
目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D02001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

デジタルミュージア
ム　仙台城 0時間40分

藩祖伊達政宗が築城した仙台城。
　平成9年から平成12年にかけて行われた仙台
城本丸跡の発掘調査で、石垣はその仕組みや移
り変わりについて多くのことを教えてくれまし
た。
　この作品は、映像やCG（コンピュータグラ
フィックス）を通して、石垣が語る仙台城の歴
史についてわかりやすく紹介いたします。

D02002

自然科学（生
物・天文）、環
境

知ろう学ぼう考えよ
う地球温暖化 1時間0分 自然科学

D03001
科学技術・物
理・化学・工学

レーザーが変える加
工技術 0時間25分

　レーザーの性質とその性質を利用した加工技
術について紹介しています｡

(1)熱加工　(2)非熱加工　(3)医療を支える
(4)今後期待される活用法

D03002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

高校入試面接の受け
方 0時間20分

　高校入試の面接の受け方について紹介してい
ます。

＊面接の形態　＊TPOと身だしなみ　＊面接直
前の注意　＊面接中の心構え　＊面接官が
チェックしていること

D03003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校体育シリーズ
マット運動 0時間30分

　体ほぐし運動，前転，後転，倒立前転，倒
立､技の発表といった項目の中から基本技の模
範演技，練習方法，発展技を選んで見ることが
できます。

D03004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校体育シリーズ
鉄ぼう運動 0時間30分

　体ほぐし運動，上がる技，下りる技，回転す
る技，技の発表といった項目の中から基本技の
模範演技，練習方法，発展技を選んで見ること
ができます。

D03006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学校体育シリーズ
リズムダンス 0時間17分

　現代的なリズムに合わせて体を動かす楽しさ
や，ダンスを通した豊かな表現を紹介します。
ダンス用オリジナル音楽も多数収録しました。

D04001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

杜の都の地下鉄物語
～地下鉄東西線～ダ
イジェスト版 0時間9分 　地下鉄東西線の計画概要の紹介。

D04002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

食と農の未来を拓く
研究開発 0時間57分

　 このビデオは、最近の農林水産研究開発を
広くご理解頂くため、下記の八領域にまとめた
ものです。

　 (1)麦の高品質化を目指して（７分４９秒）

 　(2)イネゲノム情報を読む（６分１６秒）

　 (3)循環する資源としての家畜排泄物（７分
０７秒）

　 (4)機能性食品の開発（７分１１秒）

 　(5)バイオマスエネルギー利用技術の開発
（６分４９秒）

 　(6)新たな用途を目指した稲の研究開発（７
分４６秒）

　 (7)昆虫テクノロジー研究（７分００秒）

 　(8)地球温暖化の防止に関わる森林の機能
（６分４９秒）

　 ＜農林水産省より寄贈＞

D04003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学校　鉄棒運動 0時間17分

　このソフトは，中学校の鉄棒運動について代
表的な技のポイントや段階的な練習方法を紹介
しています。模範技や練習方法は短い映像にま
とめられており，生徒自らが操作し，自分に
あった内容を選択して繰り返してみることがで
きます。ナレーションの初期設定は生徒用です
が，教師向けも用意してあります。指導のポイ
ント，練習時の注意点などを解説しています。
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D04004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学校　マット運動 0時間17分

　このソフトは，中学校のマット運動について
代表的な技のポイントや段階的な練習方法を紹
介しています。模範技や練習方法は短い映像に
まとめられており，生徒自らが操作し，自分に
あった内容を選択して繰り返してみることがで
きます。ナレーションの初期設定は生徒用です
が，教師向けも用意してあります。指導のポイ
ント，練習時の注意点などを解説しています。

D04005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学校　平均台運動 0時間17分

　このソフトは，中学校の平均台運動について
代表的な技のポイントや段階的な練習方法を紹
介しています。模範技や練習方法は短い映像に
まとめられており，生徒自らが操作し，自分に
あった内容を選択して繰り返してみることがで
きます。ナレーションの初期設定は生徒用です
が，教師向けも用意してあります。指導のポイ
ント，練習時の注意点などを解説しています。

D04006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学校　とび箱運動 0時間17分

　このソフトは，中学校のとび箱運動について
代表的な技のポイントや段階的な練習方法を紹
介しています。模範技や練習方法は短い映像に
まとめられており，生徒自らが操作し，自分に
あった内容を選択して繰り返してみることがで
きます。ナレーションの初期設定は生徒用です
が，教師向けも用意してあります。指導のポイ
ント，練習時の注意点などを解説しています。

D04007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 杜の景観組曲 5時間10分

　１９８６年から始まった，市政番組「せんだ
い５５５」。１９９３年までの」７年間に渡
り，月１回「都市景観シリーズ」と題して，仙
台の町並みや自然を紹介してきました。美しい
山や川。ふとした瞬間にミニ映るかちかどの何
気ない風景・・・。それは私たちに，自分たち
の住む町の魅力を再発見するきっかけをつくっ
てくれました。でも残念ながら，その中には，
もう二度と見ることができなくなってしまった
風景もたくさんあります。

D05001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

平泉の文化遺産を世
界遺産へ＜大人用＞ 0時間30分

　平泉とその周辺には，国宝中尊寺金色堂や特
別名勝毛越寺はじめとした仏教寺院，庭園など
の多くの遺跡が守り伝えられています。また，
その周囲を取り巻く豊かな自然景観と一体と
なった「文化的景観」は，世界に例のない貴重
な遺産として評価されています。この「平泉の
文化遺産」の価値と魅力を，多くの方々に知っ
てもらいたいと願い作成した。

D05002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

平泉の文化遺産を世
界遺産へ＜児童用＞ 0時間30分

　平泉とその周辺には，国宝中尊寺金色堂や特
別名勝毛越寺はじめとした仏教寺院，庭園など
の多くの遺跡が守り伝えられています。また，
その周囲を取り巻く豊かな自然景観と一体と
なった「文化的景観」は，世界に例のない貴重
な遺産として評価されています。この「平泉の
文化遺産」の価値と魅力を，多くの方々に知っ
てもらいたいと願い作成した。

D05003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

食と農の未来を拓く
研究開発 0時間30分

　 このビデオは、最近の農林水産研究開発を
広くご理解頂くため、簡潔に下記の四領域にま
とめたものです。

　 (1)海洋生態系と水産資源（７分５２秒）

　 (2)食品の品質保証のための研究開発（６分
３８秒）

　 (3)食料・環境問題の解決を目指した国際農
林水産業研究（７分０７秒）

　 (4)化学農薬だけに依存しない病害虫防除
（６分３６秒）

　 ＜農林水産省より寄贈＞

D05004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台の筆と硯 0時間30分

　仙台で現在も作り継がれている「筆と硯」。
特に仙台萩筆は珍しい筆である。　内容・・・
(1)イタチの毛で作る萩筆の工程　(2)羊や馬の
毛で作る筆の工程　(3)雄勝で作られている硯
づくりの工程を紹介しています。
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D05005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

情報社会の光と影
あなたは子どもをど
う守りますか 1時間10分

　第１部　インターネットって何　　・情報社
会の光　・情報社会の影

第２部　コミュニケーションルール　　・個人
情報　・有害情報からの防御・情報の真偽　・
著作権　・電子商取引　・ウィルスからの防御
・情報機器の使い方

第３部　親と子・そして未来へ

トラブル時のお問い合わせ先

D05006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 裁判員制度 0時間58分

　裁判員制度は平成２１年５月までに始まるこ
とになっています。そこで、裁判員になったら
どんな体験をするのか、なぜ専門家でない一般
の人が刑事裁判に参加するのか等、裁判員制度
についての啓発のための作品です。

D05007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

映像不思議シミュ
レーターＣＤーＲＯ
Ｍ 0時間30分

　小学生高学年の子供たちが，主体的に映像を
操作することを通じて，テレビや映画，ゲーム
で使用されている映像にも，さまざまな意味や
意図があることに，自ら気づくようになること
を目指して開発した作品です。

D05008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親子で語ろう！テレ
ビの見方 0時間20分

　小学生高学年の子供たちが，家庭で保護者と
ともに「テレビの見方」を考えるきっかけとな
ることこを目指して開発した教材です。保護者
向けガイドブックがセットになっています。

D05009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

食と農の未来を拓く
研究開発　 ー農林水
産研究開発レポート
Ｖol．３ 0時間34分

　最近の農林水産研究開発を，音声による解説
を省き，映像の効果を駆使しての映像のみによ
る「大豆の安定・多収を目指して」，「進化す
る施設栽培」，「イネで牛を育てる」，「魚と
貝のバイオテクノロジー」の４編によって，簡
潔に重点的に編集された教材である。

D06001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 柳生和紙と松川達磨 0時間29分

　伝統工芸としての柳生和紙と松川達磨の製造
の意義や過程を小学校高学年から一般社会人向
けに，実際の作業の映像と解説により分かりや
すく編集されている教材です。

D06002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 仙台の刃物鍛冶 0時間22分

　仙台藩お抱えの鍛冶屋から，代々引き継がれ
てきた現代の鍛冶屋の巧の技を，長年にわたっ
て培われた工夫と精魂による剪定鋏の制作工程
を通して，分かりやすく編集されている教材で
す。

D06003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

様々な人たちに活用
されるＧＩＳ　～ 情
報発信編 ～ 0時間30分

　地理情報システム（ＧＩＳ：Ｇeographic
Ｉnformation　Ｓystem)が私たちの生活の中で
様々な人たちに活用されている様子を知ること
ができ，地域におけるＩＴ関連の研修会や勉強
会，地域の高度情報化の推進等，ＧＩＳの整
備・普及に役立つ教材です。

D06004

自然科学（生
物・天文）、環
境

ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ
で地球を守ろう 0時間45分

　アフリカ人女性マータイさんが来日の際に
知った「ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ」という言葉。こ
の言葉は世界の環境問題を考える正解共通の合
い言葉です。

　この教材は，全体が３編で構成されていま
す。

第１編　「地球規模で考える環境」(１５分)

第２編　「新しい技術が環境を守る」(１５分)

第３編　「くらしの工夫が地球を守る」(１５
分)

D06005

自然科学（生
物・天文）、環
境

ＭＯＴＴＡＩＮＡ
Ｉ・もったいない＜
アニメーション＞ 0時間22分

　ここは，木の実も果物も野菜も水も空気も
とってもおいしい緑豊かな森『まんぷく森』に
ある『まんぷく村』。村の村長さんは，子供た
ちの食べ残しや村のゴミは村の谷底の「ゴミ捨
て谷」に捨てれば，村はいつでもきれいと思っ
ています。

   しかし，村がきれいだったのは，「ゴミ捨
て谷」に住むゴーミンが谷に捨てられるゴミを
食べてくれていたためでした。あるときから，
このゴーミンがゴミを食べることができなくな
り，子供たちも食べ残した物を「ゴミ捨て谷」
に捨て続けていたため，一ヶ月ほどたった頃か
ら，川は濁り，村全体に悪臭が広がり始めた。
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D06006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学校理科ビデオ
「大地の変化」 ～
第１巻 火山とその活
動・火成岩 ～ 0時間15分

　変化し続ける地球の姿を，最新の映像で紹介
する教材。迫力ある画像編集で，全巻を通し
て，授業をより分かりやすく展開できます。

　この第１巻は，地下のマグマとして蓄えられ
たエネルギーとしての火山を学習する。マグマ
の性質と火山の形と種類，火山からの噴出物，
火砕流，土石流，火成岩としての火山岩，深成
岩ができる過程の説明が，分かりやすい映像で
見られます。

D06007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学校理科ビデオ
「大地の変化」 ～
第２巻 地震と地震に
ともなう現象 ～ 0時間15分

　変化し続ける地球の姿を，最新の映像で紹介
する教材。迫力ある画像編集で，全巻を通し
て，授業を分かりやすく展開できます。

　この第２巻は，地下に歪みとして蓄えられた
地球内部のエネルギーを

放出する地震を学習。地震の揺れ，大きさ，地
震波の伝わり方，地震が起きるわけ，震源まで
の距離，マグニチュードと震度，また，地震に
よる土地の変化として，断層，隆起を学ぶこと
ができます。

D06008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学校理科ビデオ
「大地の変化」 ～
第３巻 地層のでき方
～ 0時間15分

　変化し続ける地球の姿を，最新の映像で紹介
する教材。迫力ある画像編集で，全巻を通し
て，授業を分かりやすく展開できます。

　この第３巻は，野外観察しにくい場所の観察
により，地層の対比，地層の重なり，つなが
り，広がり，堆積を理解します。また，長い年
月でできた地層の生い立ちを学び，化石の産状
や三角州，扇状地も学びます。

D06009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学校理科ビデオ
「大地の変化」 ～
第４巻 地層と過去の
様子・堆積岩 ～ 0時間15分

　変化し続ける地球の姿を，最新の映像で紹介
する教材。迫力ある画像編集で，全巻を通し
て，授業をより分かりやすく展開できます。

　化石ができた地層の地域の生い立ちを探り，
堆積当時の年代と環境を推定します。示準化石
としてサンヨウチュウ，アンモナイト，ナウマ
ン象，などにより年代を推定し，示相化石とし
て花粉，サンゴ，シジミなどにより，環境を推
定できます。

D06010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学校理科ビデオ
「大地の変化」 ～
第５巻 地殻の変動
～ 0時間15分

　変化し続ける地球の姿を，最新の映像で紹介
する教材。迫力ある画像編集で，全巻を通し
て，授業を分かりやすく展開できます。

　この第５巻は，地球の中の様子として，地
殻，マントル，核などをおさえ，大規模な地殻
変動 の原因としてのプレートの移動，プレー
ト運動とマントルの動きなどを，映像で理解で
きます。

D06011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

野坂昭如 戦争童話集
その１ 1時間0分

　この教材は，１２の戦中の童話を４巻にまと
めたものです。

　この第１巻は，第１話「小さい潜水艦に恋を
したでかすぎるクジラの話」第２話「凧になっ
たお母さん」，第３話「年老いた雌狼と女の子
の話」の３話構成となっています。

D06012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

野坂昭如 戦争童話集
その２ 1時間0分

　この教材は，１２の戦時中の童話を４巻にま
とめたものです。

　この第２巻は，第１話「青いオウムと痩せた
男の子の話」，第２話「干からびた象と象使い
の話」，第３話「赤とんぼと，あぶら虫」の３
話構成となっています。

D06013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

野坂昭如 戦争童話集
その３ 1時間0分

　この教材は，１２の戦中の童話を４巻にまと
めたものです。

　この第３巻は，第１話「八月の風船」，第２
話「捕虜と女の子」，第３話「ソルジャーズ・
ファミリー」の３話構成となっています。

D06014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

野坂昭如 戦争童話集
その４ 1時間0分

　この教材は，１２の戦時中の童話を４巻にま
とめたものです。

　この第４巻は，第１話「馬と兵士」，第２話
「ぼくの防空壕」，第３話「焼け跡の，お菓子
の木」の３話構成となっています。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D06015
漫画・アニメー
ション

にじいろのさかな
～ ゆうじょう編 ～ 0時間40分

　にじいろのさかなゆうじょう編は，第１話
「にじいろのさかな」 ・・・ 青く深い遠くの
海に，にじいろにかがやくうろこをもった，世
界でいちばん美しいさかなが住んでいた。にじ
おうと呼ばれるその美しいさかなは，だれにも
相手にされず，ひとでやたこになやみをうちあ
けるが ・・・！？　第２話「にじいろのさか
なしましまをたすける！」・・・きらきらうろ
こをもっていないので，しましま模様のさかな
は仲間はずれでひとりぼっち。そこへとつぜ
ん，さめが現れた。しましまがあぶない！にじ
うおたちは，勇気をもってさめにたちむかって
いった・・・！？の２話による構成です。

D06016
漫画・アニメー
ション

にじいろのさかな
～ ぼうけん編 ～ 0時間40分

　にじいろのさかなぼうけん編は，第３話「に
じいろの さかなと おおくじら」 ・・・ おだ
やかに暮らしていたにじうおたちのところに，
ある日，見知らぬおおくじらがやってきた。あ
やしむにじうおたちとくじらはおおげんか。に
じうおは勇気を出してくじらに近づい
て・・・。 と，第４話「こわくないよ にじい
ろのさかな」 ・・・ 重い病気のこぶうおを救
うには，あくまの谷の赤い海草が必要だとい
う。

　おそろしいかいぶつが住むといわれるその谷
に，赤い海草をもとめて，にじうおとあおいさ
かなは，決死の冒険に出発するが・・・！？
の２話による構成です。

D06018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台城跡の発掘調査
２００１～２００５ 1時間50分

　２００１年度（平成１３年度）から２００５
年度（平成１７年度）までの仙台城跡の発掘調
査の記録映像を編集したもので，米沢城や岩出
山城や宇和島城などの関連した遺跡のロケ映像
も交えて，解き明かされていく仙台城跡の姿が
分かりやすく紹介されています。

D06019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自動車ネットワーク
がもたらす情報革命 0時間45分

　この教材は，第１部「入門編・人と社会と車
の絆」，第２部「解説編・プローブ（触覚とい
う意）情報システムの研究開発」，第３部「そ
の他の機能・活用事例」の３部構成です。

　この３編を通して，より高度な情報システム
を開発・進展することにより，車をプローブ情
報システムによる動くセンサーとして高度にシ
ステム化された映像が編集されています。

　

D06020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

万世にいたるまで
伊達政宗騎馬像を知
る 0時間19分

　現在，青葉山の仙台城跡に立つ伊達政宗騎馬
像は，２代目である。初代は，昭和１０年に建
設された。その経緯を，関係資料をもとに教材
化したものです。

D06021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民を潤す水道の
ルーツ 0時間15分

　国の有形文化財に登録された創設時の仙台市
水道施設を映像で紹介し，教材化したもので
す。

D06022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ホタルをよびもどそ
う 0時間12分

　小学校の総合的な学習の時間で，環境学習を
取り扱う際に使用する教材である。ホタルを呼
び戻すために活動する人々に焦点を当て，自然
環境に関心を持てるように教材化したもので
す。

D06023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

伝統の技術　～焼印
づくり～ 0時間12分

　小学校４年生の社会科の単元「伝統的な技術
を生かした工業」の授業で活用できる教材。
明治２２年創業の瀬川製作所を取材対象として
取り上げ，焼印製造の工程，及び焼印販売の様
子を録画し，教材化したものです。

D06024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「六丁の目って何丁
目？」 0時間14分

　仙台市若林区にある六丁の目とは，どうして
つけられたのか，また，その他の市内の珍しい
地名のいわれを調べて，スライドの映像をもと
に，教材化したものです。

D06025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

奥州街道に今を生き
る建物たち 0時間17分

　仙台の現在の街並み，行事，文化等を映像に
記録し，後生の市民にメディア情報として提供
する活動をしている私たち「メディアボラン
ティア 仙台」が，市内の奥州街道沿いにある
街並みと景観重要建造物に指定されている５件
の建物の現状，さらには，これらが生活の場と
して 使われている今の様子を紹介することを
目的に制作し，教材化したものです。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D06026

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域発見　～身の回
りの気になること～ 0時間20分

　１．「ペットボトルをごみとは思っていませ
んか？」仙台市におけるペットボトルの回収の
現状と再利用の現状が紹介されています。

　２．「仙台定禅寺通り　今・昔」定禅寺通り
の名前の由来やこの通りの造成の目的，さらに
は，定禅寺通りの利用の現状が簡単に紹介され
ています。

　３．「人にやさしいまちって？」高齢者や障
害者がよりくらしやすく交通機関（特にバスの
ノンステップやワンステップ等々を中心に）や
施設等での工夫の現状と障害者からの様々な願
いを生の声と映像で紹介し，様々な人にやさし
いまちづくりへの提言しています。

D06027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 行政手続法道場 0時間30分

　行政手続法の周知・広報に資するため，主と
して行政機関の職員を対象として，同法の研修
会等に活用できるように作成したＤＶＤ教材で
す。 本教材は，行政手続法の内容を分かりや
すく解説したもので，入門的な内容となってい
ます。

D07001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 天賞酒造の建築物 0時間20分

　１８０４年（文化元年）より，大崎八幡宮の
御神酒酒屋として，その門前で２００年もの間
酒造りを続けてきた「天賞酒造」がこの地を離
れ川崎町で新たに酒造りに取り組むことになり
ました。

　「天賞酒造」がこの建築物での酒造りを，藩
政時代，明治時代，大正時代，昭和時代，平成
時代と続けてきた中で，この建築物がそれぞれ
の時代に即した造りに変容しながらも様々な文
化的な価値を逐次蓄積してきました。また，御
神酒酒屋として，様々な伝統的な行事や酒造文
化を育み引き継いで，歴史的・文化的な価値も
高めてきました。これらのことに鑑み，仙台市
教育委員会がこれらのことの普及・啓発を目的
に記録映像として本教材を企画制作しました。

　 ＜仙台市教育委員会より寄贈＞

D07002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

森に生きる　ー 森の
名手・名人 ー 0時間32分

　森林を守り育てている人々の努力や工夫，そ
して，その森林の草，木，竹を活用しての木製
の家具作り，日用品作り，草木染め，輪っぱ作
り，竹細工などの制作活動の様子と匠の技など
が分かりやすく表現されています。

　さらには，これらに関わっている人々の活力
の原動力ともいえる自然への畏敬と感謝の念が
映像とナレーションとの相乗効果により味わい
深く表現されてる教材です。

D07003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢へのパスポート
～ まちづくりにかけ
る元気な女性たち ～ 1時間27分

　このＤＶＤは，女性の元気が地域を活性化し
ている事例が全国で見られることから，これら
各地の優良事例を全国に普及するため，内閣府
男女共同参画局が，アドバイザー等を派遣する
など各地の自主的な活動の支援とあわせて地域
づくりに取組む模様のドキュメンタリー・ＤＶ
Ｄ教材として下記の三編に編集・作成したもの
です。

　１．子育てＮo１の街を作りたい！（２９
分）

　２．地元の伝統食を現代に発信したい！（２
９分）

　３．団魂世代が「元気」を生み出す街にした
い！（２９分）

D07004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の海運　～人々
の暮らしを支えて～ 0時間18分

　このＤＶＤは，一般の幅広い層の方々を対象
に，日常生活の中で人々が織り成す４つの
ショートストーリーをたどりながら，日本の海
運の役割と重要性を分かりやすく紹介した教材
です。

　第１章　食材は海を越えて

　第２章　世界をつなぐ贈り物

　第３章　幸せを運ぶ船

　第４章　明るい未来を運ぶ船
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

歴史をつむぐロマン
の中で　～仙台城跡
の発掘調査２００６
～ 0時間20分

　このＤＶＤ教材は，平成１８年度に実施した
仙台城の発掘調査を記録した映像です。

D07006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 埋木細工 0時間22分

　太白区にある秋保工芸の里で「埋もれ木細工
の工房」を営んでいる工芸士，小竹孝氏の，①
木取り②研ぎ③漆塗り・・・・・・など，埋も
れ木細工の工程を，映像と解説により分かりや
すく表している作品です。

　また，全体を通して，埋もれ木及び埋もれ木
細工の簡単な歴史を知ることができるととも
に，埋もれ木細工の伝統的な価値を感じること
のできる教材でもあります。

D07007
交通安全・災害
防犯

築こう ！　　安全・
安心なまちを
ー　手をつなぎあう
住民たち　ー 0時間24分

　身近な場所で，子供が犯罪に巻き込まれる事
件が跡を絶ちません。子供たちを守り，安心し
て生活できる環境を築くにはどうすればよいの
でしょうか。

　埼玉県上尾市のボランティアグループ「大石
北小学校区防犯連絡協議会」の「付き添い登下
校」と「校門前でのあいさつ運動」の実践例や
同小学校の隣りの「大石小学校区浅間台安全安
心支援隊」のあまり負担にならない「下校時間
に合わせての自転車で地域を回る銀輪パトロー
ル隊」と「家の前に出て水やりや外掃除などを
しながらの児童見守り隊」と「夕方，犬の散歩
をしながら子供たちを見守るわんわんパトロー
ル隊」と「夜，駅から自宅までの道のりを地域
に目を向けながらの帰宅パトロール隊」など，
地域の大人一人一人の目が子供たちに注がれる
環境をつくりだしている実践例を紹介していま
す。

　また，「大石北小学校区防犯連絡協議会」が
同小学校のＰＴＡとの共催で，子どもたちの防
犯意識を高めることも目的とした子供たち自身
でつくる過程も含めての「地域安全マップづく
りとそのマップ」の紹介もしています。

D07008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

裁判員プロジェクト
はじめます　！ 0時間23分

　自動車メーカーＯＯ自動車の総務部総務課所
属の山口六平太は，社内のトラブルから社長の
相談相手まで何でもこなす頼りになる社員。裁
判員制度の開始を翌年に控えたＯＯＯＯ年初
冬，裁判員の候補者名簿に名前が載った人々に
通知が出されました。通知を受け取った人々の
中になんと総務課の有馬係長の姿がありまし
た。時を同じくして総務課は「裁判員に選ばれ
た社員をサポート」するためのプロジェクト立
ち上げを命じられました。六平太達は制度を学
びながら，サポート策作りに精を出します。そ
んな中，有馬は裁判員候補者として裁判所に行
くことに・・・。「小生は裁判なんてイヤ
だ！」動揺しまくる有馬が逃げ出さないよう一
計を案じる六平太。果たして総務課はプロジェ
クトを無事完了できるのでしょうか！？そして
裁判員として法廷に臨んだ有馬はどうなるので
しょうか！？

D07009
漫画・アニメー
ション

みんながおしえてく
れました（五味太郎
作品シリーズ） 0時間25分

　おさんぽやおひるね，つちのなかのことやよ
るのこと，おとなのひとがおしえてくれないこ
とは，いったいだれがおしえてくれるのでしょ
う。「ユーモラスな絵」「独特な色づかい」
「ことばのリズム」が子供たちを魅了！世界中
で高い評価を得ている五味太郎が描いた夢いっ
ぱいの名作絵本のＤＶＤ作品です。

D07010
漫画・アニメー
ション

えものはどこだ（五
味太郎作品シリー
ズ） 0時間27分

　てっぽうをもったりょうしがえものをさがし
ています。

　でも，ちかくにいるのにみつからないようで
す。ほら，そこにいるのに。おしえてあげま
しょう。

　「ユーモラスな絵」「独特な色づかい」「言
葉のリズム」が子供たちを魅了！

　世界中で高い評価を得ている五味太郎が描い
た夢いっぱいの名作絵本のＤＶＤ作品です。

D07011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いのちを学ぶ 生きる
こと死ぬこと 0時間22分

　いま，子供たちの生活様式は変化し，生命の
尊さを学ぶ機会も少なくなっています。この作
品は，生と死の現場にいる実際の人々を取材
し，かけかけがえのない命の尊さを伝えること
を狙った作品です。

　 生徒の生活に身近なテーマを取り上げ，命
を支える家族や周囲の人々の真摯な姿から命の
大切さを訴えています。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07012
漫画・アニメー
ション そらとぶねこざかな 0時間23分

　さかなの中にネコが入って仲良く暮らしてい
る？！そんな二匹の奇想天外なストーリー２
編。

　一つ目の「ねむるねこざかな」は，大きなタ
コ入道に見つかってしまったねこざかな。砂浜
までたどり着いた二匹は，岩かげにかくれてコ
ソコソ。なんと今度は，ねこの中にさかなが
入ってしまいました。そうとは気が付かないタ
コ入道は，さかなを探してウロウロ，キョロ
キョロ。二匹はピンチを切り抜けることができ
るのでしょうか？

　二つ目の「そらとぶねこざかな」は，カモメ
と遊んでいたねこざかなのもとへ，カラスたち
がいじわるをしにやって来ました。そこにたつ
まきがやって来て，ねこざかなは空高く飛ばさ
れてしまいます。カモメのお父さんに助けられ
た二匹の前に，カラスたちがまた登場。びっく
りしたさかなは思わずねこをはき出してしまい
ます。

D07013
漫画・アニメー
ション ねこざかな 0時間23分

　さかなの中にネコが入って仲良く暮らしてい
る？！そんな二匹の奇想天外なストーリー２
編。その一つ目の「ねこざかな」
は・・・・・，ある日，大きな魚を釣ったね
こ。あーんと食べようとしたら，逆に飲み込ま
れてしまいました！。だけど，なんだかだんだ
ん楽しくなってきて，ねことさかなはこのまま
一緒に暮らすことになったのです。広い海をす
いすいす～いと泳ぎながら，ねこと魚の大冒険
がはじまります！

　その二つ目の「おどるねこざかな」
は・・・・・，今日も仲良く海で遊ぶねこざか
な。そんな二匹の前に突然，ノコギリザメたち
が現れ，「うまそうなやつがいるぜ」と，ねこ
ざかなを取り囲みました。恐ろしさのあまり，
気を失ってしまうさかな。そんな中，ねこはダ
ンスをおどることに・・・・・。

D07014
漫画・アニメー
ション イカのおすし 0時間15分

　子供への犯罪を少しでも未然に防ぐために，
警察庁が考え出した防犯標語「いかのおす
し」。こにキーワードをもとに，歌かおどり
で，子供たちが楽しく身につけられるようにし
た作品です。

D07015
保健衛生・性教
育・運動 ＳＥＸってなに？ 2時間30分

　現場の教師や保健師，医師，有識者からの指
導・監修を受け制作された性教育用ＤＶＤビデ
オです。各種教育の現場，教育活動，グループ
などでの学習・啓発に活用できることはもちろ
んのこと，ご家庭で父母や対象となる中高校生
が自ら学ぶことができます。

D07016
漫画・アニメー
ション

三人の騎士（アニメ
名作シリーズ） 1時間10分

　ある日ドナルド・ダックに届いた，ラテン・
アメリカの友人からの誕生日プレゼント。大き
な箱の中に入っていたのは，映写機と８㎜フィ
ルムでした。ドナルドは大喜びで南極の寒がり
ペンギン「パブロ」や少年ガウチﾖと空飛ぶロ
バの「ブリドー」の物語を楽しみました。次の
プレゼントは，とびだす絵本です。その本から
抜け出してきた「ホセ・キャリオカ」に誘わ
れ，不思議な体験をすることになります。

　ダンスと音楽のファンタジーあふれる映像，
実写とアニメの融合など，ディズニータッチ満
載の作品です。

D07017
漫画・アニメー
ション ファンタジア 2時間-3分

　バッハやチャイコフスキー，ベートーベンな
どの世界的に有名なクラシック音楽とともに，
ミッキーをはじめ，妖精・天使・ユニコーン・
ケンタウロス・悪魔などが繰り広げる幻想的な
世界が広がっています。

　＜曲目リスト＞  １．トッカータとフーガ二
短調（バッハ）  ２．舞踊組曲「くるみ割り人
形」：こんぺい糖の精の踊り／中国の踊り／葦
笛の／アラビアの踊り／ロシアの踊り／花のワ
ルツ（チャイコフスキー）　３．交響詩「魔法
使いの弟子」（テュカス）　４．交響曲第６番
ヘ長調「田園」（ベートーヴェン）　５．歌劇
「ジョコンダ」～時の踊り（ポンキエッリ）
６．交響詩「禿山の一夜」（ムソルグスキー）
７．アヴェ・マリア（シューベル）
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07018
漫画・アニメー
ション バンビ 1時間10分

　緑の豊かな森の中で，１頭の雄の子鹿が生ま
れました。バンビと名付けられた王子，母の愛
と森の仲間に見守られながら，すくすくと育っ
ていきます。フクロウさんやウサギのジャス
パー，スカンクのフラワーとの楽しい時
間・・・。遠くから見守る森の王である父。厳
しい冬を耐え，やっと春を迎える頃，悲しいこ
とに，狩りに来たハンターの銃弾によって，母
は命を落としてしまったのです。

　時は流れ，再び森に春がやってきた頃，バン
ビはファリーンと恋いにおちました。ジャス
パーやフラワーにも家族ができました。そし
て，バンビは，人間の狩りに，山火事に傷つ
き，とまどいながらも，森の王として立派に成
長していくのでした。

D07019
漫画・アニメー
ション ダンボ 1時間2分

　サーカスの象ジャンボの元にコウノトリが運
んできた神様の贈り物。その子象の名前を「ダ
ンボ」といいました。ところがあまりにも大き
すぎる耳のために，芸をしてもからまったり，
踏んづけて転んだりと失敗ばかり。笑いものに
されるダンボを母は愛情いっぱいに抱きしめる
のでした。しかし，ダンボをいじめた人間に怒
り暴れた母は，檻の中に閉じこめられてしまい
ます。そんな悲しむダンボを力づけたのは，ね
ずみのティモシーでした。ある日，ティモシー
はダンボは空を飛べるかもしれないと思いまし
た。カラスたちとともに空を飛べる「魔法の
羽」をしっかりと握りしめたダンボは，勇気を
ふりしぼり崖から飛び降りるのでした。

D07020
漫画・アニメー
ション シンデレラ 1時間12分

　継母や姉たちからいじめられののしられ，召
使いのように働かされても，いつかきっと幸せ
になると信じるシンデレラ・・・。

　ある時，国王は王子の結婚相手をみつけるた
めに，お城で舞踏会を開くことにしました。し
かし，せっかくねずみのジャックたちが直して
くれた母の形見のドレスを，姉たちに破かれて
しまいます。そんな嘆き悲しむシンデレラの前
に現れた妖精が，「ビビディ・バビディ・
ブー」と唱えると，カボチャは馬車になり，シ
ンデレラは輝くばかりのドレス姿に変身するの
でした。お城での夢のような時はまたたくまに
過ぎて，魔法のとける時間が近づき，シンデレ
ラは馬車に飛び乗ります。片方のガラスの靴だ
けを残して・・・。

D07021
漫画・アニメー
ション 白雪姫 1時間21分

　多くの皆さん方がおなじみのグリム童話「白
雪姫」です。

　雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継
母の女王は，自分より美しい者がいることを許
すことができません。そんな女王はいつも「こ
の世で最高に美しい女とは？」と魔法の鏡に問
いかけていました。しかしある日，ついに鏡は
白雪姫の方が美しいと告げてしまいました。そ
の嫉妬はすぐに憎しみとなり・・・・・。

D07022
漫画・アニメー
ション ピノキオ 1時間26分

　この作品は，多くの皆さんにおなじみのイタ
リアの著名な童話です。

　心を込めて作り上げた木の人形ピノキオが，
人間の子供もになってほしいと星に願うジェ
ペットじいさん。妖精はピノキオを，自由に動
き回り，お話ができるようにしました。でも，
本当の子供になるためには，勇気を持ち，正直
で優しくなければなりません。そこで，コオロ
ギのジミニーを，ピノキオが正しい道を歩める
ように監視役にしたのです。しか
し・・・・・。

D07023
漫画・アニメー
ション ピーターパン 1時間15分

　この作品は，劇化されて大評判になった
ジェームス・バリー原作の戯曲を，１９５３年
にディズニーがアニメーション化した映画で
す。

　いつも弟ジョンとマイケルにピーターパンの
話を聞かせている姉のウェンディは，お父さん
に子供部屋を出るようにと言われてしまいま
す。

　その夜，ピーターパンと妖精のティンカー・
ベルが，なくした影を探しにやってきました。
目を覚ました子供たちは，ピーターパンの住
む，永遠に子供のままでいられる夢と冒険の
国・ネバーランドへと旅立っていきました。し
かしそこでは事件が起こっていました。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07024
漫画・アニメー
ション ふしぎの国のアリス 1時間13分

　この作品は，ルイス・キャロルの同名の児童
小説をもとに，１９５１年にディズニーがアニ
メーション化した映画です。

　アリスは森の中で，懐中時計を持ち，チョッ
キを着た慌てて走るウサギを追いかけているう
ちに，木の根に掘られた深い穴に落ちてしまい
ます。そこはまさに，トンチンカンでミョウチ
キリンでアベコベで・・・・・奇妙な世界。

D07025
漫画・アニメー
ション ガリバー旅行記 1時間14分

　この作品は，１７２７年に英国のジョナサ
ン・スイフトが書いた著書の一部を，１９３９
年にフライシャー兄弟がアニメーション化した
多くの皆さんにおなじみの映画です。

　南の海で大きな嵐に襲われ，難破した水平の
ラミュエル・ガリバーは，命からがらある島に
流れ着きました。

　砂浜に横たわり，死んだように眠っていたガ
リバーに見つけたのは，小人たちでした。

D07026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年２０
０５ 0時間23分

　平成１７年度も，仙台市教育委員会では，私
たち「ふるさと仙台」の歴史や文化の大切さを
広く市民に知らせるために，仙台市内の２６箇
所の遺跡の発掘調査や様々な文化財関連行事を
実施しました。

　このビデオ教材は，今年で２７年目の発掘調
査となる「郡山遺跡」や「長町駅東遺跡」，
「山田上の台遺跡」，「若林城跡」等々の発掘
調査の結果の一部と様々な文化財関連行事の一
部をまとめたものです。

D07027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年 ２０
０６ 0時間22分

　平成１８年度も，仙台市教育委員会では，私
たちの「ふるさと仙台」の歴史や文化の大切さ
を広く市民にお知らせするために，仙台市内の
いくつかの遺跡の発掘調査や様々な文化財関連
行事を実施しました。

　このＤＶＤ教材は，今年で，２８年目の調査
となる「郡山遺跡」や「長町駅東遺跡」，「山
田上の台遺跡」，「若林城跡」，「陸奥国分寺
跡」等々，４１箇所の遺跡の発掘と「仙台市縄
文の森広場開会式」や「文化財公開の日」等々
の文化財関連行事の一部をまとめたものです。

D07028
漫画・アニメー
ション がんばれスイミー 0時間26分

　広い広い海の中，サザエさんごの周りで小さ
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1匹だけ真っ黒，でも誰にも負け
ないほど速く泳げました。その名は「スイ
ミー」。ある日，スピード競争をしていたスイ
ミーたちに，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，疲れはて，暗い海の底におちてしまいまし
た。暗い岩間をさまようスイミーは，海の嫌わ
れ者の大ダコやウツボを，大きな群れをつくっ
て追い払ったイワシのすばらしい知恵と勇気に
感心しました。そして，・・・。

　(ビデオ再生時間<１５分>)

　文部(科学)省選定。 第34回教育映画祭，優
秀作品賞受賞。

D07029

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ワーク・ライフ・バ
ランスを知っていま
すか？～働くオトコ
たちの声～ 0時間27分

　男性も女性もお互い自分らしく働き，輝きな
がら豊かに元気に毎日が過ごせるように，日本
の未来をよりよく変えることができるように，
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ス）を可能とする働き方の見直しの推進と啓発
を目的として，内閣府男女共同参画局が制作し
た教材です。（２７分）
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

デジタルミュージア
ム仙台城　 ー 石垣
が語る４００年 ー 0時間39分

　この教材は，平成９年から平成１２年にかけ
て行われた仙台城本丸跡の発掘調査で明らかに
なった歴史の貴重な資料や映像をまとめ，仙台
開府四百年記念事業の一つとして，仙台市教育
委員会文化財課が企画・製作したものです。

　全体を，映像番組が視聴できる「仙台城シア
ター」と，仙台城に関する資料を収集した「仙
台城百科事典」で構成されています。

　「仙台城シアター」は，石垣の発掘調査に関
連した５つの番組から構成されています。ま
た，「仙台城百科事典」は，約１２０枚の静止
画と「仙台城シアター」で使われている映像を
交えて仙台城に関する歴史を解説しています。

　全体を通して，石垣が語る仙台城の４００年
の歴史について分かりやすく紹介しています。
（４０分）

D07031

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 仙臺雀おどり全集 1時間0分

　この教材は，宮城県・仙台市の伝統芸能の一
つである「仙臺すずめ踊り」の祭連で組織され
た団体・「仙臺すずめ踊り連盟」により制作さ
れたもので、下記のように六つの章にまてめて
います。

　第１章　雀おどりの由来

　第２章　黒田さんの雀おどり

　第３章　ハネコおどりの踊り方

　第４章　すずめ踊りの踊り方

　第５章　すずめ踊りの踊り方　お囃子編

　第６章　第２３回仙台青葉まつり　開祭式
選抜チーム演舞

　「仙臺すずめ踊り」の誕生のいきさつや歴
史，また，「すずめ踊りの踊り方や練習の仕
方」が分かりやすく紹介されている。さらに
は，現在「すずめ踊り」を普及推進している団
体の活躍の様子なども紹介されています。

　 ＜仙臺すずめ踊り連盟より寄贈＞

D07032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

私たちのメッセージ
を伝えよう　～公共
広告をつくる～ 0時間30分

　本教材は，メディア・リテラシー教材で，全
体が，以下の第１章から第３章までの三部で構
成されています。

　第１章　公共広告ってなに？～身の回りのも
のを防炎品に～（５分３２秒）

　２章　子ども・若い人たちが作った公共広告
（７分）

　第３章　私たちのメッセージを伝えよう～公
共広告をつくる～（１５分）

　「公共広告をつくる」という実践活動を通し
て，メディア・リテラシーを深めてもらうこと
をテーマとした教材です。

D07033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

もうひとつのウサギ
とカメ　  ～映像の
よみときを学ぶ授業
～ 1時間13分

　この教材は，高等学校教師を対象に制作され
た教材です。全体が，「映像素材集」と「イン
タビュー」の大きく二編で構成されていて，放
送の公共性や倫理等々，メディア・リテラシー
について特異な表現で編集されてます。高等学
校の教師がメディアリテラシー教育を進めてい
く上で，大いに参考になる教材です。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

知床（海・川・森 の
物語）　ー世界遺産
シリーズー 0時間31分

　２００５年，日本で３番目の世界自然遺産に
登録された知床。流氷が押し寄せる海岸線，
１，５００ｍ級の火山群・知床連山，山々を覆
う豊かな森など，知床には，原生的な自然環境
の中で，多様な動植物が生息・生育する貴重な
世界が存在しています。

　海・川・森の生き物がダイナミックに関わり
合う，知床の複合生態系・・。知床を科学的に
見つめ，具体的な特徴を解説しながら，大自然
の不思議と魅力に迫ります。更に，人々と知床
の自然との関わりを見つめ，貴重な生態系を守
るための試みを紹介しています。

D07035

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

養蚕農家をたずねて
明治初期をふりかえ
る　～ 士族授産シ
リーズ～ 0時間19分

　 近代国家の幕開けとなった明治時代におい
て，貢献した産業に養蚕糸業があげられます。
元仙台藩士の士族が蚕を飼育するようになった
経緯を関連資料を基に教材化しています。＜平
成１８年度 自作視聴覚教材・１９分＞

D07036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

町と交通　～町が変
わり交通が変わる～ 0時間16分

　交通は町の発展に欠かすことができません。
仙台市の今日の発展には，交通機関，特に鉄道
との関わりが大きいと考えられます。本教材
は，町の発展と交通の関わりを見ながら，交通
機関の大切さを認識できるように意図した教材
です。＜平成１８年度 自作視聴覚教材・２０
分＞

D07037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くすの木物語　～古
木に昔のことをたず
ねよう～ 0時間14分

 小学校６年生の社会科の単元「長く続いた戦
争と人々のくらし」の授業で活用できる教材で
す。東二番町小学校で昔から伝えられている
「くすの木物語」を取材対象として取り上げ，
戦争の悲惨さや人々の願いなどをより身近に感
じられるようにとの意図による教材です。＜平
成１８年度 自作視聴覚教材・１４分＞

D07038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

伝統的な技術を生か
した工業　～豆腐づ
くり～ 0時間12分

　小学校４年生社会科の「伝統的技術を生かし
た工業」を学習する際に，太白区の米澤豆腐店
の豆腐作りの努力や工夫に焦点を当て，伝統的
な工業に関心を持てるように制作した教材であ
る。＜平成１８年度 自作視聴覚教材・１２分
＞

D07039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

校庭の「ミニ田ん
ぼ」物語 0時間14分

　校庭を掘って，ミニ田んぼを作り，もち米を
収穫するまでの半年間の生産活動の様子や収穫
祭などを紹介しています。田んぼに生きる命，
米の持つ文化なども併せて考えられるように制
作されています。＜平成１８年度 自作視聴覚
教材・１４分＞

D07040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あきうでんてつ 0時間15分

　本教材の制作者は，秋保電鉄のことを伝え残
したく，物語風の紙芝居を制作しました。その
作品とそれを臨場感溢れる読み手である様子と
を併せて，映像教材にした作品です。＜平成１
８年度 自作視聴覚教材・１５分＞

D07043

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

遺跡が語る仙台城
（仙台城跡の発掘調
査２００７） 0時間20分

　本教材は，平成１９年度に実施した仙台城跡
の発掘調査を記録映像として編集したもので
す。発掘調査によって解き明かされていく仙台
城跡の姿を分かりやすく紹介しています。

D07044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

明日への道しるべ
～まちづくりにかけ
る元気な女性たち～ 1時間0分

　本教材は，第一編；「再発見！私たちのオリ
ジナル観光マップ（３０分）」第二編；「伝え
たい！民話で語る村の心（３０分）」の二編で
構成されています。

　第一編は，青森県八戸市「はちのへ女性まち
づくり熟成の会」の皆さんが北原啓司弘前大教
授をアドバイザーに迎え，八戸の観光マップを
作成する活動を編集したものです。

　第二編は，平成１２年，閉鎖していたスキー
ロッジを借り受けオープンした「森の民話茶
屋」の１６名のメンバーたちが民話研究家の小
野和子氏をアドバイザーに迎え，子供も民話祭
りまでの道のりや，学校での民話語り，本の出
版など，森の民話茶屋の活躍を追いかけた映像
を編集したものです。

　どちらの作品も，地域の活性化事業を紹介し
たものです。

D07045

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなでおどろう
！　レッツ ヒップ
ホップ 0時間55分

　昨今では，子供たちがテレビゲームなどで一
人遊び，他の子供たちと一緒に遊ぶという機会
が減少し，子供同士のコミュニケーション不足
が指摘されています。このような現状を踏まえ
て，子供たちの人気を集めている「ヒップホッ
プダンス」のＤＶＤ教材を製作しました。「み
んなでおどろう！レッツ　ヒップ　ホップ」
は，表現や意思伝達の乏しさを補い，言葉を越
えて気持ちや感情を伝える有効な手段となり，
無理なく楽しめるような作品です。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D07046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年２０
０７ 0時間20分

　本教材は，仙台市文化財課の平成１９年度の
「与兵衛沼窯跡」や「仙台市縄文の森遺跡」や
「沓形遺跡」などの遺跡調査や発掘事業さらに
は文化財諸活動を小学生高学年でも分かりやす
く興味深く視聴できるように編集されていま
す。

D07047
科学技術・物
理・化学・工学 仙台竿 0時間25分

　本教材は，仙台市内の竿造りとしてはただ一
人となった「仙台竿造り・田村政孝竿師」の技
と作品を伝統技術の映像記録として紹介してい
ます。

　手作りの道具を用いて，２０を越える工程を
長年の努力で磨いた技で，使いやすく美しい工
芸品を仕上げる工程が手に取るように分かりま
す。

D08001
交通安全・災害
防犯

ポンカンマンの自転
車免許教室 0時間18分

　増え続ける自転車事故。交通ルールや運転技
術を身につけずに自転車を運転する事が大きな
原因でもあると考えられます。また，最近で
は，自転車の性能が良くなりスピードも出やす
く，大きな事故につながるケースも増えていま
す。この作品は，この自転車免許制度の実際を
紹介することによって，自転車の正しい乗り方
を学び，事故も防止できるようにとの意図で編
集されている作品です。　＜アニメ実写合成映
画：１８分＞

D08002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ほめ上手 叱り上手 0時間20分

　親子のよい関係をつくりだすほめ方，叱り方
とはどのようなものなのか。上手なほめ方，叱
り方のためには，赤ちゃんが生まれたときから
の信頼関係が大切です。子供の発達や状況に応
じて，時には「じっと見守り」，時には「ほめ
方」，「叱り方」，「注意のし方」を考え，
行ってみることの大切さをこの作品は説いてい
ます。＜２０分＞

D08003

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

アイムヒア　僕はこ
こにいる 0時間54分

　この作品は，知的には遅れはないものの，発
達がアンバランスなために学校や社会の中で生
きにくさを感じ，苦しんでいる「発達障害」の
人たちのことを理解するとともに，どんな支援
が必要であるかを学び，すべての人の人権が尊
重される豊かな社会の実現について考えるきっ
かけとなることを期待している作品です。

D08004

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球温暖化と異常気
象 0時間20分

　最近，異常気象が世界各地で発生しており，
これは，地球温暖化が原因の一つであることが
分かってきています。そして，温暖化防止対策
は世界全体の緊急かつ切実な課題となっていま
す。この作品では，地球温暖化がどうして起こ
るのか，そのメカニズムを分かりやすく解説し
た上で，温暖化防止と効果的なエネルギー獲得
のための様々な方法を紹介します。同時に，こ
の問題に大変な危機感を感じている子供も含め
た市民らが温暖化防止と取り組んでいる姿も紹
介しています。＜２０分＞

D08005
漫画・アニメー
ション

なかよしおばけ　お
ばけパーティ 0時間42分

　アンリ，リュシー，ジョルジュ，エドワール
はいつも一緒のなかよしおばけ，４人の住む世
界にはヘンテコな出来事がいっぱい！おばけな
のに，ちょっとこわがりの４人組が繰り広げる
ワクワクドキドキのアニメーション！　 この
「おばけパーティ」は，

１．おばけパーティ

２．おばけとカミナリの夜

３．いたずらっこスタンリー

４．おばけ 砂漠へ行く

５．アンリとお風呂のアワ

６．おばけの時間旅行

の６編で構成されている。＜アニメーション；
４２分＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D08006
漫画・アニメー
ション

なかよしおばけ　お
ばけ遊園地に行く 0時間49分

　アンリ，リュシー，ジョルジュ，エドワール
はいつも一緒のなかよしおばけ。４人の住む世
界にはヘンテコな出来事がいっぱい！

おばけなのに，ちょっとこわがりの４人組が繰
り広げるワクワクドキドキのアニメーシヨン！

この「おばけ遊園地に行く」は，

１．おばけ遊園地に行く

２．おばけとけがをしたこうもり

３．おばけの水中たんけん

４．おばけの山登り

５．おばけの宝さがし

６．おばけのコンサート

７．スタンリーのペット

の７編で構成されている。

D08007
交通安全・災害
防犯

できたかな？　あん
ぜんかくにん　～ケ
ンタとニャンタの交
通安全～ 0時間13分

　交通事故の発生率を年齢層別に見てみると，
３歳から６歳までの幼児の事故が最も多い比率
を占めています。その原因のほとんどが，「飛
び出し」と「車の直前直後の横断」によるもの
です。

