とも子の不思議
な冒険のお話です。

Ｈ16

手塚治虫の世界　①「鉄腕アトム」の
発見

(資料コード：5100006971)

42
小学生
～成人

手塚キャラクター中、最大のヒーロー「鉄腕アトム」を手
がかりにしながら、手塚治虫の生い立ち、その後のマン
ガ界への影響などを交え、手塚の魅力を様々な方面か
ら紹介します。

Ｈ21

手塚治虫の世界　②「火の鳥」の発見

(資料コード：5100006989)
40

小学生
～成人

壮大なスケールと深い精神力を持つ手塚のライフワー
ク「火の鳥」。これを中心に手塚独自の歴史観や死生観
を探ります。

Ｈ21

手塚治虫の世界　③「ブラックジャッ
ク」の発見

(資料コード：5100006997)

42
小学生
～成人

人間の生と死を凝視した傑作「ブラック・ジャック」を中心
としながら、充実した円熟期の作品群を通して、手塚マ
ンガが一貫して伝えてきたメッセージについて考えま
す。

Ｈ21

どんぐりと山猫

(資料コード：5100004802)
20 小学生

一郎のところに、山猫からめんどうな裁判があるので来
て欲しいというハガキが届きます。一郎が山猫に会いに
山へいくと、どんぐりたちが誰が一番えらいかきめて欲
しいと裁判長の山猫にせまっていました。

Ｈ21

日本のおばけ話　きもだめしのばん

(資料コード：5100007391)
15 小学生

ある冬も近い夜のこと。村の若者たちが集まって、わら
仕事をしていると、だんだんたいくつになってきました。
そんなとき、「きもだめしをするべ」と言いだした男がい
ました。裏山のお墓の大きな松の木の上で、一晩過ご
そうというのです。

Ｈ23

日本のおばけ話　のっぺらぼう

(資料コード：5100007409)
15 小学生

大工の正八は、町はずれのお寺を修理していました。
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。仕事を終えて縁側でお茶をいただくと、和尚さん
が妙なことを言い出しました。「こよいは満月、帰りは
じゅうじゅうお気をつけなされ…」空には、赤い不気味な
月が出ています。たしかに何か、起りそうな気配がしま
す。

Ｈ23

フイチンさん

(資料コード：5100000628)
60

小学生
～成人

舞台は、旧満州（現・中国の東北地区）ハルビン。フイチ
ンさんは、お金持ちのリュウタイ家の門番、ワンの一人
娘。おてんばで、元気な、太陽のように明るい女の子。
お屋敷のご主人、ジャングイ様にひょんなことから気に
入られ、一人息子のリイチュウ坊ちゃまの遊び相手に大
抜擢。ツーンとそっぽを向いたリイチュウ坊ちゃまとどん
なふうに仲良くなっていくのやら…。

Ｈ18

マザー・テレサ

(資料コード：5100000628)
20 小学生

とてつもなく豊かな人々と、路上で暮らすような貧しい
人々が混在するインド。修道院の学校の校長をしてい
たテレサは、貧しく苦しんでいる病人、学校に行けない
子ども、親のいない赤ちゃん、ハンセン病疾患者などの
ために奉仕しようと決心して、校長を退職しスラムの中
に入っていきます。

Ｈ13

名作ビデオ絵本①
「木精」　「雪女」
(資料コード：5100007003)

50
小学生
～成人

絵と音楽と朗読で楽しむ日本文学。　「木精」　「雪女」 Ｈ21

名作ビデオ絵本②
「一房の葡萄」　「琴の音」
(資料コード：5100007011)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「一房の葡萄」　「琴の音」 Ｈ21
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名作ビデオ絵本③
「城の崎にて」　「大人の眼と子供の
眼」
(資料コード：5100007029)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「城の崎にて」　「大人の眼と子供の眼」 Ｈ21