こうした幼児の交通事故を防ぐために，子供た
ちが関心をもって観られる，分かり易いアニ
メーション。ケンタ（４歳・男の子）と愛猫の
ニャンタたちの一挙一動にハラハラしながら，
自然と交通ルールを学べるよう工夫した内容で
す。

D08008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） インタビュー 0時間20分

　取材の申し込み・情報収集・質問事項の整
理・役割分担など，インタビューに必要なマ
ナーを効果的に学習できます。また，新聞記者
やアナウンサーなど，プロによるアドバイスも
収録しています。

D08009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） プレゼンテーション 0時間20分

　プレゼンテーショんのための台本作りや聞き
手の分析・資料提示の仕方を生徒たちが自ら考
え，リハーサルを経て本番に臨む様子を追いな
がら，企業やイベントなどの様々なプレゼン
テーションを織り込み，分かり易く解説してい
ます。

D08010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

パネルディスカッ
ション 0時間20分

　考えを深めるための話し合いとしてのパネル
ディスカッションの進め方を紹介しています。
各グループでの主張作り，取材や資料作成を，
パネルディスカッション本番の司会者，パネリ
スト，フロアそれぞれの役割や心構えを分かり
易く解説しています。

D08011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 幼児・児童虐待 0時間25分

　3つの実例（実例１ エゴの押し付け，実例２
発育への不安と孤立，実例３ 過干渉としつけ
への思い込み）に沿って，問題点と虐待を防ぐ
対応法を分かりやすく紹介。巻末で富田富士也
先生が求められる親の気づきをアドバイスしま
す。

D08012
漫画・アニメー
ション たろうのともだち 0時間24分

　人気絵本作家「堀内誠一」，「村山桂子」が
手がけたロングセラー絵本「たろう シリー
ズ」が初の映像化！芸術的にも高い評価を受け
ているカラフルで楽しい世界が動き出します。
よみきかせモードつきなので，親子のコミュニ
ケーションに最適な作品です。

D08013
漫画・アニメー
ション

ハードル（長編アニ
メーション映画） 1時間24分

　未来を担う子供たちの健やかな心の成長は，
社会の大きな願いです。昨今，子供たちの間に
は，不登校，少年犯罪，いじめなどの問題が急
増していますが，それは，実は社会がつくりだ
したものかもしれません。２１世紀を生きる子
供たちが，自分と人とを大切にし，正義と勇気
をもって生きていける社会にするために，私た
ち大人が子供の命と心を守っていかなければな
りません。

本作品は，ベストセラーとなり，アニメ映画と
しても大ヒットした青木和雄原作で，子供たち
の心の声を描いた物語「ハードル」のアニメ映
画をＤＶＤ化したものです。＜アニメーション
＞
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D08014
漫画・アニメー
ション まめうしくん 0時間30分

　「成長する子供の揺れ動く心」をテーマに
「あきやまただしさん」が描いたユーモラスで
親しみやすい絵本の世界を映像化しています。
まめうしくんは，まめつぶくらいの小さな子
牛。体は小さくたって元気いっぱい！　絵本の
世界から飛び出して元気いっぱいかけまわりま
す。＜アニメーション＞

D08015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

一番町物語　　～紙
芝居～ 0時間25分

　東一番町の昭和の移り変わりを紙芝居にして
表現しています。

D08016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おらいのお正月
～紙芝居～ 0時間15分

　昭和３０年頃の農家の正月準備から正月１５
日までの行事を紙芝居にして表現しています。

D08017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

今に生きる染め物
～常磐紺型～ 0時間13分

　小学校４年生社会科の単元「わたしたちの
県」で活用できる教材です。明治時代，全国的
に有名だった常磐紺型という染め物を取り上げ
ています。七郷堀が近い南染師町で染め物が盛
んだったことから，地形と産業の関係をとらえ
させることができる教材です。

D08018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

燕沢の野菜作り
～わたしたちのくら
しと農家の仕事～ 0時間12分

　小学校３年生社会科の単元「人びとのしごと
とわたしたちのくらし　～農家の仕事から～
」で活用できる教材です。「わたしたちの仙台
市」に準拠し，そこで取り上げられている農家
の工夫や努力と西山小の活動との関連から，農
家の仕事についてとらえさせることができる教
材です。

D08019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

縄文時代の生活を体
験しよう 0時間12分

　仙台市縄文の森広場での縄文生活体験を題材
として取り上げ，児童が縄文時代の人々の生活
を理解し，発展として調べる（体験する）意欲
をもつことができるように制作した作品です。

D08020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

広瀬川の清流を永久
に 0時間15分

　広瀬川の自然と文化を理解しながら汚染の現
状と浄化に取り組んでいる様子を紹介している
作品です。

D08021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仙臺ステーション物
語 0時間20分

　東北本線が開通し，仙台駅が開業して今年で
１２０年になる。その歳月は，まさに波瀾万丈
の年月でした。多くのドラマがある駅の辿った
道を多くの人々に伝え，残したいとの思いを抱
いて制作された教材です。

D08022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

秋保馬場の眼鏡橋
～ゆかりの人びとを
尋ねて～ 0時間20分

　太白区秋保町馬場に石造りの橋，眼鏡橋があ
ります（有形文化財）。この橋に関わる資料は
ほとんどありません。そこで，ゆかりの人びと
を尋ねながら眼鏡橋が完成するまでの工夫や苦
労，人々の思いを記録した作品です。

D08023
保健衛生・性教
育・運動

新型インフルエンザ
の予防対策 0時間15分

　最近，海外では東南アジアを中心に，Ｈ５Ｎ
１型インフルエンザウイルスの変異による新型
インフルエンザの世界的な流行（パンデミッ
ク）の発生が危惧されています。

我が国では，厚生労働省が中心となり，その対
応策を構築しているところですが，有効ワクチ
ンが開発されておらず，十分な予防策ができて
ないのが現状です。

もしも，国内で新型インフルエンザが発生した
場合には，患者の増加はもとより，様々な社会
的な影響が発生すると予想され，少しでも，そ
の影響を最小限とするためには，市民への予防
対策が重要です。

そこで，仙台市では，広く市民に周知し啓発す
るために，予防対策やパンデミック時の対応に
重点をおいた本教材を制作しました。

本ＤＶＤビデオは，「一般用」，「小学校高学
年用」，「小学校低学年用」の三部に編集され
ていますので，ご覧になりたい部を選択して，
視聴してください。
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D08024

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域とつくる子ども
の居場所 0時間30分

　「放課後子どもプラン」のスタート以来，各
地で多様な取り組みが産声を上げています。放
課後子供教室の立ち上げに際しては，学校や地
域の理解と協力をどう得ていくのか，人材や場
所をどう確保していくかなど苦労も多いようで
す。

このDVDソフトウエアでは，行政担当者・事業
担当者が新たに放課後子ども教室を立ち上げる
際の参考に資するため，各地の実践事例を通し
て地域の教育力を活かした運営体制づくりや人
材確保の方策，ポイントとなる考え方を紹介し
ています。

D08025

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命の宝庫・亜熱帯
の森　～　沖縄・奄
美の島々　～ 0時間33分

　西表島，沖縄本島北部のやんばる，そして，
奄美大島など，日本の南の島々には，多様性を
誇る豊かな森が存在します。沖縄や奄美の島々
に広がる亜熱帯の森には，多種多様な動植物が
生息・生育していることがこの映像を通してよ
く分かります。動植物にも人間にも，昼も夜
も，一年中豊かな亜熱帯のこの森は，様々な生
き物たちの息吹で満ちあふれていることがよく
表現されている作品です。

D08026
交通安全・災害
防犯

配偶者からの暴力の
根絶をめざして～配
偶者暴力防止法のし
くみ～ 0時間35分

　配偶者からの暴力は，犯罪となる行為をも含
む重大な人権侵害です。配偶者からの暴力は，
あなたの身近なところでおきています。このＤ
ＶＤは，配偶者からの暴力の根絶をめざして，
「配偶者暴力防止法」のしくみ等について分か
りやすく紹介しています。

D09001
保健衛生・性教
育・運動

元気に遊ぼう！　リ
ズムでゲーム 0時間53分

　本教材は，子供たちが実際に体を動かし汗を
かき，楽しくコミュニケーションをとりなが
ら，体力の向上「トレーニング」と反射神経を
鍛える「リズム」，あるいは，協調性を育む
「ゲーム」などの要素を組み合わせたアスレ
チックゲームを分かりやすく紹介しています。

D09002
保健衛生・性教
育・運動

モーくんとアワちゃ
ん手あらい教室 0時間20分

　これからの未来を担う子供たちに健康づくり
の基本となる正しい手洗い習慣を身につけさ
せ，また，新型インフルエンザ対策や食中毒対
策のためにも，有効な教材です。生活の中での
手洗いの必要性や大切さ，正しい手洗いの方法
などについて，子供たちが楽しく学べるよう，
アニメーションやクイズ，手洗い歌などによ
り，親しみやすく分かりやすいようにまとめて
います。

D09003

自然科学（生
物・天文）、環
境 私にできること 0時間19分

　地球温暖化という地球全体の大きな問題をひ
とりひとりの小さな私たちが自分自身の心に，
静かに問いかけたくなる物語です。

「ハチドリのひとしずく!私にできること」を
見て語り合い，環境についてそれぞれに自分の
考えをもつきっかけにして下さい。＜アニメー
ション＞

D09004
交通安全・災害
防犯

名探偵コナン防犯ガ
イド 0時間26分

　子供たちを犯罪から守るために，名探偵コナ
ンと仲間たちがＱ＆Ａクイズ形式で身近に潜む
「危険」を分かりやすく解説します。

みんなも名探偵になろう！

コナンが教える！子供防犯教育用ＤＶＤ＜アニ
メーション＞

D09005

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 どんぐりの家 1時間50分

　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ィ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。そこ
に流れるヒューマニズムと協同の精神は，現代
社会の人間の生き方，子育てや教育のあり方を
見つめ直し，福祉の原点を問いかけるもので
す。

＜長編ドキュメンタル・アニメーション＞

｛文部省特選，厚生省推薦｝

D09006
漫画・アニメー
ション ねずみくんのきもち 0時間12分

　ロングセラーのねずみくんの絵本シリーズの
中の「ねずみくんのきもち」を映像化した作品
です。

いじめやコンプレックス，自然とのつながりな
どの大切なテーマをねずみくんと一緒に学べる
楽しいアニメーションです。一人一人が大切な
存在であるということに気づき，共に生きてい
ることを感じられる作品です。＜アニメーショ
ン＞

Page 16



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D09007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

山下清物語　～　裸
の大将放浪記  ～ 1時間57分

  　「日本中を歩いて」「みんなにおにぎりを
もらったんだな」「だから，ぼくは一生懸命，
絵を描いたんだな」

放浪の天才画家，山下清の生涯を，限りない感
動と溢れるユーモアで描く心の名篇！

　  ｛文部科学省推薦｝

D09008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） おくりびと 2時間11分

　 一見地味で触れ難いイメージの「職業・納
棺師～それは悲しいはずのお別れをやさしい愛
情で満たしてくれるひと」をテーマにしながら
も，日本映画を代表するスタッフ・キャストが
ユーモアを絶妙に散りばめて，愛すること，生
きることを紡ぎ出す異色の感動作。

　  ｛第８１回アカデミー賞外国語映画賞受
賞｝

    ｛第３２回モントリオール世界映画祭グラ
ンプリ受賞｝

    ｛第３２回日本アカデミー賞最多全１３部
門優秀賞受賞｝

D09009
交通安全・災害
防犯

ひとりのときがあぶ
ない　～ゆうかい・
つれさりにあわない
～ 0時間15分

　最近，小学校低学年を狙った「誘拐」，「連
れ去り」といった凶悪な事件が次々と発生して
います。低年齢のうちから，「まさか自分
が・・・」と思うのではなく，「自分も被害に
あうかも知れない」と，積極的に防犯意識を身
につけさせる試みが各地で行われ始めていま
す。本作品は，アニメと実写で描く，子供向け
の防犯教育用教材ビデオです。

＜アニメーション 及び 実写＞

D09010
交通安全・災害
防犯

楽しく街にでましょ
う　　～高齢者だか
らこそ知っておきた
い交通ルール～ 0時間23分

　 高齢者は，本人がなかなか自覚できない高
齢化による身体変化によって，視力の低下や道
路のわずかなデコボコにつまづくなど，交通事
故に遭遇する危険が高くなっています。
こうした高齢者が被害者となる交通事故をなく
すことがこの映像の切実な願いです。「高齢
者」の特性をリアルにとらえたものをベースに
おき，説得納得によって分かりやすい語り口で
展開されています。

D09011
交通安全・災害
防犯

ネット社会の道しる
べ 0時間30分

　この作品は，小中学生がはまりやすい罠とそ
の対処法を，下記の3つのドラマで分かりやす
く紹介したものです。

ケータイ・ネット社会と子供たちが上手につき
あうための情報モラル学習教材です。

ドラマ１．架空請求と個人情報

ドラマ２．メール交換と友達関係

ドラマ３．掲示板となりすまし

D09012
交通安全・災害
防犯

ケータイ社会の落と
し穴 0時間25分

　この作品は，小中学生がはまりやすい罠とそ
の対処法を下記の2つのドラマで分かりやすく
紹介したものです。

ケータイネット社会と子供たちが上手につきあ
うための情報モラル学習教材です。

ドラマ１．メールと依存症

ドラマ２．ケータイサイトと不正請求

D09013
交通安全・災害
防犯

ブログ社会の落とし
穴 0時間25分

　この作品は，小中学生がはまりやすい罠とそ
の対処法を，下記の2つのドラマで分かりやす
く紹介したものです。

ケータイネット社会と子供たちが上手につきあ
うための情報モラル教材です。

ドラマ１．ブログと個人情報　～「日常」が
「情報」に変わるとき～

ドラマ２．ブログと権利侵害　～ランキング競
争が招くトラブル～
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D09014
交通安全・災害
防犯

ネットいじめに向き
合うために 0時間25分

　中高校生の携帯電話の利用普及率は，急速に
進んでいます。その一方で，「いじめ」や「犯
罪」につながるケースも増えています。本教材
は，実際にネットいじめと向き合った人たちを
取材し，トラブルに巻き込まれた生徒たちが解
決の糸口を見つけるまでを3つのドラマで再現
したものです。

ドラマ１．うちらのルール

ドラマ２．匿名ルール

ドラマ３．ネットいじめ

D09015
漫画・アニメー
ション おばけのてんぷら 0時間24分

　人気のおばけ絵本作家「せな けいこ」の元
気が出る名作絵本2作をアニメーション化！！

第1作:めがねのうさぎ

うさこは，たいせつなめがねをなくしてしま
い，やまへさがしにでかけました。やまのなか
では，たいくつなおばけが，だれかこないかな
と まっていました・・・・・。

第2作:おばけのてんぷら

うさこが，だいすきなてんぷらをあげている
と，いいにおいにさそわれて，やまのおばけが
うさこのうちにやってきました・・・・・。＜
アニメーション＞

D09016
漫画・アニメー
ション すいかのたね 0時間28分

　好奇心旺盛な「ばばばあちゃん」と仲良しの
動物達の ゆかいな ゆかいな 3つのお話。

第1話:ねずみのなるき

ねずみのなるきの種をもらったくいしんぼうの
ねこはそのたねを植え，たいせつにたいせつに
育てました・・・。

第2話:すいかのたね

ばばばあちゃんは，にわにすいかの種をまきま
した。こねこやこいぬ，うさぎやきつねも，な
にをうめたのかなとほってみました。出てきた
のは・・・・・？

第3話:おつかい

雨の日におつかいをたのまれた女の子。じゅん
びがたいへんでなかなか出かけられません。お
友だちのねこさんとねずみさん，いっしょうけ
んめい手伝いますが・・・・・。＜アニメー
ション＞

D09017
交通安全・災害
防犯

サル太郎 地震には負
けないぞ 0時間15分

　この教材は，幼児期の子供を対象に，分かり
やすいアニメーションで，地震に対する正しい
知識や心構えを身につけるために制作されまし
た。「地震はこわい」という恐怖心だけを植え
つけるだけでなく，子供の大好きな動物たちを
主人公にしながらストーリーを展開し，歌など
を交えながら，子供たちが豊かな想像力を活か
して自分の命を守る方法を考えられる教材で
す。＜アニメーション＞

D09018
交通安全・災害
防犯

はじめにおぼえる交
通安全 0時間12分

　子供たちの側に立った交通安全教材。ママパ
ンダが交通ルールをしっかりおしえます。

ある日，ママパンダは3匹の子パンダたちに，
交通ルールを教えるために街へ・・・・・。
「飛び出しパンダはダメパンダ」，「道に出る
とき，とにかく止まる」，「わたるパンダは横
断歩道」，「信号よく見てわたるパンダ」，
「横断歩道を遊びながらは，ダメパンダ」など
など・・・・・。＜アニメーション＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D09019
保健衛生・性教
育・運動

新かぜ・インフルエ
ンザの予防 0時間37分

　「かぜ」「インフルエンザ」予防の指導をめ
ぐっては，子供たちから「本質的な問い」が投
げかけられることがよくあります。例えば，

☆「どうして手洗いが大切なの？」

☆「かぜウイルスは電子顕微鏡でしか見えない
ほど小さいのに，マスクの効果はあるの？

指導効果を上げるには，子供たちの＜目線＞に
立った「ぎもん・しつもん！」の解消が不可欠
です。本教材は，こうした子供たちの＜目線＞
に興味深く答える観点で，夏かぜから新型イン
フルエンザまで，幅広い内容を網羅していま
す。

D09020
漫画・アニメー
ション

サンタさんは大いそ
がし 0時間12分

　サンタさんって，いつもは，なにをしている
のかなあ？世界中の子供たちに，ソリにたくさ
んのプレゼントを積み込んで，いそがしくプレ
ゼントを配った後，次の年のクリスマスまで，
それはそれは大いそがしの一年を送ります。
ひょっとすると，世界中で一番いそがしいの
は，サンタさんと森の妖精たちかもしれませ
ん。

クリスマスが終わっても，休む暇もなく次の日
からは，すぐにクリスマスに向けての準備。サ
ンタさんと森の妖精たちは，もう寝る暇もあり
ません。＜アニメーション＞

D09021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

土の中に眠る仙台の
歴史　～文化財この
１年 ２００８～ 0時間57分

　 ２００８年に文化財課による発掘調査で解
明されたことや発掘された様々な資料を分かり
やすい映像と音声によって，

　　　１．土の中に眠る仙台の歴史

　　　　　 　～文化財この１年の発掘調査の
概要の紹介～　（２１分）

　　　２．郡山遺跡２００８　～その歩みを振
り返って～　 （１１分）

　　　３．仙台の縄文ムラ　～ヨヘエクンと遺
跡めぐり～　（９分）

　　　４．南小泉遺跡２００８　～発掘調査の
様子～　（９分）

　　　５．大野田官衙（カンガ）遺跡と郡山遺
跡

　　　　　　　～新たなる歴史の発見～　（７
分）

の五編で表されています。

　この中には「これまでの文献には記録されて
いない史実も示されています。

　
＜仙台市教育局文化財課より寄贈＞

D09022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

政宗と二つの城　～
仙台城と若林城～
２００８ 0時間31分

　１６００年の関ヶ原の戦いの時に築城を開始
した「仙台城」と政宗の晩年の居城「若林
城」，そして「仙台城の大広間」の概要を，

　　　１．政宗と二つの城　～仙台城と若林城
～　２００８　　（１８分）

　　　２．明らかとなった仙台城大広間

　　　　　　　　　　　　～８年間にわたる軌
跡～　　　（１３分）

の二部構成で紹介しています。

　発掘された「各種門跡」や「礎石」等々の映
像や解説から，仙台城が日本の近世を代表する
城の一つであることが分かります。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D09023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 文様の美　竹に雀紋 0時間16分

　 家具や武具などの様々な文様や家紋の変遷
の歴史と目的，さらには

「紋章上絵師」による文様や家紋の描き方など
を「竹に雀 紋」の映像を中心に，分かりやす
く解説しています。

　 作品全体の視聴を通して，家紋が「日本の
貴重な技であり，文化である」ことを再認識さ
せられる作品です。

D09024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

この豊かな自然の中
で　～仙台市立芦口
小学校　農業体験学
習１０年の軌跡～ 0時間20分

　 １０年間の長期にわたっての仙台市立芦の
口小学校５，６年生の農業体験学習の軌跡を映
像と解説で紹介しています。

　 この農業体験学習のほとんどは全国的にも
名前が知られている米作りの先生・阿部善文さ
んの指導のもと，登米市南方町にある板倉農産
に電車やバスを乗り継いでの遠出による校外で
の学習の記録です。

　 また，この学習は芦の口小学校の環境教育
研究の一環としての継続学習でもあります。

　 その概要は，次の通りです。

　　　　１．稲の苗の植え方

　　　　２．有機肥料による稲の育て方

　　　　３．アイガモによる除草の仕方

　　　　３．稲刈りの仕方

　　　　４．収穫祭の様子

　　　　５．環境教育研究発表会の様子

　　　　６．米作りのシンポジュームの様子

　
＜自作視聴覚教材＞

D09025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～それぞれの区のよ
うす と 市（全体）
のようす～ 0時間32分

　 この教材は平成２０年度仙台市教育委員会
の委託制作による作品です。次のように，「～
それぞれの区のようす～」と「～市のようす
～」の二部で構成されている。

　　１．それぞれの区のようす

　　　１） 青葉区のようす

　　　２） 宮城野区のようす

　　　３） 若林区のようす

　　　４） 太白区のようす

　　　５） 泉区のようす

　　２．市のようす

　　　１） 仙台市全図のようす

　　　２） パノラマ写真で仙台市周辺の山の
ようす

          ・ 連なる山々

　        ・ それぞれの山の麓にある景勝地
や観光地など

　　　３） 横から見た仙台市の地形

          ・ 高地から低地へ
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D09026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～それぞれの区のよ
うす～ 0時間18分

　 この教材は平成２０年度仙台市教育委員会
の委託制作による作品です。次のような順序
で，それぞれの区のようすを詳しく解説してい
ます。

　　　１． 青葉区のようす

　　　２． 宮城野区のようす

　　　３． 若林区のようす

　　　４． 太白区のようす

　　　５． 泉区のようす

D09027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～市のようす～ 0時間14分

　 この教材は平成２０年度仙台市教育委員会
の委託制作による作品です。次のような概要で
市全体のようすを解説しています。

　　　１． 仙台市全図のようす

　　　２． パノラマ写真で仙台市周辺の山の
ようす

          ・ 連なる山々

　        ・ それぞれの山の麓にある景勝地
や観光地など

　　　３． 横から見た仙台市の地形

          ・ 高地から低地へ

          ・ 仙台市の中心部

          ・ 東部に広がる田園

          ・ 海岸，干潟，港

D09028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台領の街道・奥州
街道　～越河宿から
槻木宿～ 0時間18分

　 仙台領６２万石の広さは，東西２８里１７
町，南北５０里２８町と言われています。この
領内を通っていた幹線道路の奥州街道に，今も
残っている道跡や宿場跡などがあります。

　 本教材は，奥州街道の南部の越河宿から槻
木宿までの道跡などを訪ね歩いて，記録したも
のです。思いの外，当時の貴重な遺跡を数多く
発見することができました。

             《平成２０年度 仙台市教育委員
会教材制作委託作品》

　　　　　　《平成２０年度 仙台市自作視聴
覚教材審査会出品作品》

D09029
保健衛生・性教
育・運動

忍者になって ホッ
プ！ステップ！ジャ
ンプ！ 0時間37分

　 年々，子どもたちの体力が低下していると
言われています。その原因として，テレビや
ゲームなど屋内の遊びが多く，体力をつける環
境や機会が減少していることなどが考えられま
す。

　 そこで，子どもたちの運動能力を高めるた
めに，子どもたちに人気の「忍者」に着目し，
「忍者の動き」を参考にし，楽しみながら体力
づくりができるように，開発・創作したのが本
教材です。

D09030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みんなでおどろう！
よさポップ 0時間53分

　 このＤＶＤ「よさポップ」は，全国的に広
がりを見せる現代の和風踊り「よさこい」をモ
チーフに，楽しい振り付けと音楽で，幅広い年
代の子どもたちが楽しめるよう構成されていま
す。

　 心地良い動きとリズムをみんなで共有し，
踊りを通して表現力と創造性を身につけ，成長
期に必要な心の栄養素となる「情緒」を育てて
ほしいと願っています。

Page 21



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D09031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 暖温帯の森 0時間34分

　 本教材は，暖温帯を代表する森，照葉樹林
を中心に解説しています。

　 多種多様な生物が生きる厳しい環境の中，
どのように世代交代が行われ，どのように生命
をつないでいくか，そのしくみを探っていま
す。

　 また，人と深い関わりを持ち暮らしを支え
てきた暖温帯の人工林を紹介しています。

D10001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 地下鉄　東西線 0時間18分

　  トオル，ススム，ミクは，いつも一緒に遊
ぶ仲良し三人組。

　  ある日の学校の帰り道，三人は，ひょんな
ことからモグラのホリホリと出会います。

　 いよいよ，ホリホリが案内する地下の世界
で，「地下鉄東西線のまるわかり！」のアニ
メーションが，下記の順序で始まりです。

　 １．なぜ東西線が必要なの？

　 ２．整備計画や土木工事は？

　 ３．開業までのスケジュールは？

　 ４．東西線の整備効果は？

　 ５．バリアフリー設備の充実は？

　 ６．建設費は？

　 ７．沿線のまちづくりは？

　 ＜仙台市交通局より寄贈＞

 

D10002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この１年　２
００９ 0時間30分

　　この教材は，

　　　１．ヨヘエクンと仙台の遺跡めぐり（２
４分）

　　　　　　　　　～　文化財この１年 ２０
０９　～　　　　　と

　　　２．よみがえった王の証（６分）

　　　　　　　　　～　春日社古墳出土革盾が
保存されるまで　～

　の二編で構成されている。

　　　どちらの内容も，仙台市におけるこの一
年間の発掘調査の過程や　成果が明瞭な映像で
記録されている。

　　　小学生高学年から一般社会人まで，仙台
の歴史や文化の学習を進   める上で，大きな
手助けとなると思います。

　　　　　　　　　　　　　　＜仙台市教育委
員会 文化財課より寄贈・３０分＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台城この一年　～
新たなる発見を求め
て～ 0時間18分

　 本教材は，２００９年度の仙台城跡や関連
施設の発掘調査の過程や成果が貴重な映像で示
されている。

　 特に，これまで不確かだった伊達藩内で消
化する酒を造るための「造酒屋敷」の存在を，
酒造りに使われたと思われる「かまど」や「樽
や桶の一部」，あるいは「石列跡や礎石跡」
等々，関連する様々な物の発掘によって，その
位置や建物の全容が明らかにされている。

　 また，初代藩主伊達政宗の晩年の居城であ
る「若林城」のほぼ全容も明らかにされてい
る。

　　　　　　　　　　　　　＜仙台市教育委員
会 文化財課より寄贈・１８分＞

D10004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民の中の映像記録
《８ミリフィルム編
１ （仙台市電・街並
み）》 0時間22分

　　この教材は，市民のみなさまからご提供い
ただいた８ミリフィルムの映像をもとに構成し
ています。

　 １９２６年に開通して以来，半世紀にわた
り市民の足として親しまれた市電の最後の年・
１９７６年の姿の映像と当時の懐かしい仙台の
街並みの映像により，下記のような内容で構成
し，紹介しています。

　　「仙台市電」

　　　　 ・ 交通局～八幡町　　  １９７６年
５分００秒

　　　　 ・ 長 町　　　　　　　　　   １９
７６年　３分１５秒

　　　　 ・ 市内各所　　　　　　　 １９７
６年  ６分４５秒

　　　　 ・ お別れ式　　　　　　　 １９７
６年  ３分４５秒

　　「街並み」

　　　　 ・ デパート屋上から　　 １９６２
年～１９７０年　２分２０秒

D10005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民の中の映像記録
《８ミリフィルム編
２ （お祭り）》 0時間24分

　 この教材は，市民のみなさまからご提供を
いただいた８ミリフィルムの映像をもとに構成
しています。

　 仙台には，七夕まつりや青葉まつりなどの
全国的に有名になったお祭りだけでだけでな
く，地域に根ざしたさまざまなお祭りがありま
す。この教材では，地域に根ざしたお祭りの様
子や，その時代の街の風景を下記のような内容
で構成し，紹介しています。

　　「青葉神社例祭」　・・・・・・・・　１
９６１年　・・・・・ １分５９秒

　　「大日如来のお祭り」　・・・・・　１９
５６～６３年・・ ７分４６秒

　　「穴蔵神社祭礼」　・・・・・・・・　１
９８１、８６年・・・ ７分２５秒

　　「すずめ踊り」　・・・・・・・・・・・
１９８６年　・・・・・ ６分１２秒

　
合　計  ・・・ ２４分
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民の中の映像記録
《８ミリフィルム編
３ （生活・風俗）》 0時間14分

　 この教材は，市民のみなさまからご提供い
ただいた８ミリフィルムの映像をもとに構成し
ています。

　 ８ミリフィルムで記録された映像の大半
は，家族のレジャーや子どもの成長を追った記
録集です。この教材も今から３０数年前から５
０数年前の一家族のひとときの映像を下記の内
容で構成したものです。

　 いつの時代も変わらない家族や子どもへの
愛情と，刻々と変化する時代の風景を比較しな
がらご覧いただきたいと思います。

　　「三神峯のお花見」
・・・・・・・・・・・・・・・ １９５６年
・・・・・　４分１４秒

　　「幼き日々 ～ ホームムービーか
ら」・・・ １９６２年～１９７５年

　
・・・・・　９分００秒

　
合　計 ・・・・・　１４分

D10007

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 風の旅人 0時間30分

　 この世に完璧な人間なんていない。一人の
能力には限界がある。「手伝って」あるいは
「助けて」の一言が素直に出れば、どれほどラ
クになれるだろう。助けてもらえば自力では不
可能なことも可能になり、どれほど世界が広が
るか計り知れない。

　 「ほんとうの自立とは、他者の力をどれだ
け借りられるか、にかかってい
る。」・・・・・と、人間社会の共通ルールは
「人に迷惑をかけるな」であるが、われら障害
者は、・・・・。

　＜アニメーション、３０分、２００３年教育
映画祭 文部科学大臣賞受賞＞
＜小学校高学年、中学生、一般向き＞

D10008
交通安全・災害
防犯 金太郎の交通安全 0時間13分

　 「 飛び出し禁止の金太郎！ 必ず停まって
よく見て右、左、右。道路は危険の金太郎！
遊ぶときには、公園、広場。二人乗り自転車禁
止の金太郎！ 片手、手放しひっくり返る。無
理は禁止の金太郎！ 横断歩道青でもチカチカ
は渡らない。家の角、車の陰、危険の金太郎！
信号無しならよく見て、よく聞
く。」・・・・・などなど、交通法規や交通マ
ナーに基づいての分かりやすい教材。

　　　　　　　　　＜カラーアニメーション１
３分、日本交通安全協会 推薦＞

　
＜幼児・小学生（低学年）向き＞

D10009
交通安全・災害
防犯

小学生の自転車の安
全な乗り方 　～ な
ぜ？ どうして？ か
ら考える ～ 0時間16分

　 自転車を安全に乗るためには、ただルール
やマナーを覚えるだけでは不十分で、「なぜ危
険なのか？」、「どうしたら安全なのか？」と
いった疑問に対する子どもたち自身の理解が不
可欠です。そうした理解が、安全運転に必須の
「危険を予測する能力」 の 向上にもつながる
と考えます。

　 本教材では、子どもたちに「質問を投げか
け」、「考えさせる」といった手法を用いるこ
とで、自然とルールやマナー、危険予測力が身
に付くことを目指して企画・製作されている。

　　　　　　　　＜２０１０年作品、実写、１
６分、全日本交通安全協会推薦＞
＜小学生（中・高学年）向き＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10010
交通安全・災害
防犯 父との約束 0時間14分

　 交通事故を防ぐためのポイントは、

　　　１．飛び出しは絶対しない！

　　　２．青信号、チカチカしたら渡らない！

　　　３．道路で絶対遊ばない！
・・・・・・・・・・・・・・・などなど、い
くつかあげられますが、何と言っても大切なの
は、朝は早起きするなど、いつも心に余裕を
持って行動することではないでしょうか？

　 そこで、理恵子さんはお父さんと次のよう
なかたい三つの約束をしました。

　　　　１） 待つことを大切に

　　　　２） 急がないこと

　　　　３） 焦らないこと

　 そのためには？・・・・・・・

　　　　　　　　＜カラーアニメーション、１
４分、全日本交通安全協会推薦、
日本交通福祉協会推薦＞

　
＜小学生（中学年）向き＞

　

　

D10011

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

妻のブログ　～ ５０
歳代からのライフプ
ラン ～ 0時間27分

　 健康、お金、生きがいを準備しつつ定年退
職を迎えることは、自分のみならず、家族のた
めでもあります。

　 ５０歳代からのライフプランをスタートし
ましょう。

　　　    　＜（主なキャスト；篠田三郎、岡
まゆみ、江藤 潤）、実写２７分＞

　
＜一般、中高年齢者向き＞

D10012 道徳・国際理解
うしろのせきのオチ
アイくん 0時間46分

     第１話 ； 「うしろのせきは、コワ
イ！」

　　　　　　 歌が好きなミホちゃんは学芸会
の練習がゆううつ。そこでオ　　　　　　  チ
アイくんが「歌わなくてすむから俺は木琴、お
まえはタンバリ　　　　　　  ンな！」なんて
言い出したから、さあ大変！ 二人だけの放課
後　　　　　　特訓が始まったのですが、当日
の朝、ミホちゃんは熱が出てし
まったのです。・・・・・。

     第２話 ； 「ドッチボール対決」

　　　　　　  ミホちゃんは朝の校庭で松本く
んにボールをぶつけられて　　　　　　   大
ショック！それを見たオチアイくんが松本くん
をやっつけて大　　　　　 騒ぎに！

　　　　　　　みんなはオチアイくんが悪いと
思っています。しかし、誰もそ
のことを言う人はいません。内気なミホちゃん
も言えません・・。　　　　　　 そこで、二
人はドッチボールで対決をすることになりまし
た。

　　　　　　　　　　　　　　＜原作；武田美
穂、カラーアニメーション、４６分＞

　
＜小学生（低・中学年）向き＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ふるさと　ー　ＪＡ
ＰＡＮ 1時間38分

　 本教材のテーマ；

　 　　　戦争末期に特攻隊で死んでいった若
者、そして平和時に海の事　　　故で死んでし
まった少女－ 。彼らの無念さや思いを、残さ
れた人々　　　はどのように受け継いでいった
らいいのか。「ふるさと － ＪＡＰＡＮ」
は、先生と子どもたちの 「魂の絆」を描いた
物語です。

　 本教材製作の意図；

　 　　  子どもはもとより、大人の鑑賞にも
耐えられるアニメーション映画を　　　作りた
かった。そして映画を通じて、日本の文化や伝
統、日本人の　　　心について、感じたり考え
たりする機会を提供したかった。

　　　　　＜監督・脚本；西澤昭男、９８分、
文部科学省選定、

　　　　　　　　　　第１２回 リヨン・アジ
ア映画祭 グランプリ

　　　　　　　　　　　　・アニメーション部
門・子ども映画部門 Ｗ受賞作品＞

　
＜少年向き、成人向き＞

D10014

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

子育て不安を乗り越
えて　～子育て支援
ビデオ～ 0時間22分

　 子育てに不安を感じている母親たちの中に
は、「育児がうまくできない」、「子育ての大
変さを思い知った」などと語っている母親たち
が少なくない。

　 こうした母親たちの子育て不安をどう取り
組めば乗り越えられるか・・・。　 識者や子
育て支援センター、親たちのインタビューを交
え、乗り越えるヒントや視点を伝えます。

　 ＜実写、２２分＞＜一般向き＞

D10015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

子育て支援に求めら
れるもの　～子育て
支援ビデオ ～ 0時間26分

　 今、子育てに不安を感じる人々が増えてい
ます。

　 そこで、本教材では、子育て支援への取り
組みが注目されている施設や支援者に、子育て
支援のポイントや課題、陥りやすい問題点、工
夫などを聞いています。

　 大事なことは、一人で不安を抱え込まない
で、親同士や施設との連携をとり課題解決を進
めて欲しいと伝えています。

　 ＜実写、２６分＞＜一般向き＞

D10016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

生活指導３　　～朝
ごはんって大事な
の？～ 　～健康的な
食事～ 0時間20分

「朝ごはんって大事なの？」

　 朝食を食べた日と抜いた日で同じテストを
実施し、作業量と正解率を比べる実験や、ＣＧ
（コンピューターグラフィック）解説などを通
して成長期の体に朝食が大切であることを説明
し、理想的な朝食メニュー例も紹介していま
す。

「健康的な食事　～栄養バランス～」

　 栄養素の偏った食事を改善するヒントを示
し、偏った食事の結果としての生活習慣病を予
防するには、バランスのよい食事を心がけるこ
と、特に野菜を十分食べることが効果的である
ことを学びます。

　
＜実写・ＣＧ、２０分＞

　
＜中学生、高校生向き＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

生活指導 ４　～ダイ
エットの危険～　 ～
睡眠不足の危険 知っ
ていますか？～ 0時間20分

「ダイエットの危険」

　 思春期は、充分に運動を行い、たくさんの
食事を取り、しっかりした体をつくることが大
切であることを、様々な資料映像によって解説
しています。

「睡眠不足の危険 知っていますか？」

　 ひどい睡眠不足が続くと、ときには治療が
必要になることがあります。

一度変わってしまった生活のリズムは、なかな
か改善できません。睡眠不足は集中力を低下さ
せ、体内時計の乱れを引き起こすなど、私たち
の脳に様々な悪影響を及ぼすことを学びます。

　
＜実写・グラフ、２０分＞

　
＜中学生・高校生向き＞

D10018

自然科学（生
物・天文）、環
境

もったいないばあさ
んと 考えよう世界の
こと 1時間11分

　 今、地球の上では、天気がおかしくなって
いる問題、森や生きものがきえていること、食
べものがなくて命をおとしてしまうことなど、
いろいろな問題がおきています。これらの問題
が、私たちの暮らしとどのようにつながってい
るのか、なぜ問題がおきているのかなど、考え
を出し合い学びます。　　　　＜実写・アニ
メーション 全三巻７１分＞ ＜文部科学省選定
＞

　 本教材は、以下の三巻のＤＩＳＣで構成さ
れています。

「ＤＩＳＣ １；地球でおきている１０の問
題」

　 　 １．天気がおかしい　　２．森がきえる
３．土地があれる

　　　４．生きものがきえる　　５．食べもの
が足りない

　  　６．きれいな水が飲めない　　７．戦争
がおきる　　８．難民がうまれる

　　　９．子どもがはたらかされる

    １０．お金持ちと貧しい人の差がひろがっ
ている

「ＤＩＳＣ ２；世界の１０人の子どもたち
（９歳）」

　 　 １．インド　アルムータちゃん　 ２．
カンボジア ケアくん

D10019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く １ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「大阪城  ～小説 城塞～」

　 ２．「小田原城　～小説 箱根の坂～」

　 ３．「備中松山城　～小説 峠～」

　 ４．「熊本城　～小説 翔ぶが如く～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞
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D10020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ２ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「弘前城 」

　 ２．「名古屋城」

　 ３．「高知城　～小説 功名が辻～」

　 ４．「彦根城　～小説 関ヶ原～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞

D10021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ３ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「松山城  ～小説 坂の上の雲～」

　 ２．「宇和島城　～小説 花神～」

　 ３．「首里城」

　 ４．「姫路城　～小説 播磨灘物語～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞

D10022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ４ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「上田城  ～小説 関ヶ原～」

　 ２．「高取城　～小説 庄兵衛稲荷～」

　 ３．「洲本城」

　 ４．「丸亀城　～小説 龍馬がゆく～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞

D10023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ５ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「岡崎城  ～小説 覇王の家～」

　 ２．「岐阜城　～小説 国盗り物語～」

　 ３．「島原城」

　 ４．「松前城　～小説 菜の花の沖～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ６ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「仙台城  ～小説 馬上少年過ぐ～」

　 ２．「長浜城　～小説 新史 太閤記～」

　 ３．「郡山城」

　 ４．「中津城　～小説 播磨灘物語～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞

D10025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ７ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「清洲城  ～小説 国盗り物語～」

　 ２．「浜松城　～小説 覇王の家～」

　 ３．「丸岡城」

　 ４．「佐賀城　～小説 歳月、アームストロ
ング砲～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞

D10026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

司馬遼太郎と城を歩
く ８ 1時間0分

　 城が好きだった司馬遼太郎の作品には、さ
まざまな城が登場する。歴史に名を残す、名城
の栄華と数奇な運命、そして城主たちの野望と
挫折を、本教材は司馬作品のエッセンスととも
に以下の四つの城を訪ね歩いています。

　 １．「五稜郭  ～小説 燃えよ剣～」

　 ２．「平戸城　～小説 韃靼（ﾀﾞｯﾀﾝ）疾風
録～」

　 ３．「会津若松城  ～小説 王城の護衛者
～」

　 ４．「江戸城　～小説 箱根の坂、最後の将
軍～」

　
＜実写・６０分＞

　
＜小学校高学年・一般向き＞

D10027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

三遊亭 小遊三　～船
徳（３１分）～　～
宿屋の仇討（３０
分）～ 1時間2分

　  「笑点」でお馴染みで、現在、社団法人落
語芸術協会の副会長である三遊亭小遊三。

　 得意な演目は、本人の明るいキャラクター
を活かした滑稽話。

　 本巻は、次の二話。

　　  第一話；「船徳」（３１分）

　　  第二話；「宿屋の仇討（３０分）」

　

　 ＜二話共・実写＞＜一般・高齢者向き＞
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D10028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

三遊亭 小遊三　～野
ざらし（３７分）～
～蛙茶番（２２分）
～ 0時間52分

　   「笑点」でお馴染みで、現在、社団法人
落語芸術協会の副会長である三遊亭小遊三。

　 得意な演目は、本人の明るいキャラクター
を活かした滑稽話。

　 本巻は、次の二話。

 　　 第一話；「野ざらし」（３７分）

 　　 第二話；「蛙茶番（２２分）」

　 ＜二話共・実写＞＜一般・高齢者向き＞

D10029

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

三遊亭 小遊三　～厩
火事（２５分）～
～蒟蒻問答（２７
分）～ 0時間52分

 　  「笑点」でお馴染みで、現在、社団法人
落語芸術協会の副会長である三遊亭小遊三。

 　得意な演目は、本人の明るいキャラクター
を活かした滑稽話。

 　本巻は、次の二話。

　　 第一話；「厩火事」（２５分）

　　 第二話；「蒟蒻問答（２７分）」

　

　 ＜二話共・実写＞＜一般・高齢者向き＞

D10030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

あれから時は過ぎゆ
きて 0時間20分

今、環境問題は私たちにとって大きな関心事で
ある。車社会の見直しと共に、環境に優しい路
面電車の再評価がなされ、その復活の気運も次
第に高まりつつある。かつて杜の都仙台の町を
颯爽と走っていた仙台市電も消えてから３５
年。こうした時代の流れの中にあって、この作
品は消えていった市電に思いを馳せながら現在
の町の姿と対比しつつ、都市交通について考え
る糧としたい。

D10031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 本多光太郎物語 0時間20分

日本物理冶金学の先駆者である本多光太郎博士
を取り上げ、優れた業績を残した本多光太郎博
士の姿を知るきっかけとする。

D10032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台の七夕さん 0時間22分

　前編で古代中国から江戸時代の七夕を、後編
で仙台七夕の歴史と七夕飾りの特徴を紙芝居風
に説明。

D10033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくたちの集団学童
疎開 0時間16分

　宮城県で唯一の学童集団疎開実施校だった宮
城師範学校男子部附属国民学校の例を通して、
学童疎開の様子を紹介。

D10034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～宮城野区の様子～ 0時間12分

　この教材は平成２１年度仙台市小学校教育研
究会 視聴覚教育研究部会が制作した作品で
す。　宮城野区の様子を紹介しています。

D10035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～若林区の様子～ 0時間15分

　この教材は平成２１年度仙台市小学校教育研
究会 視聴覚教育研究部会が制作した作品で
す。　若林区の様子を紹介しています。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D11001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

昔の人々の生活を伝
える遺跡～文化財こ
の1年　2010～ 0時間23分

　本教材は，子供たちが実際に体を動かし汗を
かき，楽しくコミュニケーションをとりなが
ら，体力の向上「トレーニング」と反射神経を
鍛える「リズム」，あるいは，協調性を育む
「ゲーム」などの要素を組み合わせたアスレ
チックゲームを分かりやすく紹介しています。

D11002

自然科学（生
物・天文）、環
境

四季が育む生命の
山々 0時間31分

　これからの未来を担う子供たちに健康づくり
の基本となる正しい手洗い習慣を身につけさ
せ，また，新型インフルエンザ対策や食中毒対
策のためにも，有効な教材です。生活の中での
手洗いの必要性や大切さ，正しい手洗いの方法
などについて，子供たちが楽しく学べるよう，
アニメーションやクイズ，手洗い歌などによ
り，親しみやすく分かりやすいようにまとめて
います。

D11003

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

CODA　コーダ　ぼく
たちの親は聞こえな
い 0時間49分

　地球温暖化という地球全体の大きな問題をひ
とりひとりの小さな私たちが自分自身の心に，
静かに問いかけたくなる物語です。「ハチドリ
のひとしずく!私にできること」を見て語り合
い，環境についてそれぞれに自分の考えをもつ
きっかけにしてください。＜アニメーション＞

D11004

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

折って・切って・広
げてびっくり！　切
り紙遊び 0時間40分

　１枚の色紙を折ったり・切ったりすることで
広がる楽しい世界！＜財団

法人　全日本社会教育連合会より寄贈＞

D11005

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなが主役！人形
劇で遊んじゃおう 0時間46分

　子どもたち自身が人形劇を上演することによ
り、感情の表現力を養い、人とのコミュニケー
ションが円滑にできるようになることを目的と
して製作されたＤＶＤ　＜全国視聴覚教育連盟
より寄贈＞
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D11006
交通安全・災害
防犯

東日本大震災の記録
～3.11宮城～ 2時間23分

　２０１１年３月１１日午後２時４６分、三陸
沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地
震が発生。その後の大津波ー。東北放送が記録
した宮城県内の映像記録。

D11007
交通安全・災害
防犯

3.11東日本大震災激
震と大津波の記録 1時間20分

　２０１１年３月１１日午後２時４６分、三陸
沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地
震が発生。その後の大津波ー。東日本放送が記
録した宮城県内の映像記録。

D11008
交通安全・災害
防犯

東日本大震災 宮城・
石巻地方沿岸部の記
録 0時間31分

　２０１１年３月１１日午後２時４６分、三陸
沖を震源とするマグニチュード９．０の巨大地
震が発生。その後の大津波ー。河北新報社が記
録した宮城県内石巻沿岸部の映像記録。

D11009

自然科学（生
物・天文）、環
境

第10回全国こども科
学映像祭～成果集～ 1時間26分

　全国子ども科学映像祭において文部科学大臣
賞を受賞した作品をはじめとする小中児童・生
徒の優秀な作品を映像によって紹介する。

D12001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

玉虫塗り～宮城の伝
統工芸～ 0時間8分

　郷土の伝統工芸の制作過程及び使用する道
具・原材料，制作する上での苦労や工夫等を映
像化。

D12002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

埋木細工～職人たち
の技と思い～ 0時間13分

　郷土の伝統工芸の制作過程及び使用する道
具・原材料，制作する上での苦労や工夫等を映
像化。

D12003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台領の街道 奥州街
道～芭蕉の辻から大
衡村～ 0時間19分

　｢越河宿から槻木宿｣に続く第２弾。旧奥州街
道を歩く旅。沿道にわずかに残された宿場町の
貴重な面影。

D12004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おじいさんの子ども
のころ～昭和初期の
仙台均衡～ 0時間22分

　昭和初期(戦前)の人々の生活を紙芝居形式で
再現。今は見られない道具やしきたりが逆に目
新しい。

D12005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台箪笥 0時間31分

　郷土の伝統工芸の制作過程及び使用する道
具・原材料，制作する上での苦労や工夫等を映
像化。

D12006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

おくの細道～芭蕉と
曾良～ 0時間16分

　芭蕉らの奥州への旅の仙台藩部分を、｢奥の
細道｣の記述に沿って映像化。
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D12007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 四谷の水を語り継ぐ 0時間20分

　広瀬川から引き込まれ、仙台市民の生活用水
として機能していた四ッ谷用水の現在の姿を探
り、語り継ぐ。

D12008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

雲居国師と五郎八姫
～蕃山に語り継がれ
る伊達物語～ 0時間15分

　伊達政宗の長女｢五郎八姫｣の数奇な一生と、
彼女を守り抜いた瑞巌寺住職との歴史秘話。

D12009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

コラージュによる抽
象画 0時間12分

　コラージュ技法による抽象画の制作過程を映
像化。様々な試行を映像で見せることにより分
かりやすく解説。

D12010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～太白区のようす～ 0時間12分

　仙台市太白区の特徴を地理的、経済的、文化
的等様々な角度から捉え、教材化したもの

D12011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～泉区の様子～ 0時間16分

　仙台市泉区の特徴を地理的、経済的、文化的
等様々な角度から捉え、教材化したもの

D12012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちのまち み
んなのまち 5時間12分

　｢東二番町小学校｣を例にとり、自分たちの学
校の周囲を探る意欲を喚起するために制作され
た教材

D12013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

職人の技を受け継い
で～柳町から聞こえ
る音～ 0時間13分

　伝統工芸に携わる若い職人の意気込みや，伝
統の技に加えられた新たな技法・工夫等を映像
化したもの。

D12014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙石線今昔物語～誕
生から苦難の85年～ 0時間20分

　大正時代から石巻地方の人々の悲願であった
仙台直結の鉄路。その歴史的経緯を映像で紹
介。

D12015

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

復興TV～子供の居場
所支援「ほっとス
ペース」の活動～ 0時間17分

　Ｈ２３，３，１１の大津波により壊滅的な打
撃を受けた石巻。そこで仮設住宅の子どもたち
の居場所作りのために献身的に活動する団体の
記録。

D12016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

アイヌミュージアム
フェアin仙台～宮城
の民俗芸能とともに
～ 0時間30分

　Ｈ２４，３月に青年文化センターで行われた
アイヌ文化の情報発信を目的として行われた
フェアの紹介映像。

D12017
科学技術・物
理・化学・工学 俺たち、KENTIKU系 0時間40分

　建築業界の第１線で活躍する若手社員達の日
常を描いたもの。｢建設の星　ゼネコンドー｣を
併録。＜社団法人日本建設業連合会　関西委員
会より寄贈＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D12018
交通安全・災害
防犯

サル太郎　ヘルメッ
トはかぶってね 0時間15分

　自転車走行時の危険性を訴えながら，子ども
たちが楽しみながら自然に交通ルールを学べ
る。新道路交通法に対応

D12019
交通安全・災害
防犯

こんなときが危な
い！小学生のための
自転車安全教室 0時間17分

　スタントマンが自転車事故の典型例をスタン
トで再現し，事故の恐ろしさを実感させること
で子どもたちの安全意識を高める。新道交法対
応

D12020
交通安全・災害
防犯

ケース・スタディ
中学生の自転車事故 0時間18分

　自転車事故の典型例をスタントで再現し，事
故の恐ろしさを実感させ，生徒の交通安全意識
を高める教材。新道交法対応

D12021
交通安全・災害
防犯

もし今地震が起きた
ら 0時間19分

　地震･津波に対する効果的な防災･避難行動
を，東日本大震災を踏まえて映像により分かり
やすく解説した教材。

D12022
交通安全・災害
防犯

3.11そのとき保育園
は①検証編 1時間0分

　あの日，保育園はどのようにして子どもたち
の命を守り抜いたのか，今後に生かすために｢
検証編｣と｢証言編｣で構成した教材。

D12023
交通安全・災害
防犯

海上保安官が見た大
津波と東日本大震災
復興支援 1時間58分

　大津波の映像と共に，その後の被災者の救助
活動，復旧作業，被害者の探索等の行動を映像
として記録したもの。

D12024
科学技術・物
理・化学・工学 放射性物質の光と影 0時間26分

　福島第１原発の事故で恐ろしいイメージがつ
いた｢放射能｣｢放射線｣について，正しい知識を
分かり易く理解するための教材。

D12025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

季節を探しに①遊び
方見つけた 1時間0分

　季節ごとに見つけた草花や木を通じて日本の
伝統行事や習わしを覚えさせる。伝承的な遊び
を現代の子どもたちにも！

D12026

自然科学（生
物・天文）、環
境

ドキュメンタリー
「田んぼ」－生きも
のは語る－ 0時間21分

　田んぼの生きものの調査から見えてきた環境
の変化と人々の安全なくらしとの関係。子ども
アースビジョン賞受賞作品

D12027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめ　ケース・ス
タディ　－みんなで
考えよう－ 0時間16分

　無視･暴力･ネットいじめ，それらは全て人権
侵害！それぞれのケースにあわせて，どう解決
すれば良いのかを分かりやすく解説した教材。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D12028
漫画・アニメー
ション いたちのこもりうた 0時間19分

　新潟地方に語り継がれている民話を松谷みよ
子が童話にしたもの。文部科学大臣賞，厚生労
働大臣賞など多数受賞した作品。

D12029
漫画・アニメー
ション

いのしし　うりっ子
のぼうけん 0時間22分

　いのししのうりっ子が，弱虫でないのを証明
するために七色の虹の橋を渡る大冒険に…。教
育映画祭優秀作品賞受賞作品

D12030

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

盲目の名馬　タカラ
コスモス 0時間47分

　病に冒されて盲目になったかつての名馬を引
き取ったのは，青森の農業高校馬術部。日本民
間放送連盟賞等多数受賞したドキュメンタリー

D12031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） みすゞ 1時間45分

　２６歳の若さで夭逝した天才童謡詩人，金子
みすゞ。その短くも波乱に満ちた一生を端正な
映像で描く珠玉の伝記映画。

D12032

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

綾小路きみまろ　爆
笑！エキサイトライ
ブ 1時間5分

　中高年齢者に絶大な人気の綾小路きみまろの
ノンストップライブを完全収録。日頃のストレ
ス解消に最適です。

D12033

自然科学（生
物・天文）、環
境

星～夜空に描く物
語、夜空が描く物語
～ 0時間18分

　夏の夜空を飾る代表的な星座，白鳥座･琴座
や冬のオリオン座･大犬座などの由来を理解さ
せると共に，南天や北天の星の動きを分かりや
すく映像で解説した教材。

D12034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ガラス工芸の魅力 0時間22分

　秋保のガラス工芸家，鍋田尚男氏に取材し，
作品の魅力と，それができあがる工程を映像で
解説したもの。

D12035

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 天神祭と能 0時間33分

　天神祭や｢能船｣での演能の様子，能楽師観世
流大槻文藏氏による能楽体験ワークショップな
どが解説付きで収録されている。大阪北ロータ
リークラブの東日本大震災復興被災地支援事業
の一つとして企画された。＜大阪北ロータリー
クラブより寄贈＞

D12036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 走れいま一度 0時間20分

　在りし日の仙台市電の勇姿を映像で回顧す
る。昭和３０～５０年代の沿線の風景もなつか
しく思い出される。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D12037

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 変わりゆくわが町 0時間19分

　戦後の仙台駅の変遷を中心に映像化したも
の。｢日本一のおんぼろ駅｣といわれたころの仙
台駅から，東北新幹線の駅として蘇った姿まで
を映像で懐かしむ。

D12038
保健衛生・性教
育・運動

元気に行進！レッツ
ゴーパレード 0時間45分

　楽しい音楽に合わせて旗を振ったりダンスを
したりしながら元気に行進。基本の運動から応
用編まで，チームワークを育てる運動にもなっ
ている。＜(財)日本視聴覚教育協会より寄贈＞

D12039
科学技術・物
理・化学・工学 放射線映像教材集 1時間29分

　新学習指導要領対応　中学校理科第１分野｢
科学技術と人間｣･放射線の基礎知識，･放射線
の利用，･放射線講座，･放射線に関するショー
トムービー資料映像(１６本)等が含まれ，放射
線について分かりやすく解説されている。＜
(公財)日本科学技術振興財団より寄贈＞

D12040

自然科学（生
物・天文）、環
境

第１１回全国こども
科学映像祭～成果集
～ 1時間13分

　全国の小･中学生が作成し，この映像祭に応
募してきた作品の中から，文部科学大臣賞をは
じめとした優秀な作品を成果集として一つにま
とめたもの。

D12041

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

先人の思いを明日に
－文化財この一年
2,012－ 0時間19分

　仙台市教育委員会文化財課がこの１年取り組
んだ文化財の発掘･調査及びPR活動等をまとめ
たもの。３月１１日の地震で大きな被害を受け
た仙台城址の復旧作業を始め山田･上ノ台遺
跡，与平沼窯跡等での発掘調査などが盛り込ま
れている。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D12042

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） オルシペ スウォルプ 0時間24分

　アイヌ民族に伝わる民話･民謡を，原語と映
像で見せる。アイヌ語の字幕(カナ)と日本語字
幕を選んで見ることができる。アイヌ文化に対
する正しい理解につながる作品である。<(財)
アイヌ文化振興･研究推進機構より寄贈>D11001
人文科学（地理・哲学・民俗・歴史・政治経
済・風習）昔の人々の生活を伝える遺跡　～文
化財この年２０１０～

D13001

自然科学（生
物・天文）、環
境 北の大地に息づく命 0時間35分

　亜寒帯･北海道の森の具体的な特徴を解説。
四季ごとに豊かな表情を見せる森で，密接に関
わり合いながら生きる多様な動物達の姿を紹介
し，自然の不思議とその魅力に迫る。　＜公益
社団法人国土緑化推進機構より寄贈＞

D13002
交通安全・災害
防犯 いってきます 0時間15分

　小学校低学年の子どもの作文をもとに，子ど
もの視点から交通安全についてつくられた教
材。交通安全ファミリー作品コンクール小学校
低学年の部最優秀作品(内閣官房長官賞)受賞

D13003
交通安全・災害
防犯

あぶないめにあった
ときは？ 0時間20分

　身近な場所で犯罪の恐れがある場面をとりあ
げ，こんなときはどうする？とクイズ形式で問
い掛け，子ども自身が考えながら防犯対策の基
本を学べるように構成された教材。

D13004
交通安全・災害
防犯

不審者がいたら，ど
うする？ 0時間19分

　中学生自身が犯罪のことや防犯のことを調べ
る様子を捉えながら，犯罪者の心理，危険な場
所，万一襲われた場合の身の守り方等について
学べるように構成された教材。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D13005
交通安全・災害
防犯

万引きは，ぜったい
悪い！ 0時間14分

　小学生の万引きは，とかく見過ごされがちだ
が，明らかな犯罪行為なので，できるだけ早い
時期にきちんと認識されることができるように
つくられたドラマである。

D13006
漫画・アニメー
ション

エリック・カールコ
レクション　はらぺ
こあおむし 0時間33分

　絵本の魔術師として世界的に有名な作者の，
愛･夢･希望･自然などをテーマとしたストー
リー。５話収録

D13007
漫画・アニメー
ション

レオ・レオニ　５つ
の名作集 0時間28分

　様々な手法で作品を作り上げる作者の，個
性･知恵･勇気などをテーマにした５作品。

D13008
漫画・アニメー
ション

ぞくぞく村のオバケ
たち４ 0時間40分

　怖いお話しが大好きな小さな子どもたちに人
気の『ぞくぞく村』シリーズの第４巻。２話収
録

D13009

自然科学（生
物・天文）、環
境 宇宙のふしぎ① 0時間20分

　宇宙の中から地球が生まれ，そして人類，私
たちが生まれた…。

D13010

自然科学（生
物・天文）、環
境 宇宙のふしぎ② 0時間20分

　地球から宇宙への呼びかけは今も続いている
…。

D13011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 政治のはたらき 0時間35分

　対象単元｢我が国の政治の働き｣｢市役所の仕
事を見てみよう｣｢市議会の様子を見てみよう｣｢
私たちのくらしと憲法のかかわり｣の３タイト
ルを収録

D13012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 天気とその変化 0時間28分

　対象単元｢気象とその変化 ア イ ウ｣　｢Ａ
大気の中の水の変化｣｢Ｂ気圧と天気｣｢Ｃ　前線
と天気の変化｣｢Ｄ　日本の天気の特徴｣の４タ
イトルを収録

D13013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

なるほど発見！日本
の食材① 2時間0分

　１巻に２５食材を掲載。家庭科･社会科･総合
的な学習，そして｢食育｣でも使える教材。

D13014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

なるほど発見！日本
の食材② 2時間0分

　普段目にする食材の，見たこともない映像が
満載。｢食材から｣｢家庭科メニュー｣｢社会科メ
ニュー｣と，使用場面に合わせて検索可能。料
理レシピも充実。
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D13015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

生き抜く　南三陸町
人々の一年 1時間39分

　テレビでは伝えきれない被災者の素顔，生と
死が混在し続ける被災地の現実を静かに映し出
すドキュメンタリー。大阪毎日放送が８００時
間に及ぶ取材映像をまとめたもの。

D13016

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

黄金花－秘すれば
花，死すれば蝶－ 1時間19分

　みんな元気か！ハチャメチャ老人が巻き起こ
す昭和のアットホーム。陽気な老人達のてんや
わんやの大騒ぎ！原田芳雄，松坂慶子，長門裕
之らのオールスターキャスト。

D13017

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

いっしょに歌おう
歌声喫茶① 0時間50分

　新宿｢どん底」でライブ収録。懐かしい歌声
喫茶が甦る。みんなで歌ってストレス解消！

D13018

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

いっしょに歌おう
歌声喫茶② 0時間50分

　新宿｢どん底」でライブ収録。懐かしい歌声
喫茶が甦る。みんなで歌ってストレス解消！

D13019

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

いっしょに歌おう
歌声喫茶③ 0時間50分

　新宿｢どん底」でライブ収録。懐かしい歌声
喫茶が甦る。みんなで歌ってストレス解消！

D13020

自然科学（生
物・天文）、環
境

砂糖のおいしいチカ
ラ 0時間20分

　砂糖が持つ優れたな調理特性の数々を様々な
実験を通して分かりやすく解説した教材。＜精
糖工業会より寄贈＞

D13021

自然科学（生
物・天文）、環
境 砂糖のできるまで 0時間16分

　精製糖工場の中で行われている砂糖の製造過
程について，身近な実験映像等を使って分かり
やすく解説した教材。＜精糖工業会より寄贈＞

D13022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

３年「理科」　風で
動かそう 0時間11分

　小学校第３学年理科の単元｢風やゴムで動か
そう｣の授業で活用できる教材｡車に当てる風の
強さを変えて，車の動き方の違いを調べる。

D13023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

地震にそなえて～消
防の人々の思い～ 0時間15分

　小学校第４学年社会科の単元｢くらしを守る
～地震にそなえて～｣の授業で活用できる教
材。東日本大震災の時，人命救助の最前線で活
動した消防士へのインタビューから，人命の大
切と協力することの大切さを学ぶ。
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D13024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 藩政時代の水運 0時間9分

　小学校第６学年社会科の単元｢江戸時代の文
化と新しい学問｣の授業で活用できる教材。高
砂地区が江戸時代に交易の拠点として発展した
地域であることを，地名を手掛かりにして調べ
たり，市歴史民俗資料館の学芸員に聞いて学ん
だりする地域教材。

D13025
保健衛生・性教
育・運動

仙台市におけるス
ポーツ振興 0時間20分

　仙台市内で行われている市民によるスポーツ
活動の紹介と，振興のための努力と工夫を知ら
せる。「地域スポーツ｣，｢高齢者スポーツ｣，｢
子ども向けスポーツ｣，｢障害者スポーツ｣，｢市
民参加スポーツイベント｣の５編を収録。

D13026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台七夕まつり考 0時間20分

　現在の豪華な七夕祭りの陰に政宗公時代から
の手作りの｢七夕｣があることを紹介し，伝統的
な｢仙台七夕｣を地域の活性化に役立てる活動の
大切さを訴える。

D13027
科学技術・物
理・化学・工学

西公園のイチョウ～
立曳き工法記録～ 0時間18分

　西公園の一角に立っていた樹齢二百数十年を
超える保存樹林のイチョウは，平成２０年に地
下鉄工事のために搬送･移植された。西公園の
シンボル的存在として親しまれてきたイチョウ
を守る取り組みを知らせる。

D14001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

するめ天旗～仙台凧
の会の思い～ 0時間11分

　古くから仙台に伝わるするめ天旗を，多くの
人々に伝え普及させようと努力する｢仙台凧の
会｣。その活動を中心に描いた教材。＜自作教
材＞

D14002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの仙台市
～青葉区の様子～ 0時間18分

　青葉区の地形的な特徴，地域の伝統工芸，特
産品，町並みなどを映像で紹介し，青葉区の全
体の特徴を理解させる教材。＜自作教材＞
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D14003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

わが回想の青葉まつ
り 0時間20分

　青葉まつりをその始まりから紹介する。ま
た，祭がどのような変遷をたどったかを当時の
映像をふんだんに利用しながら人々の風俗や町
並みの変化も共に紹介している。＜自作教材＞

D14004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 大崎八幡宮の流鏑馬 0時間15分

　国宝大崎八幡宮に伝わる流鏑馬神事を，映
像，地図や絵馬，古文書等を多角的に活用して
紹介し，流鏑馬に携わる人々の苦労等も理解さ
せる。＜自作教材＞

D14005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「かさ踊り」を守
り、伝えてきた人々
に学ぶ 0時間20分

　地域の人々が守り育ててきた伝統芸能を，今
小学生が中心になって担っている。その経過と
活動の全容を映像で見せる。＜自作教材＞

D14006
保健衛生・性教
育・運動

ボディスラップ～お
もしろリズムをつく
ろう！ 0時間40分

　自分の体を叩いた音や足踏みの音でリズムを
つくり，そのリズムを使って様々な身体表現を
行うパフォーマンスがボディスラップ。＜全国
視聴覚教育連盟より寄贈＞

D14007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

憲法を観る－中高生
のための映像教室 1時間39分

　中･高生が憲法を学ぶ上で役立つよう，教科
書を踏まえながら憲法の基本的な存在意義や役
割を伝え，考えられるように構成された映像資
料。｢自由に生きるって？｣，｢こんなとき，ど
うしよう｣，｢｢地元をつくる｣，｢民主主義って
なに？」，｢国を見張るの？｣の５つのテーマで
構成。＜中高生のための映像教室｢憲法を観る｣
普及事務局より寄贈＞
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D14008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この１年2,013
文化財が結ぶ今と昔 0時間23分

　２０１３年度，仙台市で行われた発掘調査等
から分かった事実を，小学生の利用も考慮して
作成された映像資料。　｢昔の人々の暮らし｣，
｢災害の歴史と東日本大震災｣，｢若林城址と追
廻｣，｢文化財トピックス｣の内容で構成。＜仙
台市教育委員会文化財課より寄贈＞

D14009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

全国こども科学映像
祭～成果集～ 1時間20分

　全国の小･中学生から募集した科学映像作品
の中から優秀賞等を受賞した優れた作品を集め
たもの。＜全国こども科学映像祭運営委員会よ
り寄贈＞

D14010

自然科学（生
物・天文）、環
境

おじいちゃんが残し
てくれたもの～燃え
ても燃えない？燃え
にくい！～ 0時間10分

　日本防炎協会から寄贈された資料で，火がつ
きにくい｢防炎品｣についての理解と普及を目的
としたもの。<寄贈資料>

D14011
交通安全・災害
防犯

ボクはすぐに逃げた
んだ　東日本大震災
から学んだこと 0時間14分

　東日本大震災の際，｢釜石の奇跡｣と呼ばれ
た，小･中学生が一人も死亡しなかった事例を
アニメ化し，避難の原則を明示した教材。

D14012
交通安全・災害
防犯

ドライブレコーダー
は見た！　自転車の
交通ルールを覚えよ
う 0時間15分

　小学生の交通事故の多くを占める自転車事故
について，実際の｢ドライブレコーダーから見
た映像｣を駆使し，危険性を訴えルール厳守を
訴える教材。

D14013
交通安全・災害
防犯

小学生のためのケー
タイ･ネット教室 0時間30分

　小学生のケータイやネットによるトラブル急
増を受け，加害･被害に遭わないように留意す
べき点，避けるべき点を明確にした教材。

D14014 道徳・国際理解 かっぱのすりばち 0時間20分

　福島に伝わる｢カッパ伝説｣をもとに創作され
た道徳教材。命，思いやり，無償の愛について
の深く心に響く物語。

D14015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ボクらの島をドキュ
メント 0時間40分

　広島県の瀬戸内に浮かぶ小さな島の子どもた
ちが小･中合同で取り組んだビデオづくり。総
合的な学習の参考に。特典映像として，プロが
教えるビデオづくりの秘訣も収録されている。

D14016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生向け未来学習
どんなかかりやしご
とがあるのかな？ 0時間11分

　小学校低学年向けキャリア教育教材。子ども
たちの身近な生活の中にある｢仕事｣に目を向け
させる。低学年児童用ワークシート，キャリア
教育年間計画枠データ等が入ったCD-ROM版付き
２枚組。

D14017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生向け未来学習
はたらく人たちに学
ぼう！ 0時間15分

　小学校中学年向けキャリア教育教材。働く
人々の様子や想いに目を向けさせる。中学年児
童用ワークシート，キャリア教育年間計画枠
データ等が入ったCD-ROM版付き２枚組。

D14018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生向け未来学習
夢や希望をハッキリ
させよう！ 0時間18分

　小学校高学年向けキャリア教育教材。大人に
なった自分を意識させ，何をしたいのかに目を
向けさせる。高学年児童用ワークシート，キャ
リア教育年間計画枠データ等が入ったCD-ROM版
付き２枚組。

D14019

自然科学（生
物・天文）、環
境

ウォーキングwithダ
イナソー vol.1 1時間26分

　最新の考古学研究の成果と最新のCG技術が手
を結んで出来上がった驚異の映像作品。三畳紀
からジュラ紀の地球と生物たちの様子を描く。

D14020

自然科学（生
物・天文）、環
境

ウォーキングwithダ
イナソー vol.2 1時間27分

　最新の考古学研究の成果と最新のCG技術が手
を結んで出来上がった驚異の映像作品。白亜紀
前期から白亜紀後期の地球と生物たちの様子を
描く。｢メイキング･･･｣付き。

D14021
漫画・アニメー
ション

おれたち，ともだ
ち！①ともだちや②
ともだち　くるかな
③あしたも　ともだ
ち④ごめ 0時間52分

　子どもたちに大人気の｢おれたち，ともだち｣
シリーズ。

４話収録。笑って，泣いて，けんかして･･･。
キツネとオオカミの愉快で可愛い友情物語。
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D14022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

戦中･戦後 昭和の暮
らし①「銃後憂ひな
し第一篇　第二篇」
「名古屋銃後だより
春の巻」 0時間45分

 戦争に明け暮れた昭和初期。これは，当時の
記録映画を復刻してまとめた教材である。昭和
13年の｢燃えない都市｣から，17年の｢防空消火｣
まで，戦前の家庭の暮らしだけでなく，都市生
活の実態を伝える貴重な映像が見られる。慰問
袋，愛国婦人会，灯火管制，焼夷弾，バケツリ
レーなど，刻々と深刻になる時代がよく記録さ
れている。第4巻は，一転して，戦後米軍占領
下の日本の実態が映されている。戦勝国アメリ
カの政策に沿って作られたプロパガンダ映画だ
が，戦後の混乱期の実情がよく分かる映像であ
る。

D14023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

戦中・戦後 昭和の暮
らし②「灯火管制」
「防空消防」 0時間50分

　戦争に明け暮れた昭和初期。これは，当時の
記録映画を復刻してまとめた教材である。昭和
13年の｢燃えない都市｣から，17年の｢防空消火｣
まで，戦前の家庭の暮らしだけでなく，都市生
活の実態を伝える貴重な映像が見られる。慰問
袋，愛国婦人会，灯火管制，焼夷弾，バケツリ
レーなど，刻々と深刻になる時代がよく記録さ
れている。第4巻は，一転して，戦後米軍占領
下の日本の実態が映されている。戦勝国アメリ
カの政策に沿って作られたプロパガンダ映画だ
が，戦後の混乱期の実情がよく分かる映像であ
る。

D14024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

戦中･戦後 昭和の暮
らし③「工場鉱山の
防空」「燃えない都
市」 0時間44分

　戦争に明け暮れた昭和初期。これは，当時の
記録映画を復刻してまとめた教材である。昭和
13年の｢燃えない都市｣から，17年の｢防空消火｣
まで，戦前の家庭の暮らしだけでなく，都市生
活の実態を伝える貴重な映像が見られる。慰問
袋，愛国婦人会，灯火管制，焼夷弾，バケツリ
レーなど，刻々と深刻になる時代がよく記録さ
れている。第4巻は，一転して，戦後米軍占領
下の日本の実態が映されている。戦勝国アメリ
カの政策に沿って作られたプロパガンダ映画だ
が，戦後の混乱期の実情がよく分かる映像であ
る。

D14025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

戦中･戦後 昭和の暮
らし④「家計の数
学」「日本敗れたれ
ど」 0時間47分

　戦争に明け暮れた昭和初期。これは，当時の
記録映画を復刻してまとめた教材である。昭和
13年の｢燃えない都市｣から，17年の｢防空消火｣
まで，戦前の家庭の暮らしだけでなく，都市生
活の実態を伝える貴重な映像が見られる。慰問
袋，愛国婦人会，灯火管制，焼夷弾，バケツリ
レーなど，刻々と深刻になる時代がよく記録さ
れている。第4巻は，一転して，戦後米軍占領
下の日本の実態が映されている。戦勝国アメリ
カの政策に沿って作られたプロパガンダ映画だ
が，戦後の混乱期の実情がよく分かる映像であ
る。

D14026
漫画・アニメー
ション

日本のおばけ話
のっぺらぼう 0時間15分

　日本に昔から伝わる有名なおばけを題材にし
たアニメ。中辛の怖さ。

D14027
漫画・アニメー
ション

日本のおばけ話　百
目のあずきとぎ 0時間15分

　日本に昔から伝わる有名なおばけを題材にし
たアニメ。中辛の怖さ。

D14028 道徳・国際理解
弟が犬になっちゃっ
た 1時間33分

　マリエッタが誕生日にもらった石をこする
と，なんと，弟が犬になっちゃった！様々な国
際映画祭で最優秀賞を受賞した，ハートウォー
ミングなお話。

D14029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ふるさとがきえた
～東日本大震災物語
～ 0時間18分

　東日本大震災で被災した家族をモデルに，紙
芝居にしたもの。若林区荒浜に住む｢吉田家｣を
通して，震災当日からその後の生活を描いた作
品。平成２４年度の自作教材。

D14030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ｔａｐｓ～その指先
が導く危険～ 0時間53分

　 便利なスマートフォンも、注意を怠ったり
使い方を間違えたりすると、

途端に危険なものになる。スマートフォンをめ
ぐる様々な犯罪やトラブル

その被害防止策、対応策が学べる警察庁監修の
教材。＜寄贈教材＞

D14031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ともに、前へ～過去
から未来を創ろう、
中学生の力で～ 0時間15分

　あの東日本大震災で被災した学校や地域の現
実を直視し、今、私た

ちは何をすべきか。仙台市中学校長会と宮城教
育大学教育復興支援

センターとが連携・協働し、中学生の力でふる
さと再生を目指そうとした

実践記録。＜寄贈資料＞
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D14032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

江戸時代中期以降の
仙台藩～資料で知る
財政困窮の要因～ 0時間20分

　仙台藩は新田開発を進め、「買米制」で買い
上げた米を江戸へ廻送し

て売り払い、大きな利益を得て藩の財政を潤し
てきた。しかし、江戸時代

の中期以降になると、藩の財政は厳しくなって
いった。その財政困窮の

要因を８項目に絞り、様々な資料を参考にしな
がら探っていく。＜自作教材＞

D14033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 四ツ谷堰 0時間14分

　四ツ谷堰は、伊達政宗が仙台町を造るとき
に、生活用水を確保するた

めに造った水路である。この水路の現在の状況
と歴史的価値を、広く市民に知らせる活動を記
録した作品。＜自作教材＞

D14034

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

思い出遥かなり　貞
山運河 0時間20分

　東日本大震災から４年。被災した人々は、遥
かなるあの日の故郷に思いを馳せながら復興に
努力を続けている。貞山運河の町、荒浜の在り
し日の姿を紹介していく。＜自作教材＞

D14035

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝承　仙台・青葉ま
つり 0時間16分

　武者行列、山鉾巡業、すずめおどりなど。伊
達政宗の命日にちなみ、５月の第３日曜日とそ
の前日に行われる青葉まつり。第３０回仙台・
青葉まつりの伝承する様子をまとめた作品。＜
自作教材＞

D14036

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ９０歳フィルム 0時間20分

　「９０歳ヒアリング」として、仙台市にお住
まいの９０歳の方々から、昔の暮らし等に関し
て、直接お話を伺っていく。そして、その中か
ら９０歳の方々の心の豊かさを発見し、伝え残
そうと試みた作品。＜自作教材＞

D14037

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

仙台市障害者スポー
ツ協会に見る障害者
スポーツ活動 0時間20分

　仙台市障害者スポーツ協会では、年間を通し
て様々なスポーツ教室を

開催している。その中から、障害者スポーツの
現状と、それらを指導し、サポートする人々の
姿を紹介していく。＜自作教材＞

D14038

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

１６ｍｍ映画とサ
マーフェスタ 0時間11分

　サマーフェスタは、町内会や小・中学校との
連携プレー、人と人とのつながり、地域全員へ
の愛情と感謝を込めて、６年間継続開催されて
いる。

１６ｍｍ映画の上映会を通して、サマーフェス
タと関わる中で感じたことを

紙芝居で紹介した作品。＜自作教材＞

D14039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

「いのり」　政宗の
長女　五郎八姫物語 0時間20分

　伊達政宗公の長女でありながら、次に生まれ
る子が伊達家を継ぐ男子であるように「五郎
八」と命名されたこと、徳川家康の六男の松平
忠輝との政略結婚と離縁、隠れキリシタンが住
むという噂のある栗生の地で暮らした晩年な
ど、五郎八姫の一生涯を、紙芝居で紹介した作
品。＜自作教材＞

D14040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

地下鉄ができるまで
～仙台市地下鉄南北
線～ 0時間14分

　小学校第６学年社会科の「わたしたちの生活
と政治」の単元で活用できる教材。仙台市の地
下鉄ができるまでの経緯とその過程を紹介し、
国民生活には地方公共団体や国の政治の働きが
反映していること、政治は国民生活の安定と向
上を図るために大切な働きをしていることを理
解させる。＜自作教材＞

D14041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自然の中で働く人～
森のレンジャー～ 0時間11分

　小学校第６学年総合的な学習の時間の自分づ
くり教育「生き方」の領域で活用できる教材。
自然の中で働き、自然と触れ合うことで味わえ
る

感動や発見を人々に伝えようと活動している
「森のレンジャー」の方々を

紹介し、自然と関わることの楽しさを感じさ
せ、自分の生き方について考えさせる。＜自作
教材＞
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D15001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ひとりぼっちはいや
だよね～みんなでな
くそういじめ～ 0時間20分

　いじめをなくすため、画期的な指導をしてい
る二つの小学校の授業風景を紹介し、全員が心
から楽しいと言える学校を創っていくにはどう
すればよいか、子どもが視聴しながら、自分た
ちの問題として考えていく。

D15002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

悩まずアタック！
脱・いじめのスパイ
ラル 0時間33分

　いじめにあって悩み苦しんだ女子中学生が、
周囲の人々に告白し、解決していく。また、平
井　堅の「一人じゃない」の歌とメロディー
が、いじめられている子どもたちの心に訴え
る。

D15003
交通安全・災害
防犯

親子で一緒に　防災
計画　防災訓練 0時間24分

　いつ、どこで、地震が起きても不思議ではな
い。地震から命を守るために、どう行動するの
か、どういう備えをするのかなど、親子で話し
合う際のヒントを提供してくれる。

D15004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

環境教育シリーズ
森は海の恋人 0時間16分

　宮城県気仙沼市唐桑町でカキ養殖業を営む畠
山重篤さんは、豊かな海を守るために森を大切
にする活動に取り組んでいる。森・川・海の連
環を通して、環境保全の大切さに気付かせる。

D15005 道徳・国際理解
マララー教育を求め
て闘う少女ー 0時間30分

　２０１４年ノーベル平和賞を受賞したパキス
タンの少女マララさんの言葉や活動から、教育
を受ける権利を全ての人が享受できる社会の実
現について問いかける。

D15006
交通安全・災害
防犯

避難所の開設・運営
その時、皆さんの力
が必要です 0時間17分

　避難所の役割、開設・運営の流れ、東日本大
震災からの教訓などを分かりやすく解説した教
材。また、市民自らが避難所を運営する一員で
あることを自覚し、地域の共助力をより一層高
めることを訴える。
"

D15007
交通安全・災害
防犯

ねらわれています！
あなたも　－多発す
る振り込め詐欺－ 0時間22分

　自分は絶対に騙させないと思い込んでいる
が、被害が年々増え続けている振り込め詐欺。
被害の事例を再現し、被害防止策を紹介してい
く。高齢者の振り込め詐欺撃退法。

D15008
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第1巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

　＜収録内容＞

○花咲か爺さん○一寸法師○おむすびころりん
○夢を買った男○ねずみ経○牛の嫁入り○八つ
化け頭巾○ほれ薬○猿地蔵

D15009
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第2巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○浦島太郎○金太郎○力太郎○うぐいすの里○
平林○宝くらべ○いかとするめ○三人泣き○大
工と鬼六

D15010
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第3巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○こぶとり爺さん○たにし長者○魚女房○ほら
吹き娘○熊と狐○和尚と小僧の川渡り○しっぺ
い太郎○天にのぼった息子○無精くらべ

D15011
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第4巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○ぶんぶく茶釜○三年寝太郎○鼻たれ小僧○最
後の嘘○うれし、めでたや、ありがたや○食わ
ず女房○和尚と小僧のかみがない○ふるやのも
り○旅人馬
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D15012
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第5巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○織姫と彦星○闇夜にカラス○髪そり狐○そそ
うの相九郎○オンバの皮○いもころがし○火男
○ねずみのすもう○和尚と小僧のぶ～ぶ～ばた
ばた

D15013
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第6巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○わらしべ長者○天の羽衣○厠の神様○仁王と
どっこい○鷲のさらい子○こんにゃく問答○絵
姿女房○おいてけ堀○金をひろったら

D15014
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第7巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○かぐや姫○鬼の妹○まんじゅうこわい○うば
すて山○水の神の文使い○運のよいにわか侍○
海幸彦と山幸彦○河童が出てきた日○閻魔さま
の失敗

D15015
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第8巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○三つの斧○猿の婿どの○天狗と盗人○屁ひり
嫁○猫と茶釜の蓋○ちゃくりかきふ○ねずみの
婿取り○小石の手紙○だんまりくらべ

D15016
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第9巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○天狗の隠れみの○鬼婆さんが仲人○閻魔様は
ハチゴロどん○きき耳ずきん○犬と猫と宝物○
幽霊の歌よみ○たのきゅう○てえてえ小法師○
にせ地蔵

D15017
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第10巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○鶴の恩返し○宝ひょうたん○若返りの水○猫
女房○ごんぞう虫○鼻高扇○たわらの藤太○狐
のお産○取っつく引っつく

D15018
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第11巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○因幡の白兎○嫁の坊主頭○三枚のお札○炭焼
き長者○金のなる木○お坊さんの手ぬぐい○三
人の兄弟○狼の眉毛○どっこいしょ

D15019
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第12巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○大江山の鬼退治○小僧とネコの絵○貧乏神○
馬方山姥○えびのお伊勢参り○なんの病○山梨
とり○一軒家の婆さん○ムカデの医者むかえ

D15020
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第13巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○桃太郎○はちかつぎ姫○十二支のはなし○い
くさはやめた○大蛇と狩人○尻尾の釣り○天福
地福○菜飯八兵衛○茗荷女房
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D15021
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第14巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○町のねずみと田舎のねずみ○おしらさま○う
さぎとカメ○蛇息子○カッパとわらぞうり○そ
ら豆とわらと炭○味噌買い橋○猫檀家○鳥呑み
爺さん

D15022
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第15巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○笠地蔵○塩ふき臼○大年の客○風の神と子供
たち○漆の兄弟○天の邪鬼とわらし○あとかく
しの雪○三つの謎かけ○こおった声

D15023
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第16巻） 1時間9分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○一足千里のわらじ○山伏と白い狼○月日のた
つのは早い○七羽の白鳥○謎の恋歌○「お」は
難しい○尻鳴りべら○涙を流した鬼の面○星の
火

D15024
漫画・アニメー
ション

ふるさと再生 日本の
昔ばなし（第17巻） 0時間46分

　子どもたちの未来のために、今だからこそ伝
えたいふるさとの民話や昔ばなしの決定版。

＜収録内容＞

○ヤマタノオロチ○サトリ女と桶屋○匂いのお
返し○闇を裂く雄叫び○タコほねなし○元犬

D15025
漫画・アニメー
ション 泣いた赤おに 0時間15分

　里の人たちと仲良しになりたい赤おに。で
も、里の人たちは、赤おにを恐がるばかり。そ
の時、遊びに来た青おにが、赤おにのために名
案を思いつく。赤おにと心優しい青おにとの友
情物語。

D15026
漫画・アニメー
ション よわむし太郎 0時間15分

　いつも村の子どもたちから、「よわむし」と
いじめられている太郎。でも、太郎は優しい心
の持ち主。ある日、狩りにやって来た殿様が、
白鳥を弓で射ろうとする。その時、太郎は命が
けで白鳥を守ろうとする。

D15027
漫画・アニメー
ション

わんぱくウサギ
ターくんのぼうけん 0時間14分

　好奇心いっぱい、ウサギのターくん。お父さ
んとの約束を破り、人里の方へ下りてしまう。
川に落ちて流されたり、人間に捕まったり、キ
ツネに忍び寄られたりと、・・・。さあ、ター
くんは、どうなるのだろうか。

D15028
漫画・アニメー
ション くもの糸 0時間15分

　盗みをはたらき、地獄に落ちたカンダタ。目
の前に垂れてきたクモの糸に、必死の思いで上
り始める。後を追う大勢の亡者たちに、彼は、
「手を放せ、これは俺の糸だ！」と叫ぶ。する
と、・・・。

D15029
漫画・アニメー
ション 月の峰の狼 0時間15分

　獲物が減ったため、仲間たちのために新天地
を求めて旅立った，群れのリーダーである兄狼
のドン。後を託された弟狼のダンは、勇気と責
任感を持って、数々の困難に立ち向かってい
く。

D15030
漫画・アニメー
ション 手品師 0時間15分

　大舞台に立つことを夢見る手品師のシャル
ル。母の死を知らずに毎日母を迎えに駅に来る
少年ピエール。シャルルは、ピエールを手品で
慰める。ある日、シャルルは大舞台の出演依頼
を受ける。しかし、その日はピエールの誕生
日。シャルルは、どうするのか。

D15031
漫画・アニメー
ション 空気がなくなる日 0時間18分

　昔、のどかな村を襲った大事件！ハレー彗星
が接近し、地球に空気がなくなるという噂が村
中に流れた。村人たちはパニックになり、いろ
いろと生き延びる方法を考えるが・・・。
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D15032

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台市南蒲生浄化セ
ンター　３．１１の
記録・証言 0時間13分

　仙台市南蒲生浄化センターは、下水道の処理
など大変重要な働きをしていた。しかし、あの
東日本大震災により、壊滅的な被害を被った。
これは、３．１１当日の様子と復旧に直接関
わった人々の記録・証言である。＜寄贈資料＞

D15033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台市・宇和島市歴
史姉妹都市締結40周
年記念　第29回民族
芸能のつどい～仙台
ゆかりの鹿踊～ 0時間33分

　仙台藩主伊達政宗の長男秀宗が宇和島に入部
してから、平成27年は400年を迎えた。また、
歴史姉妹都市締結40周年の記念すべき年とな
り、両市で仙台ゆかりの鹿踊のイベントが行わ
れた。本作品は、金津流石関

獅子躍（岩手県奥州市）、川前の鹿踊（宮城県
仙台市）、裏町一丁目八

ツ鹿踊り（愛媛県宇和島市）のダイジェスト版
である。＜寄贈資料＞

D15034

自然科学（生
物・天文）、環
境

田んぼ周辺の生き物 １８分 　田植えから稲刈りまでの季節を通して、田ん
ぼ周辺で見られる様々な生き物の様子を、ク
ローズアップ映像で紹介していく。

D15035

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

首洗いの池 １７分 　今では知る人も少ない、愛宕橋のたもとに
あったと言い伝えられている、梁川庄八「首洗
いの池」。後世に残すために、地域資源をもう
一度調べ直し、紙芝居を通して分りやすく伝え
ていく。

D15036

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台空襲を語り継ぐ
人々～高校生が映し
た戦後70年の思い～

２０分 　昭和20年7月10日、約1400人が命を失った仙
台空襲。その仙台空襲を実際に体験し、語り継
ぐ人々の証言を基に、高校生が戦争の恐ろしさ
や平和の大切さを伝えていく。

D15037

保健衛生・性教
育・運動

東日本大震災と体育 ２０分 　東日本大震災において、体育という分野は、
どういう役目を果たしたのか。被災校の関係者
に直接インタビューをして、体を動かすことの
重要性を解き明かしていく。

D15038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの天沼～
自然が結ぶ人と人と
のつながり～

２０分 　汚濁と悪臭が問題となった天沼は、埋め立て
の危機を迎える。昔のようにホタルが飛び交う
ようにと天沼の浄化に関わってきた人々の活動
の様子を通して、改めて地域の自然のよさ、美
しさを伝えていく。

D15039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

堤焼きのひみつ １５分 　伊達藩の御用窯として、仙台で三百年以上の
伝統を守り伝えている堤焼。窯元である乾馬窯
を通して、地元産の粘土や独特の釉薬など、堤
焼の伝統の秘密を分りやすく紹介していく。

D15040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

福岡鹿踊剣舞～福岡
小学校の伝承活動～

１５分 　小学校第３学年社会科「のこしたいもの　つ
たえたいもの」の単元で活用できる教材。福岡
小学校での伝承活動の様子を紹介し、伝統文化
を伝える人々の努力や願いについて理解させ、
地域社会に対する誇りや愛情が持てるよう促し
ていく。

D15041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仙台箪笥 １３分 　小学校第４学年社会科「わたしたちの県」の
単元で活用できる教材。仙台箪笥を作る指物
師・塗師・金具師の仕事を紹介することを通し
て、仙台箪笥の美しさと、その伝統や文化を守
り、地域の発展に尽くしてきた人々の働きを伝
えていく。

D15042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水の旅 １５分 　「私たちが飲んでいる水は、どこから来るの
か。」という問題意識を持たせ、水管橋などを
巡ることによって、各施設の働きとその関連と
を、水の流れを通して全体的に理解させてい
く。

D15043

交通安全・防
災・防犯

スマホの落とし穴
親子・地域で考えよ
う

３４分 　子どもたちがスマートフォンを使うときにあ
りがちな問題を、６つのドラマで紹介する。ド
ラマにはスマホパトラというキャラクラーが登
場して、トラブルに関する補完情報を伝え、安
全で楽しく使用するためのポイントを教えてい
く。＜寄贈資料＞

D16001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

みんなの情報モラル
Ⅰ
アニメーションで学
ぶ！ネット社会の
ルールとマナー

43分

スマホ，ネットとのつきあい方を学ぶ映像教
材。不適切な投稿や個人情報の流出，スマホ依
存，偽サイトなどネット社会に潜む危険をアニ
メーションで学びます。

D16002

自然科学（生
物・天文）・環
境

小さな世界はワン
ダーランド　Vol,1

98分

＜小さな生き物の驚異と感動の壮大なドラマ＞
エピソード１：ミニミニ大作戦
　東アフリカのサバンナで生きるセンギことハ
ジネズミの冒険やアメリカ､アリゾナ州で暮ら
すバッタネズミの冒険。
エピソード２：秘密の森
　北アメリカに住むシマリスの冒険やボルネオ
に住むツパイの冒険旅。

D16003

自然科学（生
物・天文）・環
境

小さな世界はワン
ダーランド　Vol.2

50分

＜小さな生き物の驚異と感動の壮大なドラマ＞
エピソード３：コンクリート・ジャングル
　リオ・デ・ジャネイロに棲むマーモセットの
家族の物語。
　東京のカブトムシの物語。
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D16004

自然科学（生
物・天文）・環
境

検証　巨大地震
活断層のメカニズム

20分

最近，熊本で活断層による大地震が発生し大き
な被害を及ぼしました。去る，2013年4月13日
にも兵庫県淡路島でも起こっています。この他
過去に起こった大地震なども含め検証，解説し
安全への意識を高める教材です。

D16005

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者
サクラサク 107分

薄れゆく父の記憶を探す旅へー。「満開の桜が
きれいだった・・・」壊れかけた家族は，70年
前の父の大切な思い出の場所にたどりつけるの
か。さだまさしの珠玉の名編が映画化されたも
のです。

D16006

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者
ここから歩き始める 34分

「認知症を共に生きる」をテーマに人の幸せと
尊厳を守るという人権の視点から捉えていま
す。高齢者が人間として誇りをもって生きてい
くことの大切さを家族や地域の視点で考える
きっかけとなるドラマです。

D16007

保健衛生・性教
育・運動

命を奪う熱中症
～熱中症予防を検証

する～
17分

今年も熱中症の脅威が全国を襲っています。そ
の中でも多くの高齢者がかかる割合が増大して
います。専門の医師が「からだ」「すまい」
「水分補給」の観点から解説し予防を紹介して
います。

D16008

交通安全・防
災・防犯

三遊亭小遊三の
高齢者の交通安全

17分

交通事故の死者数に占める65歳以上の高齢者の
割合が，年々増加しています。このような事故
にあわない行動を三遊亭小遊三師匠がお笑いを
交えた話術で楽しくわかりやすく解説していま
す。

D16009

交通安全・防
災・防犯

はなかっぱの交通安
全

ケーキを求めて右・
左・右

13分

テレビで大人気の「はなかっぱ」が仲間たちと
交通ルールを学んでいくアニメーションです。
楽しい物語を通じて交通ルールを解説し、なぜ
守らなければならないのかを理解できる構成に
なっています。

D16010

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第1巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①コロコロことばいえるかな？
②なかよくクッキー　③あっぷっぷすもう
④ゆきあそび　⑤とべとべてんまでとどけ
　（5話＋ショートコーナー）

D16011

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第２巻

31分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①だいすきABC　②シャカシャカかきごおり
③げんき　げんき　④のこしちゃ　ダメダメ
⑤たんぽぽ　とんだ
　（5話＋ショートコーナー）

D16012

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第３巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①まいごはだーれ？　②まねっこ　タータン
③あかいはっぱ　きいろいはっぱ
④タイヤ　⑤まほうのカラーボード
　（5話＋ショートコーナー）

D16013

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第４巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①はっぱカルタだれのこえ？
②もういいかい？　③いつも　いっしょにね
④はやくちことば　⑤ノンタンのたからもの
　（5話＋ショートコーナー）

D16014

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第５巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①はみがき　しゅこしゅこ
②とびだせ！イングリッシュ
③おふろで　ちゃぷちゃぷ
④おおきくなったら
⑤キラキラシャンシャンおやすみなさい
　（5話＋ショートコーナー）

D16015

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第６巻

30分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
―うたおう！クリスマス―
「ノンタン！サンタクロースだよ」
＜歌＞
①風も雪もともだち　②そりすべり
③さあかざりましょう　④赤鼻のトナカイ
⑤たのしいクリスマス
⑥サンタが町にやってくる
⑦きよしこの夜　⑧すてきな雪景色
　（１話＋日本語・英語　各8曲）

Page 49



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D16016

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第７巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①がんばるもん
②てんてんくんとまんまるちゃん
③およぐのだいすき　④ド・レ・ミであそぼ
⑤ノンタンのたんじょうび
　（5話＋ショートコーナー）

D16017

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第８巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①いたいのとんでけ～
②えいごで１・２・３　③ボール まてまてま
て
④ぱっぱらばなし（おかたづけ）
⑤じゅんばん　じゅんばん
　（5話＋ショートコーナー）

D16018

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第９巻

32分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！みんなでうたおう！
げんきげんきノンタン，歌のDVDです。
―でかでか　ありがとうー
①ノンタン、タータンおはよう
②ノンタンたいそう　③むすんでひらいて
④大きな栗の木の下で～てをたたきましょう
⑤みんながんばるもん　⑥10人のノンタン
⑦でかでか ありがとう　⑧ノンタンえかきう
た
⑨ぶたさん えかきうた
⑩はちさんえかきうた

D16019

漫画・アニメー
ション

げんき　げんき
ノンタン第１０巻

35分

あそぶのだいすき！いたずらだ～いすき！たの
しいこといっぱい！
げんきげんきノンタンのおはなしです。
①スープ　たんたんたん
②おひるね ごろごろ　③おねしょで　しょん
④ほわほわ　ほわわ　⑤テッテケ　むしむし
　（5話＋ショートコーナー）

D16020

漫画・アニメー
ション

ー童話アニメーショ
ンー

負傷した線路と月
15分

ある夜，月は線路から重い機関車に傷つけられ
たこと聞き叱ってやろうと思いましたが，機関
車に線路のせいで車輪を傷つけらたといわれま
す。さて，いったい誰がわるいのか・・・・。
「小川未明童話集」所収

D16021

人文科学（地
理・歴史・哲
学・民族・歴
史・政治経済・
風習）

ヨーロッパ難民危機
ー越境者たちの長い

旅路ー
50分

ヨーロッパへ向かう難民の現状を伝えるBBC放
送の最新リポート。ギリシャからオーストリア
まで2000キロ以上に及ぶ難民たちの旅にBBCが
同行し，取材した記録です。

D16022

交通安全・防
災・
防犯

孫悟空の火の用心
まだまだ修行中

12分

孫悟空，猪八戒，沙悟浄の仲間たちが，師匠の
三蔵法師と一緒に火災の恐ろしさを学ぶ火災予
防アニメーションです。
孫悟空たちは使い捨てライターによる火遊びの
怖さ，煙の危険性や花火をするときの注意点な
ど，クイズを交えながら勉強します。

D16023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

月とあざらし 19分

北方の暗く厳しい氷の海で子を失った母あざら
し。深い悲しみの中，風や月のたよりを待ちな
がら懸命に生きるその姿をアニメーションで描
きます。親子の愛情や子供が生きる上で必要と
される辛抱強さなど，心を育むことの重要性
や，大自然の中で生きることの厳しさを教えて
くれる物語です。

D16024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

わかりやすい
気象現象と災害

54分

気象現象のメカニズムや複合的な災害に至る自
然現象に関してわかりやすく説明し，授業など
での活用を考慮して段階的にk氷見，関心，理
解を促すことを目的に制作されています。
＜その1＞「節子と台風」（21分）
＜その2＞「節子と大雪」（15分）
＜その3＞「節子とカミナリ雲」（18分）

D16025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

STOP TO　THINK!
止まって考えよう
トラブルを防ぐイン
ターネット活用術

43分

学習，コミュニケーション，ショッピング，ビ
ジネス・・・・インターネットがより身近にな
る一方犯罪やトラブルも増加しています。あっ
稲アクセスやコメント投稿，非正規アプリの利
用などの軽はずみなアクセスがトラブルを招き
ます。安易なクリックのその前に注意すること
を喚起しています。
【第1部】無差別ロックオン
【第2部】心に潜んでいた・・悪意
【第3部】安心安全なインターネット活用術

D16026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

リサイクル可能な資源
物

ごみが生まれ変わる
18分

家庭ごみにおいてリサイクルできる資源物が４８％
混入されています。プラスチック製｣容器包装選別
施設と松森資源化センターを訪ね，ごみが生まれ
変わる流れを見てみました。
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D16027

人文科学（地理・
歴史・哲学・民族・
歴史・政治経済・
風習）

ああ・・・満州仙台村
～仙台村開拓団員物

語～
20分

太平洋戦争中，満州国で食糧増産に励む仙台村
満州開拓団員。敗戦後，現地人やソ連軍に襲撃さ
れ，苦難の逃避行，命からがら帰国した様子を紹
介した作品です。

D16028

人文科学（地理・
歴史・哲学・民族・
歴史・政治経済・
風習）

「2万年前の世界へよう
こそ

　～地底の森ミュージ
アムを知る旅～」

20分
創立20周年を迎える地底の森ミュージアムの成り
立ちと展示物や各種イベントの紹介，野外展示の
四季を追った作品です。

D16029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

水の旅 15分
配水所，水管橋などを巡ることによって各施設の
働きとその関連を水の流れを通して全体的に捉え
させる作品です。(Power Point使用の資料)