名作ビデオ絵本④
「快走」　「鯉魚」
(資料コード：5100007037)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「快走」　「鯉魚」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑤
「羅生門」　「鼻」
(資料コード：5100007045)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「羅生門」　「鼻」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑥
「トロッコ」　「蜜柑」
(資料コード：5100007052)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「トロッッコ」　「蜜柑」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑦
「ひょっとこ」　「虱」
(資料コード：5100007060)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「ひょっとこ」　「虱」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑧
「あばばばば」　「お時儀」
(資料コード：5100007078)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「あばばばば」　「お時儀」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑨
「蜘蛛の糸」　「兄妹」　「西班牙の犬」
(資料コード：5100007086)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「蜘蛛の糸」　「兄妹」　「西班牙犬の家」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑩
「百蛾譜」　「おたまじゃくし」
(資料コード：5100007094)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「百蛾譜」　「おたまじゃくし」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑪
「一夜」　「画の悲しみ」
(資料コード：5100007102)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「一夜」　「画の悲しみ」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑫
「姪っ子」　「水籠」
(資料コード：5100007110)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「姪っ子」　「水籠」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑬
「蜻蛉玉」　「彼ハ猫デアル」
(資料コード：5100007128)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「蜻蛉玉」　「彼ハ猫デアル」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑭
「手品師」　「でたらめ経」
(資料コード：5100007136)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「手品師」　「でたらめ経」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑮
「どんぐりと山猫」　「注文の多い料理
店」
(資料コード：5100007144)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「どんぐりと山猫」　「注文の多い料理店」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑯
「よだかの星」　「虔十公園林」
(資料コード：5100007151)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「よだかの星」　「虔十公園林」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑰
「狼森と笊森、盗森」　「月夜のでんし
んばしら」

(資料コード：5100007169)

50
小学生
～成人

　　〃　　「狼森と笊森、盗森」　「月夜のでんしんばしら」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑱
「水仙月の四日」　「烏の北斗七星」
(資料コード：5100007177)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「水仙月の四日」　「烏の北斗七星」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑲
「髪」　「黒い御飯」
(資料コード：5100007185)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「髪」　「黒い御飯」 Ｈ21

名作ビデオ絵本⑳
「放射器」　「川とノリオ」
(資料コード：5100007193)

50
小学生
～成人

　　　　〃　　　　「放射器」　「川とノリオ」 Ｈ21
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やまなし

(資料コード：5100004786)
15 小学生

サワガニの兄弟が体験する、川のなかでのできごと。魚
や、魚を採るカワセミ、そして川に落ちてきた「やまな
し」。すべてが兄弟にとって、驚きの連続。宮澤賢治原
作の童話を影絵アニメーションで描く。

Ｈ21

９１　劇映画（日本）

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

ＤＲＵＧ

(資料コード：5100003242)
113 成人

薬物（ドラッグ）について、皆さんはどんなイメージを持っ
ていますか。もし、薬物を勧められたら、どう対応します
か。薬物の誘惑があったとき、手を出さないようにする
ために、薬物の危険性について知って欲しいのです。ド
ラッグがどんなに恐ろしいものなのか…。

H13

友情

(資料コード：5100000321)
103

中学生
～成人

白血病におかされながらも、生命への情熱を燃やし爽
やかに生きる少女あゆみの愛と希望の物語。私達が普
段忘れがちな親子の熱い絆と、教師・クラスメイトの間
の深い気持ちの?がり！沸き起こる熱い感動を見る人の
心に届けます。

H12

９９　文学

タ　イ　ト　ル　（ＶＨＳ）
時間
（分）

対　象 内　　　　容 受入年

宮沢賢治

(資料コード：5100004794)
25

中学生
～成人

「注文の多い料理店」「銀河鉄道の夜」などによって、今
では馴染み深い詩人ではあるが、その評価が高まった
のは死後何年か後のことであった。主要作品の朗読を
交えながら、真摯な生涯と作品の背景を紹介している。

Ｈ21
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