D16030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

郷土を開く
～福岡大堰くぐり穴

用水路～
12分

小学校第4学年の社会科，「郷土を開いた人」
という小単元での授業で活用できる教材です。
福岡大堰潜り穴用水路は，泉区の農業用水とし
て長い歴史があります。先人の苦労と努力を学
び，地域を見つめ直す教材です。

D16031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・理科）

仙台・作並こけし
～伝統を守る思い～

13分

小学校4年生社会科の単元「わたしたちの県」
の授業で活用できる教材です。仙台の作並こけ
しの伝統技術を守って作り続けている職人さん
を紹介しています。

D17001

漫画・アニメー
ション

くまのおいしゃさん 23分

　くまのおいしゃさんは毎日大忙し。森の動物
たちの病気やケガをなおすために、朝も夜も自
転車を走らせます。
　美しい自然を背景に、家族や動物村のみんな
が助け合って暮らしている様子を通して、親
子、友人、村人の信頼のきずな、やさしさ、思
いやりの大切さを描いています。
文部科学省選定・
第38回教育映画祭優秀作品賞受賞

D17002

漫画・アニメー
ション

かばのポトマス 25分

　ある日、池に落ちた子どもを助けたポトマス
は、思わず皆の前で人間の言葉をしゃべってし
まいました。周りのひとたちはびっくり仰天！
話せるカバとして有名になったポトマスは、報
道陣に追い回され病気になってしまいました。
動物と話したいという子どもの夢をかなえてく
れる楽しいアニメーション。　　文部科学省選
定

D17003

漫画・アニメー
ション

チャーリーとこぐま
のミモ

シーズン1
1巻

35分

チャーリーはペンギンの男の子。両親と妹と一
緒に暮らしています。親友はテディベアのミ
モ。チャーリーとミモは一緒に遊んだり、いた
ずらをしながら、大人の世界を探検し、生きて
いくことを学んでいきます。（全4巻）
・子猫がやってきた　　・雨の日　・お絵描き
・雪遊び　・市場へ　・海水浴　・魚釣り
　　　　　　　　　　　　　　　＜7話＞

D17004

漫画・アニメー
ション

チャーリーとこぐま
のミモ

シーズン1
2巻

30分

チャーリーはペンギンの男の子。両親と妹と一
緒に暮らしています。親友はテディベアのミ
モ。チャーリーとミモは一緒に遊んだり、いた
ずらをしながら、大人の世界を探検し、生きて
いくことを学んでいきます。（全4巻）
・農場で　・ミモの誕生日　・庭仕事
・緑の森　・クリスマス　・嵐の夜　＜6話＞

D17005

漫画・アニメー
ション

チャーリーとこぐま
のミモ

シーズン1
3巻

35分

チャーリーはペンギンの男の子。両親と妹と一
緒に暮らしています。親友はテディベアのミ
モ。チャーリーとミモは一緒に遊んだり、いた
ずらをしながら、大人の世界を探検し、生きて
いくことを学んでいきます。（全4巻）
・葉っぱのコレクション
・ミュージシャンのチャーリー　・車の手入れ
・公園　・スーパーマッケット　・水族館づく
り
・水ぼうそうになる　　　　＜７話＞

D17006

漫画・アニメー
ション

チャーリーとこぐま
のミモ

シーズン1
4巻

30分

チャーリーはペンギンの男の子。両親と妹と一
緒に暮らしています。親友はテディベアのミ
モ。チャーリーとミモは一緒に遊んだり、いた
ずらをしながら、大人の世界を探検し、生きて
いくことを学んでいきます。（全4巻）
・子ブタに遭遇　・お手伝い　・お出かけ
・車が故障！　・猛獣使いになる
・チャーリーの変装　　　　＜6話＞
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D17007

漫画・アニメー
ション

むしむし村の仲間た
ち

13分

多様性（ダイバーシティ）の大切さを、子ども
たちに伝えるアニメーション作品。外見や能力
が異なるむしむし村の昆虫キャラクターたち
が、個性がぶつかる中、お互いの「個性」や
「ちがい」を認め、尊重していく姿を感動的に
描いていきます。親しみやすいキャラクターと
美しいアニメーションで、子どもたちが楽しく
相手を思いやる気持ちの大切さを学んでいける
作品です。

D17008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

コミュニケーショ
ンって楽しいね

1巻
15分

コミュニケーションを身に付けさせるシリー
ズ。
第1巻：正しいあいさつのしかた／友だちを上
手に紹介する

D17009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

コミュニケーショ
ンって楽しいね

２巻
15分

コミュニケーションを身に付けさせるシリー
ズ。
第2巻：楽しかったことを話す／上手な断り方

D17010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

コミュニケーショ
ンって楽しいね

3巻
15分

コミュニケーションを身に付けさせるシリー
ズ。
第3巻：私の宝物紹介／友だちのいいとこ探し
／ブッククラブ（読書会）

D17011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

いのちと死の授業
第3巻

いじめ・自殺を防ぐ
ために

～子どもたちの命を
守る～

児童生徒向
け（16分）
教員向け
（34分）

　いじめの被害にあった子どもたちや、自殺に
いたってしまった子どもたちの例をドラマで再
現し、自殺へ追い込まれてしまう原因や、いじ
めや自殺のサインについて解説。さらに、周り
での気づきを促したり、自尊感情を育てるため
に実際に学校行われている活動も紹介する。ド
ラマや解説を視聴し、「もし自分だったらどう
するか」「心と命を守るためには、クラスや学
校で何ができるか」を考えるきっかけとする。

D17012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

いのちと死の授業
第４巻

学校における自殺予
防教育

～こころの危機に寄
り添う～

児童生徒向
け

(19分）
教員向け
(25分）

　子どもたちの自殺を予防するためには、学校
や地域全体での取り組みが必要となる。ここで
はいくつかの学校で実際に行われている自殺予
防のための参加型授業を紹介する。
　生徒たちはこの授業を通して、自分自身や友
達が直面する「こころの危機」について考え。
その危険な状態を切り抜ける力や友だちを支え
るすべを身につける。

D17013

交通安全・災害
防犯

染井家の火の用心 16分
日常生活を舞台に防火のポイントを解説。覚え
たその日から実行できるように、わかりやす
く、親しみやすく防火を学習。

D17014

交通安全・災害
防犯

じしんがきたらどう
する？

むしむし村の防災訓
練

12分

子どもたちに馴染みの深い虫たちがキャラク
ターになって登場するストーリーの中で、地震
が起きたときの行動や避難の仕方を分かりやす
く解説していきます。

D17015

交通安全・災害
防犯

災害ケーススタディ

とっさの判断！君な
らどうする？

コンテンツ
毎の時間
（内容の概
要参照のこ

と）

「地震だ!!身を守れ！　教室にて」（4分48
秒）
「地震だ!!身を守れ！　通学路にて」（５分）
「地震だ!!身を守れ！　自宅にて」（５分57
秒）
「津波だ!!身を守れ！　通学路にて」
　　　　　　　　　　　　　　　　（６分24
秒）
「津波だ!!身を守れ！　公園にて」
「台風だ!身を守れ！　台風・集中ごう雨・土
砂災害」(7分50秒）
「雷・たつまきから身を守れ！」(8分48秒)
「雪害を学び身を守れ！」（8分15秒）
「火山を学び身を守れ！」（9分19秒）

ロングバージョン
      「地震だ!!身を守れ！」（9分18秒）
　　「津波だ!!身を守れ！」（12分40秒）
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D17016

自然科学（生
物・天文）、環

境

生まれてきてくれて
ありがとう。

八ヶ岳アルパカ牧場
赤ちゃん誕生物語

35分

　八ヶ岳に春が来る頃、アルパカ牧場に4頭の
赤ちゃんが生まれました。長野県で初めてのア
ルパカの飼育、その奮闘記です。クイズや南米
ペルーの映像も交えて、皆さんで一緒に楽しめ
るハートフルドキュメンタリーです。

D17017

自然科学（生
物・天文）、環

境

地球が熱を出してい
る

20分

急激に温暖化が進んだ地球。クルミ、ライタ、
アスカは、どうして温暖化が進んだのか、温暖
化が進むとどうなるかを知るために、エコロ爺
博士を訪ねます。

文部科学省選定

D17018

自然科学（生
物・天文）、環

境

POLAR　BEAR
ホッキョクグマ

52分

極北の地に君臨する白き支配者、ホッキョクグ
マ。何も恐れることはなかった彼らの前に、今
大きな問題が立ちはだかっている。気候変動に
よる環境の変化だ。北極圏・北緯79度に位置す
るスバールバル諸島周辺の海域では、冬が近づ
いても氷が張らなくなってきている。環境に戸
惑いながら、生き延びようとするホッキョクグ
マの姿を追う。

D17019

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者

無関心ではいけな
い！

障害者の人権

障害者差別解消法を
理解する

25分

　人は誰でも、老化によって足腰が弱ってきた
り、視力や聴力が衰えてきます。障害者に対し
て無関心はいられない時代になってきているで
す。今、日本は障害者制度の改革に力を入れて
います。2014年1月、国連で日本は障害者権利
条約を締結しました。そして、2016年4月から
障害者差別解消法を施行しました。
　この作品は、「障害者差別解消法」とはどの
ようなものか、そして「合理的配慮」について
わかりやすく解説します。

D17020

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者

障害のある子　障害
のない子

違いを認めて助け合
おう

18分

　「合理的配慮」について、障害者の人権・差
別の観点から子供にもわかりやすく解説し、お
互いが相手の違いを認め合い共に助け合ってい
くことの大切さを訴えます。

文部科学省特別選定
2016年教育映像祭優秀作品賞

D17021

道徳・国際理解
万引き・・・・

あなたは犯罪者にな
りたいですか？

18分

「もしも万引きしたら自分や周囲がどのように
なるか、どういう心情になるか」を、主人公の
中学生の視点からのドラマで描く、万引き防止
教材です。万引きした結果、家族・友人関係が
崩壊し、さらに万引き被害に遭ったお店にどれ
だけ被害をもたらすか、視聴者に気づかせま
す。

D18001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

 「あの日のことを伝
えたい～東日本大震
災から７年　　仙台
市立荒浜小学校～」

17分

東日本大震災で津波の大きな被害を受けた荒浜
小学校。当時の校長先生と５年担任の先生にイ
ンタビューを行い，子どもたち，先生方に伝え
たい思いを語ってもらった。防災教育,道徳と
して，人と人のつながりの大切さと，前向きに
希望を持って進むことを考えさせる教材。<自
作教材>

D18002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科） 「柳生和紙」

13分

小学校４年生社会科の単元「わたしたちの県」
の授業で活用できる教材。柳生和紙を作り続け
ている職人と，柳生和紙のすばらしさを伝える
活動に取り組む方々を紹介する。<自作教材>

D18003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

「伊達政宗と仙台城
～高校生が見つめた
450年の思い～」

17分

生誕450年を迎えた伊達政宗がつくった仙台
城と関連構築物について疑問に思ったことを
模型を使って検証したり，専門家に取材した
りしてまとめた作品。<自作教材>

D18004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

「伝統工芸の美・仙
台箪笥のデザイン～
いままでとこれから
～」

7分

仙台箪笥の歴史・デザインの変遷をアニメー
ションで，制作プロセスを工芸師のインタ
ビューで紹介するとともに，新しいデザイン提
案も行う作品。<自作教材>

D18005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科） 　「土井晩翠作詞の
校歌物語」

20分

明治34年3月，土井晩翠作詞，滝廉太郎作曲に
よる「荒城の月」が発表されて以来，校歌作詞
が相次ぎ，平成16年に確認された晩翠作詞の校
歌は293校になる。市内の小学校（6校），高校
（2校）他2校の作詞について取り上げた作品。
＜自作教材＞
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D18006

漫画・アニメー
ション

ミッキーマウス（１
巻）

（バリアフリーソフ
ト）

58分

不滅のアイドル・ミッキーマウスの初期名作選
日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
る。
また、英語字幕も収録しているので英語教材に
も最適。
＜幼児・小学校低学年＞

D18007

漫画・アニメー
ション

ミッキーマウス（２
巻）

（バリアフリーソフ
ト）

65分

不滅のアイドル・ミッキーマウスの初期名作選
日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
る。
また、英語字幕も収録しているので英語教材に
も最適。
＜幼児・小学校低学年＞

D18008

漫画・アニメー
ション

ミッキーマウス（３
巻）

（バリアフリーソフ
ト）

65分

不滅のアイドル・ミッキーマウスの初期名作選
日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
る。
また、英語字幕も収録しているので英語教材に
も最適。
＜幼児・小学校低学年＞

D18009

漫画・アニメー
ション

ミッキーマウス（４
巻）

（バリアフリーソフ
ト）

64分

不滅のアイドル・ミッキーマウスの初期名作選
日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
る。
また、英語字幕も収録しているので英語教材に
も最適。
＜幼児・小学校低学年＞

D18010

漫画・アニメー
ション

ミッキーマウス（５
巻）

（バリアフリーソフ
ト）

62分

不滅のアイドル・ミッキーマウスの初期名作選
日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
る。
また、英語字幕も収録しているので英語教材に
も最適。
＜幼児・小学校低学年＞

D18011

漫画・アニメー
ション

年中行事アニメー
ションシリーズDVD

Part１
（5話収録）

49分

１　なかよし鯉のぼり（こどもの日）９分
２　赤いカーネーション（母の日）10分
３　七夕さま（七夕）10分
４　おじいいちゃんはボクのヒーロー（敬老の
日）10分
５　お月様とうさぎ（お月見）10分

D18012

漫画・アニメー
ション

年中行事アニメー
ションシリーズDVD

Part１
（5話収録）

54分

１　七五三と子どもたち（七五三）１０分
２　神様がくれたクリスマスツリー（クリスマ
ス）12分
３　年神様とお正月（お正月）10分
４　福は内！鬼は外！（節分）11分
５　ひなまつり（桃の節句）10分

D18013

漫画・アニメー
ション

日本のおばけ話シ
リーズ

「きもだめしのば
ん」

15分

どこか、ほのぼのとしたストーリー展開の中に
ピリッと「中辛」の怖さがある、とっても不思
議なお話です。
　面白くて、楽しくて、怖くて・・・・・
　子どもも大人も純粋に楽しめる作品です。

いいですか？木に登ったら、妖怪の言葉に気を
付けましょう・・

D18014

漫画・アニメー
ション

日本のおばけ話シ
リーズ

「絵からとびだした
ねこ」

15分

どこか、ほのぼのとしたストーリー展開の中に
ピリッと「中辛」の怖さがある、とっても不思
議なお話です。
　面白くて、楽しくて、怖くて・・・・・
　子どもも大人も純粋に楽しめる作品です。

ぐっすり寝ていて　いーのかな？でるぞ、でる
ぞ　バケモノが出るゾー・・
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D18015

交通安全・災害
防犯

林家たい平の
高齢ドライバーの交

通安全
21分

高齢ドライバーの方は何十年も安全運転をして
いるので交通事故は起こさない。そして、自分
に限って事故を起こすはずはないと思っていま
せんか。交通事故はちょっとした不注意や気の
緩みで起きてしまいます。このビデオは高齢者
ドライバーの交通ルールと加齢に伴う身体的・
精神的特性を林家たい平師匠が軽妙な語り口で
解説して安全運転の大切さを示唆します。
(一般・高齢者対象)

D18016

交通安全・災害
防犯

気象災害から命を守
る

『想定外』は、いま
起きるかもしれない

本編20分
証言集28分

近年、想定を超える規模の気象災害が多発して
います。広島市で起こった土砂災害をはじめと
して各地で大きな被害が発生しており、防災啓
発の重要性がより高まっています。ここでは、
局地的豪雨とそれに伴う災害を中心に取り上
げ、気象に関する正しい知識と命を守るすべを
伝えます。
　ナビゲータ：お天気キャスターの森田正光さ
ん(中学生・高校生・一般対象）

D18017

交通安全・災害
防犯

相次いで大きなゆれ
が！

熊本地震の特ちょう
を知っておこう

19分

小学校高学年を対象に、記憶に新しい「熊本地
震」を題材として取り上げ、地震とそのメカニ
ズムについて解説します。特に、今後も発生す
る頻度が高い熊本地震と同じ種類の地震（活断
層型地震）について詳しく説明します。
地震について博学なアニメキャラクター「ナマ
ズ博士」が登場し、子どもたちに活断層型地震
をやさしく解き明かしていきます。（小学校・
高学年対象）

D18018

交通安全・災害
防犯

熊本地震・連続震度
７

内陸の浅い地震の怖
さ

23分

まだ、人々の記憶に新しい「熊本地震」を題材
として取り上げ、活断層型地震について考えて
いきます。熊本県で撮影した被災地の映像をも
とに、活断層と地震の関係、地震が起こるしく
み、そして過去の活断層型地震などについて検
証していきます。（一般対象）

D18019

自然科学（生
物・天文）、環

境

もったいないばあさ
んと

考えよう　世界のこ
と

35分

地球の問題として厳しい環境で暮らす世界の子
どもたちの現状、そして、それらの問題が私た
ちのくらしとどうつながっているのかわかりや
すく伝えるDVDです。
広い世代で一緒に観て、理解することができる
教材です。
DISK１：地球で起きている10の問題
DISK２：世界の10人の子どもたち
付録DISK：インド取材映像　　　　　の3枚組
（小学生・中学生・高校生・一般対象）

D18020

保健衛生・性教
育・運動

げきたい！インフル
エンザ

かからないために、
うつさないために

17分

実写とCGキャラクターでインフルエンザについ
て学んでいきます。インフルエンザの基礎知
識、感染経路、普段からの対策、咳エチケット
など、感染の多い季節に必要な知識を楽しく学
べます。
（小学生対象）

D18021

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者

小学生の体験学習シ
リーズ

障害のある人との交
流

19分

いろいろな障害をもつ人々と交流する小学生の
生き生きとした姿をドキュメントで紹介してい
ます。障害をもつ人と実際に接することで、小
学生たちがどのように変わっていくかをレポー
トしています。（小学生対象）

D18022

その他
（文芸・ 平和教
育・産 業・施

設）

夢のまにまに 106分

＜あらすじ＞
木室創は、映画を専門とするNK学院の学院長に
就任した。その中で、一人の学生・村上大輔が
何かと気に掛かる。大輔は60年前の戦時中に自
分たちのような若者がたくさん死んでいったこ
との不条理さに苛立ちを感じ、戦時中を生きた
木室に思いをぶつけた。その大輔が精神病を患
い、学院を中退後に木室と交わした手紙の中で
自殺をほのめかす。木室は何とか思いとどまら
せようとするが・・・（一般対象）
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D18023

その他
（文芸・ 平和教
育・産 業・施

設）

ザ・ニュースペー
パー

LIVE２０１５
184分

カタく暗い話題も笑いに変える。社会風刺コン
ト集団の「ざ・ニュースペーパー」。
2015年の爆笑ライブを収録。
地域の集会、町内会や老人会などでも広く使
え、コミュニケーションのきっかけになる
DVD。
（一般対象）

D18024
交通安全・災害
防犯

薬物汚染を許さな
い！

未来の日本のために
40分

年間一万を超える覚せい剤事犯の検挙人数・・
さらに若年層を中心に大麻の検挙人数が増加傾
向に。薬物汚染の実態を「大麻乱用」「ネット
密売」「運び屋を使った密輸」の3つのケース
で探る。
　ケース１：大麻の誘惑
　ケース２：ネットが薬物を広める
　ケース３：運び屋にされた彼女
（公益財団法人　警察協会から寄贈）

D18025
交通安全・災害
防犯

次にあなたが騙され
る

50分

誰もがインターネットに慣れ親しむ現代。それ
は、誰もがサイバー犯罪の被害者になりうる、
ということも意味します。
インターネット社会特有の犯罪の数々・・・。
次に騙されるのはあなたかもしれません！
　第1部：スマートフォンで騙された！
　第2部：ウェブサイトで騙された！
　第3部：ビジネスメール詐欺の対策
　第4部：公衆無線LANセキュリティー対策
（公益財団法人　警察協会から寄贈）

D18026
交通安全・災害
防犯

東日本大震災を語り
継ぐ

みちのく巡礼「次の
世代に語り継ぐメッ

セージ」

第1巻
（36分）

第2巻
（45分）

甚大な被害から得られた東日本大震災での貴重
な教訓を人の命に向き合ってきた宮城県内12箇
寺の住職の体験談を通して次世代に語り継ぐこ
とを目的として制作したものです。
　第1巻：宮城県南地区　六箇寺編
　第2巻：宮城県仙台・石巻地区　六箇寺編
（一般社団法人みちのく巡礼から寄贈）

D19001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

自立した消費者にな
ろう！

「契約」を学び「権
利」「責任」を自覚

する

19分

中学生も消費者の一人として、消費生活の基本
的な知識を習得し、消費者としての自覚を高め
る必要があります。本作品は、消費者トラブル
に遭遇した中学生たちが、消費生活センターの
相談員からアドバイスを受けながら学んでい
き、主体的に行動していく姿をドラマで描いて
いくことで視聴した中学生たちが、「契約」に
ついて理解し、消費者トラブルの解決法と予防
法を知り、消費者の「権利」と「責任」を自覚
することをねらいとしています。

D19002

交通安全・災害
防犯

運転マナーが大切
～思いやり・ゆずり
あいの心が事故を防

ぐ～

16分

近年、車間距離を極端に詰めて挑発する行為や
走行中の幅寄せなどいわゆる「あおり運転」が
社会問題化しています。本作品ではまず「あお
り運転」をしないための心構えや、「あおり運
転」の遭遇した時の対処法を解説します。様々
な事故例をもとに、交通事故を防ぐため、交通
ルールをきちんと守ることやマナーの大切さ、
ゆずりあいの心で運転することの大切さを学び
ます。

D19003

交通安全・災害
防犯

忍者玉丸の火の用心 13分

忍者玉丸と、くのニンが、消防士の黒丸や師匠
のじい丸と一緒に、火災の恐ろしさを学んでい
きます。子どもたちに火災の恐ろしさを知って
もらい、火遊びが原因である火災をなくすこと
を目的とした作品です。

D19004

交通安全・災害
防犯

ニャンダーかめんの
誘拐防止

ミーコちゃん　ちゃ
んとチェック

11分

ニャンダーかめんと一緒に覚える誘拐防止の９
ポイント

抵抗する力のない子供たちをいかにして犯罪か
ら守るか。日頃から自分を守るためには、どう
したらよいか話し合っておく必要があります。
誘拐防止のチェックポイントを身近なキャラク
ター＜ニャンダーかめん＞と一緒に覚えること
ができます。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D19005

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者

「やさしく」の意味
ーおばあちゃんは認

知症だったー
33分

この作品は、敦賀市で開催された「小中学生の
認知症サポーター作文コンテスト」で最優秀作
品に選ばれた小学4年生（当時）・三浦実由さ
んの『「やさしくする」ということ』という作
文を脚色し、ドラマ形式の教育映画です。
「きよばあがうるさい！」「きよの得意な習
字」「帰り道がわからない・・」「変わってい
く、きよばあ」のストーリーで展開されていま
す。

D19006

道徳・国際理解
忍たま乱太郎

がんばるしかないさ
シリーズ

30分
（3話）

第1巻「よいと思うことをおこなう」（10分）
　野外活動で公園にでかけた忍たま三人組が、
困っている人を助けたり、行列でのマナー、ゴ
ミ捨てのルールなどを体験しながら学んでいき
ます。
第2巻「あたたかい心でしんせつにする」（10
分）
　漁船から魚を受け取るというお使いに出発し
た忍たま三人組は、道中、老女や少年と出会
い、あたたかい心遣いや親切を学んでいきま
す。
第3巻「きまりを守って協力しあう」(10分)
　約束事を忘れて、自分勝手に行動してしまう
忍たま三人組。食事当番となった日、とんだ失
敗をしてしまいますが、仲間たちの温かい協力
でおいしいカレーが完成します。

D19007

保健衛生・性教
育・運動

子どもでもできる応
急手当

～災害・事故・急病
から命を救う～

17分／23分
第１巻：応急手当編（17分）

第２巻：AEDと心肺蘇生法編（23分）

D19008

保健衛生・性教
育・運動

知ってよかった応急
手当

～災害・事故・急病
から命を救う～

20分／23分
第1巻：応急手当編（20分）

第2巻：AEDと心肺蘇生法（23分）

D19009

保健衛生・性教
育・運動

熱中症から子どもを
守れ！

救急救命センターか
らの警告

20分

児童を管理する立場の教師・保護者に対して、
熱中症の特徴的な症状、熱中症が起こる要因や
仕組み、環境条件に応じた熱中症の事例、応急
処置や救助の求め方など、熱中症の予防と対策
を分かりやすく紹介・解説していきます。（子
どもたちとも一緒にご覧いただける内容で
す。）

D19010

科学技術・物
理・化学・工学

でんじろう先生のは
ぴエネ！
第1巻

38分

子どもから大人まで楽しめる、でんじろう先生
の実験番組をDVD化したものです。私たちの生
活で様々な役割をしているエネルギー。身近だ
けど、意外と知らないエネルギーをでんじろう
先生がおもしろ解説で徹底解明します！
①天然ガスを入れるタンクはなぜ丸い？
②たくさんのガスを小さくする方法
③鉄の船はなぜ浮かぶか？
④静電気を貯めてみよう！
⑤人類最初の発電機とは？
⑥鉄塔についている白いモノって何？
⑦名古屋城の地下に発電所？
⑧電気をムダなく送るには！？
⑨揚水式水力発電とは？
➉蒸気パワーとは？
⑪ジェットのパワーで発電！？
⑫温度差の差で発電できる！？
⑬ノーベル賞を受賞した実験を再現！
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

D19011

科学技術・物
理・化学・工学

でんじろう先生のは
ぴエネ！
第２巻

38分

子どもから大人まで楽しめる、でんじろう先生
の実験番組をDVD化したものです。私たちの生
活で様々な役割をしているエネルギー。身近だ
けど、意外と知らないエネルギーをでんじろう
先生がおもしろ解説で徹底解明します！
①スマートハウスの仕組み
②節電に有効！不思議な○○
③冷蔵庫＆冷凍庫賢い節電ワザ
④ノーベル賞を受賞ベクレルの功績
⑤危険！束ねたコード
⑥充電器が熱くなるワケ
⑦LED電球の弱点は？
⑧注意！タコ足配線
⑨防波壁のヒミツ
➉電線の鳥はなぜ感電しない？
⑪液状化現象のメカニズム
⑫台風が生まれるワケ
⑬地震から守る免震構造

D19012

科学技術・物
理・化学・工学

でんじろう先生のは
ぴエネ！
第３巻

38分

子どもから大人まで楽しめる、でんじろう先生
の実験番組をDVD化したものです。私たちの生
活で様々な役割をしているエネルギー。身近だ
けど、意外と知らないエネルギーをでんじろう
先生がおもしろ解説で徹底解明します！
①ノーベル賞レーザー発明
②ノーベル賞アルゴンの発見
③ノーベル賞無線通信の研究
④ノーベル賞宇宙線の発見
⑤エジソンの発見！電球の歴史
⑥電気が音に変わる！スピーカーの仕組み
⑦科学マジックシャボン玉が浮いた！
⑧スマートフォンのヒミツ　タッチパネルを解
明！
⑨未来の電池驚きのパワー
➉冬の節電窓で冷気をシャットアウト
⑪節電に効果あり人感センサーの不思議
⑫災害時にも活躍ケミカルライトのしくみ
⑬節電にオススメ解凍プレートの秘密

D19013

科学技術・物
理・化学・工学

でんじろう先生のは
ぴエネ！
第４巻

38分

子どもから大人まで楽しめる、でんじろう先生
の実験番組をDVD化したものです。私たちの生
活で様々な役割をしているエネルギー。身近だ
けど、意外と知らないエネルギーをでんじろう
先生がおもしろ解説で徹底解明します！
①平賀源内エレキテルって何？
②電気盆静電気をためて運ぶ！？
③モーターを回す！？静電気のエネルギー
④電気を流すと磁石になる！？電磁石の秘密
⑤科学マジック不思議な貯金箱
⑥科学マジック突然燃える紙！
⑦科学マジックモグラを動かす不思議な力
⑧科学マジック曲がる水
⑨家電の不思議サーモスタット
➉家電の不思議サイクロン式掃除機
⑪家電の不思議ノンフライ調理器
⑫家電の不思議超音波加湿器
⑬家電の不思議体脂肪計
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D19014

科学技術・物
理・化学・工学

でんじろう先生のは
ぴエネ！
第５巻

39分

子どもから大人まで楽しめる、でんじろう先生
の実験番組をDVD化したものです。私たちの生
活で様々な役割をしているエネルギー。身近だ
けど、意外と知らないエネルギーをでんじろう
先生がおもしろ解説で徹底解明します！
①白色LEDの秘密　光の三原色
②光の不思議な性質
③光をためる！不思議な最新シート
④電灯がない時代の照明
⑤電気の偉人デービー元素を最も多く発見した
人物
⑥電気の偉人ジュール
⑦電気の偉人フレミング左手の法則
⑧電気の偉人ピエール・キュリー19世紀末の大
発見！
⑨電気の偉人テスラ夢の送電システム！
➉振り子の秘密
⑪タービン羽根の秘密
⑫デジタル温度計の秘密
⑬電気で塗装？　　　　　　　各3分

D19015

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（1巻）

全52分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①上には上がある　②かわいい花嫁さん
③海のバカンス　　④台所戦争
⑤海の底はすばらしい　　⑥お家はバラバラ
⑦おかしなアヒルの子

D19016

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（２巻）

全52分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①夜中のつまみ食い　　②ただいまお昼寝中
③土曜日の夜は　　③なかよし
⑤強敵あらわる　　⑥復讐もほどほどに
⑦インディアンごっこ

D19017

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（３巻）

全52分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①メリークリスマス　　②勝利は我に
③夢と消えた百万ドル　④トムのガールフレン
ド
⑤テニスなんて楽だね　　⑥変な魚釣り
⑦恐怖の白ネズミ

D19018

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（４巻）

全52分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①お化け騒動　　②にわとりのおばさん
③星空の音楽会　　④仲間割れ
⑤恋のとりこ　　⑥ぶるおじさん
⑦人造ネコ

D19019

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（５巻）

全51分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①ジェリー街へ行く　　②やんちゃな生徒
③天国と地獄　　④花火はすごいぞ
⑤パーティー荒し　　⑥トムさんと悪友
⑦ショックで直せ
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D19020

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（６巻）

全51分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①バラ色の人生　　②淋しがりや
③猫はやっぱり猫でした　④ネズミ捕り必勝法
⑤ジェリーの日記　　⑥春はいたずらもの
⑦玉突きゲームは楽しいね

D19021

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（７巻）

全51分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①楽しいボーリング　　②悪魔のささやき
③命の恩人　　④お掃除はこうするの
⑤逃げて来たライオン　⑥捨てネズミ
⑦夢と消えたバカンス

D19022

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（８巻）

全52分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①赤ちゃんはいいな　　②透明ネズミ
③仲良し同盟　　④あべこべ物語
⑤おしゃべり子ガモ　　⑥トム君空を飛ぶ
⑦可愛い逃亡者

D19023

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（９巻）

全52分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①こわいお手伝いさん　②ピアノコンサート
③トラになったトム　　④計算違い
⑤南の島　　⑥ジェリーとジャンボ
⑦トムの優雅な生活

D19024

漫画・アニメー
ション

トムとジェリー
（10巻）

全51分

＜バリアフリーソフト＞
　日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声
を収録。メニュー画面から切り替えて再生でき
ます。また英語字幕も収録しているので英語教
材にも最適です。（短編が7話収録されていま
す。）
①目茶苦茶ゴルフ　　②いたずらきつつき
③ここまでおいで　　④母をたずねて
⑤げんきないとこ　　⑥ジェリーと金魚
⑦ワルツの王様

D19025

その他
（文芸・ 平和教
育・産 業・施

設）

ハルをさがして 93分

2012年夏。ノボルは都内で暮らす中学3年生。
同じクラスのマサル、ヒロキと冴えない学校生
活を送っている。そんなノボルは同じクラスの
チエコに秘かに思いを寄せている。夏休みにな
ると彼女にも会えなくなってしまうし、受験
シーズン突入の季節を前になんだか気が重い。
ある日、ノボルたちはチエコから依頼を受け
る。チエコの愛犬”ハル”が行方不明になって
いるらしく一緒に探しに行ってほしいというの
だ。ノボルたちは淡い期待を胸にチエコとの同
行を決める・・・・。

D19026

その他
（文芸・ 平和教
育・産 業・施

設）

今、懐かしい地域の
画像が蘇る！
あの日の写真館

＜宮城県＞

20分
（付録映像
5分×2本）

人それぞれの想い出に紐つくような、数々の懐
かしい地域映像を、音楽に載せて紹介していき
ます。
①あの日の写真館　昭和の生活道具　５分
②あの日の写真館
宮城県明治から昭和19年ころまでの懐かしい風
景
　　　　　　　　　　　　20分
③あの日の写真館　服装の移り変わり　5分
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D20001

自然科学（生
物・天文）、環

境

小学理科
天体ＤＶＤ
第２巻

「月や星の動き方｝

３１分

実際の観察が難しい天体の学習それを補う映像
教材には「実物を見せること」が求められま
す。このシリーズの映像はすべてが実写です。
各単元の内容に沿って解説を行う「解説編」の
他、解説手順。資料映像、発展的学習の内容を
扱った映像クリップを多数収録。授業の展開に
応じて、様々な場面でご利用いただけます。

D20002

自然科学（生
物・天文）、環

境

小学理科
天体ＤＶＤ
第３巻

「夏の星座と冬の星
座｝

２０分

実際の観察が難しい天体の学習それを補う映像
教材には「実物を見せること」が求められま
す。このシリーズの映像はすべてが実写です。
各単元の内容に沿って解説を行う「解説編」の
他、解説手順。資料映像、発展的学習の内容を
扱った映像クリップを多数収録。授業の展開に
応じて、様々な場面でご利用いただけます。

D20003

交通安全・災害
防犯

危険な目にあわない
ぞ！

ナナミパパの青空防
犯教室

１８分

子どもたちが犯罪被害にあわないためには、危
険を避ける力を子どもたち自身が身につける必
要があります。本作品では通学路や公園など子
どもに身近な場所を舞台に、危険な場所や怪し
い人、危険な目にあった時の対処法を具体的に
わかりやすく描きます。

D20004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

手ぶくろを買いに １５分

小学校教科書でもおなじみの作品をアニメ化し
ました。活字が苦手な児童を含め多くの子ども
たちに作品の感動を伝え、美しい言葉に対する
興味と感覚を育みます。声の出演はベテランの
朗読者が担当し、原作の味わいを十分に生かし
ました。
文部科学省選定作品　　作：新美南吉　朗読：
麻上洋子

D20005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・

理科）

王さまでかけましょ
う

１２分

小学校教科書でもおなじみの作品をアニメ化し
ました。活字が苦手な児童を含め多くの子ども
たちに作品の感動を伝え、美しい言葉に対する
興味と感覚を育みます。声の出演はベテランの
朗読者が担当し、原作の味わいを十分に生かし
ました。
文部科学省選定作品　　作：寺村輝夫　朗読：
杉山佳寿子

D20006

交通安全・災害
防犯

スマホ・ケータイし
ながら大丈夫？

「ながら」の行動が
交通事故へ

１７分

子どもに多い「ながらスマホ」「ながらゲー
ム」の危険性を実験で検証しながら、正しい交
通ルールを確認し、「ながらスマホ」「ながら
ケータイ」の防止を強く訴えます。

D20007

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者
秋桜の咲く日 ３４分

発達障害のある人の生きづらさや痛みを真摯に
伝えるとともに、
「違い」が生み出すプラスのエネルギーを美し
く群生するコスモスの花々と重ね、「ともにい
きることの喜び」を伝えるための教材として作
成しました。

D20008

福祉・ボラン
ティア・生活改

善・高齢者

個性なの？障害な
の？

～早く知っておきた
い発達障害～

１８分

人には誰でも得意・不得意があるが、発達障害
のある人は、得意なことと不得意なことの差が
非常に大きかったり、他の人と比べて物事の感
じ方や考え方が大きく違っていたりする。その
ことを踏まえ、発達障害の種類と主な特徴を見
ていく。
・ＡＳＤ（自閉症スペクトラム症）　　・ＬＤ
（学習障害）
・ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）
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D20009
保健衛生・性教
育・運動

感せんしょうが流行
るのはなぜ？

ウィルスの感せんを
予防する方法

１８分

学校は感染症が一気に拡大する恐れがあり、子
どもたち自身が感染症を正しく理解し予防する
必要があります。様々な感染症の症状や予防策
を、小学生向けにわかりやすく示します。

D20010
保健衛生・性教
育・運動

突然、高熱
が・・・・感染拡大
その症状と予防策

２５分

「インフルエンザ。ノロウィルス胃腸炎」「麻
しん（はしか）・風しん」「テング熱」「日本
脳炎」を取り上げます。感染症についての基本
的な知識とその予防方法を身に付け、自分自身
と家族、周りの人々を感染症から守るために正
しく実践していくことの大切さを訴えます。

D20011

保健衛生・性教
育・運動

知って防ごう熱中症 １８分

熱中症の特徴的な症状、発症のさまざまな要因
や仕組み、応急処置や救助の求め方など、熱中
症の予防と対策を、アニメと子供の対話形式も
取り入れて、わかりやすく襲える内容となって
います。

D20012

漫画・アニメー
ション

ドナルドダック
第１巻

８話合せて
約５７分

日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生できま
す。
天然でおっちょこちょいなキャラクターが大人
から子供まで幅広い人気を得ています。
永遠のやんちゃキャラ、ドナルドダックの初期
名作集（８話収録）

D20013

漫画・アニメー
ション

ドナルドダック
第２巻

８話合せて
約６２分

日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生できま
す。
天然でおっちょこちょいなキャラクターが大人
から子供まで幅広い人気を得ています。
永遠のやんちゃキャラ、ドナルドダックの初期
名作集（８話収録）

D20014

漫画・アニメー
ション

ドナルドダック
第３巻

８話合せて
約６３分

日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生できま
す。
天然でおっちょこちょいなキャラクターが大人
から子供まで幅広い人気を得ています。
永遠のやんちゃキャラ、ドナルドダックの初期
名作集（８話収録）

D20015

漫画・アニメー
ション

ドナルドダック
第４巻

８話合せて
約６２分

日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生できま
す。
天然でおっちょこちょいなキャラクターが大人
から子供まで幅広い人気を得ています。
永遠のやんちゃキャラ、ドナルドダックの初期
名作集（８話収録）

D20016

漫画・アニメー
ション

ドナルドダック
第５巻

８話合せて
約６８分

日本語字幕と吹替音声・オリジナル英語音声を
収録。メニュー画面から切り替えて再生できま
す。
天然でおっちょこちょいなキャラクターが大人
から子供まで幅広い人気を得ています。
永遠のやんちゃキャラ、ドナルドダックの初期
名作集（８話収録）

D20017

漫画・アニメー
ション

ぞくぞく村のオバケ
たち⑤

２話収録
計４０分

ようこそ、オバケの住むぞくぞく村へ。

第１話　がいこつガチャさん
第２話　雪女ゆきみだいふく
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D20018

漫画・アニメー
ション

ぞくぞく村のオバケ
たち⑥

２話収録
計４０分

ようこそ、オバケの住むぞくぞく村へ。

第１話　雨ぼうずピッチャン
第２話　魔女のオバタンの使い魔

D20019

その他
（文芸・ 平和教
育・産 業・施

設）

東大寺大仏殿
昭和大修理
ー[総集編]ー

29分

創建から1200年、「国宝」「世界遺産」とし
て、また「奈良の大仏さん」として親しまれて
いる「東大寺大仏殿」を末永く文化遺産として
保存するため現代の匠たちが集められ、大屋根
の瓦の葺き替えを中心とした「昭和の大修理」
が行われた。
その様子をまとめたDVDです。

D21001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

和楽器　こと（箏）
～日本の調べ～

１０分

小学校６年生音楽科の単元「日本の楽器の音色
を味わって聞こう」の授業で活用できる教材。
和楽器「箏」の演奏の仕方や特徴，楽器のよさ
などを伝え，和楽器への興味関心を引き出すと
ともに，日本文化の一つとして大切にしようと
する心情を醸成する作品。<自作教材>

D21002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水のゆくえ
～浄化センターのは

たらき～
１１分

小学校４年生社会科の単元「住みよいくらしを
つくる」で活用できる教材。日常生活でよごさ
れた水は，どのように処理されて川や海に放流
されているのか。浄化センターのはたらきを映
像で学び，水の循環や下水道を汚さない生活に
ついても考えるきっかけづくりとなる作品。
<自作教材>

D21003

人文科学（地理・
歴史・哲学・民族・
歴史・政治経済・
風習）

仙台の今と昔
～高校生がめぐる絵

図の旅～
14分

江戸時代の絵図をもとに，現在と昔の仙台の様
子や地名の由来などをわかりやすく説明してい
る作品。地域への理解を深め,郷土愛を育むね
らいもある。<自作教材>

D21004

人文科学（地理・
歴史・哲学・民族・
歴史・政治経済・
風習）

元水兵の航跡 20分

野村弘さん（９３歳）は，１５歳１０か月で海
兵団に志願入隊した。その後の航跡を様々な体
験談をもとに辿る教材。当時の水兵の任務や平
和への思いが語られている作品。<自作教材>

F69001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

父親の条件

0時間33分

　家庭教育で，父親の役割はとくに論争の焦点
になる。３人の異なった父親を登場させ，その
家庭に及ぼす影響をオムニバス風にえがいて，
理想的な父親の条件を暗示しようとしていま
す。

F69002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子供の性の疑問に答
える 0時間30分

　大人を困らせる子供の疑問に，性の疑問があ
ります。こうした子供の疑問に大人はどう対処
したらよいかを示唆しています。

F69003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 鍵っ子 0時間28分

　共かせぎ夫婦と子供の問題をとりあげ，広く
親と子の正しいあり方について示唆していま
す。

F69004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

もうすぐ一年生－新
入生へのしつけと知
識－ 0時間22分

　就学直前の喜びいっぱいの子供の導き方を，
二つの例を対比しながら展開し，親の注意と心
がまえをといています。

F69005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 家庭の生活設計 0時間30分

　家庭の生活設計を考えていく上で必要な，家
族の生活の周期変化（Ｆ－ライフサイクル）の
一例を示し，家庭や個人の将来の生活設計の考
え方について示唆をあたえてくれます。

F69006

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 第三の人生 0時間30分

　しあわせな老後を自分で見出し，老後をいき
いきとおくっている老人たちの生活を記録的に
えがいたもの。老後の生き方を考える上で参考
になります。
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F69007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） グル－プと恋人たち 0時間38分

　グル－プ内に起こった問題を素材にして，グ
ル－プのあり方，リ－ダ－とグル－プ員および
グル－プ相互の正しい人間関係のあり方につい
て考えさせてくれます。

F69008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 集団討議－形式編－ 0時間25分

　集団討議には，会の目的や参加人数の大小，
会場の条件などによって，それぞれにふさわし
いいくつかの形式があります。その具体例をあ
げ，その特徴やのぞましい姿をえがいていま
す。

F69009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

集団討議－司会者編
－ 0時間26分

　集団討議では，問題の解決に参加者全員の意
見が反映するよう討議を進めることが必要であ
り，その際の司会者の役割は大きいです。司会
者の任務，役割，心構えの基本的なことについ
て解説している教材です。

F69010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

集団討議－参加者編
－ 0時間24分

　共同の問題を集団で考え解決する集団討議に
おいて，参加者はどんな心構えが必要か，参加
者が心得ておくべき基本的な問題について，あ
る職場の例をあげ解説した教材です。

F69011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 文楽 0時間28分

　文楽は，日本独特の人形劇です。3人の使い
手たちによる人形の操作，伴奏者との練習や首
の製作にあたる阿波のほり手，佐渡にのこる古
浄瑠璃の文楽の原形などをたずねて，文楽の深
いあじわいを伝えています。

F69012

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 主婦と余暇の設計 0時間30分

　近年，家事の電化，生活の合理化によって，
主婦の余暇がふえてきました。一人の主婦が余
暇をいかに有意義にすごすべきかを悩む過程を
描いており，余暇の設計に示唆をあたえてくれ
ます。

F69013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 見直せ食品添加物 0時間21分 　食品添加物の功罪について考える教材です。

F69014
保健衛生・性教
育・運動 黒い血 0時間20分

　最近，梅毒患者が急速に増加し，社会問題と
なっています。その原因にふれながら性病，特
に梅毒の恐ろしさを啓蒙しようとしたもので
す。

F69015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 古代の美 0時間23分

　日本の縄文式文化時代から弥生式文化時代を
へて，古墳文化時代にいたる長い年代を対象
に，今日残された土や骨や石の製品を当時の生
活とのつながりの中で見直す教材です。

F69016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） テ－ブルマナ－ 0時間23分

　私たちの生活の中でも，洋食による会食が多
くなってきています。日常生活の中で起こり得
る程度の会食パ－ティ等でこれ位は知っておき
たいと思うマナ－について面白く解説していま
す。

F69017 道徳・国際理解 婚前教育のすすめ 0時間40分

　とかく問題の起こりがちな男女の交際，純潔
と処女性の問題，婚前交際のあり方，結婚と遺
伝，結婚生活のトラブルなど，結婚に関する諸
問題をとりあげ，婚前教育の必要性をといてい
ます。

F69018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 職場の中の個人 0時間33分

　ひとりの新入社員の経験を通して，職場にお
ける個人の役割について考えさせるものです。

F69019
保健衛生・性教
育・運動

生活の中の体力づく
り 0時間30分

　現代生活においては体力を使うことがすくな
くなってきており，その結果，体力は衰える傾
向にあります。この傾向をふせぐには，日常生
活の中でどのようにしたらよいかを，例をあげ
て解説しています。

F69020
保健衛生・性教
育・運動 現代生活と精神衛生 0時間30分

　現代社会は心のひずみを増大させる刺激に満
ちています。現代人は，このことを心にとめ，
積極的に心の健康対策に取り組むことが大切で
あるということを，具体例をあげてえがいてい
ます。

F69021
保健衛生・性教
育・運動

中年からの運動と体
力づくり 0時間28分

　男は４２才，女は３９才を境にして，急激に
体力が落ちるといわれています。中年からの体
力づくりと運動について，どうすればよいか
を，運動の方法と運動の量などについて示して
います。

F69022
漫画・アニメー
ション ミダス王ものがたり 0時間10分

　手をふれるものすべてが金になるという魔力
をさずかり，それがたいへん災いのもとになる
という物語。黄金にとりつかれた人間の弱さが
うまくえがかれています。ギリシャ神話の人形
アニメ－ションです。

F69023
交通安全・災害
防犯 チビ公の追跡 0時間18分

　自転車に乗って外へ出た小さな主人を，心配
のあまり追跡した子犬のチビ公と，しんせつな
老犬の物語です。
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F69024

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境と公害シリーズ
（１）　環境と公害 0時間30分

１ プロローグ

２ 清浄な空を取り戻したい

３ 静かな環境がほしい

４ 魚は都市の河川に住んでいたのに

５ 臭いはどこにでも広がる

６ エピローグ

F69025

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境と公害シリーズ
（２）　公害との戦
い 0時間30分

１ 大気汚染を計る

２ 水質汚濁を計る

３ 大気汚染防止への戦い

４ 水質汚濁との戦い

５ 中小企業の公害防止対策

F69026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 見なおせ子供会 0時間30分

　ある地域の子供会の成り立ちをもとに，子供
会のあり方や，子供会の集団遊びのもつ意義に
ついて要点をおさえてえがいています。

F69027

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 老人，そのしあわせ 0時間43分

　老人対策が，義理や同情，あわれみから出発
するかぎり，根本的な解決にはなりません。老
人のしあわせの本質をあきらかにし，真のふれ
合いを考えさせようとしています。

F69028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 青年 1時間2分

　実社会にふみ出した青年たちの多くが当面す
る悩みと，明日への夢を三つの挿話に集約して
えがき，青年の行動力，生活意欲を自らの問題
としてとりあげ，いかにして解決したかをえが
いています。

F69029
漫画・アニメー
ション こざるのブランコ 0時間12分

　子猿を中心に，どんぐりやきのこが動きだす
人形劇。広介童話の映画化です。

F69098

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日本の楽器 0時間20分

　日本古来からの楽器である三味線，琴，尺八
など,それぞれの分野での第一人者の演奏をき
きながら，楽器の特徴を知り，その音色にした
しませようとしています。

F69099

自然科学（生
物・天文）、環
境 蜂の生活 0時間44分 プレスなし

F70000

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） THIS IS SENDAI 0時間31分

　英語で昭和５８年ころの仙台の自然・産業・
観光を紹介しています。

F70001
漫画・アニメー
ション 彦一とんちばなし 0時間18分

　童話「彦一とんちばなし」を人形アニメ－
ションにより映画化したもので，隣りの国から
の無理難題を彦一のとんちで解決するという物
語です。

F70002
漫画・アニメー
ション

二ひきのよくばり子
ぐま 0時間11分

　小ぐまの兄弟はよくけんかをします。おかあ
さんぐまは，けんかをしないようにと，何でも
半分ずつと約束させました。近くの山にあそび
に行く途中，チ－ズを見つけ，それを分けるの
にまた大変というお話です。

F70003
保健衛生・性教
育・運動 登山の第一歩 0時間20分

　計画と準備，トレ－ニング，パ－ティの組み
方など，初心者からベテランまで，山に登るた
めに必ず身につけなければならない基本的な技
術について解説しています。

F70004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 登山教室 0時間21分

　安全で楽しい登山のために必要ないろいろな
注意やル－ルを，実例を示して解説していま
す。

F70005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 母と息子の対話 0時間29分

　この映画は，スポ－ツから人生の生き方を学
ぶ母子の心の交流をえがいています。

F70006

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

主婦と家事時間の設
計 0時間29分

　同じ主婦でありながら，余裕のある人と家事
に追われっぱなしの人がいます。主婦は，家事
の従事者でなく管理者であるという視点に立っ
て，家事時間の合理化について考える教材で
す。

F70007 道徳・国際理解 明るい対応 0時間20分

　われわれが日常，職場や家庭で人の訪問をう
ける場合や商店での客との対応などの望ましい
態度について，実例をあげて解説しています。

F70008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 藍に生きる 0時間26分

　藍染の保存に一生をかける千葉あやのさんの
姿をその藍染のできるまでを通してえがき，無
形文化財としての藍染について知らせる作品で
す。。
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F70009

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境と公害シリーズ
（３）　美しい国土 0時間30分

　公害をなくすためにどのような努力をしてい
るのだろうか、環境と公害について考える教材
です。

F70010
交通安全・災害
防犯

くらしの中の危険－
ガス－ 0時間25分

　都市ガスやプロパンガスによる中毒とガス爆
発について，実験をまじえながら解説していま
す。ガスについての正しい知識や扱い方，留意
点などを具体的にえがいています。

F70011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

げんこつとにぎりめ
し－わが父・わが母
－ 0時間30分

　父の厳しい愛情と母のやさしい愛情，この二
つの異なる愛情が子供の成長に不可欠であるこ
とをえがき，自信をもって子供をしかることの
必要性を教えてくれる作品です。

F70012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） もう一つの鍵 0時間30分

　共働きの母親たちは，子供か仕事かの二者択
一の問題に悩みます。母親が母性のどちらも犠
牲にしないで生きていくためには，どうすれば
よいかを描いています。

F70013
保健衛生・性教
育・運動 性と青春 0時間33分

　人間形成にとって最も大切な青年期の男女交
際について，２０歳の勤労青年男女を例に，青
春期における性のモラルに対する正しいあり方
を考えさせようとした教材です。

F70014 道徳・国際理解
あなたは非難できな
い　－連帯感－ 0時間28分

　連帯感の欠如について，ある街かどで起こっ
た交通事故を通してえがき，社会生活における
連帯感とはどのようなもので，それがいかに大
切であるかをえがいた教材です。

F70015
交通安全・災害
防犯 小さな防火運動 0時間20分

　家庭における防火を中心に，簡単な発火，消
火実験をおりまぜて解説したもので，家庭の防
火は，主婦が中心となって毎日の生活の中から
習慣づけることが大切であると訴えています。

F70016
漫画・アニメー
ション たべもののたび 0時間17分

　食物の消化や食べ方，ねびえなど健康に関す
る事柄を児童に親しみやすい動画で描き，たの
しみながら理解させようとする作品です。

F70017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 電話なぜなぜ 0時間25分

　電話の声に伝わる原理を中心に，電話のつな
がるしくみやはたらきなど，基礎的な事柄につ
いて説明し、アニメ－ションをまじえて分かり
やすくえがいています。

F70018
保健衛生・性教
育・運動 ガンとの戦い 0時間15分

　ガン検診車の活躍を紹介しながら，ガンの早
期発見と，早期治療の大切なことを周知させよ
うとする作品です。

F70019
交通安全・災害
防犯 交通戦争 0時間15分

　子供と老人の交通安全に焦点をあて，交通安
全思想の周知徹底をはかる作品です。

F70020

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 宮城の職業訓練校 0時間15分

　めざましい技術革新，産業経済の発展，こう
した中で技能者の不足は深刻です。青少年が訓
練校を巣立っていく姿を紹介し，訓練校の役割
を知ることができます。

F70021

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 幸せを守るために 0時間15分

　県内の福祉施設を紹介し，総合福祉の仕事を
知ることができます。

F71001

自然科学（生
物・天文）、環
境 恐るべき大気汚染 0時間25分

　大気を汚染する物質の中から主なものを取り
上げ，その発生のメカニズムや動植物，人体に
あたえる影響等を，実験を用いて解説していま
す。

　大気汚染の恐ろしさを教え，公害に対する認
識を深められる教材です。

F71002
保健衛生・性教
育・運動 歩行の科学 0時間25分

　誰もが手軽にできる運動である「歩行」につ
いて，生理的な立場から実験を通して解説して
います。

運動不足や老化を防ぐために有効な歩行のあり
方を具体的にえがいています。

F71003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

父親は何をなすべき
か 0時間30分

　子供の成長過程において，母親にはできない
父親独自の役割があります。子供の心身の発達
段階と父親のなすべき役割を具体例をあげてえ
がいています。

F71004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

父と子の対話－高校
進学をめぐって－ 0時間34分

　わが子の高校進学という問題に当面した父と
母が，親子の間の真の愛情，人生における職業
の意味等について，どのように考え，それを進
学の中にどう生かしたらよいかという問題を提
起しています。

F71005
漫画・アニメー
ション かぐや姫 0時間27分

　竹取物語を動画化したもので現代的な様式と
感覚を折り込みながら新しい解釈を加えてえが
いた作品です。

F71006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

コミュニティづくり
の基礎 0時間32分

　都市環境のもとで生活する人々の心の中に
は，地域の人々との交流や相互扶助，環境施設
の整備等，地域集団への強い欲求があります。
コミュニティ－づくりのあり方について，具体
例を示して解説している作品です。

F71007

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

かしこい消費者から
行動する消費者へ 0時間25分

　消費者が良い商品を買うためには，その商品
の流通経路にも目を向ける必要のあることを実
例を示しながら解説しています。さらに，消費
者センタ－の利用にもふれ，消費者のあり方に
ついても考えさせる教材です。
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F71008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子どもの不満と耐性 0時間30分

　子供の欲求不満の意味や，その功罪を明かに
しながら，欲求を克服していくにはどうしたら
よいかを具体例をあげて解説し，耐性の必要
性，耐性を育てる方法などについて示していま
す。

F71009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子どもの才能発見 0時間30分

　母の，わが子に対する継続的な観察を通し
て，正しい意味での能力とは何かを明かにする
とともに，わが子の才能発見へのあり方につい
て示唆してくれる作品です。

F71010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 家庭の子供 0時間30分

　幼児教育の三つの条件として，遺伝・環境・
教育を取り上げて，その指導の在り方に，身近
におきる事柄を取り上げて解説した教材です。

F71011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

お母さん学校へこな
いで 0時間32分

　ＰＴＡのあり方について，学級ＰＴＡ，お茶
の間ＰＴＡの姿をえがき，集まらない，話さな
い，動かないＰＴＡから，どのように脱却する
かについて考えさせようとしたものです。

F71012
交通安全・災害
防犯

お母さまあなたの力
を貸してください 0時間24分

　子供を交通事故から守るための母親の役割
を，町ぐるみ交通安全の例を通してえがき，子
供の交通安全について，母親として何を考え，
どう行動すべきかを示唆しています。

F71013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 女性と職場生活 0時間32分

　一般に，感情的で責任感にとぼしいといわれ
る女子社員の欠点が，仕事の遂行や職場での人
間関係に大きな障害となっていることをえが
き，女性の職場生活に対する心がまえを示唆し
ています。

F71014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 青年と友情 0時間31分

　青年期の友情は，人間形成にとってきわめて
大事な時期です。真の友情を築くためには，お
互いの人間関係がどのようであればよいのか
を，具体例をあげて解説した作品です。

F71015
漫画・アニメー
ション

コロとピョン太のお
てがら 0時間16分

　メエ子のお婆さんが都会にやってきました。
沢山の自動車に目を白黒。迎えに出たメエ子が
誘拐され，コロとビョン太が自動車で追跡。こ
ういう物語の中で，交通規則をやさしく教えて
います。

F71016
漫画・アニメー
ション やさしいライオン 0時間27分

　母親をなくしたライオンの子と，母がわりの
心の交流をえがいており，動物の愛情について
考えさせる作品です。

F72001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

きょうどを開いた人
びと 0時間19分

　有名な朝穂堰を中心に，用水路がなぜ，どの
ようにして，誰によって作られたか，又その結
果どのように人々に恩恵をもたらしたか示して
る教材です。

F72002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 公害 0時間21分

　我国最大の課題になっている公害問題を総論
的に､しかも具体的に描いた画期的な教材映画
です｡日本は環境的には公害の起こりにくい条
件を持っているにもかかわらず世界的にもっと
もひどい状況にある我国の公害の現状と問題点
をつぶさに描いています。

F72003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（６）昭和（３）発
展する日本 0時間20分

　昭和３０年代前半にかけての１０数年間にわ
たる日本の歩みをえがいたものです。日本の産
業は大きく立ち直り，人々の生活もレベルアッ
プしてきました。反面，公害問題などもあらわ
れてきつつある姿をえがいています。

F72004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

沖縄のきこうとくら
し 0時間16分

　暖かい地方の代表として，一年中暖かく，ま
た台風にみまわれることの多い沖縄を取り上
げ，気候の特徴に応じて行われている農産物の
生産，関連工業，また，気候にあわせて工夫さ
れた住居・衣服等・人々のくらしと気候につい
て考えさせる教材です。

F72005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 巨大都市・首都東京 0時間17分

　あらゆる面での中心として，東京はますます
過密化してきています。。日に日に変貌しなが
ら巨大都市としてふくれ上がって行く生き物の
ような東京を，今日の時点でとらえ解説しいま
す。

F72006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中央高地の自然と産
業 0時間14分

　中部地方の中央高地の自然の特色，資源の開
発と産業，地域の変貌，自然の開発と保全につ
いて総合的にとらえさせようとしています。

F72007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

寒さのきびしい十勝
平野 0時間22分

　冬の期間の長い十勝平野を取り上げ，寒い気
候に対するその地方の人々のくらしの工夫の実
態をえがいています。寒さのきびしい地方と他
の地方と比較したりするための資料としてすぐ
れています。

F72008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 絵年表から年表へ 0時間19分

　年表のもつ意味，作られる過程を，ある町の
１００年にわたる変遷の事例を通してえがいた
ものです。年表の役割やその見方，利用の方法
などをわかりやすく解説しています。

F72009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

りんごの村とみかん
の村 0時間20分

　北のりんごと，南のみかんの生産地を取り上
げ，それらの村の人々の生産活動を見せなが
ら，農業協同組合などを中心として，いろいろ
工夫して，くらしを向上させようとしている様
子を知らせようとしたものです。
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F72010

自然科学（生
物・天文）、環
境 地そうのでき方 0時間15分

　地そうを観察し，その重なり方，各層を構成
する物質の特性に気づかせ，地そうが主に流水
のはたらきによってできたことを，モデル実験
によって理解させようとしています。

F72011
科学技術・物
理・化学・工学

もののもえかた－ろ
うそくのほのお－ 0時間17分

　ろうそくのもえ方を例に，ものが燃えるため
の条件，燃焼中における炎の状態などについ
て，特殊撮影をまじえ説明したものです。

F72012

自然科学（生
物・天文）、環
境

じゃがいものかんさ
つ 0時間18分

　じゃがいもの植え付けから収穫までを，児童
の栽培実習をもとにした観察記録の形式によっ
てえがき出し，成長と栽培の関係に目をむけさ
せようとしたものです。

F72013
科学技術・物
理・化学・工学 レンズを通る光 0時間13分

　とつレンズは光を集め，おうレンズは光をひ
ろげるはたらきのあることやおよびレンズのふ
くらみやへこみ方によって，屈折のしかたや焦
点距離が違うことをとらえさせようとしたもの
です。

F72014
科学技術・物
理・化学・工学 レンズでできる像 0時間13分

　レンズによってできる像の位置や大きさは，
物体とレンズの距離によって変わることをとつ
レンズとおうレンズそれぞれについて取り上
げ，教室でできる実験方法を用いて理解させる
ものです。

F72015

自然科学（生
物・天文）、環
境

茎のつくりとはたら
き 0時間19分

　種子からのびていく茎について，顕微鏡によ
る観察を主体にしながら，各種の実験や特殊撮
影の手法によって，茎の形態と構造をあきらか
にし，茎の機能などについて理解を深めさせよ
うとしています。

F72016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ねんどの工作 0時間10分

　粘土工作の基本的技法，共同制作による構成
力，表現力を理解させようとしています。

F72017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 色をつくる 0時間16分

　似たような色でもよく見ると違っています。
その違いは，色あい，明度，彩度などによって
きまってきます。異なったいくつかの色の混合
によって作りあげてゆく様子を紹介していま
す。

F72018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 楽しい食事 0時間20分

　家族の夕食のしかたを描いて，現在おろそか
にされている食事作法の理解と実践の向上に役
立てようとするものです。

F72019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） スポ－ツテスト 0時間24分

　スポ－ツテストは，体力診断テストと運動能
力テストで構成され，各種目ごとに採点し，総
合点を出して級別判定を行います。各自が自分
の健康と明日の活力のために受けるスポーツテ
ストを紹介しています。

F72020
保健衛生・性教
育・運動 スキー 0時間14分

　スキ－のすべる原理を，摩擦の原理から説明
し，スキ－を力学的に解明しています。

F72021
交通安全・災害
防犯 あぶない遊び 0時間7分

　子供たちの楽しい遊びの中にも，交通事故の
原因がかくされています。そのような遊びの中
の危険を，人形によるアニメ－ションによって
分かりやすくえがいています。

F72022
交通安全・災害
防犯 信号をたしかめて 0時間8分

　信号による安全な横断のしかたを，交通標語
をまじえながらえがき，信号の見方と，その意
味や機能を理解させようとしています。

F72023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みんなのひろば－学
校児童会－ 0時間18分

　広い校庭を，みんながどのように使うかとい
う問題を通して，学校児童会のあり方について
考えさせる教材です。

F72024
保健衛生・性教
育・運動 初潮にそなえて 0時間15分

　小学校中・高学年の女子に，ごく自然に初潮
のもつ意味やそれに対する心構え，正しい手当
てなどについて理解させようとするものです。

F72025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

つみきのぼうけん－
集合作り－ 0時間11分

　物を教える前段階として，いろいろな物をそ
の特徴に応じて分けたり，寄せ集めたりする
「集合作り」をテ－マとし二つの集合の間の関
係をとらえさせる教材です。

F72026
保健衛生・性教
育・運動 もぐもぐラッパ 0時間20分

　ラッパのすきなもん太は，むし歯のため，う
まく吹けなくなります。しかし，むし歯をなお
したもん太はラッパを上手に吹けるようになり
ます。健康な歯をそだてるために意図された人
形劇映画です。

F72027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 地図の学習 0時間18分

　地図と人間生活とのかかわりを，地図を見て
よみとり，理解することができます。

F72028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

空から見た日本の国
土シリーズ（１）山
地と山脈 0時間12分

　日本の山地・山脈は国土の中央部を背骨のよ
うにはしり，広い面積をしめています。こうし
た日本の山地・山脈の姿を航空撮影により，特
色ある山地の地形を具体的にとらえられていま
す。
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F72029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

空から見た日本の国
土シリーズ（２）川
と平地 0時間12分

　日本の平地はせまく，分散し，大部分が川の
造成によるものです。川は短く，流量は季節に
よっていちじるしく変化します。こうした日本
の川と平地の様子を明確にとらえている作品で
す。

F72030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

空から見た日本の国
土シリーズ（３）海
岸と島 0時間13分

　日本の海岸線は複雑で，山地が海にせまって
います。人々はその狭い海岸の平地を重要な居
住地域としています。多くの離島は，孤立した
社会を形成しています。こうした姿を航空撮影
により，具体的に示してる作品です。

F72031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

遣唐使－海外文化の
移入－ 0時間16分

　古代国家の成立と発展に関して，遣唐使の果
たした役割は大きいです。この映画は，数々の
美術品・絵巻物などを駆使しながら，遣唐使の
役割や苦心を具体的にえがき，奈良時代の特質
について，理解を深めさせようとしている作品
です。

F72032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

キリシタンとヨ－
ロッパの文化 0時間20分

　１６世紀，日本が鉄砲とキリスト教の伝来に
よってヨ－ロッパの文化に接し，世界へと目を
開いてゆく姿を，現存する南蛮美術品，絵画な
どを用いて説明しています。ヨ－ロッパ各国と
の関係や日本の社会の変化など，この時代の特
質を知ることができます。

F72033

自然科学（生
物・天文）、環
境 神経の構造と機能 0時間18分

　動物の進化にともなって，神経という器官も
また，構造物に発展してきた事実を，比較解剖
学的に示し，神経機能の基本的な働きを理解さ
せてくれる教材です。

F72034

自然科学（生
物・天文）、環
境 血液の循環 0時間20分

　血液とその循環の意義や人の循環器を中心に
して，その構造と機能を説明しています。ま
た，血圧や脈などについても簡単にふれていま
す。

F72035

自然科学（生
物・天文）、環
境 光合成 0時間20分

　太陽の光エネルギ－は，葉の中でとのような
しくみで化学エネルギ－として蓄積されていく
か。また，光や温度などの環境を変えると，そ
の蓄積はどう変化していくかを，実験やアニメ
－ションを使って解説しています。

F72036

自然科学（生
物・天文）、環
境

ダ－ウィンの進化論
とガラパゴスの生物 0時間14分

　ダ－ウィン進化論のヒントになったガラパゴ
ス諸島を舞台に幾つかの生物を紹介しながら進
化論を学ぶときの資料となるように作られたも
のです。

F72037

自然科学（生
物・天文）、環
境 かえるの発生 0時間11分

　蛙の卵が成長して蛙になるまでを克明にとら
え，生物の発生の実際を見せる。蛙の産卵とそ
の卵，卵細胞の分裂，卵の変化，卵から出たオ
タマジャクシが蛙になるまでをえがいていま
す。

F72038

自然科学（生
物・天文）、環
境 尾瀬 0時間14分

　水芭蕉の咲く初夏，紅葉のもえる秋など，尾
瀬沼の四季のうつりかわりをカラ－でえがき，
尾瀬沼の成因をもあわせて解説しています。

F72039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 彫塑の表現 0時間20分

　彫塑が分かるためには，まず作品に接してみ
るとこと，彫塑理解する眼をもつことだと言わ
れています。造形上の基本的概念－量・動勢・
空間など－を具体的に解説しています。

F72040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） いすの設計 0時間21分

　椅子を例にとり，使用目的，美しさ，使い易
さ，材料の強さ，作り易さを視覚的に吟味し身
近にある生活器具を作る場合の設計の考え方，
設計の手順について理解させてくれます。

F72041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中性洗剤を追求する 0時間22分

　各種の実験を通して，中性洗剤の皮膚に及ぼ
す影響や体内残留，催奇性の問題等を追求し，
安易な使用に対して，注意をうながしていま
す。

F72042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 製図の初歩 0時間14分

　図面についての基礎的理解をあたえる教材で
す。（１）図面と生活の関係，（２）表示の方
法，（３）製図用具の使用法，（４）線と文字
の使用法，（５）投影法，（６）寸法の記入
法，（７）工作図の順で正しい技法を習得させ
ようとしたものです。

F72043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 冷凍食品 0時間15分

　生鮮食品の変質・腐敗を防ぎ，保存期間を長
くするための冷凍加工には，魚が一番利用され
ています。その冷凍技術や実際を紹介，冷凍魚
の品質や利用上の注意などを述べ家庭での保存
法についてもふれています。

F72044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） マット運動 0時間17分

　前転，後転，とびこみ前転，倒立前転，開脚
前転，腕立て前転連続運動など，マット運動の
基本をえがき，よい例わるい例をあげ，正しい
練習法を示しています。

F72045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 人間の性 0時間20分

　性を全人間的なものとしてとらえようという
観点から，人間にとって性とは何か，我々の生
活の中で，性はどのような意味をもつのか，性
をどう考えていったらよいのか等の問題をなげ
かけている作品です。
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F72046
保健衛生・性教
育・運動 キャンプの基礎技術 0時間20分

　設営の技術，調理の心得，自然に接する態度
など，山で生活するものが，必ず身につけてい
なければならないキャンプの基礎技術を実地に
解説したものです。

F72047
保健衛生・性教
育・運動 登山の第一歩 0時間20分

　計画と準備，トレ－ニング，パ－ティの組み
方など，初心者からベテランまで，山に登るた
めに必ず身につけなければならない基本的な技
術について解説しています。

F72048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子ども会と大人の役
割 0時間31分

　子供会発展の様子を段階的に追いつつ，子供
会を意義あるものに再建するために，各段階で
大人たちはどいう役割を果たすべきかを示唆し
ています。

F72049

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子ども会－異年齢集
団とジュニアリー
ダー－ 0時間30分

　子供会活動を活発にする上で，指導者の養成
確保は大切な問題です。ジュニアリ－ダ－問題
に焦点をあて，ジュニアリ－ダ－をいかにして
発見し，養成していくかについてえがいていま
す。

F72050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） もう子どもじゃない 0時間29分

　「怒りっぽく反抗期で困っている。」とい
う，中学生を持つ親の声をよく聞きます。子供
の生活の中からいくつかの例をあげ，この年頃
の子供への正しい理解と，のぞましい親子関係
のあり方を引き出そうとしています。

F72051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 父・その愛 0時間33分

　多忙な現代の父親たちは，とかくわが子とも
話し合いの場を失い，子供の正しい成長の姿を
見失いがちです。自信ある生活者としての父親
のあるべき姿をえがいています。

F72052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ＰＴＡに学ぶ 0時間33分

　ＰＴＡの今日的問題の一つに，会員がいかに
して自主的に参加するかという問題がありま
す。ＰＴＡに無関心であった主婦が，ＰＴＡ委
員になり，様々な問題を体験してＰＴＡ活動に
目覚めていく過程をえがいています。

F72053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

主婦その生き方と意
見 0時間31分

　家事に精進する主婦，職場で働く主婦，ボラ
ンティア活動をする主婦三人の生活，考え方を
記録的にえがくことによって，主婦とは何か，
その生き方と意見は何かなどを，考えてもらお
うとする教材です。

F72054

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

クラブ活動とたくま
しい老人たち 0時間33分

　一人の老人が老人クラブの活動に打ちこむひ
たむきな姿をとらえ，老人クラブの活動のあり
方について考えさせようとしたものです。各世
代と交流を保ち，孤独におちいらず，明るく活
動してゆくことの大切さをえがいています。

F72055

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 ボランティアへの道 0時間33分

　世の中をよくするためにすすんで無料奉仕を
するのがボランティア活動です。全国で現在ボ
ランティア活動を行なっている多くのグル－プ
の中から四つの例を取り上げ，グル－プの実際
の行動をえがいています。

F72056

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 良寛をもとめて 0時間43分

　良寛の作品は，歌でも書でも，素直にその全
人格をあらわしています。この映画は良寛の作
品を味わい，その美しい人間性にふれ，利欲に
汚れた社会に染まずひとり強く生きぬいた良寛
の姿をえがいた作品です。

F72057

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 支倉六右衛門 0時間50分

　今から３６０年前，三陸の一漁村月の浦から
出帆した支倉常長ら慶長遣欧使節一行の足跡を
追って海外取材した作品です。関係資料，建造
物，ヨ－ロッパの風物をおりこみながら彼の心
情にせまろうとしています。

F72058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくの犬キング 0時間44分

　少年と愛犬とのほほえましい心の交流や愛犬
の死に直面する少年の驚きと悲しみの姿を美し
い高原の四季を背景にえがいている。別れの悲
しみをのり越えて大きく成長していく少年の物
語です。

F72059
漫画・アニメー
ション

チコタンぼくのおよ
めさん 0時間12分

　一人の子供の素朴な体験をえがいて，交通禍
に対する子供の気持ちを切実に訴えているアニ
メーション映画です。

F72060
漫画・アニメー
ション

生きているってすば
らしい（グリム童
話） 0時間21分

　グリム童話「ブレ－メンの音楽隊」をもとに
したアニメ－ションです。役に立たないという
コンプレックスを持っていたものが役立つと
知った時のよろこび，生きるよろこびをうたい
あげている作品です。

F72061
保健衛生・性教
育・運動 オリエンテ－リング 0時間22分

　地図と磁石を使って，山野をかけめぐる新し
いスポ－ツです。初心者を対象に，オリエンテ
－リングの基礎知識と実例を楽しく描きなが
ら，スポ－ツとしての有効性を解説していま
す。

F72062

自然科学（生
物・天文）、環
境 泉ヶ岳 0時間35分 　泉ヶ岳の四季を描いている作品です｡

F72063

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 農業に生きる 0時間15分

　宮城県の農業長期総合計画のかなめとも言え
る県内１４０ケ所の「広域営農地域づくり」の
構想を中心に、大和町のホップ作り、柴田町の
ヒニ－ルハウスによる野菜の栽培、東和町の畜
産団地などを紹介しています。
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F72064

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 明るい老人たち 0時間15分

　宮城県内各地の老人福祉施設や老人クラブの
活動の例などを紹介しながら，今後ますますふ
えることが予想される老人達に，生きがいをあ
たえるために，幅広い老人対策が必要であるこ
とを訴えている作品です。

F72065

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 宮城の百年 0時間28分

　宮城県は昭和４７年，県政１００年をむかえ
たが，これまで，どのように「ふるさと作り」
が行なわれてきたかを，明治１７年の野蒜築港
計画をはじめとして，各方面から，その足跡を
たどったものです。

F73001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 少年自然の家 0時間30分

　少年自然の家における子供たちの楽しい集団
生活の様子をえがきながら，少年自然の家が，
自然に親しむ機会をあたえ，集団生活や遊びを
通して，健全な少年を育てようとする社会教育
施設について紹介している。

F73002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 視聴覚教材の供給 0時間30分

　視聴覚ライブラリ－が，教材の供給拠点とし
ての役割を果たすための具体的な事例を紹介し
ています。

F73003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 視聴覚教材の利用 0時間20分

　学校における視聴覚教材の利用が，どのよう
に計画，準備されて授業に活用されていくかを
えがいています。また，視聴覚教材の種類とそ
の利用事例をも紹介しています。

F73004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 聖徳太子と飛鳥文化 0時間22分

　聖徳太子の業績を具体的に提示し，この時代
の政治，文化を理解させ，先人のはたらきに関
心をもたせながら歴史的理解を深めさせること
ができる教材です。

F73005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 武士と町人 0時間22分

　強固な支配体制を作りあげた江戸幕府が，参
勤交代などによって各大名の財政を圧迫し，こ
れが商人の台頭をゆるし身分制度がくずれてい
く過程を多くの資料をとり入れ分かりやすくえ
がいています。

F73006

自然科学（生
物・天文）、環
境 ヘチマのそだちかた 0時間20分

　ヘチマは，春から夏までの間に，どのように
成長の様子を児童が，栽培し観察して行く過程
にそってにえがいています。観察の方法や記録
の仕方，観察の視点などを明かにすると共に観
察への関心や態度を高めようとしています。

F73007

自然科学（生
物・天文）、環
境 魚のからだ 0時間18分

　フナを例にして，魚のからだの外形や内部の
つくりをこまかく観察し，そのつくりが水中の
生活に適して入ることを理解させようとした教
材です。

F73008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

水道のしくみと下水
のしまつ 0時間20分

　水道はどんなしくみによって私立ちの手もと
にとどくか，また，下水はどのようにして自然
の中にかえされるのか，それらの過程を実景や
実験，動画などにより分かりやすく説明してい
る教材です。

F73009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

土地と人びとのくら
し 0時間22分

　山地，平地，海辺など，特色のある土地の様
子を対比させてえがき，人々がそれぞれの土地
の条件に応じて，様々な努力や工夫をしている
ことを理解させ，より広い視点から自分たちの
生活の特色を考えさせる教材です。

F73010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） やきものを作ろう 0時間19分

　土練りから成形，絵付け，紬薬，本焼きとい
う焼物学習の一連の工程を通して，作品を完成
させるための基本技術や留意点を分かりやすく
紹介しています。

F73011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校の鉄棒運動
（低学年） 0時間14分

　低学年で習得する鉄棒運動の各項目につい
て，その要領や技術上の留意点などを，特殊撮
影をまじえて分かりやすくえがいています。

F73012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校の鉄棒運動
（中・高学年Ⅰ） 0時間15分

　小学校の鉄棒運動のうち，さか上がりを中心
とした各項目について，技術上の留意点などを
解説している教材です。

F73013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校の鉄棒運動
（中・高学年Ⅱ　） 0時間16分

　小学校の鉄棒運動のうち，足かけ上がりを中
心とした各種目について，技術上の留意点など
を解説している教材です。

F73014 道徳・国際理解 新しい友だち 0時間10分

　転校してきた友達をどのように迎えたらよい
かということを描きながら、みんなが仲良く助
け合っていく生活態度について考えさせようと
する教材です。

F73015
交通安全・災害
防犯

おとぎの国の交通安
全 0時間28分

　幼児の心に密着した「お伽の国」のおもちゃ
や動物たちを主人公にし，ユ－モアとペ－ソス
の中で，規則の大切さ，交通事故の恐ろしさを
自然に理解させようとしている教材です。

F73016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ぼくらの原子力－原
子力発電所見学－ 0時間20分

　小学生の目を通して，原子力発電所をえがき
ながら，とかく難解といわれる「原子力エネル
ギ－」についての知識を誰にもやさしい，親し
みやすいものとして紹介しようとしています。
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F73017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 確からしさ 0時間20分

　簡単な事がらについて，起こりうる場合を順
序よく整理して調べたり，それに基づいて事が
らの起る確からしさ（確率）を理解させようと
した教材です。

F73018
科学技術・物
理・化学・工学 空気でっぽう 0時間11分

　とらえにくい空気を視覚化し，実体としてと
らえさせ，また，教室では困難な数種の実験を
通して，空気や水の性質を理解させようとして
いる教材です。

F73019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

トランペットの仲間
たち－管楽器の演奏
－ 0時間22分

　管弦楽への興味をいっそう深め，演奏の基礎
的な知識を理解させると共に，模範的な演奏を
もりこんで，楽器のもつ奥深さと，音楽の世界
の無限の楽しさにふれさせようとしている教材
です。

F73020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 写生－風景画－ 0時間15分

　感じたままを描く，低学年の絵から，自分が
感動したものを絵画的に整理し，表現するため
に必要な，構図や表現技法について解説してい
ます。

F73021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ししゅう 0時間17分

　基本的技術を習得させることを目的として，
その代表的なステッチの方法を解説しながら家
庭生活における創意と工夫について紹介してい
ます。

F73022 道徳・国際理解 みちくさ 0時間14分

　学校を出て家に着くまでの，ある一人の子供
の「みちくさ」とそれにまつわる出来事を見
せ，そこから子供自身に問題点をみつけさせ，
考えさせようとする作品です。

F73023
交通安全・災害
防犯

火事のとき・地しん
のとき 0時間17分

　避難訓練の様子を通して，安全な避難のしか
たと火災や地震に関する科学的な知識を実験な
どにより説明し，集団行動をする際の心構えな
どを理解させる教材です。

F73024
交通安全・災害
防犯 車は急に止まれない 0時間8分

　車の中から逆に歩行者を見ることによって，
子供の交通事故の原因を追求し，車は急に止ま
れないこと，車には死角があることなど，車の
特性と事故に焦点をあて解説しています。

F73025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 話のしかた 0時間21分

　小学生たちの，学校や家庭における話し方の
実態と反省点を，直接的に視聴覚に訴えてはっ
きりと印象づけさせ，学校における聞き方話し
方の学習に役立ちます。

F73026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

遠い海ではたらくお
じさん 0時間15分

　トロ－ル船で働く漁師たちの，船内での生活
や漁獲の仕事を克明に記録したものです。船で
働く人々の出航から帰航までの仕事を理解させ
ることができます。

F73027

自然科学（生
物・天文）、環
境 流れる水のはたらき 0時間17分

　「流される石や砂の大きさや量は，流水の速
さや水量に関係があること」を説明していま
す。ここで学んだことを実際の川でたしかめて
もらうことをねらいとしています。

F73028

自然科学（生
物・天文）、環
境

ふゆにくさ花はどう
なるか 0時間20分

　おしろい花，あぶらな，ひまわりという，開
花時期の違う三種類の草花を十月に種蒔きし，
成長過程を追い，冬に，それらの草花がどう変
化するのかを比較観察する作品です。

F73029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古墳から見た大和朝
廷 0時間18分

　大和朝廷の勢力や当時の文化などを，古墳の
様子や出土品を手がかりに，分かりやすく説明
しています。当時の時代背景の理解と共に，現
存する文化遺産が歴史解明の手がかりとなる事
を紹介しています。

F73030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 蒙古襲来と北条時宗 0時間22分

　鎌倉時代における日本の政治と蒙古の情勢，
文永，弘安の二度にわたる戦いの様子などを，
絵巻物や遺跡によりながら説明したものです。

F73031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 金閣から銀閣へ 0時間21分

　金閣が建立された時代から銀閣が建てられた
時代まで，約百年間にわたる室町時代を絵画，
文化遺産，史蹟などにより解説しています。

F73032

自然科学（生
物・天文）、環
境 細胞のふえかた 0時間21分

　卵割をくりかえして胚になり、いろいろな器
官が出来ていく姿を微速度撮影によってえがき
発生のしくみを理解することができます。

F73033
保健衛生・性教
育・運動 救急処置 0時間20分

　日常おこりやすい事故や傷害の救急処置につ
いて，止血法，運搬法，人工呼吸法などの方法
や心構えを，事故の具体的事例で説明し，救急
処置のあり方について理解させる教材です。

F73034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 風景をかく 0時間20分

　風景画の制作過程を追いながら，題材の選
択，画面構成，表現の工夫等を説明し，身のま
わりの風景の美しさを描くことの楽しさを紹介
しています。

F73035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 設計と製図の基礎 0時間10分

　「本立て」の工作図の作成を例にとって，線
や文字の書き方を示しながら，第三角法による
製図の正しい技能を習得させようとしたもので
す。
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F73036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

電流の危険－過熱・
ろう電・感電－ 0時間16分

　屋内配線のしくみ，電流と発熱，漏電，感電
などの基礎的な問題を取り上げ，それぞれの問
題について実験をまじえて解説しています。

F73037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくらの鉄棒運動 0時間17分

　鉄棒運動の基本動作とあがり方，回転，おり
方などや，低鉄棒の違いについて具体的な例を
示しながら解説している教材です。

F73038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 平安の四季 0時間22分

　平安文学に描かれている風俗，住居，調度，
服飾などを四季おりおりの年中行事を追いなが
ら描き，当時の人々の自然に対する感情や人生
観をさぐろうとしている作品です。

F73039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の近代工業
（３）新しい生産の
しくみ－コンビナ－
ト 0時間15分

　コンビナ－トとは何かを，石油化学工業と製
鉄化学工業を例に，航空写真や動画を用いて分
かりやすく解説している教材です。

F73040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

空から見た日本の国
土シリーズ（４）工
業地域 0時間13分

　航空撮影により，近代的な工業やその団地の
造成などを通して主要な工業地域の躍動的な姿
をとらえている教材です。

F73041

自然科学（生
物・天文）、環
境

自然のつりあいと保
護 0時間20分

　現在，各地におきている自然破壊の多くは，
自然の微妙なバランスを無視したことによって
引き起こされています。破壊をくいとめ保護を
はかるためには，自然のつりあいのしくみを知
ることの大切さを紹介しています。

F73042

自然科学（生
物・天文）、環
境 川のつくる地形 0時間15分

　河岸段丘や扇状地のできかた，流水の侵蝕，
運搬，堆積作用などの河の働きについて，実験
や動画を用いながら説明したものです。航空撮
影を多用し分かりやすくえがいています。

F73043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

金属加工４－ぶんち
んの製作－ 0時間16分

　手仕上げによる「ぶんちんの製作」を通し
て，正しい金属加工の技術を習得させ，
製作の各段階で，工具と工作機械の基礎的な取
り扱い方法を詳細に解説している作品です。

F73044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 新しい旋盤の技術 0時間16分

　電動機つきの旋盤について，外観，構造，名
称などを説明し，その基本的な作業の仕方を中
心にえがきながら，他の工作機械にも通じる正
しい機械操作のあり方を示しています。

F73045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ラジオの基礎 0時間20分

（１）電波と受信ではラジオ放送の仕組みの概
要を理解させ、学習内容の大要をつかませると
ともに、学習意欲を喚起させることをねらいと
しています。

（２）電源回路では、ラジオ受信機における電
源回路の位置づけ、配線図、回路要素の働き、
回路の動作の原理の理解に重点を置いていま
す。

F73046
保健衛生・性教
育・運動 剣道の基本 0時間20分

　剣道の基本を，生徒の発達段階にしたがっ
て，無理なく学習できるように展開し，技術指
導の要点，分かりやすく解説しています。

F73047

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 開国－黒船来航－ 0時間22分

　黒船の来航から開国までの経過を，豊富な資
料を用いて，開国，国内の混乱，倒幕，さらに
明治維新へと，近代の夜明けを分かりやすく解
説しています。

F73048
科学技術・物
理・化学・工学

ナトリウムと塩素の
ふしぎ 0時間20分

　ナトリウムは，水の中や二酸化炭素の中でも
燃えるほど激しく反応する性質をもっているこ
とや塩素も激しい性質をもっていることを実験
で示し，二つの物質を化合した場合その性質が
どのように変化するか解説しています。

F73049

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 調和をつくる 0時間16分

　「調和」という曖昧になりやすい主題を，視
覚的に取扱っています。題材・色彩，形のそれ
ぞれについて，制限すること，くりかえすこ
と，つながりを考えることを通して，分かりや
すく解説しています。

F73050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 構成を考える 0時間16分

　美術の世界では，色々なものを組み立てるこ
とを構成とよび，絵画では構図といいます。構
図を考える上での基本的な条件をあげ，実例を
示しながら具体的に解説しています。

F73051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 幼児の生活 0時間21分

　幼稚園の取材を通して，１～６歳児の，それ
ぞれの運動の様子を観察しています。「保育」
における幼児の心身の発達力，言語活動，その
他の発達のに関する学習に役立ちます。

F73052
科学技術・物
理・化学・工学

ものが燃えるときな
にがおこるか 0時間14分

　酸素ガス消費の実験，酸化銅の生成と，その
還元による銅の復元の実験，二酸化炭素中のマ
グネシウムやナトリウムの燃焼などを示し，燃
焼時の化学反応について，説明しています。
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F73053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ひとりひとりを生か
す教育 0時間44分

　心身障害児のため，特殊学級，養護学級にお
ける障害児教育の姿についてえがいたもので，
三歳児検診の必要性，心身障害児の早期発見な
どについてもふれています。

F73054

自然科学（生
物・天文）、環
境 自然界のつりあい 0時間24分

　アメリカシロヒトリの卵が成虫になるまで，
その数を追跡調査しながら，生物と自然の間に
は，さまざまのかかわりあいがあり，微妙なつ
りあいが保たれていることを説明しています。

F73055

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 二人だけの出発 0時間32分

　一組の若い恋人たちの結婚生活をドラマ風に
えがき，結婚とは何かについて考えさせ，真の
愛情とは何か，結婚とは何かについて多くの問
題点を提示しています。

F73056
保健衛生・性教
育・運動

思春期における男の
子の生理 0時間20分

　思春期における心やからだの特徴と，思春期
の有意義な過ごし方について説明しています。

F73057
保健衛生・性教
育・運動

思春期における女の
子の生理 0時間20分

　思春期における女子の心身の特徴を中心に，
性の意義・役割を正しく認識させようとしたも
のです。身体の特徴，月経の意義と役割，妊娠
と出産，育児の意義など四つのテ－マでまとめ
られています。

F73058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子ども会ジュニアリ
－ダ－－その発見と
育成－ 0時間31分

　子供会活動を活発にする上で，指導者の養成
確保は大切な問題です。ジュニアリ－ダ－に焦
点をしぼり，ジュニアリ－ダ－をいかに発見し
養成していくかについてえがいています。

F73059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 職場と創造性 0時間32分

　どうしたら職場において創造性や生きがいを
持てるかということは，働く者にとって最大の
課題です。

　同僚の事故を契機に若者達が自発的にその原
因を究明し，更に新しい課題に取り組んでいく
姿をえがいています。

F73060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 獅子舞いの少年たち 0時間43分

　股関節脱臼の少年が，担任教師や級友の助け
をうけながら，不自由な体にむち打って，郷土
芸能の獅子舞いの練習にはげむ様子を感動的に
えがいた劇映画です。

F73061
保健衛生・性教
育・運動 オリエンテ－リング 0時間22分

　地図と磁石を使って，山野をかけめぐる新し
いスポ－ツ。初心者を対象に，オリエンテ－リ
ングの基礎知識と実例を楽しく描きながら，ス
ポ－ツとしての有効性を解説しています。

F73062

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 女の生きがい 0時間32分

　デパ－トにつとめる若い女性とその母，高校
時代の恩師である主婦の三人三様の人生観をお
りこみつつ，女性が一人の人間として求める
「生きがい」とは何か，そして自分に大切なも
のは何か等を考えさせる作品です。

F73063

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

老後を変える－ある
高齢者教育の記録－ 0時間30分

　老人同士で自主的な学習をつづけている長野
県伊那市の「楽生楽園」と兵庫県教委が進めて
いる「いなみの学園」を紹介しながら，高齢者
教育のあり方を考えさせる記録です。

F73064
保健衛生・性教
育・運動 キャンプの基礎技術 0時間20分

　設営の技術，調理の心得，自然に接する態度
など，山で生活するものが，必ず身につけてい
なければならないキャンプの基礎技術を実地に
解説しています。

F73065
保健衛生・性教
育・運動

ファミリｰスポーツの
すすめ 0時間30分

　家の中や身近な環境の中で，誰もができる身
体活動，それがファミリ－スポ－ツです。そう
した日常生活において，家族がいっしょにでき
るアイデアを紹介しています。

F73066
保健衛生・性教
育・運動 新しい基礎スキー 0時間23分

　どんなにスキー技術が変化しても，スキーの
基本が変わることはありません。スキ－の基本
は，タ－ンするための最も大切なスキー操作で
ある「回転技術」であることを教えています。

F73067

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

若い輪－都市青年の
家－ 0時間31分

　都市化現象が進む中で，孤独な青年たちが仲
間を求めて都市青年の家にあつまってきます。
やがて，指導員の助言によってグル－プが育っ
て行く成長発展の過程を追いながらグル－プ活
動の問題と指導のポイントをえがいています。

F73068

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

婦人のボランティア
活動 0時間30分

　東京都の宮前子供会，名古屋市の身障児施設
の手伝い，点訳奉仕，病院への協力，横浜市の
婦人学級などの実践活動を紹介し，婦人ボラン
ティア活動のあり方を考えさせる作品です。

F73069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） １６歳の闘い 0時間31分

　地方出身の１６歳の少年は，東京生活に耐え
られず帰郷を決意しますが，先輩にはげまされ
もとの職場にもどります。大都会の無関心と対
話の拒否の中で，少年がどう苦闘したかをえが
きながら「対話」のもつ意味を訴えています。

F73070

自然科学（生
物・天文）、環
境 季節と太陽 0時間20分

　日の出，日の入りの方角，時間的な変化，南
中した時の高さなどの観測を示したもので，季
節と太陽の関係について理解を深めさせる教材
です。
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F74001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

かわってきた人びと
のくらし 0時間15分

　何気なく見過ごしている衣食住に関する事象
を具体的に取り上げ，それらは，昔，どのよう
な姿で存在していたかを描き，自分たちの地域
は農村的社会から都市的社会への変化をしてい
ることを把握させる教材です。

F74002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 藩校と寺小屋 0時間22分

　江戸時代の子供たちの学習生活の様子を，か
ずかずの資料を用い，劇形式によって構成しな
がら，日本の近代化の母胎ともなった江戸時代
の教育の果たした役割について考えさせる教材
です。

F74003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

東海道の旅－江戸時
代の陸上交通－ 0時間20分

　江戸時代における東海道を中心とした街道や
人々の旅の様子を示して，現代の旅との違いを
描いています。「大名行列」「蓮台渡し」等の
実景を入れて，昔の旅のイメ－ジ化をいっそう
深めてくれます。

F74004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

各地の産業を結ぶ交
通 0時間18分

　地域的に分布した各種の産業を結びつけてい
る交通のはたらきについて，山間部の農業と交
通の関係，臨海工業地域の工業と交通の関係を
対照的に取り上げています。

F74005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 手で作る仕事 0時間21分

　陶器作りを例として手工業の最も素朴な生産
活動は，もっぱら手の技術と経験によってすす
められていることを理解させようとしていま
す。

F74006

自然科学（生
物・天文）、環
境

火山のなりたちとう
つりかわり－富士を
しらべる－ 0時間15分

　火山活動でできた土地のあることや，その土
地も流水によって，たえず変化しつづけている
ことを実感として理解させようとしています。

F74007
科学技術・物
理・化学・工学 力のつりあい 0時間15分

　公式を教えるものではなく，「力のつりあ
い」についての，いくつかの条件や規則を考え
てもらうための思考素材を提供するものです。
「てんびん」や「滑車，輪軸」の導入教材とし
て利用できます。

F74008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） かげ 0時間9分

　一人の子供がスキ－に行き，いろいろな影と
の出会いによって，影に興味をもち，影への理
解を深めていきます。全編パントマイムと音だ
けの映画です。

F74009

自然科学（生
物・天文）、環
境 冬のいきもの 0時間15分

　冬の虫の居場所を，ある共通要素でまとめる
ことは，大切です。冬の生物の姿を通して自然
の複雑さと多様性を考えさせてくれます。

F74010

自然科学（生
物・天文）、環
境 けんび鏡の使い方 0時間15分

　顕微鏡の正しい操作法と正しい見方の基本を
えがいています。顕微鏡の利用にあたっては事
前に見せておくことは正しい取扱いを徹底する
意味で大切なことです。

F74011

自然科学（生
物・天文）、環
境 海の動物たちの生活 0時間11分

　環境と生物のつながりに視点をおき，外洋，
海底，岩礁と三つの場所で，それぞれどうして
食物をとっているか，どうして身を守っている
かなどについてまとめています。

F74013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 分数の性質 0時間17分

　分数学習の基盤となる性質や，はたらきにつ
いて説明しています。主な内容は，（１）割算
記号と分数，（２）割算のこたえと分数，
（３）分数の意義，（４）分数の大小，（５）
通分，（６）割り合いとしての働きをする分数
です。

F74014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 比例 0時間20分

　比例とは，どのような性質のものか，また，
どのような条件をもっているのかを実験によっ
て具体的にえがき，比例に対する概念をあたえ
ようとしています。

F74015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 対称 0時間20分

　いろいろな映画的手法を用いて対称の概念を
わかりやすく説明しています。主な内容は
（１）対称の説明，（２）対称の軸，（３）対
応する点，（４）点対称の位置等です。

F74016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） どちらがおおいかな 0時間11分

　二つの集合を対応することによって，どちら
が多いかをくらべ，それぞれの集合には数とし
ての多さがあることを理解させると同時に日常
生活の中で科学的な考え方を身につけさせるこ
とをねらっています。

F74017
漫画・アニメー
ション こぐまのだいくさん 0時間11分

　位置関係として，最も基本的で重要な「左
右」を中心として「上下」，「前後」を理解さ
せることをねらいとしています。数の教育のみ
ならず「交通安全」「文字の筆順」等の指導に
も利用できます。

F74018 道徳・国際理解
責任をもつってどう
いうこと 0時間20分

　分担して学級新聞を編集したが，ある班の調
査がまとまらなかったために，新聞の発行がで
きなくなってしまいました。この出来事を通し
て，自由と責任という問題について考えさせよ
うとしています。

F74019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 能 0時間26分

　世界最古の音楽劇を忠実に，明確にとらえ，
上演の実際を通して，その歴史や様式を理解さ
せ，伝統芸術のすばらしさを感得させようとし
ています。
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F74020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 狂言 0時間22分

　狂言の上演の実際にふれながら，その歴史や
独特の形式を説明し，我が国の最もすぐれた古
典芸術の一つである狂言について理解を深めさ
せようとしています。

F74021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 天下の統一 0時間29分

　信長の天下統一の願いと，願いの達成目前で
の挫折，それをテ－マに戦国時代のさまざまな
人々の生き方，考え方を示しながら，この時代
の特徴を描いている作品です。

F74022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 元祿文化 0時間22分

　江戸時代，台頭してきた町人を背景に庶民文
化が開花しました。元祿文化を広い視野から描
き元祿文化の特色を考えさせるとともに歴史的
事象を具体的に把握させる教材です。

F74023

自然科学（生
物・天文）、環
境 植物の反応 0時間21分

　植物の屈光性のしくみを，一つの現象から推
論し仮説をたてて，実験方法も考え，結果を予
測し，実験でたしかめ，成長ホルモン作用を思
考過程を重視しながら説明しています。

F74024

自然科学（生
物・天文）、環
境

富士山－その植物社
会－ 0時間23分

　富士山における植物社会の実態を調べ，森林
の形成過程を追求することによって，自然の複
雑な存在形態を明確にしています。自然保護思
想の育成にも利用できます。

F74025

自然科学（生
物・天文）、環
境 落ち葉と土の虫たち 0時間18分

　大量の落ち葉の分散されている様子，土中の
生活が多様性に富み，また個体数の多いことな
どの観察を通して，そこに食物連鎖が存在し土
壌食物のはたしている重要性に気づかせてくれ
る作品です。

F74026

自然科学（生
物・天文）、環
境 動物の走性 0時間17分

　外界の刺激に対する動物の最も原始的，かつ
定型的な反応である走性について微小動物を
使って描き，同時に，その過程で科学的探求の
姿勢についても示唆しています。

F74027

自然科学（生
物・天文）、環
境 動物を分類する 0時間16分

　イリオモテヤマネコの発見を通して，現代の
分類が，進化を基盤とした系統的な見方の上に
成立していることを，資料とアニメ－ションの
手法で描いています。

F74028

自然科学（生
物・天文）、環
境

植物の細胞と動物の
細胞 0時間19分

　植物と動物のいろいろな材料を比較観察して
細胞の形や大きさには違いがあり，基本的なつ
くりが共通していることや，細胞内への栄養分
の摂取などを実験を通して観察させる教材で
す。

F74029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 図形の変換 0時間20分

　図形の連続的変化と図形についての新しい見
方を理解させようとしたものです。変換の定義
の定義をあたえ，変換の考え方を用いて図形の
性質を考えることができるようにしています。

F74030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本の伝統音楽－長
唄と義太夫節－ 0時間22分

　歌舞伎の伴奏音楽として発達してきた「長
唄」，文楽と結びついた「義太夫節」という二
つの伝統音楽を，舞台で演じられる本来の形で
味わわせようとしている作品です。

F74031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 生活と工芸 0時間20分

　工芸の本質を説き，工芸の広い領域を具体的
に示し，作品がどのようにして作り出されるか
を見せ，人間の生活と工芸がどのように結びつ
くのかを教える作品です。

F74032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

金工具の安全な使い
方 0時間10分

　板金加工に使用する金工具の安全な使用法に
ついて具体的に理解させようとしています。

F74033

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

実りある日に－主婦
と余暇－ 0時間33分

　余暇時間が増大し，余暇に対する価値観も変
化しています。特に，中高年の主婦の中には増
加する余暇に対応できずにいる人も少なくあり
ません。余暇を人間性の回復，自己充実に活用
するための一つの方向を示唆しています。

F74034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仕事の中の自由と責
任 0時間32分

　修理工事の臨時班長を命ぜられた若者と，そ
の仲間二人が，責任ある仕事をあたえられ，反
発しあいながらも，その仕事をやりとげます。

その姿を通して「仕事の中の自由と責任」につ
いて考えさせる作品です。

F74035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） もう一つの学校 0時間31分

　ギャング・エイジ（１０歳～１５歳）の年頃
は，異年齢や異質集団，地域の人々から影響を
受けます。駄菓子屋に集まる子供と母親のドラ
マを通してギャング・エイジについて考えさせ
る教材です。

F74036 道徳・国際理解 思いやり 0時間30分

　他人のことには無関心なとげとげしい世相
と，一人の少女の汚れない清純な行動を対比さ
せながら，連帯感に根ざす暖い心の貴さを，ゆ
たかな劇構成によって訴えています。

F74037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ひとりぽっちよ さよ
うなら 0時間32分

　都会には，地方から沢山の若者が働きに来
て，それぞれ孤独に悩んでいます。

　そこに一人の失業青年がまぎれ込んだことが
きっかけで，彼等の中に仲間の連帯意識が芽生
えて行く姿をドラマチックに描いています。
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F74038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

社会教育における放
送利用 0時間29分

　テレビを中心とする放送利用の学習方法の５
つの型を，具体的な映像で紹介し，社会教育の
対象の拡大，学習方法の開発に役立てようとす
るものです。

F74039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

のびゆく子ども会－
プログラムの作り方
－ 0時間30分

　子供会を実際に運営していく上で，最も困る
ことの一つがプログラムです。プログラムをど
のように作っていったらよいか，その考え方を
具体的な例で示し，今後の運営に役立てようと
しています。

F74040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

会議の進め方
（１）意思決定のた
めの会議 0時間30分

　会議を大別すると「学習のための会議」と
「意思決定のための会議」の２つに分けること
ができます。「意思決定のための会議」の仕組
や進め方のル－ルを解説しています。

F74041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 個人学習 0時間27分

　最近，個人学習の重要性がクロ－ズアップさ
れるとともに，その個人学習を援助する社会教
育の役割が要求されるようになってきました。
個人学習のさまざまな実態を通して，社会教育
の果たすべき役割について考えさせる教材で
す。

F74042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すばらしい松おじさ
ん 0時間43分

　ふとしたことから，父親代わりの相談相手に
なってくれた昔かたぎの職人さん。生きた勉強
を自ら示す心の豊かな松おじさんは，現代っ子
の心の中にすばらしい宝物をのこしていきま
す。

F74043
漫画・アニメー
ション モチモチの木 0時間26分

　子供ならだれでも知っている名作童話３編，
「眠り姫」，「ヘンデルとグレ－テル」，「親
指トム」を色彩豊かな動画にしたものです。

F75001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の近代工業
（４）新しい技術の
開発 0時間20分

　国民生活や産業全体の立場から工業生産の意
味を考えさせるとともに，造船業における技術
革新に焦点をあて，日本工業の歴史的背景や現
状，さらに今後の方向について考えさせる教材
です。

F75002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） アフリカ 0時間15分

　乾燥地帯のサハラ・リビアの北部，熱帯雨林
の中西部，地下資源の豊かな南部，猛獣の住む
サバナ気候の東部に分け人々の生活を自然環境
との関連においてとらえ，工業発展にもふれて
います。

F75003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 自然や文化財の保護 0時間21分

　産業の発達，地域開発の進む中で，美しい自
然や貴重な文化財が傷つけられています。その
実情や問題点を描きながら自然や文化財のもつ
意味，重要性を示し，それらを愛護しようとす
る意欲を養う作品です。

F75004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 士農工商 0時間20分

　現代に残る江戸時代のさまざまな遺跡・遺物
をもとにしながら，きびしい士農工商という身
分制度における武士・農民・町人の生活をさぐ
り，学習の深化をはかろうとしています。

F75005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

島大陸－オ－ストラ
リア－ 0時間21分

　オーストラリアを地理・歴史の観点からみつ
め，一つの大陸一つの国がどのように形成さ
れ，発展してきたかを追求する。農業国から工
業国へ方向を変えようとするオ－ストラリアの
姿を描いています。

F75006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

水産資源の保護と育
てる漁業 0時間20分

　私たちがいかに水産資源を保護し，水産物の
増養殖を進めているかという努力の実際を顕微
鏡撮影によって示し，とる漁業から育てる漁業
へと改善の様子を描いています。

F75007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 南アメリカ 0時間17分

　南アメリカを(1)アンデス山脈と太平洋沿岸
の砂漠，(2)広い面積を占める高原地帯，(3)ア
マゾン低地，(4)パンパ草原の４地方に分け，
それぞれの地域の特色や人々の生活を描き豊か
な地下資源の活用と工業化へ努力する姿を描い
ています。

F75008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 関数 0時間23分

　関数は変化である。連続的変化や量の間の関
係を視覚的に整え，指導要領による集合・変
域・変数・順序・対応など数学全般にわたる重
要な概念を養うのがねらいです。

F75009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 三角形の辺と角 0時間10分

　三角形について，ある程度学んだあと，まと
めとしてこの映画を見せ，児童に辺と角につい
てはっきり理解させるのに役立ちます。

F75010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 整数のはたらき 0時間19分

　「数」のはたらきについて，特に「正数」に
焦点をあて，正数を主役にして，さまざまなは
たらきを理解させることをねらいとしていま
す。

F75011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 点と線 0時間9分

　図形のどの部分の指導に対応するという狭い
狙いでなく，アニメ－ションを使いながら興味
ある説明で，今まで学習した図形についてまと
め，さらに発展させるための示唆を与えていま
す。
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F75012
科学技術・物
理・化学・工学 イオン 0時間16分

　「電解質」「電気分解」のまとめです。アー
レニュースの電離説の限界を示す実験事実が出
され，中学生に理解できる程度のイオンモデル
を使って解説しています。

F75013
科学技術・物
理・化学・工学 原子の構造 0時間17分

　原子の構成する素粒子のうち，電子・陽子・
中性子・それぞれの存在と位置関係・性質・放
電実験について解説しています。

F75014
科学技術・物
理・化学・工学 酸とアルカリ 0時間10分

　酸性・アルカリ性・中性の代表的なものをあ
げ，酸とアルカリのそれぞれの特性について解
説しています。酸とアルカリが中和して塩を生
ずることを実験によって解説しています。

F75015

自然科学（生
物・天文）、環
境 心ぞうのしくみ 0時間15分

　心臓をポンプとしてとらえ，心臓は他の臓器
のように消化・吸収・貯蔵・ろ過を行なわず，
収縮・弛緩という単純な動作を規則正しくくり
返し，血液を循環させていることを描いていま
す。

F75016

自然科学（生
物・天文）、環
境 生命のはじまり 0時間16分

　動物の有性生殖による発生を，メダカ，カエ
ル，イワトリ等を例にして説明し，人間も又卵
から生まれることを理解させ，さらに有性生殖
による植物の発生についてえがいています。

F75017

自然科学（生
物・天文）、環
境 生命の火 0時間16分

　生きている限り身体を構成している細胞は，
たえず古いものがこわれて新しいものに変化し
ています。この変化に必要なエネルギーは細胞
の中で行なわれる酸化作用によって得られるこ
とを描いています。

F75018
科学技術・物
理・化学・工学 電流と磁力 0時間21分

　電磁石には，なぜ導線がまいてあるか，又電
磁石は永久磁力と同じなのだろうか等平面的電
気回路の導線の磁力から立体的なコイルに至る
まで，電流と磁力の関係をえがいています。

F75019

自然科学（生
物・天文）、環
境 沼地の世界 0時間11分

　沼地特有の植物や動物が生存競争を展開して
います。そうして沼地の世界は，自然界の微妙
な調和の中に残忍さと美しさの自然の縮図を描
いています。

F75020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 美しい合唱 0時間11分

　合唱における基礎的な歌唱法を解説し，和音
の美しさを味わわせ，合唱による意欲と楽しさ
を感じとらせることをねらいとした教材です。

F75021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日本の音楽・民謡 0時間24分

　生活の中から民謡が生まれなくなった今日で
も，私たちは音楽的感覚を共有しています。
「こきりこ節」「斉太郎節」等を取り上げ，日
本民謡の特色を考えさせる教材です。

F75022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 色彩の設計 0時間19分

　身近かな環境にある色彩調節の実例を系統的
に示しながら，デザインの社会的意義を教え色
のもつ性質や機能を再認識させることによっ
て，色彩を計画的に構成する能力を育成しま
す。

F75023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ガソリンエンジン 0時間9分

　ガソリンエンジンの原理や構造・機能を平易
に描き，ガソリンエンジンがどのようにして熱
を仕事に変えているかを理解させることができ
ます。

F75024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 偏食 0時間26分

　児童・幼稚園児の３割が偏食をしており，そ
の原因は親の育児態度やしつけなどにあるとい
われています。偏食の発生原因を探り，弊害と
矯正の方法を提示し，親の努力が重要なことを
示しています。

F75025

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

訪問のしかた・応接
のしかた 0時間20分

　訪問のしかた，取り次ぎや接待のしかた，茶
や菓子などのすすめ方やいただき方など，気持
ちよく交際するための大切な訪問・応接の基本
的な作法について理解を深めることができま
す。

F75026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ミシンのしくみ 0時間16分

　ミシンの機械的性質を動力が伝わる順序に
従って，機能的にとらえ，ミシンの各部機構・
機械要素・原理・分解・整備を説明し，ミシン
に対する知識と基礎的技術的技能を解説してい
ます。

F75027
保健衛生・性教
育・運動 さようなら虫歯 0時間20分

　新入学・新学期の歯の検査風景，動物の餌の
たべ方，草食動物のちがいのほか，虫歯の原因
について描き，歯ブラシの使い方について解説
しています。

F75028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 集団行動第１編 0時間17分

　文部省発行「集団行動指導の手びき」に基づ
いて作成，集団行動における主な行動様式の全
項目の正しい様式を描いています。

　内容は姿勢，方向転換，集合，せいとん，解
散，列の増減等。

F75029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 集団行動第２編 0時間17分

　文部省発行「集団行動指導の手びき」に基づ
いて作成，集団行動における主な行動様式の全
項目の正しい様式と要領を描いています。

内容は開列，行進（かけ足行進），足ぶみ，礼
等。
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F75030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

テニス教室－軟式テ
ニスの基本技術－ 0時間20分

　日本庭球界トップクラスの選手をモデルに，
軟式テニスの基本技術の各ポイントを特殊撮影
を効果的に使い，分かりやすく説明していま
す。

F75031 道徳・国際理解

生きがいについて－
中学生の生活と意見
－ 0時間21分

　いろいろな意味で，重要な年頃である中学生
に視点を当て，彼等の悩みや不満，希望や理想
について生の声を多角的にとらえ，その生活と
意見を追求しながら，生きがいのある人生とそ
の生活態度について積極的に考えさせます。

F75032 道徳・国際理解 しあわせの王子 0時間21分

　弱い人々や不幸な人々への親切・同情ととも
に現代人の忘れ去った自己犠牲の美しさ，尊さ
をうたいあげています。子供の心にひそむ愛の
精神をゆり動かし，利害や打算を越えた真の同
情心と敬けんな心情を培う作品です。

F75033 道徳・国際理解
思春期の男女交際の
ために 0時間21分

　異性への関心が高まる青年前期男女の交際を
描き，思春期における男女交際の意義や交際の
基本的態度，心構え等について考えさせ，望ま
しい男女交際を育てることをねらいとしていま
す。

F75034 道徳・国際理解 父の看病 0時間18分

　出稼ぎに出ている父が大怪我をしたという知
らせを受け，山里から父の看病にかけつけた少
年が偶然のことから他の重病人を看護すること
になりました。何日かして，その人が父でない
ことが分かっても少年は心をこめて世話をし続
けるという感動的物語です。

F75035

自然科学（生
物・天文）、環
境 まいごのテントウ虫 0時間18分

　集団越冬するテントウ虫は，秋の終わりにな
ると暖かい場所を求めて移動します。この時，
ジョロウグモ，クロナガスアリ，ミノムシ，ゴ
ミムシ等に出合う道中物語です。

F75036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日本近代女性の歩み 0時間41分

　すぐれた足跡をのこした女性像を描いた作品
で，それぞれの歩みを導いた先人や影響を与え
た書籍を含め，ゆかりのある各地の碑なども豊
富です。

F75037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ことばと態度 0時間23分

　ことばのテクニックやその言い方ではなく，
ことばと態度を表裏一体のものとみて，心なら
ずも相手に悪い印象を与えることなく，人と人
とのつながりをよくするための具体例を示して
います。

F75038

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 親の扶養を考える 0時間32分

　老母のいる血族・姻族がそれぞれの住居や家
族関係にまつわる複雑な条件の中で，その扶養
をめぐる訴訟を扱っています。高齢化社会の到
来に伴う扶養の問題や人間関係の諸問題を提起
しています。

F75039

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 高齢者と仕事 0時間28分

　急速に高齢化に向かっている中で働く老人た
ちが労働の成果をあげるためには，老人自身が
老人の特質を見きわめるとともに，その弱点を
克服する気力が大切であることを描いていま
す。

F75040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 青年の生活設計 0時間31分

　今まで，何となく，その日ぐらしをしていた
青年が，恋人の助言や逞しく生きる社会人との
接触を通じ自分の生き方を変え，目標を発見
し，それに向かって着実に努力する姿を描き，
青年の生活設計をどう立てたらよいかを示唆し
ています。

F75041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

会議の進め方
（２）学習のための
会議 0時間30分

　前作－会議の進め方－意思決定のための会議
に続く姉妹編で，話しあいによる学習効果を高
めるために必要な基本的知識や技術・態度を実
践的に解説しています。

F75042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みんなで育てる－子
ども会と地域の役割
－ 0時間32分

　地域社会における青少年育成の一環として，
子供会をとりあげ，その現状を一人の主婦の目
を通して分析しながら，子供会を町ぐるみで育
てあげて行くための大人の役割を描いていま
す。

F75043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 長ぐつ父さん 0時間41分

　ブカブカの長靴をはいて，カッコ悪い仕事，
人を助け損ばかりしているドジな父さん。お陰
で友達からからかわれるし，楽しみにしていた
自転車もフイ。そうした不満をぶっつけ合う中
で，やっとわかった父の尊い教えとその感動を
描いています。

F75044
漫画・アニメー
ション にんぎょひめ 0時間20分

　清らかな愛をうたいあげたアンデルセン童話
の傑作。命にも代えて，ひたすら王子を愛する
人魚ひめの心情を幻想の世界に託して，格調高
く描いています。

F75045
科学技術・物
理・化学・工学 安全装置をめぐって 0時間28分

　身近な安全装置から自動化した装置へ。さら
に新幹線や科学プラントのシステム化した安全
装置を描き，人のミスや機械の故障を補う安全
性の問題を追求しています。

F75046
科学技術・物
理・化学・工学 宇宙で金属をつくる 0時間15分

　NASAのスカイラブ計画に2本の技術者が参加
し，無重力という宇宙船の特種な条件の下で繊
維強化金属複合材料の製造実験に成功した金属
の研究を紹介しています。
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F75047
科学技術・物
理・化学・工学 核燃料の魔術 0時間28分

　ウラン238がやがて燃料として役立つように
なる不思議な科学反応，これを実用化する夢の
原子炉といわれる高速増殖炉を分かりやすく解
説し，核燃料の性質を明かにしています。

F75048
科学技術・物
理・化学・工学 原子炉は爆発するか 0時間15分

　原子炉と原子爆弾との根本的な違いを解説
し，特に人々の関心が集まる安全性について考
え，どのような防御体制がはりめぐらされてい
るのかを紹介しています。

F75049

自然科学（生
物・天文）、環
境 酵素 0時間27分

　酵素分子を人工的に合成したり，生物の酵素
そのものを工業技術に応用する研究を紹介し，
自然界の物質の環境と同じく，酵素の合成利用
によって廃棄物をおさえる新しい生産技術の可
能性を紹介しています。

F75050
科学技術・物
理・化学・工学 自動機械を考える 0時間28分

　自動化の進歩が人間に人間らしい創造的な活
動ができるような役割を果たすのかどうかを追
求していき，人間を疎外しない福祉型の自動機
械について考える教材です。

F75051

自然科学（生
物・天文）、環
境 見る 0時間25分

　目と脳の関係を調べ，好きな結論をえらぶ目
と脳のくせ，対象をえらんで見ている事実，先
入観で錯覚するくせ等を示し，見ることは考え
ることであることを説いています。

F75052
科学技術・物
理・化学・工学

ロケットはなぜ飛ぶ
か 0時間15分

　ロケットは，内部の燃料を燃焼させることに
より高温・高圧のガスを発生させ，これを外部
へ噴射することにより推進力を得ています。こ
の原理を，作用，反作用の実験を通じて証明
し，真空の宇宙空間を飛行できることを説明し
ています。

F75053
科学技術・物
理・化学・工学 あかり 0時間30分

　現在あまりにもあふれてしまった「あかり」
について電球以前の歴史をふりかえって，光あ
ふれる現代について問い直していくことを目的
にしています。

F75054
科学技術・物
理・化学・工学 染める 0時間30分

　科学的には染料の分子がせんいの内部深くへ
浸透して固着し，再び溶けることのない状態に
することを「染める」というが，今日の眼で改
めて「染める」行為を見直そうとする作品で
す。

F75055
科学技術・物
理・化学・工学 こま 0時間15分

　「こま」が倒れずに回っているのはなぜだろ
う。「こま」を実験やハイスピ－ド撮影で追求
し，あわせて「こま」のいろいろな性質の応用
例などにもふれています。

F75056
交通安全・災害
防犯

地震予知－地下水と
岩石－ 0時間30分

　川崎における集中観測の経過を通じて、地震
予知学の新しい理論－主として，地下水圧と岩
石破壊の関係及びショルツ理論－を分かりやす
い模型実験やアニメ－ションで紹介していま
す。

F75057
科学技術・物
理・化学・工学 人工衛星とくらし 0時間15分

　世界の広い地域を観測する気象衛星。世界各
国の通信を瞬時に行なう通信衛星。さらに地球
資源の調査にあたる資源探査衛星。これら人工
衛星の原理と利用の実際を紹介しています。

F75058

自然科学（生
物・天文）、環
境 海にもぐる 0時間15分

　呼吸や水圧の障害・光や温度など，一つ一つ
確かめ，それぞれに対策を考えることによっ
て，人間が海の環境に適応できることを青少年
向けに平易に描いています。

F75059
科学技術・物
理・化学・工学

目でみる，耳でき
く，放射線 0時間15分

　中学校が自分たちで作った機器を使って，人
間には感じることのできない放射線を「目で観
察」したり，「耳できく」実験を通じて自然界
の放射線の存在を学ぶ教材です。

F75060
科学技術・物
理・化学・工学 温排水 0時間15分

　原子力発電所の運転に，ぜひ必要な複水器の
冷却用水が温排水として海に戻される経緯と，
それが付近海域でどのように拡散していくかに
ついて，研究の現況とその成果のあらましを紹
介しています。

F76001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本の心を求めて－
俳句の世界－ 0時間25分

　自然と人生をみごとに融合させ，独特の境地
を開いた芭蕉を中心に西行，蕪村，一茶，子規
など季節感情ゆたかな句境を美しい画面に再現
し，それらが現在なお私たち日本人の心に脈々
と流れていることを考えさせる作品です。

F76002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

清盛と頼朝－源平の
戦い－ 0時間20分

　貴族の政治から武家政治に移っていく過程の
中で平氏と源氏のはげしい争いがありました。
とくに両者の代表的人物である清盛と頼朝に焦
点をあて，絵巻物や史蹟の写実などをおりまぜ
て政権の移り変わりを具体的に理解させる教材
です。

F76003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 鉄砲の伝来 0時間22分

　16世紀の中ごろ，日本に伝来した鉄砲が当時
の与えた影響はきわめて大きいものです。この
作品は伝来した2丁の鉄砲が戦国の世の統一ま
での歴史の流れのなかで果たした役割を具体的
に示しています。

F76004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 幕末から維新へ 0時間20分

　幕末における幕藩と薩長両藩の動き，とくに
外国文化を積極的にとり入れ，新しい日本をつ
くろうとする薩長藩と旧体制を維持しようとす
る幕府との対立から明治維新にかけての動きを
描いています。
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F76005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 山ではたらく人 0時間19分

　山で木を育てる仕事に取り組む人々について
具体的に学習する資料です。特に長時間にわた
る仕事であることや仕事の方法や道具などのく
ふうしていることや他の仕事との比較など，学
習を深め理解することができます。

F76006

自然科学（生
物・天文）、環
境 アブラナの花と実 0時間19分

　アブラナの成長のようすを花のつくりや実に
なる過程を分析的にとらえ，特殊撮影などを交
え，観察する要点を明らかにし，継続観察する
なかで，推論し検証していく力を養うことがで
きる教材です。

F76007

自然科学（生
物・天文）、環
境

海の神秘－磯の生物
の生活－ 0時間20分

　数えきれない魚やクラゲの群れの中を，ダイ
バ－がスポットライトを当てて磯の驚異を映し
出した作品です。

F76008
科学技術・物
理・化学・工学 さびのでき方と性質 0時間20分

　金属のさびはどのような条件でできるのか。
また，さびはもとの金属と性質が同じかどうか
という点を，鉄の赤さび，黒さびを例に微速度
撮影による対照実験を積み重ねながら追求して
います。

F76009

自然科学（生
物・天文）、環
境

シダ類とコケ類のつ
くりとふえ方　－水
中から陸上へ－ 0時間19分

　シダ類(イヌワラビ)やコケ類(ゼニゴケ)のつ
くり，ふえ方，生活史などを顕微鏡撮影によっ
て，花のさく植物と対比しながら観察させ，そ
の特徴を理解させるなかで，水中生活から陸上
生活へ適応している様子を紹介しています。

F76010

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林の植物を調べて
みると 0時間20分

　植物のからだのつくりとはたらきと，植物相
互の関係を理解させるとともに，小学校におけ
る野外学習の方法について示し，自然の事象に
とりくむ動機づけをねらっています。

F76011
科学技術・物
理・化学・工学 結晶 0時間13分

　砂糖を使って結晶を作る過程をみせ，その実
験を通して結晶の一般的な作り方を理解させる
とともに砂糖の結晶を作ることがどういう点で
むずかしいかを教えています。

F76012

自然科学（生
物・天文）、環
境 雲のでき方 0時間20分

　雲のできる機構に的をしぼって，断熱膨張と
いう現象あるいは水の状態変化と気象条件との
関係を，分析的にそして段階的に解説していま
す。

F76013

自然科学（生
物・天文）、環
境

大地を変える水の流
れ 0時間22分

　侵蝕・運搬などの作用を，空撮を交えた実写
とモデル実験によって描き，水の働きは流速に
よって変わり，さらに海水面の位置が，その大
きな要因になっていることを示しています。

F76014

自然科学（生
物・天文）、環
境 たまごからひよこへ 0時間16分

　卵のどの部分がどのようにひよこになるか？

この映画では，胚の成長からひよこの誕生まで
の過程をみごとに的確に描きだしています。

F76015

自然科学（生
物・天文）、環
境 朱鷺（とき） 0時間25分

　世界の国際保護鳥として指定されているトキ
の生態をＮＨＫのスタッフが全力をそそいで撮
影した貴重な記録で，世界で初めてフィルムに
収められたものです。

F76016

自然科学（生
物・天文）、環
境 肺のしくみ 0時間15分

　肺の構造を重点的にとりあげ，内視鏡や顕微
鏡などの特殊撮影を駆使して，ガス交換器とし
て，その構造をさぐっています。

F76017
科学技術・物
理・化学・工学 分子の大きさ 0時間13分

　物質や化学変化を考察するために物質の粒子
モデルをとり入れることが有効とされている
が，生徒には実感として捉えることができませ
ん。そこでオイレン酸単分子層の厚さをはかる
ことにより，分子がきわめて小さいものである
ことを理解させることを紹介しています。

F76018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 森のアンサンブル 0時間22分

　アンサンブル学習を音楽教育の中にどうとり
あげていくか，児童，生徒の活動と教師の役割
りについて描いています。また，音楽を楽しみ
ながら豊かな社会をめざす生涯教育の意図も紹
介しています。

F76019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） バイオリンの仲間 0時間14分

　弦楽器であるバイオリンの構造と演奏の方法
について描いています。太い糸，細い糸，短い
糸，長い糸，そして工夫されたさまざまな弾き
方，それらを巧みに組みあわせ，弦楽器の仲間
はオ－ケストラの中心になっています。

F76020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 観察して描く 0時間19分

　絵画の表現を通して，美的直感力を育て，絵
を描くことで自然や身のまわりの美しさをいっ
そう新鮮に感じとらせることを意図していま
す。

F76021
保健衛生・性教
育・運動

スキ－の基本技術－
新しい開脚練習法－ 0時間17分

　スキーの基本技術である歩行，直滑降，斜滑
降，横すべり，プルークヴォーゲン等について
の正しい姿勢や方法について紹介しています。

F76022
保健衛生・性教
育・運動 性と健康 0時間21分

　思春期における「性と健康」について正しい
認識を深め，この時期の欲求や行動の特性，病
気とその予防，健康な生活と心身の関連などに
ついて，生徒のなやみや不安の解消をはかるこ
とをねらいとしています。

F76023
保健衛生・性教
育・運動 正しい止血法 0時間15分

　1.出血のおそろしさ2.小出血の止血法3.鼻血
の止血法4.大出血の直接圧血法5.間接圧血法6.
直接間接圧血併用法7.止血帯法について描き，
応急処置について理解を高めます。
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F76024

自然科学（生
物・天文）、環
境 病原体 0時間17分

　伝染病は病原体によって伝染します。この映
画は，近代的な伝染病の病原体を顕微鏡下にと
らえ，その種類や特性を種々の実験を通してえ
がき，伝染経路や予防についての関心を高めよ
うとしています。

F76025
保健衛生・性教
育・運動 やさしい人工呼吸法 0時間10分

　人工呼吸を必要とする機会は，我々の生活に
は数多くあります。最も簡易で確実な人工呼吸
法である「呼吸蘇生法」の原理方法を描き，技
法の習熟に役立てようとするものです。

F76026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

構想のまとめ方 －設
計と製図－ 0時間13分

　製図の基礎をしっかり学び，正確な図面をか
くことができるように，また製作図面が読める
ようにかき，考案設計の能力を育成しようとす
るものです。

F76027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ある学級の話し合い 0時間22分

　学級会活動における，話し合いによく見受け
られる問題点をとりあげ，その解決の道を探
り，自分達の学級会をよりよいものにするに
は，個々の構成員が，どのような心がけをもつ
ことが大切であるかを考える教材です。

F76028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

てんぐ祭りとがき大
将 0時間45分

　秩父の山ふところにある村，ここでは２５０
年前から楽しい子供の火祭りが今なお毎年続け
られています。中学３年生をリ－ダ－に，子供
たちが協力して一つの伝統行事を遂行して行く
姿は現代の子供たちに多くのことがらを教えて
います。

F76029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日光をさぐる 0時間25分

　修学旅行を正しい立場で見つめ，その見方・
考え方を教え，地質，地形，歴史の中に立つ日
光を理解できるように意図しています。

F76030
漫画・アニメー
ション

森のいえ－グリムの
おはなしより－ 0時間17分

　グリム童話の中から“だれにでも親切でやさ
しい少女”のお話を選び美しい画像でえがいた
物語です。

F76031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

明日をつくる若者た
ち－ジュニアリー
ダーの役割－ 0時間31分

　年少指導者が少年団体活動で果たす役割は極
めて大きい。そこで，子供会を例に一つの事業
を実現していく過程の中でジュニアリ－ダ－が
どうかかわりあっていったらよいかという問題
を，具体的に描いた作品です。

F76032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おばあちゃん子って
いうけれど 0時間28分

　祖父母が同居していると，子供の教育やしつ
けがぶちこわしになるという見方もあるが果た
してそうでしょうか。一人の若い母親がいくつ
かの問題に遭遇しながらたどりついた結論は？

F76033

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティア活動の
手引 0時間30分

　なにか社会のため，人のために役立ちたいと
思っても実際にはどうすればよいか迷っている
人が多い。そのような人々にボランティアの心
や，その活動分野・種類・方法などを具体的に
解説する手引きです。

F76034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

お父さんあなたの出
番です 0時間31分

　父親は職場で働き，家庭教育は母親中心であ
るというのが日本の平均的家庭です。母親中心
の家庭教育の問題点を探っており，かって父親
が果たしてきた社会人となるための教育の必要
性と父親が果たさなければならない役割を強く
訴えています。

F76035 道徳・国際理解 小さな勇気の物語 0時間39分

　この作品は，小さなあやまちをすなおに告白
しなかったために悩み苦しみながらも，担任教
師の暖かい目や級友の友情の中で自分の弱さに
うち克っていく一少年の小さな魂の成長が明る
く感動深く描かれています。

F76036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小さな愛の詩（う
た） 0時間32分

　一人の少女が心をこめて織りあげた美しい布
地，それはさまざまな人の手に渡り，人生のド
ラマを綴りながら厳しい社会に埋没しようとす
る愛について問いかける作品です。

F76037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 北国のとも子 0時間36分

　開拓者としての両親をもつ少女が，働くこと
の尊さ，年老いた人へのいたわり，物を大切に
することの真の意味を無言の中に教えられま
す。やがてこの少女が看護婦としての道を選び
社会奉仕に生きがいを見い出だすという感動の
ドラマです。

F76038 道徳・国際理解
中学生－その愛と性
－ 0時間32分

　中学生が自我や性にめざめたころの考え方，
行動の一端をドラマで描き，比較的安易に危険
な行動に走りがちな子供たちを自制させるため
には，親，とくに父親の態度が大きく影響する
ということを示唆しています。

F76039
交通安全・災害
防犯

パンダちゃんのこう
つうあんぜん 0時間14分

　幼児や低学年の交通事故は相変わらず多い。
こうした不幸な事故を防ぐために小さいころか
ら交通安全の知識を教え，しつけを充分に身に
つけさせることが大切であることを教えていま
す。

F76040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

河北新報のできるま
で 0時間25分

　河北新報は東北のすみずみまで通信網をめぐ
らし，国内・国外のニュ－スを各家庭に届けて
います。この映画は本社を中心に河北新報ので
きるまでの取材，編集，校閲，印刷等の順に描
いています。
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F76041

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

河北新報のできるま
で 0時間25分

　河北新報は東北のすみずみまで通信網をめぐ
らし，国内・国外のニュ－スを各家庭に届けて
います。この映画は本社を中心に河北新報ので
きるまでの取材，編集，校閲，印刷等の順に描
いています。

F76042
科学技術・物
理・化学・工学 分ける 0時間25分

　猿は，砂に混じった餌を，水に投げこんで，
うかんだ餌だけをひろいとり，農家はもみがら
を風に吹きとばして米粒をえらび，海水を太陽
熱で干し上げて塩をとります。種々の分けるし
くみや技術によって資源の利用，再活用などに
も応用されることを紹介しています。

F76043
科学技術・物
理・化学・工学 うずの世界 0時間15分

　うずのしくみから，風のうずの中心の荒狂う
竜巻のすさまじさ，地球をおおう空気の対流と
春秋の関係などを知ることができます。

F76044
科学技術・物
理・化学・工学 保存を考える 0時間27分

　ハスの実の発芽が２０００年の生命の保持を
実証しました。また近年中国，馬王堆の墳墓か
ら人体とともに多くの副葬品が発掘されて世界
中をおどろかせました。姿も品質も変えること
なく，古代から行われたものも含めた保存法を
紹介しています。

F76045
科学技術・物
理・化学・工学

新しいがん治療－医
用サイクロトロン－ 0時間15分

　怖しい病気としての「がん」は解明されつつ
あります。この映画は，これまでの放射線療法
では及ばない放射線抵抗性がんがあらわれ，こ
れに対して，あらたな研究の成果である医用サ
イクロトロンによる一層強力な速中性子線治療
の実際を学ぶことができます。

F76046
科学技術・物
理・化学・工学 核燃料サイクル 0時間15分

　世界的な問題となっている燃料の解決策とし
て原子炉がとりあげられています。ウラン，プ
ルトニウムなど核燃料が原子炉で燃焼する過程
で天文学的数字のエネルギ－を生みだすしくみ
などを分かりやすく紹介しています。

F76047
科学技術・物
理・化学・工学 波と力 0時間15分

　磯では烈しい往復運動をする波も，水そのも
のが直線的に沖へ動くのではなく，円運動をし
ている様子を映し，消波発電，波力発電技術の
実際を紹介します。

F76048
科学技術・物
理・化学・工学 太陽の家 0時間15分

　無限と言える太陽の熱を，どんな材料を使っ
た，どんな構造の物で集め，たくわえ，効果あ
る使い方ができるでしょうか。科学応用の理想
的施設のあり方を説明しています。

F76049
科学技術・物
理・化学・工学 技術と情報 0時間17分

　ここでは主として海洋開発での波の発電，潜
水シュミレ－ション，高圧実験水槽などの研究
を紹介しています。

F77001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

紙でつくるえんぴつ
立て 0時間20分

　作り出す物の基本的機能や構造，発想の深化
の方法，工夫して作る楽しさを描き，同時にハ
サミやカッタ－ナイフ等の基本的技法をも指導
しています。

F77002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あの空のはてに響け 0時間45分

　遠い港にやって来た，思い出の曲〈ドボルザ
－クの家路〉を吹いて父の面影を求める少年と
トランペットの美しいメロディ－に魅せられた
兄妹たち，友情の美しさ悲しみを乗越えて成長
していくことの大切さを考えさせる音楽映画で
す。

F77003

自然科学（生
物・天文）、環
境 食物の消化と吸収 0時間18分

　人体に取り入れられた食物が体内でどう消
化，吸収され，いかに身体の各部に運ばれてい
くかという事を，分かりやすい実験や特殊撮
影，線画などを駆使して描きだしています。

F77004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生の陸上運動－
短きょり走と持久走
－ 0時間0分

小学校高学年の短距離走と持久走を取り上げ，
それぞれの種目に必要な基礎技能の要領と筋
力，調整力，持久力を培うポイントを教えてい
ます。

F77005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 見知らぬ人のさそい 0時間20分

　児童に見知らぬ人からの誘いに乗る危険感を
教えながら，彼等の様々な言動による誘いに対
処する為の正しい判断，適切な態度，身の守り
方などについて考えさせ，危険から身を防ぐに
はどうしたらよいのかという心構えを育成して
いくことの大切さを紹介しています。

F77006 道徳・国際理解 みんな友だち 0時間21分

　子供達が毎日の学校生活や遊びの中で巻き起
こすイザコザに視点を当てて描きながら，どん
な友達にも偏見を持たず，好き嫌いや利害で人
を差別することなく，仲良くするにはどうした
らよいかを考えさせる教材です。

F77007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 武家社会と鎌倉文化 0時間22分

　土地を仲だちにした主従関係でしっかりと結
ばれた鎌倉時代の武家社会，その武家社会を背
景にした新仏教を中心とする個性的な鎌倉文化
の当時の具体像を人物，舞台，社会などと関連
させながら描いています。

F77008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やさしい家庭電気教
室 0時間20分

　簡単な電気の性質から，よく起こる危険な事
故の原因と防止法，簡単な故障の診断や修理法
等について，分かりやすく解説しています。
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F77009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 進学への道 0時間22分

　進学について，その正しい自覚を深めさせ，
適切な進学をするための心構えと進学先決定の
望ましい方法を紹介しています。

F77010 道徳・国際理解

生きがいについて－
中学生の生活と意見
－ 0時間21分

　いろいろな意味で，重要な年頃である中学生
に視点を当て，彼等の悩みや不満，希望や理想
について生の声を多角的にとらえ，その生活と
意見を追求しながら，生きがいのある人生とそ
の生活態度について積極的に考えさせる教材で
す。

F77011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

私たちの中のもう一
つの顔－偏見の構図
－ 0時間30分

　我が子の勉強の妨げになる者はすべて憎悪の
対象になる。

　ある母親を中心に，日常生活の中に現われる
偏見や差別がどのように生まれるかをドラマで
描いた作品です。

F77012
保健衛生・性教
育・運動

楽しいキャンプのた
めに 0時間30分

　青少年を対象に，楽しいキャンプ生活を営む
ために，テント張りや撤収，ハンゴウ炊飯など
必要な知識や技術を実践的に解説しています。

F77013
漫画・アニメー
ション

日本の民話シリ－ズ
牛飼い長者（宮城
県） 0時間11分

　牛飼い村のおじいさんは病気のお坊さんを助
けました。よくなったお坊さんは，ふしぎなこ
とに顔が牛にかわっているのでビックリ。そこ
で，おじいさんのもとで一生けんめい働いたの
でおじいさんは大金持になったというお話で
す。

F77014
保健衛生・性教
育・運動 老人と交通事故 0時間23分

　全歩行者事故死の３６％を占める老人。老人
特有の事故原因を解明しながら，老人自身を守
る方法，及び老人をもつ家族の注意を喚起して
います。

F77015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ハンドボ－ル－基本
プレイ編－ 0時間20分

　ハンドボ－ルは，スピ－ドに富んだ激しい動
きが要求される競技です。そうした動きの素速
い各種の技能を高速度撮影やストップモ－ショ
ンなどの映像技術をふんだんに使って解説して
います。

F77016 道徳・国際理解 英語の正しい発音 0時間16分

　１．日本人の特にまちがいやすく，むずかし
いとされている発音。

　２．外来語の言語学教授の助言を得ていま
す。

　３．従来の動かない口型図を正確な動画で示
しています。

　４．英語と日本語の発音の違いをはっきりと
指摘しています。

　５．発音のしかたの比較が同時にできるよう
にしました。

F77017 道徳・国際理解
続・英語の正しい発
音 0時間18分

　１．登場人物の自己紹介から〔ｍ〕〔ｎ〕の
発音を実写。

　２．やさしい練習問題が豊富。

　３．外国人を出演させ，風俗，習慣なども見
取れるようになっています。

F77018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） おとうさんのしごと 0時間20分

　父親の仕事を概観するとともに，実際のよう
すや絵などで分かりやすく描いたものです。と
くに「おつとめをしているおとうさん」と「家
で仕事をしているおとうさん」に大別して比較
観察させて理解を深めさせる教材です。

F77019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

手をつなぐなかま－
ある奉仕活動の記録
－ 0時間35分

　自主的な奉仕活動に従事する人々の献身的な
努力を通して，そうした活動に参加する人々
が，みずから多くの教訓を得て奉仕者自身人間
的に立派に成長している姿を捉えています。

F77020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 放課後の子どもたち 0時間30分

　東京都板橋区赤塚学童保育クラブの子供たち
の生活ぶりです。ここに描かれている生活は，
けんか，タイヤ遊び，凧づくり，キャンプなど
子ども本来のいきいきした姿を描いています。

F77021

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 虹ふたたび 0時間40分

　中年男の目の不自由な少年とのユ－モラスな
旅。底抜けに明るく構成したフォ－ク・ドキュ
メンタリ－です。
全国各地の福祉施設のいくつかを紹介しなが
ら，明日への社会復帰をめざして頑張っている
人々の姿を描いています。

F77022 道徳・国際理解

若い性のカルテ－美
しい性を育てるため
に－ 0時間42分

　性解放の時代だといわれている時代，しか
し，若い世代にとって，性の解放は大きな危険
性をはらんでいます。安易な性教育や，性道徳
のおしつけではない，新しい愛と性の発見を世
に訴えています。
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F77023
科学技術・物
理・化学・工学

動きまわる粒－液体
と気体の分子－ 0時間18分

　“分子膨張説”と“分子とびまわり説”とを
対決させ，決定的な実験によって，分子膨張説
を論破し，気体の分子的イメ－ジを紹介してい
ます。

F77024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） はかる 0時間25分

　私たちは，地球の大きさとか，海の深さと
か，光の速さとか，実にさまざまな数字を知っ
ています。ものをはかるにはどうしたらよい
か？「はかる」ということは，どのような意味
をもっているかを探っている教材です。

F77025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

テクスチュアをさぐ
る 0時間20分

　表面の違いを知るには，さわる，眼で見るだ
けでも知ることができます。このようなものを
「地肌」とか「肌ざわり」の違いとよんだり一
口にテクスチュアとよんでます。テクスチュア
について紹介しています。

F77026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

働く母－その子供の
心に残るもの－ 0時間30分

　小１と４歳の子供をかかえて共働きをしてい
る平凡な一家の生活を通して，留守児童にとっ
て必要なものは母親の世話の量ではなく，質の
問題であり，子供の心に親がはいりこむことが
最も大切であるということを示しています。

F77027
保健衛生・性教
育・運動

オリエンテ－リング
の基礎技術 0時間21分

　より楽しいものにするために，パ－マネント
コ－スをまわりながら，地図の読み方，コンパ
スの読み方等，基礎知識や基礎技術，上達のコ
ツを分かりやすく描いています。

F77028
保健衛生・性教
育・運動 合成洗剤は安全か 0時間20分

　毎日使っている合成洗剤が安全かどうか。そ
の疑問を中心に，石鹸と合成洗剤の違いなど基
礎的な理解から，合成洗剤のもついろいろな問
題点を，実証的にわかりやすく解明していま
す。

F77029
漫画・アニメー
ション 人のくらしの百万年 0時間18分

　「ものをたくわえ，ふやして有効に使う」と
いう知恵が，大昔から現在，未来にいたるまで
の人間生活を進歩させて来ました。人間の蓄積
の知恵の歴史を分かりやすく，楽しく描いたも
のです。

F77030
漫画・アニメー
ション

おかしなおかしな星
の国 0時間20分

　広漠とした大宇宙を宇宙船がいく………。そ
の名は日本号。優秀な電子頭脳が操縦する２１
世紀の修学旅行専用船です。ＳＦ伽話の形をか
りて，浪費の虚しさ，無計画な愚かさを語りか
けています。

F77031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日本の文様 0時間22分

　私たちのまわりには、さまざまな文様がみら
れます。その文様の起源、展開、素材の構成と
表現について考え、あわせて美術工芸品の文様
への手引となっている作品です。

F77032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

オ－ケストラ－楽器
と編成－ 0時間25分

　わかりやすく「オ－ケストラの楽器」を描い
たものです。オ－ケストラに使われる全部の音
楽を見ることができ，そしてそれらの音色も
はっきりと理解することができるように構成さ
れています。

F77033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

いろいろな産業の結
びつき 0時間18分

　日常的な学校給食の情景から，びん詰牛乳に
しぼり，牛乳工場の生産を中心に，製造に関連
する各種産業を調べていき運輸業や商業ととも
に，すべての産業が，他の諸産業と結びついて
成り立っていることを予想させ発展をはかるよ
うにしています。

F77034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

クラマ－のサツカ－
基礎技術（１） 0時間17分

　小・中・高校生・一般愛好者は勿論，すでに
技術を習得しているサッカ－選手までを対象に
サッカ－の最も基礎的な技術を紹介していま
す。

F77035
科学技術・物
理・化学・工学

イカロスの夢－ライ
ト兄弟からジャンボ
まで－ 0時間34分

　過去７０年にわたって飛行機の進歩に取組ん
できた人間の努力の跡を，貴重な歴史的なフィ
ルムや世界各国の博物館を取材した資料をおり
まぜて楽しく，分かりやすく紹介しています。

F77036
保健衛生・性教
育・運動 生活の中のスポ－ツ 0時間28分

　現代生活におけるスポ－ツの必要性とともに
スポ－ツが現代社会のコミュニティ－の形成に
好ましい重要な役割をすることを，豊富な実例
で明かにしています。

F77037
漫画・アニメー
ション

ふしぎなメルモ－
チッチャイナ国のと
りこ－ 0時間24分

　主人公のメルモちゃんは，不思議な能力があ
り普段，普通の少女なのだが，あるキャンデ－
を含むことによって，幼児にも，大人にもまた
動物にも変身できます。この秘密は彼女にしか
知られていません。さてキャンデ－騒動とは…
………。

F77038
保健衛生・性教
育・運動

スキ－の基礎－回転
技術編－ 0時間18分

　ウェデルンはもっとも重要性にとみ，広い応
用性をもった回転技術です。誰でもおぼえられ
て，はじめてスキ－をはいた人でも約１０日で
ウェデルンができるようになります。

F77039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 大崎八幡の能神楽 0時間20分

　大崎八幡神社の能神楽は毎年９月１５日に催
される神社の例祭の宵宮に奉納されます。この
神楽についてのル－ツをさぐり神楽そのものと
仙台藩との関係を紹介しています。

F77040
科学技術・物
理・化学・工学 レ－ザ－の利用 0時間15分

　レ－ザ－の特徴を利用し新分野を開拓しつつ
ある現状と応用技術の紹介を通じてレ－ザ－の
性質を説明するとともに将来の可能性について
も考察を加えています。
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F77041
科学技術・物
理・化学・工学 あなのふしぎ 0時間17分

　自然界や生体，日常生活の中で見られる小さ
なあなの果たす役割や性質を見せ，人体にある
無数の小さなあなの働きまでを科学的な目でや
さしく紹介しています。

F77042
科学技術・物
理・化学・工学

科学の街－筑波研究
学園都市－ 0時間19分

　計画的開発による学園都市建設の必要性や活
動を始めた研究施設を中心に，その研究と私達
の生活とのかかわりあいを分かりやすく説明
し，それぞれの研究が有機的に結びついて総合
的に研究をすすめている現状とその内容，働き
を紹介しています。

F77043

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 水車から電気へ 0時間17分

　日本の近代工業化は，明治の産業革命によっ
て急速に進展ました。当時，いち早く欧米の先
進技術を学びとり，日本で最初に水力発電を実
現させた“琵琶湖疏水”を通じて，産業動力変
遷の源をさぐった，科学技術の歴史の一コマを
紹介しています。

F77044
科学技術・物
理・化学・工学 みがく 0時間21分

　みがくものには，硬いものも柔らかいものも
あり，用途によって特殊な技術があります。一
見単純に見える「みがく」ということがくらし
の中でどんなに大切な意味あいをもっているか
を探っています。

F77045
科学技術・物
理・化学・工学

原子力発電の訓練シ
ミュレ－タ－ 0時間16分

　原子力発電所の運転には，高度で優れたオペ
レ－タ－が必要とされます。そこで原子力発電
運転訓練用に開発されたシミュレ－タ－とそれ
を訓練実習の様子を通して，安全運転教育に対
する努力をえがいています。

F77046
科学技術・物
理・化学・工学

発電のいろいろ－火
力・水力・原子力－ 0時間15分

　火力・水力・原子力による発電は，電気を起
こすためのエネルギ－がちがうので，発電のし
くみは異なります。
しかし，とりだされた電気エネルギ－は同じで
あることを解説しています。

F77047
科学技術・物
理・化学・工学

宇宙から地球をみる
－リモ－トセンシン
グ－ 0時間15分

　リモ－トセンシングによって得られる各種の
情報や新分野を開拓しつつある現状と応用分野
の紹介を通じて，その必要性，日常生活への貢
献をえがいています。

F78001
科学技術・物
理・化学・工学

たばこジャポニカ４
００年 0時間33分

　渡来から４００年を経たたばこの歴史を追っ
て南蛮文化渡来の地，長崎，平戸，鹿児島そ，
して四国，徳島の山中へ……。時代の流れの中
でたばこの移りかわりを描いています。

F78002
漫画・アニメー
ション

日本の民話シリ－ズ
石になった与作（秋
田県） 0時間11分

　ふしぎな巻物をもった与作は凶暴な山猫退治
に赤倉山へと向かい，みごとに退治して人気者
になったが，女房にだけは恐くて頭があがらな
いという秋田県の民話です。

F78003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

お母さんちょっと
待って－母と子の人
間関係－ 0時間30分

　はじめに　問題を含む事例をあげて，見る者
にその点に気づかせ，次ぎに問題点を訂正した
状況を提示して，その是非を考えさせるような
構成の教材です。

F78004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

お兄ちゃんとぼくの
七転び八起き 0時間43分

　「だめ人間」「落ちこぼれの人間」になろう
としている少年が，一つのきっかけで方向転換
し，生き抜く力を持つようになる人間像を描い
ています。努力と根性の尊さを，楽しく分かり
やすく描いています。

F78005
漫画・アニメー
ション おはなし童話館 0時間20分

　子供ならだれでも知っている名作童話２編，
「ヘンデルとグレ－テル」，「親指トム」を色
彩豊かな動画にしたものです。

F78006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おばあちゃんの独立
宣言 0時間30分

　できる限り自分の人生を自力で生きていきた
いと願うおばあちゃんを中心に，暖かく見守る
家族との交流を明るくホ－ムドラマ風に描き，
老人の生きる姿勢とその家庭の人間関係のあり
方を教えてくれる作品です。

F78007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

脅かされる食生活－
遺伝学からの警告－ 0時間28分

　食品添加物として使用されている化学物質の
中にも，変異原性のあるものが含まれていると
います。遺伝学の基礎的な知識を解きながら，
変異原性をもつ物質，特に食品添加物について
考えようとしている教材です。

F78008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 勧進帳 0時間24分

　長唄「勧進帳」の鑑賞・理解を深める目的で
制作した作品です。演奏を視覚・聴覚両面から
描くだけでなく，歌舞伎「勧進帳」を筋を追っ
て鑑賞しながら，劇に密着した長唄の良さを味
わうことができます。

F78009
交通安全・災害
防犯

交通事故はなぜおき
る 0時間18分

　小学生に多い交通事故にポイントを絞り，こ
れらの原因種別の事故はなぜおきるかというこ
とを分かりやすい実例や実験によって示して安
全知識を紹介しています。

F78010 道徳・国際理解 心に咲く花 0時間29分

　ふとしたことから万年筆を借りっぱなしにし
てしまったドイツの少年が「これを返さなかっ
たら，単に自分だけの恥でなく，ドイツ全体の
恥じになる」と，名前すら分からない日本人に
返そうと努力する物語です。

F78011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 米作り農家のくらし 0時間18分

　日本の農業について，生産技術の面からみた
特色，増産その他の工夫に努めてきた人々のは
たらきを理解させ，機械化などによる省力化の
工夫や努力，兼業などによる農業のくらしの向
上の工夫についてとらえている教材です。
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F78012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（１）幼児の全面発
達を求めて 0時間36分

　埼玉県深谷市にある「さくらんぼ保育園」で
生活する子供たちの活動を描き，とかくなおざ
りになっている肉体訓練の重要さを見なおす
きっかけを与えてくれる作品です。

F78014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生のバスケット
ボ－ル 0時間15分

　小学生のバスケットボ－ルのゲ－ム場面を中
心に取り上げ，基本的な技術をスロ－モ－ショ
ンやストップモ－ションを多用して，その要点
分かりやすく解説しています。

F78015

自然科学（生
物・天文）、環
境 植物の生と人間 0時間23分

　ブタクサやヒメジオンなどの雑草から，森が
形成されるまでの長い年月の変遷過程を実写で
説明し，さらに自然環境の破壊が著しい今日の
現状を照合しながら植物と人間とのかかわりあ
いについて問題をなげかけている作品です。

F78016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 自由と規律 0時間20分

　「自由」とは単に放縦を意味するものではな
く，自由と「規律を尊重する」ことは対立する
ものではないという，自由と規律に関する基本
的な問題を考えさせる作品です。

F78017
保健衛生・性教
育・運動

スキ－上達の新しい
練習法 0時間17分

　スキ－上達を目標に，理解しやすい方法で教
えています。基礎技術的な面はさらっとながし
て，回転技術への近道を説明しています。

F78018
保健衛生・性教
育・運動 生命創造 0時間18分

　１９６９年，モナコのグレ－ス王妃は受胎と
胎児の成長に関する国際会議を開きました。こ
の作品は，人類史上初めて胎児の成長の過程を
克明に撮影した記録映画です。

F78019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

石油資源をいかすイ
ラン－乾燥地帯のく
らし－ 0時間18分

　世界の諸地域で特色のある生活が営まれてい
ることを理解させ，自然に対する人間の積極的
なはたらきかけが広く世界の各地にみられるこ
とを気付かせてくれます。

F78020
漫画・アニメー
ション 草原の子テングリ 0時間21分

　広大な中央アジアの草原を舞台に仔牛と少年
の友情の物語を草原の情緒や生活をまじえなが
ら描いています。

F78021

自然科学（生
物・天文）、環
境

空からみた日本の火
山 0時間30分

　有珠山火口原の新山，桜島の爆発と広大な溶
岩流，阿蘇カルデラ，富士山等，日本の代表的
な火山を主として航空撮影によって立体的にと
らえ，それぞれの特性，複雑な日本列島校を形
造ったマグマのエネルギ－を実感として伝えて
います。

F78022
保健衛生・性教
育・運動

タバコ－健康への影
響－ 0時間26分

　最近の研究では一酸化炭素やニコチンの影
響，特に虚血性心疾患や妊婦の胎児への影響が
問題にされています。タバコが人間の健康に与
える恐るべき影響を視覚的に明かにしている教
材です。

F78023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 父・この強きもの 0時間30分

　厳しい職場で働く父親が，わが子の目にあま
る甘え，妻の過保護ぶりを見た時，同じように
して育ってきた部下の姿にわが子の将来をみま
した。家庭教育のあり方，子供の教育に対する
親の姿勢を考える教材です。

F78024
交通安全・災害
防犯

都市が揺れるとき－
災害の死角－ 0時間30分

　宮城県沖地震は，震度５という強震となって
東北最大の都市仙台をおそいました。当時の状
況の記録から，ぜひ多くの教訓を心に焼きつけ
て，防災に対する心がまえを身につけることの
できる教材です。

F78025

自然科学（生
物・天文）、環
境

土地はどのようにし
てできどう変化して
いくのだろう－火山
活動がつくる土地と
その変化－ 0時間19分

　火山活動そのものをとらえた映画は自然の仕
組を児童に理解させる意味で教材としての価値
をもっています。反面そのスケ－ルの大きさに
目を奪われ“身近な自然の理解”と結びつかな
い懸念が感じられます。この作品は火山活動を
自分達で土地と結びつけ，理解を深める単元
“火山活動のつくる土地と変化”に焦点をあて
ています。

F78026

自然科学（生
物・天文）、環
境 熱帯アジアの動物 0時間30分

　巨木の密生するジャングル，そして湿原・自
然環境に変化の激しい熱帯アジアはきわめて特
色のある動物たちの生息地となっている。この
映画は猛暑と泥濘と危険の中にＮＨＫ取材班が
総力をあげて，動物の生態を追い続けた貴重な
記録です。

F78027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

のはらへいってみよ
う 0時間15分

　ある児童の日記という表現法で野外に出て自
然に触れ，楽しい時を過ごすことを呼びかけて
います。野外活動の事前指導に活用すると効果
的な教材です。

F78028
漫画・アニメー
ション 花のき村と盗人たち 0時間26分

　新美南吉作「花のき村と盗人たち」をもと
に，人を信じ，人に信じられることの素晴らし
さ，人間本来の心の美しさをほのぼのとした味
わいで描いています。

F78029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

非行ってなに？－あ
る女子高校生の記録
－ 0時間30分

　ごく普通の一女子高校生の素顔を通して，現
代の女子高校生自身と，その父母に鋭く問いか
けるものです。
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F78030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ヒロシマナガサキ１
９４５年８月 0時間16分

　米軍が昭和２１年に日本から米国にもちか
えった記録映画をコロンビア大学のマスコミセ
ンタ－が払い下げをうけ１６分の短編につくり
かえたものです。原子爆弾による悲惨な状況を
実写によってうつし，あらためて戦争の恐ろし
さを訴えています。

F78031
保健衛生・性教
育・運動

ママの応急処置－救
急車がくるまでに－ 0時間25分

　小さな子供たちは思いがけない事故にあうも
のです。とっさの場合，尊い一命を救うため
に，日ごろから正しく役に立つ応急処置のしか
たを身につけておくことの大切さを紹介してい
ます。

F78032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

見つけた材料でつく
る 0時間20分

　身近な材料の形や材質から作るものの形体を
発想し，不用になったものが新鮮なアイディア
によって美しく生まれ変わるようすを描き創造
活動のすばらしさを絵がいています。

F78033
交通安全・災害
防犯 宮城県沖地震の記録 0時間17分

　１９７８年６月１２日午後５時１４分宮城県
沖を中心とした，東北の太平洋岸一帯を強い地
震がおそいました。地震の規模はマグニチュ－
ド７．４でした。この映画はその時の記録であ
り，災害に対する市民の再点検をうったえてい
る作品です。

F78035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぬう－布と糸でつく
る－ 0時間20分

　袋の製作・カバ－やエプロンの製作の授業風
景を追いながら，布をほどいて，その構成を
知ったり，糸の紡ぎ方，布の織り方，扱い方な
どを解明し，作品の仕上げの過程を追っていま
す。

F78036

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 豊かな高齢期 0時間28分

　「高齢者の生きがい」充実にも新生面をひら
こうとする新しい構想が，各地域でどのように
組織され展開されているかを具体的に描いてい
ます。

F78037
科学技術・物
理・化学・工学

明治・たばこ・ラプ
ソディ 0時間32分

　近代化へ近代化へと奔走する明治という舞台
の上でたばこを耕作し，刻み，巻き，そして現
在のたばこ産業の基礎を作った人達の物語で
す。

F78038
科学技術・物
理・化学・工学 デジタルとアナログ 0時間16分

　デジタルとアナログのもつ言葉の意味がどう
いうものか分かり易く解説し，また，さまざま
な器材を通じて現代社会にどのように利用され
ているかを紹介したものです。

F78039

自然科学（生
物・天文）、環
境

自然エネルギ－－風
と波－ 0時間17分

　自然の気まぐれを克服して，いかにエネルギ
－を得るか。特に風と波を取り上げ，科学技術
庁が行なっている「風トピア」「海明」による
波力発電実験等を描きつつ，その現状を紹介し
ています。

F78040
科学技術・物
理・化学・工学

ＬＳＩの世界－大か
ら小へ－ 0時間18分

　電子回路の小型化への技術的意義，ＬＳＩと
はなにか，またどのようにして作られるか，そ
の利用方法は等，ＬＳＩの世界を分かりやすく
紹介したものです。

F78041
科学技術・物
理・化学・工学 年代を測る 0時間16分

　年代を測定する自然科学的方法，炭素１４，
カリウム，アルゴン法によってどのように年代
測定がなされるのか，数々のエピソ－ド等を織
りまぜ，それの方法を分かりやすく紹介してい
ます。

F78042
科学技術・物
理・化学・工学

シラスからガラス繊
維 0時間15分

　有害無用の代物でしかなかったシラス。研究
者達の長年の努力の成果によるシラスガラス繊
維の用途などをえがき，シラスがガラス繊維と
して生まれかわる技術を紹介しています。

F78043
科学技術・物
理・化学・工学 リニアモ－タ－カ－ 0時間15分

　リニアモ－タ－カ－の原理を模型を用い説明
し，国鉄の浮上式鉄道（ＭＬ５００），日航の
高速地表輸送機（ＨＳＳＴ）の研究開発の現状
の説明と，その展望を併せて外国での研究開発
状況など紹介したものです。

F78044
科学技術・物
理・化学・工学 さび 0時間16分

　わが国のさびによる損害は年間３兆円にのぼ
るといわれています。「さびる」とはどういう
ことなのかを具体的に，実験等で説明しさらに
現代の防錆技術にはどのようなものがあるかを
紹介しています。

F78045
保健衛生・性教
育・運動

恐るべきシンナー遊
び 0時間25分 プレスなし

F79001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 赤いお月さま 0時間45分

　祖母の遺品の中にあって古いハンドバックと
金盞花の種が公子には終戦直後の苦しかった生
活と一人の友の記憶を甦えらせました。その友
にまつわる美しい感動的な物語を通して戦争の
残酷さと平和の尊さを描いています。

F79002
漫画・アニメー
ション

日本の民話シリ－ズ
あこやの松（山形
県） 0時間11分

　やさしく美しいあこや姫は，京が恋しく毎
日，琴をひいて気をまぎらわせていました。あ
る夜，琴をひいていると，りりしい若者が現わ
れ，琴の音に合わせて横笛を奏でました。その
若者は，実は松の木の精でした。

F79003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

安土桃山の社会と文
化 0時間24分

　安土・桃山時代は，日本歴史の上で大きな意
義を持つ転換期です。その社会や文化の具体像
と特色を様々な文化遺産や歴史的景観と共に描
き出しています。
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F79004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親の知らないところ
で 0時間31分

　最近の非行は，小学生にまで及んでいます。
この映画は万引きをした二人の少年と，その親
を対比して描き，わが子を非行に走らせないた
めには，普段から親自身が善悪の判断を的確に
示すと同示に，親子が愛情と信頼により緊密に
結ばれていることが，いかに大切であるかを訴
えています。

F79005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

家庭電気器具の上手
な使い方－掃除機・
冷蔵庫・洗濯機－ 0時間20分

　一般的な電気器具の上手な使い方，手入れ，
保管の仕方，簡単な故障の見分け方，修理法を
紹介し，暮らしを豊かにするための電気の有効
な活用法をも考えています。

F79006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 木でつくる 0時間20分

　授業の中で，次々に起こる問題点を取り出し
なぜそうなるのか，どうすればうまくいくのか
等，工具や材料の特徴や使い方，初歩的な技法
をわかりやすく教えています。

F79007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

木の文化－日本の伝
統－ 0時間30分

　一般に西洋文化に対する日本文化の性格の違
いを金属に対する木として比較されています。
古代より木を掘り続けてきた工匠や職人たちの
心をさぐりながら木の文化を綴っています。

F79008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

クラマ－のサッカ－
基礎技術（２） 0時間25分

　小・中・高校生・一般愛好者は勿論，すでに
技術を習得しているサッカ－選手までを対象に
サッカ－の基本的な技術を紹介しています。

F79009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 江陵漢墓 0時間25分

　１９７５年夏，中国の考古学者グル－プに
よって紀元前１６７年に死亡した男の死体と共
に数々の素晴らしい美術工芸品が発見されまし
た。その死体は外観はおろか，内臓の諸器官に
至るまで，ほぼ完全に整っていました。貴重な
記録です。

F79010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ごんぎつね 0時間15分

　俺がいたずらをしたばっかりに，兵十は病気
のおっ母に鰻を食べさすことができませんでし
た。新美南吉の楽しく，しかし，やがて悲しい
結末を迎える物語です。

F79011
交通安全・災害
防犯 地震とぼくたち 0時間20分

　子供と家庭の主婦を対象に，地震の危険性，
特に，二次的に発生する火災の恐ろしさを正し
く伝え，地震に備え手日頃どんな準備と心構え
が必要かを理解させる教材です。

F79012

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 趣味のある老後 0時間30分

　生きることに楽しみを持ち，明るく，積極的
に生活しているお年寄の姿を通して，人生の半
ばを過ぎてから，特に老いを迎えてからの楽し
みの意義と大切さを訴えています。

F79013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

赤道直下の密林の生
活 0時間18分

　ボルネオ島の海岸や奥地の様子，川のそばに
住むダヤク族の家と生活の特徴，焼畑農業，川
魚とり，ゴムの採取と物々交換，赤道直下の密
林のきびしい自然で助け合ってくらす人々を描
いています。

F79014

自然科学（生
物・天文）、環
境 前線と天気の変化 0時間21分

　前線と低気圧の観測と微速度撮影，モデル実
験，気象衛星写真と天気図の対比，赤外線放射
温度計によるデ－タなど，さまざまな映像資料
を使って前線と天気の変化を視覚化していま
す。

F79015
保健衛生・性教
育・運動 第二次性徴 0時間23分

　中学校性教育の目標である，性の科学的知識
を与え，健全な社会生活を営む能力を育成する
教育の材料として役立てようとするものです。

F79016 道徳・国際理解
竹とんぼの空－とも
だち－ 0時間25分

　算数が苦手なぼくの友達。でもぼうは友達か
ら勉強よりももっと大事なことを教わりまし
た。ほんとうの友情と助け合いのあり方とは…
………。

F79017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい水泳教室－初
歩のクロ－ル－ 0時間14分

　どのようにしたらクロ－ルができるようにな
るかについて，足（ばた足），かき手，手と
足，呼吸・手と足と呼吸の結合という具合に，
それぞれの基礎技術を分かりやすく説明してい
ます。

F79018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい水泳教室－初
歩の平泳ぎ－ 0時間14分

　どのようにしたら平泳ぎができるようになる
かについて，足（かえる足），かき手，手と
足，呼吸・手と足の呼吸の結合という具合に，
それぞれの基礎技術を分かりやすく説明してい
ます。

F79019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

正しく早く美しく －
楷書から行書へ－ 0時間20分

　楷書と比較対照して，行書体の特徴を明らか
に示し，また実際の運筆指導を通じて，書き方
の基本も学びとることができるように構成され
ています。

F79020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生日記－不等辺
三角形－ 0時間30分

　生徒・教師・保護者の三者面談の席上で，我
が子の成績を知ってがく然とする母。
自分の成績をかくしつづけた少年の劣等感と志
望校を決めようとする姿を軸に，高校進学の問
題点を考えていく教材です。
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F79021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 芭蕉 0時間28分

　芭蕉の遺跡や，文献，資料等で芭蕉の生涯を
描いています。芭蕉のすぐれた俳句のかずかず
が，芭蕉をとりまく風物の描写によって理解で
き，旅を練習の場として俳諧の道ひとすじに生
きた偉大な詩人芭蕉の概念をつかむ上に役立ち
ます。

F79022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） はたらく人たち 0時間15分

　身近にみられる働く人々の姿と，その職業舞
台を具体的にみとらせながら，私たちのくらし
が，それらの人々の上になり立っていることに
気づかせ，働く人々への興味と関心をもたせる
ことをねらいとしています。

F79023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） はだしのジョゼ 0時間40分

　ブラジルから帰国した日本語の勉強に精を出
すジョゼは，サッカ－が大得意。反対に運動が
不得意でひ弱だが詩や文学が大好きな勇。その
二人が，互いに教え合いながら成長して行く様
子を爽やかに謳いあげる作品です。

F79024
交通安全・災害
防犯

パンダちゃんのじて
んしゃきょうしつ 0時間14分

　交通事故の危険から子供たちを守り，道路交
通法に基づいた，正しく，安全な自転車の乗り
方，安全知識やル－ルを身につけてもらおう
と，愉快なアニメ－ションで描いています。

F79025
漫画・アニメー
ション

ひつじのようなライ
オン 0時間8分

　羊のお母さんの暖かい愛情にはぐくまれてす
くすくと育った大きいけれど気がやさしくてお
くびょうなライオン。ある晩，お母さん羊が狼
に食べられそうになりました。さあ大変……。

F79026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 文鳥ピッポの冒険 0時間30分

　飼鳥の文鳥が自然の中で逞しく野生化してい
く過程を寓話的に構成し，野鳥観察の楽しさ飼
鳥への正しい認識をよびかけています。

F79027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 平安の都－平安京－ 0時間22分

　平安時代の歴史を刻んだ代表的人物を中心
に，時の流れを概観しています。当時の衣服を
再現するとか，文化遺産の中から価値の高いも
のを取り上げるなどして，学習の資料価値も高
める工夫もしています。

F79028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくのうち－しょく
じのしたく－ 0時間20分

　家族全員のことを考えながら作られて行く食
事の支度を通して，家庭生活を支える家族の仕
事に気付かせ，調理に使われる水や電気・ガス
などの大切な働きにも目を向けさせる教材で
す。

F79029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ほめて育てる 0時間29分

　褒め言葉は子供のやる気と自信を育てます。
しかも正しく褒めることは正しく叱る事と表裏
一体でしつけの基本でもあります。小学校低学
年の２組の親子に焦点をあて，褒める事が子供
心に与える影響を紹介しています。

F79030
漫画・アニメー
ション マツの枝の話 0時間13分

　人間の一生を，松の木の枝に託して描いた，
ブルガリアのアニメ－ション映画です。

F79031

自然科学（生
物・天文）、環
境

メダカのたまごの育
ちかた 0時間18分

　卵を発見し，観察を続け，その記録から卵の
変化には規則のあることを見いだす小学生たち
の姿を通して，科学的なものの見方・考え方を
描いています。

F79032

自然科学（生
物・天文）、環
境 モンシロチョウ 0時間18分

　モンシロチョウの一生の美しい側面ではな
く，自然の中に生き続ける姿を冷静に観察する
ことで，自然のきびしさの一面を，赤裸々に示
唆しています。

F79033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

リ－ダ－シップ－グ
ル－プの成長とリ－
ダ－の役割－ 0時間30分

　ある青年グル－プの活動例を通して，リー
ダーシップとは何か，効果的リ－ダ－シップを
発揮するにはどうしたらよいか，集団の成長過
程の各段階でリ－ダ－が果たす役割りや，知
識，心構えを紹介しています。

F79034
科学技術・物
理・化学・工学 たばこ昭和史心の歌 0時間45分

　昭和初期の世界的不況，そして戦争－やがて
迎えた新生日本の姿を背景に，それぞれの時代
の中でたばこを求め愛しつづけた人々，そし
て，それをたやさぬために努力し支えてきた人
たちの姿を記録したものです。

F79035
科学技術・物
理・化学・工学 電気を送る 0時間16分

　明治の中頃には，２～３㎞の市内配電がやっ
とだった送電技術も，今では大送電網によって
大量の電力が送られています。日本の工業の近
代化に大きい力となった遠距離高圧送電の技術
と努力を描いています。

F79036
科学技術・物
理・化学・工学 ある技術のおいたち 0時間15分

　外国から導入した技術が定着するためには，
どのような条件がいるのか，富岡・岡谷に製糸
業が発達した跡をみながら，その問題の解決の
糸口を探っていく作品です。

F79037
科学技術・物
理・化学・工学 あらう 0時間16分

　「あらう」ということは，日常行う行為で
す。人間生活の中で，昔から行われてきたこの
行為を暮らしの中から産業分野にまで，洗う技
術の様々を探っていき，その本質は何かという
ことにせまる教材です。

F79038
科学技術・物
理・化学・工学 歯車 0時間17分

　歯車の利用方法は，その目的に応じた歯車の
形も多い多種多様です。「インボリュ－ト歯
車」「一枚歯歯車」などやさしく解説するとと
もに，歯車の歴史や現在の歯車の利用の傾向な
どを描いています。
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F79039
科学技術・物
理・化学・工学

内燃機関から外燃機
関へ 0時間18分

　動力機関がどのようなメカニズムで，熱エネ
ルギ－を仕事のエネルギ－に変換するかとい基
礎的な問題を，模型実験等で分かりやすく説明
するとともに，冷熱の動力源に大きな可能性を
持つスタ－リングエンジンを紹介しています。

F79040
科学技術・物
理・化学・工学

遺伝子組換えって何
だろう 0時間20分

　子は親に似る。そのもとになる遺伝子。遺伝
子（ＤＮＡ）がたんぱく質をつくる基本的な仕
組みから遺伝子組換え技術の可能性までをアニ
メ－ションなどを使い分かりやすく紹介してい
ます。

F79041
科学技術・物
理・化学・工学

新技術をひらく無機
材料－セラミックス
－ 0時間16分

　セラミックスが新しい工業材料として注目を
浴びています。代表的なセラミックス材料，ア
ルミナを取り上げて，その焼結構造や特性，利
用面などを紹介しています。

F80001

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

愛のかけはし－手話
にみつけた生きがい
－ 0時間30分

　手話通訳をボランティア活動としている一人
の主婦の行動を軸にし，家族の人々の理解と協
力，ボランティア活動を志す後輩の指導などを
加えて，真のボランティア活動の意味を考えよ
うとする作品です。

F80002

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 愛されるお年寄りに 0時間29分

　自分に気付かず，愚痴，ひがみなどで家族や
周囲の人達と問題を起こしているお年寄を軽快
なタッチで描き，老醜の裏返しの，人から親し
まれ，愛されるお年寄になるための心構えをド
ラマと実践例で示しています。

F80003
保健衛生・性教
育・運動

運動不足と成人病－
中年からの健康管理
－ 0時間28分

　特に中年以降の運動不足は肥満につながり，
種々の成人病に発展しやすく，体力低下に伴
なって起こる腰痛・肩こり等健康障害の原因に
もなっています。その問題点を科学的に究明
し，日常生活の中でどう対処すべきかを考える
作品です。

F80004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 母さんは歌ったよ 0時間48分

　聴力障害を持つ母とその息子たちの，ほのぼ
のとした愛情のかよい合いのようすをとおし
て，親と子とは，家族とは何か，勇気ややさし
さ，そして生きることの素晴らしさについて考
えていくことができる作品です。

F80005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ガキ大将先生 0時間48分

　読書コンク－ル受賞作品「ガキ大将先生」を
素材に，映画化したもので，元気のいい，新米
の先生が，失敗を重ねながらも，明るい学級づ
くりを目指して，問題だらけの学級に，友情と
連帯感を育ててゆく様子を描いています。

F80006
漫画・アニメー
ション

笠地蔵　使用不可
代８７０８１ 0時間10分

　大みそかの夜，雪にぬれた地蔵がかわいそう
と，自分の笠までかけてやったやさしいおじい
さん。日本民話「笠地蔵」のアニメ－ションで
す。

F80007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） かたちのたんけん 0時間20分

　「まる」「さんかく」「しかく」といった算
数で扱う図形を，アニメーションの手法を駆し
て簡単なストーリーをまとに，組み合わせた
り，分解しながら図形と一緒に遊び楽しみつつ
図形の概念を理解させる作品です。

F80008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

歌舞伎の魅力－演技
－ 0時間22分

　歌舞伎の鑑賞に必要な基礎的な知識を伝え，
まだ歌舞伎に接したことのない人にも，歌舞伎
への理解と親しみをあたえようとする作品で
す。

F80009
保健衛生・性教
育・運動

からだの発育と男の
子の生理 0時間14分

　第二次性徴について分かりやすく解説しなが
ら，精通はそれに伴なって誰もが経験する現象
で，大人への第一歩を踏み出したあかしなのだ
ということを科学的・情緒的に理解させる教材
です。

F80010
保健衛生・性教
育・運動

からだの発育と女の
子の生理 0時間14分

　第二次性徴について分かりやすく解説しなが
ら，初潮はそれに伴なって誰もが経験する現象
で，大人への第一歩を踏み出したあかしなのだ
ということを科学的・情緒的に理解させる教材
です。

F80011

自然科学（生
物・天文）、環
境

季節のちがいと太陽
の運動 0時間15分

　四季の移り変わりの原因を，気温・地温の変
化を手がかりに太陽の運動との関連からとら
え，小学校高学年のレベルで考察しています。

F80012

自然科学（生
物・天文）、環
境 くも（雲） 0時間16分

　児童は，毎日の気象の変化などには，あまり
関心をもたないものである。そこで，雲の動き
や変化を微速度撮影で現象を誇張して示し，強
い関心を惹起することをねらいとしています。

F80013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

詩人とふるさと－藤
村・白秋・朔太郎・
光太郎－ 0時間22分

　日本近代詩の分野に重要な地位を占める四人
の詩人を取り上げ，日本の近代文学の主要な主
題となっている詩人とふるさとの関係を描いて
います。

F80014
交通安全・災害
防犯 地震にそなえて 0時間19分

　学校や登下校における地震発生に伴う危険や
避難の仕方などについての理解を深めさせなが
ら，どうしたら敏速かつ安全な集団行動ができ
るかという実践的な態度や能力を養う教材で
す。

F80015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 縄文土器 0時間24分

　全国に散在するすぐれた縄文土器の紹介とと
もに縄文土器のつくられ方，文様の付け方を再
現し，土器を通じてみた縄文人のくらしやその
精神世界にまで，推理をすすめています。
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F80016

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命の基底－消化と
循環をめぐって－ 0時間24分

　生命を維持するためのエネルギ－源を取り入
れる基本的な働き，即ち消化，吸収，代謝，排
泄について，レントゲン撮影，顕微鏡撮影，ア
ニメ－ションなど，あらゆる映画技法を用いて
分かりやすく描いています。

F80017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） せんいの知識 0時間21分

　天然せんいと化学せんいのそれぞれの特性を
明らかにしながら，これらのせんいによって作
られた衣料の正しい扱い方について述べたもの
です。

F80018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

タイの生活とメナム
川 0時間18分

　タイのメナム川下流域を選び，高温多湿で水
の増減も著しい自然条件の中で，川を産業や交
通，流通，生活にいかして豊かな生活に努力し
ているようすをバンコク・水上マ－ケット・稲
作づくりなどで描いています。

F80019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しく絵をかこう－
かき方の基本－ 0時間18分

　立体感・遠近感，画面構成，描写の仕方，彩
色の仕方の問題等，９つの基本的事項を取り上
げています。基礎・基本を培うことの手助けに
と「見て描く」ことの基本的事項の紹介を意図
して制作されています。

F80020 道徳・国際理解 小さな握手 0時間20分

　中学生の自然なありのままの姿を通して，彼
らに自分たちの求めるべき，より深く豊かな世
界について考えてもらうことをめざしていま
す。狭く一面的な，自分勝手な考えでなく，よ
り広く，より豊かな考え方によって生きていく
ことの大切さに気づいてほしいと願っての作品
です。

F80021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生日記－もうひ
とつの３Ａ－ 0時間30分

　「高校に入るため」「落ちるとみっともない
から」「親のために」勉強していると思ってい
る者も多い。

　人間にとって，学ぶということは一体何なの
だろうか。こうした問いを中学生たちに考えさ
せる作品です。

F80022
科学技術・物
理・化学・工学

地球と生命－フラス
コの中のエコロジ－
－ 0時間23分

　小さなフラスコの中で生息するバクテリヤ，
原生動物クロレラなどの生物を顕微鏡撮影など
で捉え，地球と生命とのかかわりを寓話風に綴
り，今日，地球がいだいている問題を考察する
教材です。

F80023 道徳・国際理解
テレビに泣かされた
ボク 0時間20分

毎日テレビに振り回されるボク，そんな姿を冷
やかに見つめるボクの分身の葛藤。同じような
悩みを持つ友だちと「テレビ同盟」を作るまで
の話を通じて，自律的な生活態度について考え
させる。

F80025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

二百海里時代の日本
の漁業 0時間20分

　北洋・太平洋・南氷洋などに出漁している漁
船，あるいは国内各地の漁港・養殖地などを取
材し，（１）日本の漁業の当面の課題，（２）
漁家の人々の悩み，（３）これらの漁業を目指
しての動きなどについて，具体的に考えさせる
作品です。

F80026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 日本の歴史の流れ 0時間33分

　日本の歴史の流れを，日本全土を舞台とし
て，風土と人間の営み，外国の交流，日本文化
の創造と継承などを軸として立体的にえがき出
し，日本の歴史の特質を浮き彫りにしていま
す。

F80027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

パンこうじょうでは
たらく人たち 0時間19分

　私たちのくらしは，さまざまな職業の人々の
働きの上になりたっています。パン工場を例に
とり，工場生産に従事する人々の仕事の特色を
描き，具体的にみとらせようとしています。

F80028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 風俗画－近代初期－ 0時間23分

　近世初期の風俗画をとおして、時代の推移を
風俗の面からみせようとしたもので、いつの世
にも絵画ではただの脇役にすぎなかった民衆
が、はじめて主役として登場し、かれらの生活
を赤裸々にあらわしているところなど、興味深
くえがいています。

F80029

自然科学（生
物・天文）、環
境 星の動きをしらべる 0時間19分

　星は，どのような動き方をするのか。オリオ
ン座やカシオペア座の観測，微速度撮影による
実際の星の動き等を通して，規則的な星の動き
を理解させる教材です。

F80030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ポスタ－－伝えるデ
ザイン－ 0時間20分

　「ポスタ－」の発想から仕上げまでの適切な
指導のプロセスを紹介し，創意工夫を生かした
指導に，広く活用できる資料です。

F80031
保健衛生・性教
育・運動

みんなのための人工
呼吸 0時間15分

　「口うつし人工呼吸法」の技術習得のための
科学的教材映画です。

F80032
科学技術・物
理・化学・工学 明治の洋風建築 0時間28分

　国内に現存する明治期の洋風建築２８個所を
取り上げ､その美しさを天津所なく伝えてくれ
る作品です｡

F80033
漫画・アニメー
ション

日本の民話シリ－ズ
ももうり殿さま（岩
手県） 0時間11分

　昔々，たずという美しい天女と結婚した若者
が，たずを愛するあまり畑仕事を忘れていま
す。そこで，たずは自分の絵姿を持たせてやり
ましたが，その絵姿が風でとんで殿様の目にと
まり，殿様はお嫁にしたいと言いだしました。
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F80034

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 日本人の富士 0時間43分

　北海道から九州までの，有名な“ふるさと富
士“を紹介するとともに，富士を心のよりどこ
ろとして暮らす日本人の姿を描いたドキュメン
タリ－です。

F80035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 東山魁夷の世界 0時間40分

　画を志して５０年の今日まで，風景と美の遍
歴の旅といわれる東山魁夷画伯の絵画に対する
ひたむきな姿を「残照」や「日月四季図」など
数多くの作品を背景にとらえています。

F80036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あしたの空は青い空 0時間46分

　原作は，小女時代の思い出を書いた井上千恵
子著「がんばれろくしん先生」です。下町浅草
の人情味ゆたかな街を舞台に，ひとつの障害を
のりこえて自分の道をしっかりみつめ，明るく
生きぬく少女の物語です。

F80037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親が子どもに語りか
けるとき 0時間31分

　外人家庭での，子供のしつけ方に接した母親
が，地域の母親たちに呼びかけ，外人家庭の両
親とともに子供に対するしつけのあり方を話し
合い，父親のもつ役割りについても考えさせて
くれる作品です。

F80038
保健衛生・性教
育・運動 日本スキ－教程 0時間30分

　スキ－指導体系を網羅して唯一の指導書で
す。スキ－の練習に最も大切な運動要素（身体
の使い方），スキ－の操作を日本のトップスキ
－ヤ－の滑りで紹介しています。

F80039

自然科学（生
物・天文）、環
境

冬のころ－虫はどこ
にいるか－ 0時間18分

　幹のすき間にテントウ虫の群れをみつけ，落
葉の下にオオムラサキの幼虫を，ススキの茎に
カマキリの卵等といろいろな場所にいろいろな
形で冬を越すようすをとらえています。

F80040 道徳・国際理解
わたんべとすばらし
い仲間 0時間40分

　読売つづり方コンク－ル入選作品「わたんべ
の心ぞう手術」を素材に映画化したものです。
「みんな仲良く」をクラスのモット－にしてい
る６年２組のクラスメ－トの心の交流を，心臓
手術という出来事を軸にうつくしくえがいてい
ます。

F80041
漫画・アニメー
ション 走れメロス 0時間19分

　太宰治原作の「走れメロス」をアニメ－ショ
ンで描いています。

　友情と信頼をテ－マにして，さらに勇気を
もって行動することなど感動的に訴えていま
す。

F80042
漫画・アニメー
ション 野ばら 0時間19分

　大きい国と小さい国の国境にある１本の野ば
らを通して，お互いの国の番人兵士２人の心の
交流を，陶器人形アニメ－ションにより描いた
小川末明原作「野ばら」の映画化。

F80043

自然科学（生
物・天文）、環
境 太陽と月を観察する 0時間17分

　太陽や月の１日の動きを説明し，さらに月の
動きを１か月間継続撮影によりとらえ，月の見
え方や動き方が規則的に変化することを説明し
ています。

F80044
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語レオ
ナルド・ダビンチ－
左ききのスケッチ魔
－ 0時間11分

　画家で建築家・彫刻家……とあらゆる肩書を
持つレオナルドは見たこと，考えたことを天才
的な筆致によってスケッチし自然の正体を解明
しました。美術をはじめ，近代科学の基礎を築
いた彼のすばらしいエピソ－ドを描いた作品で
す。

F80045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 日本の自動車工業 0時間17分

　我が国近代工業の代表的製品である自動車が
でき上がるまでの様子を映像にまとめ，近代工
業の特色を分かりやすく紹介しています。（ベ
ルトコンベアでの生産）

F80046

自然科学（生
物・天文）、環
境

体の情報をとらえる
－新しい放射能診断
－ 0時間15分 プレスなし

F80047
科学技術・物
理・化学・工学

光を送る－光ファイ
バ－－ 0時間15分

　光を送る光ファイバ－とはどのようなものな
のか。その構造と光の伝送原理を分かりやすく
解説するとともに，光ファイバ－による通信シ
ステムへの応用面を紹介しています。

F80048
科学技術・物
理・化学・工学

磁石－鉄はなぜくっ
つくか－ 0時間19分

　なぜ，磁石にくっつくものと，くっつかない
ものがあるのか。磁石がもつ性質－磁性につい
て実験を交え，分かりやすく解説するととも
に，磁石の身近かな利用面をも紹介していま
す。

F80049

自然科学（生
物・天文）、環
境

細胞－しくみとはた
らき－ 0時間20分

　生命の最小単位である細胞の微細な構造とそ
の働きを，分かりやすく描くとともに，細胞が
分裂をくりかえしながら増殖し，１個体を構成
していくという自然の巧みさを紹介していま
す。

F80050
科学技術・物
理・化学・工学

低レベル放射性廃棄
物－安全な海洋処分
を求めて－ 0時間30分

　低レベル放射性廃棄物ｋ最終的な処分の方法
と，陸地処分及び海洋処分における安全性の確
保がどのようになされているかを分かりやすく
解説しています。

F80051
科学技術・物
理・化学・工学

船・動力の進歩－原
子力船の話－ 0時間25分

　船舶における動力の変遷をたどりながら，原
子力船の位置付け，さらに諸外国の原子力船開
発状況と併せ，わが国の「むつ」開発の現状と
その安全性を描いています。
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F81001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

あたたかくて雨の多
い地方のくらし 0時間20分

　温暖多雨の地方では暮らしにどんな特色があ
るのか。温暖な気候を活かした生産の様子や台
風などの自然災害を防ぐ工夫について具体的に
理解させることをねらいとしています。

F81002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

イタリアの農業と
人々の生活 0時間20分

　南ヨ－ロッパ，地中海地方は今日のヨ－ロッ
パ文明の発祥の地でもあります。

　こうした歴史的風土を背景に，地中海地方の
特異な自然環境のもとで，農業を営む人々の生
活をとらえています。

F81003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

一年生になるために
－就学前の準備－ 0時間31分

　問題を起こしやすい子供たちの原因は，実は
入学前のお母さんの生活指導の中から既に問題
を起こす芽ばえがあることを訴え，就学前児
童，新入学児を持つ母親への注意と心得を示唆
しています。

F81004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

一年生になるために
－就学前の準備－ 0時間31分

　問題を起こしやすい子供たちの原因は，実は
入学前のお母さんの生活指導の中から既に問題
を起こす芽ばえがあることを訴え，就学前児
童，新入学児を持つ母親への注意と心得を示唆
しています。

F81005
漫画・アニメー
ション

日本の民話シリ－ズ
うぐいすの里（青森
県） 0時間11分

　善兵衛じいさんが山で木を切ろうとしている
と，美しいお姫さまが現われて「木を切らない
で」と頼みます。望みどおりにしてやると……
…。

F81006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 奥の細道 0時間28分

　元禄２年（１６８９）芭蕉は門人曾良と「奥
羽長途の行脚」に出ました。
映画は，当時のコ－スをたどり，芭蕉の詩心を
もとめて制作したものです。

F81007
漫画・アニメー
ション おやゆびひめ 0時間20分

　アンデルセンの童話の中でも，かわいらし
さ，境遇の変化のおもしろさで世界的に愛され
ている「おやゆびひめ」を人形アニメ－ション
で制作しています。

F81008

自然科学（生
物・天文）、環
境 火山岩と深成岩 0時間20分

　現在活動している火山や大昔に活動していた
火山から採集した火山岩の構造の違いを示し，
火山岩と深成岩の関係を認識させ，また，生き
ている地球への理解を深めさせることを目的に
して制作されています。

F81009

自然科学（生
物・天文）、環
境 化石と地そう 0時間19分

　化石ができた当時と現在の土地の様子の違
い・気候の違いなどをどのように推考できるか
ということを示し，基礎的な地学学習への関心
を高め，探求の方法をも理解させることをねら
いとしています。

F81010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

かぜでうごくおも
ちゃ 0時間12分

　「風で動くおもちゃ」に関する工夫や作品の
例を紹介しながら，教室の児童にそれらを作る
うえでのヒントを与えたり，方法を学びとらせ
たりする教材です。

F81011

自然科学（生
物・天文）、環
境 花粉のはたらき 0時間15分

　光学顕微鏡・走査電子顕微鏡により花粉をく
わしく観察したり，めずらしい開やくの様子を
微速度撮影でとらえている。後半には，カボ
チャを実験材料にして，受粉と結実の関係を確
かめることをねらいとしています。

F81012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

空間図形－立体と切
断と展開－ 0時間21分

　立体アニメ－ションを駆使しながら，何のた
めに切断し展開図を書くかという意義を示し，
この様な操作的な活動を中心にした学習から，
空間図形の学習に興味を持たせる教材です。

F81013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） こころ 0時間32分

　いっしょに住んでいたおじいちゃんが，家が
狭くなったという理由で老人ホ－ムに入るとい
う問題をとおして，おじいちゃんを想う少年の
心の優しさ，相手を思いやる心の大切さを考え
させる作品です。

F81014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

心の扉を開く－障害
児と交信を求めて－ 0時間20分

　国立久里浜養護学校で，現に重度障害児の教
育に取り組む先生方が，いかにして障害児との
交信の関係を成立させていったかを記録的に描
写しています。

F81015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こころをひらく－育
ちあいをもとめて保
育－ 0時間21分

　障害を持つ幼児を幼稚園がどのように受け入
れ，どのように保育をすすめればよいか。現実
に保育の中にどんな問題があるかを提示してい
る教材です。

F81016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

サ－カスっ子大ちゃ
ん 0時間46分

　サ－カスで働く両親を持つ少年が，サ－カス
の興業地である町の小学校へ転校し，その学校
の仲良し三人組とおりなす友情交歓のようす
を，たのしいサ－カスを背景に描いている映画
です。

F81017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さようならぼくの犬
ロッキ－ 0時間45分

　犬の好きな少年が，生後２カ月の盲導犬の子
犬を盲導犬協会から預かります。１０ケ月後，
盲導犬としての訓練のため別れていく悲しさや
その犬が盲導犬として立派に育っていくようす
を喜びを抱く少年。盲導犬と少年たちの感動的
な愛の物語です。
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F81018
科学技術・物
理・化学・工学

磁場の相互作用－電
流と磁石－ 0時間18分

　磁場の相互作用を，鉄粉や小磁針の格子を用
いて視覚的にとらえ，磁力線の方向から磁場の
形を考えると，磁石や電流の磁場の相互作用が
予測できることを示し，モ－タ－の原理まで解
説しています。

F81019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 小学生のサッカ－ 0時間20分

　日本でも最近特に全国的に関心が高まり，各
地域で少年サッカ－が盛んです。サッカ－の基
本的な技能やその段階的な練習法，ル－ルなど
について解説しています。

F81020 道徳・国際理解 すれちがい 0時間21分

　日常なにげない行動の中には，自己中心的な
考え方から相手のことをよく考えないため，人
を傷つけることも多くあります。こうした日ご
ろ起こりがちな行為を客観的に考えさせ，寛容
の心を培っていくことをねらいとした教材で
す。

F81021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい夏休みのため
に 0時間20分

　学校を離れてくらす長期間の夏休みを，いか
に有意義に過すべきか，個性のある生活設計の
たて方，基本になる４つの目標，その具体例と
いう構成によって，児童の自主的・実践的な生
活態度を育成します。

F81022
保健衛生・性教
育・運動 タバコの害を考える 0時間25分

　青少年に対して，タバコの害についての最新
の知識を与え，習慣性喫煙，ひいては“タバコ
病”の予病に役立つ教材です。

F81023
漫画・アニメー
ション

日本の民話シリ－ズ
玉一のびわ（福島
県） 0時間11分

　玉一という盲目のびわ法師が目をなおしても
らうため，たいひ山の薬師様に参りました。昼
の間は拝み，夜になるとびわをひいて暮らして
いました。いつの間にか一人の武士がそのびわ
の音をききにくるようになりました。

F81024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学生日記「蒼空」 0時間30分

　夏の広島を訪れた九人の”広島“を追いなか
ら彼等の意識の変化の中に，中学生というひと
つの世帯像をとらえています。

F81025

自然科学（生
物・天文）、環
境 天気の変化－台風－ 0時間24分

　台風の発生から消滅に至る気象現象を，気象
衛星ひまわりの連続雲画像，天気図，水槽実験
等を駆使して描き，台風の天気変化の仕組みや
規則性を理解させる教材です。

F81026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

なにができるかな－
ぞうけいあそび－ 0時間19分

　造形活動の基礎ともなる材料とのかかわり方
に重点をおき，発想や連想をもとにした創造表
現の楽しさや喜びを感じとらせるために制作さ
れています。

F81027

自然科学（生
物・天文）、環
境

ニホンザル母の愛－
モズの子育て日記－ 0時間30分

　手足の不自由な母猿の物語。重度四肢奇形の
ニホンザルが，初めて赤ん坊を生みました。ハ
ンディを負った母猿の子育てのたくましさを，
四季を通じて追いながら，ニホンザルの野生の
生活をさぐります。

F81028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

二十歳の出発－その
権利と義務－ 0時間28分

　権利と義務について，理屈に走らずに，ユ－
モラスに，分かりやすく解説しています。日本
古来から伝わる成人の儀式や風習などをおりま
ぜながら，成人としてしっかりした自覚をもつ
ことがいかに大切であるかを訴えています。

F81029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

反抗期－心をひらく
交換ノ－ト－ 0時間30分

　わが子（中二）の心の変化に気づかず，その
対応に苦悩する母親の案出した交換ノ－トが，
かたくなな心を開かせるに至った姿を描き，反
抗期の子供の指導に示唆を与えてくれます。

F81030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

低い土地と人びとの
くらし 0時間18分

　低い土地の地形の特色を示すとともに，水と
闘ってきた人々の様々な工夫や努力の姿を具体
的に描いています。

F81031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ひとりひとりをたい
せつに－特種学級の
教育－ 0時間20分

　小学校の知恵遅れの学級で学ぶ子供たちの生
き生きした姿をとらえ，障害児教育をありのま
ま描いたものです。

F81032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

北海道地方の産業と
生活 0時間25分

　雄大な自然に恵まれた北海道は，寒冷なた
め，産業も生活も本州とは差異があります。厳
しい自然を克服しながら開拓を進めた先人の苦
労や，寒さとたたかう農家の努力，豊かな自然
を生かした工業への発展など，北海道の特色と
課題を最新の映像で示しています。

F81033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

北極海沿岸に住む
人々 0時間18分

　年間を通じて寒さのきびしい自然にはたらき
かけて，酷寒に適応し，これを克服して生活し
ている人々の様子や生活の工夫に気づかせ，人
間生活の関係をとらえさせようとしている作品
です。
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F81034

自然科学（生
物・天文）、環
境

北限のホタル－豊か
な自然を－ 0時間25分

　宮城県栗原郡金成町に発生するゲンジボタル
は，昭和１５年国の天然記念物に指定され，金
成町はゲンジボタルの北限の地として知られて
いる。ゲンジボタルの一生を克明に描くととも
に，ホタルを守る人々の姿を記録したもので
す。

F81035
交通安全・災害
防犯 ぼくはじてんしゃ 0時間24分

　子供に適した自転車の選び方，運転の規則と
マナ－，自転車の特性，点検と整備の必要性な
どを，街での体験の中でやさしく描いていま
す。

F81036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくはＳＬをみた 0時間46分

　広島の盲学校から山口県のわが家まで自力で
帰省の旅に挑む少年と，鉄道マニアの少年のふ
れあいを通して二人の心に芽生えたもの
は・・・・・。やさしさを行動に移す素直さと
勇気とを子供たちに問いかける感動の友情ドラ
マです。

F81037

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

室町時代の社会と文
化 0時間25分

　室町幕府の成立と政治のあらまし，産業の発
達に伴う農村や都市の発達と特色及び庶民文化
の芽生え等について，貴重な文化財や遺跡など
によって描いています。

F81038

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

輪島市の漆器づくり
－伝統をいかす工業
－ 0時間20分

　代表的な伝統工業としての輪島市の漆器づく
りを取り上げ伝統工業のもつ特性を，生き生き
ととらえさせようと意図している教材です。

F81039
科学技術・物
理・化学・工学

バイオマス・エネル
ギ－－生物からエネ
ルギ－をつくる－ 0時間16分

　無限の太陽エネルギ－によって作り出される
生物資源「バイオマス」が限りある石油などの
化石燃料にかわる新しいエネルギ－源として注
目されています。バイオマスエネルギ－の研究
開発の現状を分かりやすく紹介しています。

F81040

自然科学（生
物・天文）、環
境

細胞融合－新しい植
物をつくる－ 0時間15分

　種類の異なる単一の細胞同志を融合させ，生
殖によらないで新しい種をつくるという画期的
な技術が開発されています。植物を対象に細胞
融合の技術とその将来性などを紹介していま
す。

F81041
科学技術・物
理・化学・工学 ひらかれる海 0時間20分

　陸上資源の乏しい日本としては，無限の可能
性を秘めている海洋の開発に積極的に取り組ん
でいく必要があります。
現在，我が国で進められている海洋開発の現状
について，深海調査の展望等を中心に総合的に
紹介しています。

F81042
科学技術・物
理・化学・工学

原子力発電の安全シ
ステム 0時間21分

　原子力発電所の設置計画から，建設，運転管
理に至るプロセスを順にたどりながら，原子力
発電の安全を守る様々なシステムを紹介してい
ます。

F81043
科学技術・物
理・化学・工学

新科学の街－筑波研
究学園都市－ 0時間25分

　５４年末におおむね，出来あがった筑波研究
学園都市の先端的な研究活動，研究の相互交流
の姿を紹介しています。

F81044
科学技術・物
理・化学・工学

明日をひらく－科学
技術庁の紹介－ 0時間30分

　科学技術庁の所管業務を中心に，科学技術立
国を推進する科学技術庁の役割を紹介していま
す。

F81045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 泣きながら笑う日 1時間40分

　難聴の子を持つ父と母が，何度もくじけそう
になりながら，ついに子供がしゃべる日を迎え
るという物語です。
＜字幕付き＞

※（Ｆ８１０４６）は字幕付のフィルムです。

F81046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 泣きながら笑う日 1時間40分

　難聴の子を持つ父と母が，何度もくじけそう
になりながら，ついに子供がしゃべる日を迎え
るという物語です。
＜字幕付き＞

※（Ｆ８１０４６）は字幕付のフィルムです。

F82001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 浮世絵 0時間30分

　絵師の描く筆つかいを，刀一本で再現してい
く彫師。みじんの狂いもなく色を重ねていく摺
師。これらの職人たちが一体となって創り出し
た，師宣から春信，清長，歌磨，写楽そして北
斎，広重へとつづいていった浮世絵の美とここ
ろを探る作品です。

F82002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おもりでうごくおも
ちゃ 0時間16分

　厚紙を主な素材として，児童が，次々に，い
ろいろなおもりで動くおもちゃを工夫して作っ
ていきながら，発想を広げていくようすを描い
ています。

F82003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 親から子への性教育 0時間30分

　幼児～中学生ころまでの親と子の性問答を中
心に，家庭における性教育の重要性を示し，親
のとるべき態度や考え方を具体的に描いていま
す。

F82004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 親ばなれ子ばなれ 0時間31分

　よい学校を出て，よい所に就職させてと親は
子供の進路に親なりの青写真を描き，子供の方
も自らの考えで巣立とうとします。子供と親と
の葛藤を，今日的な視点からとらえ，親と子の
関係はどうあるべきかを考える作品です。
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F82005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） かあちゃんの海 0時間50分

　潮風の吹く日本海の小さな漁村を背景に，貧
しくても，明るくたくましく生きる，母ちゃん
と子供たちの姿をとらえ，母と子の交流が，い
かに大切なものかを考えさせる教材です。

F82006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

国際社会の中の日本
－貿易による結びつ
き－ 0時間20分

　諸外国と深いつながりを持っている日本の国
民生活を，最も取引額の多いアメリカ合衆国と
の貿易を中心に描き，世界の国々との結びつき
や，国際理解の重要性を認識させてくれます。

F82007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校の器械運動－
跳び箱運動編－ 0時間18分

　小学校４・５・６年の跳び箱運動を取り上げ
ています。段階的な指導やできない子供への指
導ポイントを，特殊撮影を含めて分かりやすく
教えています。

F82008
保健衛生・性教
育・運動 食生活と成人病 0時間25分

　成人病はいずれも食生活と深いつながりがあ
ります。成人病を予防し，家族の健康を維持す
るために，主婦はどうしたらよいか。いろいろ
な成人病と食生活の関係を，あらゆる角度から
科学的に追求しています。

F82009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 自立へのこころ 0時間32分

　ひとりの少年が，学習の基本とは何かを発見
するにいたった過程を描いて，親の考え方，生
き方が，わが子の自立への心を育てるのに，い
かに大きな力になっているかを考えさせる教材
です。

F82010
保健衛生・性教
育・運動

スポ－ツ外傷の症状
と救急法 0時間10分

　スポ－ツ外傷のうち，比較的起こりがちな，
創傷・筋肉けいれん・打撲・捻挫・突き指・骨
折のそれぞれの症状と救急法のポイントを説明
しています。

F82011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 漱石の世界 0時間22分

　映像をとおして，時代的背景をさぐるととも
に，漱石の人間性や，作品に対する理解を深め
るよう，原作の一部や各種資料等を織りこん
で，国語教材の一助となるよう制作されていま
す。

F82012

自然科学（生
物・天文）、環
境 たねのめばえ 0時間18分

　芽生えの様子，更に内部の変化にも目を向
け，胚乳と胚芽，子葉の働きなど，育つ部分と
育てる部分の関係をあざやかに映像化していま
す。又，水分や温度，光など発芽や成長の条件
を素直に意識させようとしています。

F82013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしい水泳－基本
と練習法－ 0時間23分

　クロ－ル，背泳ぎ，さか飛び込み，平泳ぎの
各種目についての基本姿勢，手の動き，足の動
きの基本を分かりやすく正確に身につくように
描かれています。まとめとして，調和のとれた
泳ぎ方，タ－ンなど，基本の泳ぎを扱っていま
す。

F82014
保健衛生・性教
育・運動 たべものを考える 0時間25分

　近来の食品添加物の開発はめざましいです。
原材料をフルに活用することで，安価な食品を
提供するけれども，安全性と栄養面でかなりの
問題があります。さまざまな実験をとおして，
食品添加物が毎日の生活の中で役立てることを
願って制作されました。

F82015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中華人民共和国の工
業 0時間21分

　中国の工業と工業地域を把握させ，それをと
おして，社会主義国の特色と，人々の生活につ
いて理解させることに主眼がおかれています。

F82016

自然科学（生
物・天文）、環
境 土の中の分解者 0時間23分

　実験や観察によって，微生物が，自然界の物
質の流れを支える重要な働きをしていることを
理解させ，さらに，生物はそれぞれつながり
あって生きていることに気付かせようとしてい
ます。

F82017
漫画・アニメー
ション 杜子春 0時間21分

　芥川龍之助の名作童話「杜子春」をアニメ－
ションとして構成した作品。数々の試練を経
て，やがて杜子春が「人間らしく暮らしていく
ことが，いかに大切か………」を悟っていく物
語です。

F82018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の気候と自然の
ようす 0時間20分

　北と南，太平洋側と日本海側で気候が違うわ
け，又，季節風や梅雨・台風によって地域差が
あること，更に，気候が人々のくらしや産業に
与える影響等を描いて，日本の国土の特色を理
解させる教材です。

F82019
漫画・アニメー
ション

ニルスのふしぎな旅
－わんぱくニルス－ 0時間29分

　スウェ－デンのラ－ゲルリョ－ブの原作の作
品です。ニルスはいたずらで怠けものの子ども
で勉強が大きらいです。動物をいじめてはよろ
こんでいます。わんぱくニルスは妖精の魔法で
小さくされて……。

F82020

自然科学（生
物・天文）、環
境

林の木や草とまわり
のようす 0時間21分

　林のように木が集まっている所では，木はど
んな育ち方をしているか。その原因は。ヒノキ
林を問題解決の場にし，雑木林の様子をも紹介
しながら描いています。

F82021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 春風の子どもたち 0時間49分

　花岡大学作「月の顔・月の道」より山奥の貧
乏寺の住職夫婦と，その子供達が醸し出す春風
のように暖かな物語。兄弟愛を，ユ－モアとペ
－ソスを交えて描いています。
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F82022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

バレ－ボ－ル（２）
チ－ムプレ－ 0時間37分

　種々の代表的なチ－ムプレ－やフォ－メ－
ションの例を，図解により理解を深めたのち，
実際のプレ－の中で，それらがどのように活用
されているかを図面で示し，だれにでも分かる
ように制作しています。

F82023

自然科学（生
物・天文）、環
境 星の観察 0時間20分

　星座の観察・記録活動を描きながら，児童の
思考の過程を浮き彫りにしています。そして，
児童が，追体験を強く希望するようになること
をねらっています。

F82024 道徳・国際理解 松葉づえの少年 0時間18分

　足をくじいてしまい，足の不自由な少年から
松葉づえを借りて無事家に帰ることができた少
年。一人の少年と障害を持つ少年との，ふとし
たふれあいをとおして，共に生きていくにはど
うしたらよいかを考えさせる教材です。

F82025

自然科学（生
物・天文）、環
境 木星 0時間25分

　ボイジャ－１号，２号の探査の様子から巨大
惑星木星が，なぜ太陽と同じような物質ででき
ていながら太陽になれなかったのかを探りま
す。木星がミニ太陽といえるほど衛星系をもっ
ていることを理解させようとする作品です。

F82026
科学技術・物
理・化学・工学 物のあたたまり方 0時間21分

　熱気球や風呂などの温まり方から，空気や水
の対流，金属の伝導など物質の性質や変化の規
則性を理解させます。太陽炉やソ－ラ－ハウス
の実験の自然現象への適用と，進んで未知のも
のを探ろうとする態度を育てる教材です。

F82027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 武士の里－鎌倉－ 0時間29分

　現在の鎌倉をとおして，その歴史と風土に光
をあて，鎌倉が持つ魅力の根源を探りあてよう
としたものです。

F82028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 歴史を調べる 0時間19分

　身近な地域の歴史的遺跡や，日常生活の中に
残る食品などを手がかりとして，歴史的な背景
に関心を持たせると共に具体的に，自主的に調
べながら学ぶことを重視してまとめています。

F82029 道徳・国際理解

Let's Study
English(1)　－つづ
りと発音－ 0時間22分

　英語のつづりと発音には，いくつかの例外を
除いて規則性があります。英語のつづりと規則
性に着目して，ことばを発音するという。いわ
ゆるフォニックス方式の考え方でまとめたもの
です。

F82030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） わたしだけが 0時間20分

　クラスのだれからも相手にされない子に同情
して友達になったのだが，いざという時，思わ
ず差別的な態度をとってしまいました。彼女の
意識の変化を考えさせる中で，差別をなくす態
度を身につけさせることをねらいとした教材で
す。

F82031
科学技術・物
理・化学・工学 たばこ 0時間31分

　たばこの栽培農家の仕事。生産されたたばこ
の葉が，近代的設備をもつ工場で，どのような
工程で製造されているのかを紹介しています。

F82032
科学技術・物
理・化学・工学

エネルギ－と私達の
生活（１）－エネル
ギ－と産業－ 0時間20分

　海外から輸入されるエネルギ－源を日本の産
業にどのように取り入れているかを，特に地
理的な観点－世界の中の日本－から理解させる
ことをねらっています。

F82033

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 風の中のたびたち 0時間45分

　一頭の小犬がどのようにして盲導犬となって
いくのか。中途失明の主婦の日常生活，盲導犬
との出逢い。そして，障害を乗り越えて盲導犬
と新しい人生を歩む姿を描いています。

F82034
科学技術・物
理・化学・工学

日本の科学技術－明
日の日本を支える力
－ 0時間31分

　日本の科学技術は技術導入によって発展して
きたが，先進国となった現在，これからの科学
技術を考えていくうえで必要な発展の歴史及び
基礎技術，応用技術などの現状を概観していま
す。

F82035
科学技術・物
理・化学・工学

日本の原子力開発利
用 0時間26分

　安全の確保を前提として進められてきた日本
における原子力の研究開発及び利用の現状と今
後の展望をまとめ，原子力開発利用の重要性に
ついて紹介しています。

F82036
科学技術・物
理・化学・工学 ロボットと共に 0時間26分

　産業用ロボットを中心に，ロボットとは何
か，何をめざしているのかなど，今後のロボッ
ト社会における役割，ロボット科学技術の展望
を紹介しています。

F82037

自然科学（生
物・天文）、環
境

老化－ヒトのからだ
はなぜ老いるのか－ 0時間28分

　老化を科学的に解明するため，細胞活動に着
目して，老化とは何か。なぜ老化するのか，老
化を迎えることはできるかなど分かりやすく紹
介しています。

F83001

自然科学（生
物・天文）、環
境 アゲハチョウ 0時間20分

　アゲハチョウの一生の変化を，飼育しながら
観察をするとともに，その生命は連続している
ことに気付かせる教材です。
特に，飼育する少年の期待感や成功感などの心
情の面も重視しているます。

F83002

自然科学（生
物・天文）、環
境

運動と人のからだ－
肺と心臓－ 0時間20分

　人間が運動をすると体にどのような変化が起
きるのだろうか。肺と心臓の働き，血液の役割
を様々な実験と特殊撮影，アニメ－ションを通
して視覚化しています。

F83003
漫画・アニメー
ション おこんじょうるり 0時間25分

　人形劇映画。さびしい者同士の婆さまとおこ
んとの出会いから，二人がくりひろげるほのぼ
のとしたやりとり，その中にしみじみとしたふ
れあいのあたたかさを描き出しています。

Page 98



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

F83004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 学校のきまり 0時間19分

　学校生活を楽しく過ごすには，きまりを守る
必要があります。きまりが守れない子供達の心
理，様々な事例・話し合いを通してきまりを守
ることの意義を明らかにし，進んで学校や社会
のきまりを守ろうとする心を育てます。

F83005

自然科学（生
物・天文）、環
境 からだと細菌 0時間19分

　細菌のまっただなかに生活しなければならな
い私たち。細菌防御機構の構造やその働きを調
べながら，保健衛生の基本を描いています。

F83006

自然科学（生
物・天文）、環
境

川をしらべる－大水
の力とはたらき－ 0時間19分

　真の川の姿は，大増水時にあるといわれま
す。大増水時の川の様子を上流から下流までと
らえ，このときに見られる流水の三作用（削
る，運ぶ，積もらせる）をダイナミックに描い
ています。

F83007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代ヨ－ロッパの開
幕 0時間30分

　文化の衰退期「中世」が終りを告げ，ヨ－
ロッパは近代化への動きを見せはじめます。こ
こでは，５つのセクションに分け，当時のヨ－
ロッパを様々な方面から描いています。

F83008

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

国民の生活と福祉－
社会保障制度－ 0時間21分

　日本の社会保障制度の実状を描きながら，社
会的弱者であるお年寄りと障害者の場合を例
に，社会保障制度の問題点と課題を考えさせる
教材です。

F83009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校の器械運動－
鉄棒運動編－ 0時間19分

　小学校４・５・６年の鉄棒運動を取り上げ，
段階的な指導やできない子供への指導のポイン
トを，特殊撮影を含めて分かりやすく教えてい
ます。

F83010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校の器械運動－
マット運動編－ 0時間16分

　小学校４・５・６年のマット運動を取り上
げ，段階的な指導やできない子供への指導のポ
イントを，特殊撮影を含めて分かりやすく教え
ています。

F83011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 縄文時代の人びと 0時間16分

　現在得られる限りの資料に基いて，彼らの生
活を再現しました。食べ物を求めて住みかを
作った時代の人々の家造りの工夫，土器や石器
の作り方，食べ物等々，具体的に描いていま
す。

F83012
保健衛生・性教
育・運動 ジョギングのすすめ 0時間26分

　ジョギングとは，前身の力をぬいて，ゆっく
り走ることを意味します。ジョギングをはじめ
る人のために，分かりやすく映像化していま
す。

F83013

自然科学（生
物・天文）、環
境

生物界のつながりを
見る－アリマキをめ
ぐるコンチュウたち
－ 0時間21分

　互いにかかわりあって成り立っている生物世
界。その姿をどこにでもいるアリマキの集団と
捕食者・寄生達者との関係を通して描き，あわ
せて，身近な自然観察への糸口としています。

F83014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

背を向けないでお母
さん 0時間25分

　それぞれの異なった三人の少年の家庭を通じ
て，子供たちが非行に走った家庭の背景などを
紹介し，親子の心の交流の必要性と，親子，夫
婦関係の在り方について，問題を提起していま
す。

F83015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

善悪のけじめを育て
る 0時間31分

　過ちを過ちだと悟らせる親が欠落している家
庭では，その影響が子供にどのように現われる
かを描き，幼児期に善悪のけじめをつけさせる
教育がいかに重要かを考えさせる教材です。

F83016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ソビエト連邦の農業
と生活 0時間20分

　ソ連の農業はコルホ－ズとソフォ－ズによっ
て計画的に営まれています。その仕組みや生産
活動の様子を黒海沿岸のクリム半島にあるコル
ホーズを中心に描き，働く人々の生活や努力の
様子を紹介しています。

F83017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） たぬきのいる町 0時間52分

　山あいの美しい田舎町で，やきもの一筋に生
きるがんこじいさんとものを創造する喜びを知
る子供たち。都会から遊びに来たトモ子。わん
ぱく少年五郎，勉が，おじいさんと家族の心の
すれ違いを救う物語です。

F83018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

大名と大阪の商人－
細川と鴻池－ 0時間20分

　江戸時代は武士の世の中と言われていたが，
江戸中期の実際の社会はどうだったのでしょう
か。日本の歴史「江戸時代町人の力」の学習に
有効な教材です。

F83019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 太陽のない子等 0時間28分

　太陽のような豊かな暖かい愛情とは何か。母
親の基本的なつとめとは何かということに気付
くまでを，ドキュメンタリ－調に描き，子供に
対する親の役割について改めて考えさせる教材
です。

F83020

自然科学（生
物・天文）、環
境

太陽と月－形と動き
方－ 0時間20分

　太陽と月の動き方を微速度撮影などの特殊撮
影を用いて描きながら，毎日規則正しく繰り返
されている天体の動きと，基礎的な空間の概念
を感じとらせることをねらいとした教材です。

F83021
漫画・アニメー
ション 月の峰の狼 0時間15分

　仲間たちの幸せのために薪天地を求めて旅
立ったリ－ダ－の兄狼ドンの代わりに，仲間を
守るために命をかけてその責を果たした若き狼
ダンの勇気ある行動と責任感を感動深く描いて
います。
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F83022 道徳・国際理解

動物園にチンパン
ジー－村の掟をみた
－ 0時間30分

　チンパンジー社会にみるチームワークのすば
らしさ，礼儀正しさ，ボスの優しさにみちた指
導力などを，チンパンジーのユーモラスな生態
の中に描いています。

F83023 道徳・国際理解 翔べオオムラサキ 0時間49分

　野生生物が少しずつ絶滅しつつある今，国蝶
オオムラサキをよみがえらせた谷次君の体験を
もとに，蝶の生態と小さな命の尊さをみつめな
がら，自然を愛する人間の真心を感動的に描い
ています。

F83024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の国土 －変化の
多い地形－ 0時間20分

　国土の自然・地形の特色と，そして展開する
土地利用と人々の生活，生産の営みを結びつけ
て描いています。

F83025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

のりものではたらく
人 0時間20分

　駅で働く人，運転手や車掌。車両の点検や路
線の保全に，昼夜をとわず働く人たちを的確に
描き，乗り物で働く人たちが正確で安全な輸送
に務めていることに気付かせることをねらいと
しています。

F83026

自然科学（生
物・天文）、環
境 氷河時代の日本 0時間32分

　日本の氷河期の存在を海進海退，氷河地形，
動植物やその化石の分布等から立証し，野尻湖
発掘の記録と成果を通して当時の自然と人間の
生活に迫ります。日本列島の過去の姿を鮮明に
描きだしています。

F83027
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語一休
（世直し和尚） 0時間11分

　とんち話で有名な一休和尚の痛快なエピソ－
ドのアニメーションです。

F83028
保健衛生・性教
育・運動 目をたいせつに 0時間19分

　目の正しい使い方，正しい知識，病気の予防
などについてわかりやすく，また興味深く描
き，児童の興味・関心を高めようとしている教
材です。

F83029
漫画・アニメー
ション 木龍うるし 0時間25分

　貴重な漆を一人占めしようとして木の龍を作
り，藤六をおどろかそうとした木こりの権八
は，どうしてその悪だくみを打明け藤六に謝ら
ずにいられなったのでしょうか。

F83030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わが街やがて故郷－
子ども会が出来るま
で－ 0時間31分

　よりよい子供社会を作るために，地域の子供
たちの育成者としてめざめていく親たちの姿を
描いています。

F83031

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

私たちの体験学習－
中学生のボランティ
ア活動－ 0時間25分

　教育課程内クラブ活動にボランティアを取り
入れ，成果を上げている実例を描き，知識学習
では得られない体験学習ではのすばらしさを描
いています。

F84001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おやじは背中で叱っ
てくれた 0時間31分

　今，中学生が求めているものは何か。つっぱ
りグル－プに入っていた息子が犯した過ちを，
身をもってただそうとした父の姿を描き，父親
の役割とは何かを考えさせてくれる作品です。

F84002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 飛べない紙ヒコ－キ 0時間32分

　親がわが子の幸福を願い，その将来に大きな
期待をかけるのは自然です。この映画は，高校
受験に悩む中学生と一勤労青年とのかかわりあ
いの中に，親はわが子の幸福は何かを考え，そ
の飛びたち方にいかにして揚力をつけてやるか
を示唆しています。

F84003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ほめて育てる 0時間29分

　昔から｢一つしかって三つ褒めよ｣と言われて
いるように,褒め言葉は子供のやる気と自信を
育てていきます｡正しく褒めることは正しく叱
ることと表裏一体で､しつけの基本でもありま
す｡小学校低学年の二組の親子に焦点を当て､誉
めることが子供の心に与える影響を探ります｡

F84004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

安全な食品を求めて
－いま食品添加物は
－ 0時間21分

　化学物質全般に対する安全性が問題となって
いる中で，食品添加物はどうなっているかを添
加物の安全性と問題点を明らかにし，よりよい
食品の求め方，食生活の工夫を示唆していま
す。

F84005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 親子で語る愛と性 0時間30分

　性情報が氾濫する中で，家庭における性教育
はいかにあるべきか。高校生ともなれば身体は
成人なみ，性欲・性衝動も高まってくる。子供
の発達段階を考慮した性教育の進め方を加味し
ながら，家庭での性教育のあるべき姿を示唆し
ています。

F84006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（５）５歳と仲間 0時間47分

　埼玉県深谷市にある「さくらんぼ保育園」で
の子供たちの活動を描き，子供は仲間との遊び
を通して育ち合うことを，また，幼児期は自立
心・社会性を培うことの大切さを紹介していま
す。

F84007
漫画・アニメー
ション くずの葉ぎつね 0時間26分

　和泉の国の森に住む白ぎつね「くずの葉」
は，傷ついた侍「保名」を助け一緒にくらすよ
うになりました。幸せな毎日を過ごしていたあ
る日，つい居ねむりをしていたきつねの姿に
戻ってしまいました。日本の古い伝承をもとに
創作した美しいアニメ－ションです。
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F84008 道徳・国際理解 白雪姫－協力－ 0時間9分

　家で言いつけられた仕事をいやいやながら
やってきたテイム少年に，フイルおじさん「白
雪姫」の話をしました。小人たちがちらかした
小屋を白雪姫が進んで掃除をはじめると森の動
物たちも手伝い，小屋はみるみるうちにきれい
になりました。

F84009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくの熊おじさん 0時間46分

　音楽好きの芋屋さんが内気な少年「健太」の
心を大きく変えました。焼き芋屋の小父さんの
指導で健太もマ－ケットのブラスバンドもめき
めきと上達し，演奏会は大成功に終わりまし
た。体と本音をぶっつけ合う中で積極的な生き
方を身につける少年の物語です。

F84010
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語アン
デルセン 0時間11分

　マッチ売りの少女ほか１５０余編の名作を残
した「アンデルセン」は幼い頃に父を失い，苦
労しながらも夢を持ち孤独な心をいろいろなお
話を空想しながら慰めていました。彼の生活体
験から名作が次々と生みだされていったアニメ
伝説物語です。

F84011
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語ヘレ
ン・ケラ－ 0時間11分

　盲聾唖の三重苦を見事に克服したヘレン・ケ
ラー。彼女を「奇跡の人」にしたのはサリバン
先生の愛です。この愛が愛を生み，世界中の
人々の心に希望の灯をともしていく伝記物語で
す。

F84012
科学技術・物
理・化学・工学

原子力の平和利用を
守る 0時間21分

　原子力発電施設をはじめ原子力の平和利用が
進められる中で，核拡散防止が国際的な重要な
課題となっています。この映画は核拡散防止に
関する条約やそれにもとづく国際原子力機関に
ついて描き，核の保障措置を紹介しています。

F84013
科学技術・物
理・化学・工学 生物資源を保存する 0時間18分

　有用な性質を持ちながらこれまで顧みられな
かった生物資源。裁縫融合や遺伝子組織換え等
のバイオテクノロジ－の進歩により資源として
利用の幅が広がりつつあります。これらの生物
資源を将来のため，いかに保存していくかの意
義を提言しています。

F84014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

つたえる－情報通信
－ 0時間16分

　情報をいかに速く遠くまで，正確に，大量に
つたえるか。電信・電話・ラジオのはじまり
ファクシミリやテレビのしくみ，更に電気の信
号方式，アナログ信号とデジタル信号の特徴や
つたえるしくみなどについて，わかりやすく紹
介しています。

F84015
科学技術・物
理・化学・工学

地震予知－その最前
線－ 0時間30分

　地震の恐ろしさは前触れなしに突然襲ってく
ることにあります。世界有数の地震国である我
が国は，巨大地震の予想される東海地域に対
し，世界の再先端を行く予知体制を確立してお
り，これら地震予知体制を予知技術の進歩に触
れながら紹介しています。

F84016
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語ナイ
チンゲ－ル 0時間11分

　クリミヤ戦争の時，婦人として初めて傷病兵
の看護に当ったナイチンゲ－ル。そこで彼女は
患者との心の触れ合いの大切さを悟りました。
彼女が投じた愛の波紋は広がります。

F84017
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語三蔵
法師（ほんとの西遊
記） 0時間11分

　１３歳の若さで僧侶の国家試験に合格した玄
奘は精進のスタ－トを切りました。道を求める
のに熱心な彼は天竺にお釈迦様を訪ねて直接教
えを請うより道はないと，危険な砂ばくをやせ
馬に乗って一人旅に出発します。

F84018
漫画・アニメー
ション

ドナルドと魔法つか
い 0時間8分

　ハロウィンの祭りの夜,ドナルドダックは意
地悪をしたので魔法使いにひどい目にあわされ
ました。

F85001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

戦争－子どもたちの
遺言－ 0時間53分

　この映画は過去の戦争，とくに空襲による破
壊と死をふりかえりながら，今日の核狂乱の時
代に警鐘をあたえたものです。
１０フィ－ト映画運動の中で集められたフィル
ムやアニメなどを盛り込み，戦争の悲惨さを訴
えています。

F85002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

沿岸漁業のようす－
長崎県福江島－ 0時間21分

　この映画は，日本の水産業について長崎県五
島列島の福江島の沿岸漁師を取り上げ，漁業の
ようすを具体的に知らせるとともに，漁業技術
の改善の努力，漁業保全の工夫，水産資源の保
護育成の努力を理解させ，沿岸漁業の重要性を
考えさせる教材です。

F85003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ゆうびんのしごとを
する人 0時間20分

　郵便の集配に携わる人々は，郵便物を確実に
早く届ける工夫や努力をしていること，郵便が
届くまでの経路を，具体的に理解できるように
まとめています。

F85004

自然科学（生
物・天文）、環
境

ジャガイモの育ちか
たを調べる 0時間20分

　ジャガイモのふえ方（栄養生殖）や成長のよ
うす，養分のでき方，養分貯蔵のしくみなど，
いろいろな実験を通して明らかにし，ジャガイ
モの育ち方を観察することにより，植物の巧妙
なしくみについて理解を深めさせてくれる教材
です。

F85005

自然科学（生
物・天文）、環
境

花から実へ－トウモ
ロコシのひみつ－ 0時間21分

　とても花とは思えないようなトウモロコシの
花とヒゲに焦点を当て，花から実ができる時の
ようす，受粉と結実の関係を理解させる教材で
す。
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F85006
保健衛生・性教
育・運動 むし歯の予防 0時間21分

　むし歯の原因は，いろいろな要因がかかわっ
て起こるが，特に歯のみがき方や甘味食品の取
りすぎなど日常生活に深く関係しています。こ
の映画は，なぜむし歯ができるのか，おやつの
取り方，歯の正しいみがき方などわかりやすく
解説しています。

F85007 道徳・国際理解

やえちゃんとわたし
－わけへだてのない
心－ 0時間31分

　だれでも強い心をもちながら，いざというと
き，弱い心に負けてしまうことがあります。人
間には善い心をふるいたたせるための真の勇気
が必要です。この映画ではいじめる立場の子供
の心の変化を描き，真の勇気とは何かを考えさ
せる教材です。

F85008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古代からの歴史にみ
る日本列島と朝鮮半
島 0時間31分

　日本は古代から文化・技術・政治など多方面
にわたり朝鮮半島の強い影響を受けてきまし
た。その歴史を顧みながら住みよい国際社会と
は，を考えさせてくれる教材です。

F85009

自然科学（生
物・天文）、環
境 身近な生物の観察 0時間24分

　生徒たちが，身近かな校内から，そして市外
へと植物を中心に観察を広めていく過程をとら
え，生物観察に対する要点や，生物と環境との
関係，生物相互のかかわりあいなどにつて説明
しています。

F85010

自然科学（生
物・天文）、環
境

消化器のつくりと消
化酵素 0時間18分

　食べものは，どこで，どのように消化され吸
収されるのでしょう。消化器が実際に活動して
いる様子を，内視鏡や顕微鏡・Ｘ線装置によっ
て視覚化し，消化器のつくりや消化酵素のはた
らきを解説しています。

F85011
保健衛生・性教
育・運動

見つめてますか－か
らだ－ 0時間30分

　この映画は，女子中・高校生を対象に，「月
経」を中心として「性器の構造とその働き」
「受精，妊娠のしくみ」など女性のからだと性
に関する事柄を科学的事実のもとに描いていま
す。

F85012
保健衛生・性教
育・運動 赤ちゃん誕生 0時間20分

　人間はどのようにして生まれるのか，この映
画は，中学生を主対象に，受精のしくみ，男女
の性の決まり方，母体の中で成長する胎児，出
産等について解説しています。そして，男子と
女子とでは体に違いはあるが，生命の尊さは同
じであることを訴えています。

F85013 道徳・国際理解
中学生はどう生きる
か 0時間19分

　中学生の無気力，無関心，シラケやイジメな
ど，彼等の心の中にある不安や悩み，願いなど
を描きながら中学生はどう生きていくべきか，
自主的自律的に自己を形成していくにはどうし
たらよいかということを，生き方の大切さとと
もに示唆しています。

F85014
科学技術・物
理・化学・工学

とぶ－飛ぶと跳ぶの
関係－ 0時間20分

　同じ「とぶ」と発音する「飛ぶ」と「跳ぶ」
の共通の原理は，「推力」であることを説き明
かし，その根本原理は，現代のロケット技術と
何ら変わっていないことを描きながら，「と
ぶ」原理の面白さを紹介しています。

F85015
科学技術・物
理・化学・工学

新燃料を運ぶ－原子
力平和利用の動脈－ 0時間20分

　工場でできあがった燃料集合体を，原子力発
電所まで運ぶ…………。この映画は，一人のト
ラック運転手を主人公に，この作業の全ぼう
を，一庶民としての視点から，日本列島を縦断
する美しい映像を入れながら描いています。

F85016

自然科学（生
物・天文）、環
境 脳を探る 0時間20分

　私たちの脳は，１４０億以上の神経細胞のか
たまりで，物を見たり，聞いたり，考えたりし
ます。こうした複雑な働きをもつ脳は，どのよ
うなしくみになっているのでしょうか。この映
画は，今おこなわれている脳の研究の一端を紹
介しています。

F85017

自然科学（生
物・天文）、環
境

海－２１世紀のフロ
ンティア－ 0時間20分

　海は水産資源をはじめ，鉱物，エネルギ－資
源など未開発の資源が多く，人類にとって残さ
れたフロンティアです。最近の科学技術の進歩
は，海のイメ－ジを大きく変え，海洋開発は，
新しい局面を迎えていることを紹介していま
す。

F85018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢かぎりなく－わが
子に豊かな体験を－ 0時間31分

　一人暮らしのお年寄りと「たこ」の共同制作
をしつつ，社会や人間を見る目を養っていく少
年。二人の心あたたまる交流を描いて，わが子
を人間的に成長させるには，趣味や関心のある
ものを通して社会体験をさせる親の態度が必要
なことを訴えています。

F85019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 夫婦そして愛 0時間38分

　家族の幸せを願って一途に生きてきた妻・節
子。彼女は，夫の転勤，子供の自立によって転
機に立たされます。
この映画は，夫婦とは，そして家庭とは，離婚
とは，女性の自立とは何かを鋭く問いかている
作品です。

F85020

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

家族の時代－ぼけ老
人をかかえて－ 0時間36分

　家族の大切な人が，ぼけてしまった………。
その驚き，悲しみ，不安，それは，家族の一人
ひとりにのしかかってきます。高齢化社会の到
来にそなえ，やがてくるであろう自分たちの問
題としてどうしたらよいか若い世代に焦点をあ
て描いています。
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F85021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

わたしたちと視聴覚
センタ－ 0時間27分

　映像の時代，生涯学習の時代といわれる今
日，視聴覚センタ－・ライブラリ－は，地域の
人々にとって欠かせない存在となっています。
この映画は，新潟県内のセンタ－・ライブラリ
－の事例を通して，その機能と役割を具体的に
紹介しています。

F85022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 柳田国男と遠野物語 0時間25分

　柳田国男は，日本民俗学の父といわれ，「遠
野物語」はその原点とされています。この映画
は，民間信仰の跡や，現に行なわれている民俗
学の側面をわかりやすく紹介しています。

F85023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ゴンタとよばれた犬 0時間48分

　「ゴンタとよばれた犬」は，ペットをめぐっ
て起きた事実とエピソ－ドを組み合わせたドラ
マです。燃えさかる山火事で逃げだすことがせ
いいっぱいの清之一家が気がついたとき，愛犬
ペスは行方不明に・・・・・。

F85024
漫画・アニメー
ション 道成寺 0時間19分

　紀の国のある家に一泊した若い僧に，この家
の娘が恋をし，その夜，思いをうちあけます。
驚いた僧は，その場をのがれ旅立つ。狂ったよ
うに白へびとなって追う女。安珍清姫の物語と
して知られる「道成寺」の人形アニメ－ション
映画です。

F85025
漫画・アニメー
ション

日本昔ばなしシリー
ズ花さかじいさん 0時間10分

　昔々，ある村に気の優しいおじいさんが，隣
りの意地悪じいさんにいじめられた小さな犬を
もらい受け，ポチと名付けてかわいがっていま
した。この映画は，日本人が伝えてきた民話の
大らかな精神と文芸性を盛りこんだアニメ－
ションです。

F85026
漫画・アニメー
ション

日本昔ばなしシリ－
ズおむすびころりん 0時間10分

　昔々，働き者のおじいさんが，山に入って木
を切って暮らしていました。ある日，お昼に食
べようとしたおむすびが，ツルッとすべって深
い穴に入ってしまいました。すると「おむすび
コロリンスッテンテン」と歌声がその穴からな
がれだしてきました。

F85027
漫画・アニメー
ション

まんが世界名作童話
シンデレラ姫 0時間10分

　魔法使いのお陰で王様の舞踏会に出席できた
シンデレラは，約束の１２時までに帰るために
大あわて。お城に残したガラスのくつを頼りに
町中を探して歩く王子様。だれでも知っている
夢のような物語のアニメ－ション映画です。

F85028
漫画・アニメー
ション

まんが世界名作童話
七ひきの子やぎ 0時間10分

　お母さん山羊は，七ひきの子山羊たちに，恐
ろしいオオカミに対する注意を与え買い物に行
きました。悪賢いオオカミはあの手この手で子
山羊たちをだまそうとします。だが，それから
の母さん山羊が大活躍。

F85029
漫画・アニメー
ション ふらいぱんじいさん 0時間21分

　古くなったというだけで，使ってもらえなく
なった「ふらいぱん」の爺さんが，台所を出て
旅の末に新しい生活の場を見つけます。小学生
に美しい色彩と一味違ったふん囲気が心をひき
つける。人気のある「ふらいぱんじいさん」の
アニメ映画です。

F85030
漫画・アニメー
ション おば捨て山の月 0時間21分

　親が子を思い，子が親を思う心の美しさ，お
年寄を大切にする気持ちの尊さをおば捨て伝説
をもとにした，明るく，楽しいアニメーション
です。

F85031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ロ－ズウォ－ルのテ
ニスレッスン 0時間27分

　これからのテニスをはじめる人や上達したい
人を対象に，グランドストローク，ボレー，
ショット，サーブ，スマッシュなどの基本をス
ローモーションを取り入れながら解説していま
す。

F85032
漫画・アニメー
ション

まんが世界名作童話
魔法のじゅうたん 0時間10分

　後継ぎ問題を利用して国の財産を横取りしよ
うとした腹黒い大臣を王子が魔法のじゅうたん
をくれた王女の助けを借りて悪だくみをあばく
アラビアンナイトの話です。

F85033
漫画・アニメー
ション

まんが世界名作童話
アラジンと不思議な
ランプ 0時間17分

　アラジンがランプをとると，ランプの精があ
らわれてなんでも願いごとをかなえてくれま
す。アラジンは大金持ちになりお姫様と結婚す
ることになりましたがランプを奪われ，さあ，
大変。

F85034
漫画・アニメー
ション 海賊島の大冒険 0時間17分

　冒険ずきの老船長と一緒にタイムマシ－ンで
１７世紀の海賊と対決することになった小犬と
少年たち。サメ等に襲われながらもイルカやカ
メなど海の仲間の手を借り，監禁された少年を
助け，みごとに海賊を全滅させるという大冒険
です。

F86001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おかあさん学校へこ
ないで 0時間32分

　ＰＴＡのあり方について，学級ＰＴＡ，お茶
の間ＰＴＡの姿をえがき，集まらない，話さな
い，動かないＰＴＡから，どのように脱却する
かについて考えさせようとした作品です。

F86002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 学級会を明るく 0時間21分

　放課後，運動係をしている児童が，ボ－ルを
投げ合い協同製作の粘土細工をこわしてしまっ
た事件を通し，学級会における話し合い，係活
動，学級の集会などの在り方を描いています。
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F86003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 学校のきまり 0時間19分

　学校生活を楽しく過ごすには，きまりを守る
ことが必要です。きまりが守れない子供達の心
理，様々な事例・話し合いを通してきまりを守
ることの意義を明らかにし，進んで学校や社会
のきまりを守ろうとする心を育てることをねら
いとした教材です。

F86004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子ども会－異年齢集
団とジュニアリー
ダー－ 0時間30分

　子供会活動を活発にする上で，指導者の養成
確保は大切な問題です。ジュニアリ－ダ－問題
に焦点をあて，ジュニアリ－ダ－をいかにして
発見し，養成していくかについてえがいていま
す。

F86005
保健衛生・性教
育・運動 キャンプ 0時間31分

　キャンプを実施する場合，事前の周到な計
画，指導者の安全への対策など実施上の問題点
などを提起し，子供同士の人間関係のぶつかり
合いの中から，人間性や社会性を培っていくこ
とが子供会の大きな役割であることを訴えてい
ます。

F86006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 婦人とリ－ダ－ 0時間25分

　ある団地自治会の婦人部サ－クル活動の具体
案を話し合っている姿をとらえながら，グルー
プが活発に活動を続けていくため，リーダーは
どうあるべきかについて考えさせる教材です。

F86007
保健衛生・性教
育・運動 運動不足と成人病 0時間28分

　特に中年以降の運動不足は肥満につながり，
種々の成人病に発展しやすく，体力低下に伴
なって起こる腰痛・肩こり等健康障害の原因に
もなっています。その問題点を科学的に究明
し，日常生活の中でどう対処すべきかを考える
教材です。

F86008
保健衛生・性教
育・運動

家庭の応急手当－い
ざというときのため
に－ 0時間27分

　家庭内で起きやすい，やけど，出血，骨折，
捻挫，発熱等の各症状と毒物・異物を飲んだと
き，つかえたときの応急処置法，人工呼吸，心
臓マッサ－ジなど分かりやすく説明していま
す。

F86009
保健衛生・性教
育・運動 食生活と成人病 0時間25分

　成人病はいずれも食生活と深いつながりがあ
ります。成人病を予防し，家族の健康を維持す
るために，主婦はどうしたらよいか。いろいろ
な成人病と食生活の関係を，あらゆる角度から
科学的に追求しています。

F86010
保健衛生・性教
育・運動 タバコの害を考える 0時間25分

　青少年に対して，タバコの害についての最新
の知識を与え，習慣性喫煙，ひいては“タバコ
病”の予病に役立つ教材です。

F86011
保健衛生・性教
育・運動

からだの発育と女の
子の生理 0時間14分

　第二次性徴について分かりやすく解説しなが
ら，初潮はそれに伴なって誰もが経験する現象
で，大人への第一歩を踏み出したあかしなのだ
ということを科学的・情緒的に理解させる教材
です。

F86012
保健衛生・性教
育・運動

シンナー－心と体を
むしばむもの－ 0時間23分

　シンナ－吸引による脳への影響，運動機能障
害，中毒死など人体に与える危険性について，
動物実験や事例をもとに説明しています。

F86013
保健衛生・性教
育・運動

おとなへダッシュ－
わたしたちの第二次
性徴期－ 0時間15分

　男女の性差，体の内部の変化，成長の個人差
など二次性徴における心身の変化と，それに対
する心構えについてとらえています。

F86014
保健衛生・性教
育・運動 たべものと健康 0時間29分

　食生活の変化にともない，育ちざかりの中学
生に，貧血，骨折，また，肥満児などが多く
なってきています。この映画は，栄養素の複雑
な世界を，効果的な映像で追求し，やさしく解
明しています。

F86015
交通安全・災害
防犯

タッチとびだしはア
ウトだよ 0時間17分

　子供むけの交通安全映画として，テレビアニ
メのキャラクタ－をうまく使った作品です。ほ
のぼのとした愛とやさしさを生かしながら，子
供たちに交通安全の基本を，楽しく分かりやす
く教えています。

F86016
交通安全・災害
防犯

大地震で助かるため
に 0時間28分

　地震のもっとも危険であるという一分の間。
その一分間をどう行動するか，また，日頃から
備える地震対策の心構え等について，例を示し
ながら描いています。

F86017
交通安全・災害
防犯 とびたし危ない 0時間10分

　小さい子供の交通事故，特にとびだし事故に
ついて三つのポイント（得意になると危ない，
考えごとをすると危ない，あわてると危な
い。）に分け，それぞれ動画を作って分かりや
すく描いています。

F86018
交通安全・災害
防犯 ぼくはじてんしゃ 0時間24分

　子供に買い求められた自転車の「語り」の形
式をとり，子供に適した自転車の選び方，運転
の規則とマナ－，自転車の特性，点検と整備の
必要性などを，街での体験の中でやさしく描い
ています。

F86019 道徳・国際理解
ありがとうが言えな
い 0時間28分

　少年が登校の途中に迷惑をかけ，それについ
て注意されたのに素直に謝れなかったことを
きっかけにして，日常生活の中で「あいさつ」
の本質をいかに理解し，子供をしつけるべきか
を考える教材です。

F86020
保健衛生・性教
育・運動 よろこびの歌声 0時間29分

　１９７９年１月山形蔵王で開かれた第１１回
インタースキー日本大会で，初めての試みとし
て取り入れた身体障害者によるスキーデモンス
トレーションのようすをとらえています。
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F86021 道徳・国際理解

やえちゃんとわたし
－わけへだてのない
心－ 0時間31分

　だれでも強い心をもちながら，いざというと
き，弱い心に負けてしまうことがあります。人
間には善い心をふるいたたせるための真の勇気
が必要です。この映画は，いじめる立場の子供
の心の変化を描き，真の勇気とは何かを考えさ
せる教材です。

F86022 道徳・国際理解 友情について 0時間20分

　友情に関するいくつかの金言を，エピソ－ド
をまじえながら紹介した教材です。真の友情と
いうものと，その重要性について考えさせよう
としいるます。

F86023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 学びあうこころ 0時間32分

　ある一家に突然飛び込んできた青年とお年寄
りと主婦とを中心としたかかわり合いを描き，
お互いに影響し合って変容していく人間形成の
大切さを訴える作品です。

F86024 道徳・国際理解 愛と性の十字路 0時間32分

　今日の性教育の課題である青年前期の男女と
大人たちが愛と性の問題をめぐって，どのよう
に共感し，理解し合えるかについて，ある高校
生の生き方を中心に考えたドラマです。

F86025 道徳・国際理解

生きがいについて－
中学生の生活と意見
－ 0時間21分

　いろいろな意味で，重要な年頃である中学生
に視点を当て，彼等の悩みや不満，希望や理想
について生の声を多角的にとらえ，その生活と
意見を追求しながら，生きがいのある人生とそ
の生活態度について積極的に考えさせる教材で
す。

F86026 道徳・国際理解
思春期の男女交際の
ために 0時間21分

　異性への関心が高まる青年前期男女の交際を
描き，思春期における男女交際の意義や交際の
基本的態度，心構え等について考えさせ，望ま
しい男女交際を育てる教材です。

F86027 道徳・国際理解
働く青春－その愛と
性と－ 0時間38分

　本当の青春とは，愛とは，そしてそのあり方
とは，こうした問題について示唆している作品
です。

F86028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

相手の身になって－
生活の中の人間関係
－ 0時間32分

　相手の身になって考える心の余裕を持つこと
の大切さについて，夫婦・隣近所・嫁姑間の身
近な問題をテ－マに描いています。

F86029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

お母さんが働きにで
るとき 0時間32分

　母親が働きにでるとき，留意すべき点は何で
しょうか。この映画は，子育ても順調にすすむ
家庭の主婦が，パ－トで働きにでることになっ
たことで，生活条件が変わり生活環境が違って
くることから問題が生じた時の家庭づくりのヒ
ントを提供する教材です。

F86030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おかあさんちょっと
待って－母と子の人
間関係－ 0時間30分

　はじめに，問題を含む事例をあげて，みる者
にその点に気づかせ，次ぎに問題点を訂正した
状況を提示して，その是非を考えさせるように
なっています。

F86031
漫画・アニメー
ション 牧笛 0時間20分

　少年は，木の上に腰をかけて得意の竹笛を吹
いています。いつしか少年は牛の鳴き声を耳に
しながら，素晴らしい夢の世界に入っていきま
す。この映画は，中国の絵画芸術をもとに制作
された水墨アニメで，民族豊かな詩情あふれる
夢の世界を演出しています。

F86032
漫画・アニメー
ション あんじゅとずしおう 0時間31分

　「安寿恋しやホーヤレホー」まちがいなくな
つかしい母の声です…………。今も読みつがれ
るあんじゅとずしおうの悲しくも美しい伝説で
す。母と子，姉と弟の深い愛情をうたいあげる
アニメ－ション映画です。

F86033
漫画・アニメー
ション わらしべ長者 0時間18分

　貧しいが心やさしい少年は，一本のわらで人
助けをして長者になっていきます。数々の映画
の最高賞を獲得した話題作で，そぼくな人形た
ちが，おおらかな夢を展開する日本民話の一編
です。

F86034 道徳・国際理解
うれしかったびじん
くらべ 0時間25分

　昭和５０年度全国つづり方コンク－ル低学年
の部第一位作品を映画化したものです。入学後
間もないある日，セイコは「おんなばんちょ
う」のあだなをつけられます。「そんなあだな
いやだ！」と思う心の動きと行動が生き生きと
描かれています。

F86035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おばあちゃんといっ
しょ－三世代同居－ 0時間30分

　おばあちゃんの同居によって部屋をとられる
子供の不満，嫁と姑の問題など，おばあちゃん
をめぐっての家庭内のトラブルをとらえ，三世
代同居における人間関係のあり方を考えさせる
教材です。

F86036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親と子のきずな「現
代親孝行を考える」
改題 0時間32分

　一人息子の夫・二人姉妹の長女である主婦の
道子には小学生の一男一女があり，双方の両親
とは別居しているが，双方の親を背負わなくて
はならない切実な問題が起こりました。道子夫
婦，妹は双方の親の面倒を見なくてはと考えた
が……。

F86037 道徳・国際理解 兄弟げんか 0時間15分 プレスなし
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F86038

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

元気で歌えば茶もう
まい 0時間20分

　戦中・戦後を働きづめに働いて老境にはいっ
た人たちに，若い頃やりたくてもできなかった
何かを，自分の中に発見して生きがいのある
日々を送ろうと訴え，歌を通して生活の喜びを
得ている老人コ－ラスの仲間を紹介していま
す。

F86039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子育てのこころ 0時間32分

　今日の青少年問題の大部分は，家庭に原因が
あるといわれます。この映画は，子育ての基本
として，まず，自立の心を育ての，次に，家庭
や学校，社会の一員としての役割に気づかせま
す。そして，自分の欲望を制御し，思いやりの
ある，心の豊かな人間に育てることの大切さを
訴えています。

F86040

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 和子の生活設計 0時間33分

　主婦の家庭での役割は大きく，長期にわたる
生活設計が確立されているかどうかは一家の前
途を左右します。
和子の例を通してその重要性について考えさせ
る教材です。

F86042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢かぎりなく－わが
子に豊かな体験を－ 0時間31分

　一人暮らしのお年寄りと「たこ」の共同制作
をしつつ，社会や人間を見る目を養っていく少
年。二人の心あたたまる交流を描いて，わが子
を人間的に成長させるには，趣味や関心のある
ものを通して社会体験をさせる親の態度が必要
なことを訴えています。

F86043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 幼児と絵本 0時間30分

　家庭での母と幼児，幼稚園での幼児の心理的
な成長過程をみつめながら，幼児と絵本のかか
わりあいを年令別にとらえ，どのような絵本を
与え，利用するのがよいかを考えさせていま
す。

F86044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

女子非行－転落への
わかれる道－ 0時間31分

　激増する性非行。身も心も傷つくのはいつも
女性なのに，なぜ転落への道をたどるのか。愛
していればと言うが，その陰にいろいろな問題
が内在しています。その様子を描き，いろいろ
な問題を提起しながら，非行防止のためのポイ
ントを探ります。

F86048

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

訪問のしかた・応接
のしかた 0時間20分

　訪問のしかた，取り次ぎや接待のしかた，茶
や菓子などのすすめ方やいただき方など，気持
ちよく交際するための大切な訪問・応接の基本
的な作法について理解を深める教材です。

F86050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 竹とんぼ 0時間30分

　父親がふとしたことで始めた親子合作の竹と
んぼ作りを通して，父親の手作りの愛情に子供
の心が満たされていく姿を描いたもので，父と
子の人間関係について考えさせる教材です。

F86051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもをダメにして
いるのは 0時間30分

　子供をダメにしているのは誰かの疑問を投げ
かけ，幾つかの実例をもとに，親子の関係がい
かに少年の健全育成と非行防止に大切であるか
を訴えています。

F86053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもの性の疑問に
答える 0時間30分

　大人を困らせる子供の疑問に，性の疑問があ
ります。こうした子供の疑問に大人はどう対処
したらよいかを示唆しています。

F86054

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子供は自殺を予告す
る 0時間30分

　子供の自殺と低年齢化が進んでいます。一人
の自殺者の背後には，１０人の自殺未遂者がい
ると言われています。その８０％は何らかの予
告兆候を示すと言います。子どもの自殺を考え
る時，親の側に矯正すべき問題のあることを訴
えています。

F86055

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

反抗期－心をひらく
交換ノ－ト－ 0時間30分

　わが子（中二）の心の変化に気づかず，その
対応に苦悩する母親の案出した交換ノ－トがか
たくなな心を開かせるに至った姿を描き，反抗
期の子供の指導に示唆を与える作品です。

F86056

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

かしこい消費者から
行動する消費者へ 0時間25分

　消費者が良い商品を買うためには，その商品
の流通経路にも目を向ける必要のあることを実
例を示しながら解説しています。さらに，消費
者センタ－の利用にもふれ，消費者のあり方に
ついても考えさせる教材です。

F86057

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 浪費への挑戦 0時間26分

　資源不足，ゴミ問題，公害，物不足の状況下
においては，使い捨て・消費は美徳という従来
の生活習慣を改める必要があるとし，これから
の消費生活のあり方，本当の豊かさについて幾
つかの事例を通し考えさせる教材です。

F86058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学生の走り高とび 0時間11分

　中学校における「走り高とび」，「はさみと
び」と「ベリ－ロ－ル」の正しい技術と留意点
を助走，踏み切り，空間動作，着地に分け，分
解的に描き効果的な練習法を紹介し技能の向上
に役立てる教材です。

F86059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 中学生の走り幅とび 0時間10分

　中学校における「走り幅とび」の正しい技術
と留意点を，助走，踏み切り，空間動作，着地
に分け，分解的に描き，効果的な練習法を紹介
し，技能の向上に役立てる教材です。
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F86060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

バレ－ボ－ル（１）
基礎技術 0時間30分

　バレ－ボ－ルを学んだり指導する人たちのた
めに，正しい道筋と方法を分かりやすく示した
もので，ことばで表現しにくい種々の技術のポ
イントを表現しています。

F86063
保健衛生・性教
育・運動

スキーの基礎－回転
技術編－ 0時間18分

　ウェーデルンはもっとも重要性にとみ，広い
応用性をもった回転技術です。誰でもおぼえら
れて，はじめてスキ－をはいた人でも約１０日
でウェーデルンができるようになります。

F86064
保健衛生・性教
育・運動

スキーの基礎－基礎
技術編－ 0時間18分

　長いスキーを足につけて，どのようにしたら
ターンができるのか，そして一つ一つの練習が
どのように上級技術に結びついていくのか，ス
キーの基礎的な滑り方といわれるプルークボー
ゲンの練習法をを分かりやすく解説していま
す。

F86065
保健衛生・性教
育・運動 日本スキー教程 0時間30分

　スキー指導体系を網羅した唯一の指導書で
す。スキーの練習に最も大切な運動要素（身体
の使い方），スキ－の操作を，日本のトップス
キーヤーの滑りで紹介しています。

F86066

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい水泳教室－初
歩のクロール－ 0時間14分

　どのようにしたらクロ－ルができるようにな
るか。それを足（ばた足），かき手，手と足，
呼吸・手と足と呼吸の結合という具合に，それ
ぞれの基礎技術を分かりやすく説明していま
す。

F86067

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい水泳教室－初
歩の平泳ぎ－ 0時間14分

　どのようにしたら平泳ぎができるようになる
か。それを足（かえる足），かき手，手と足，
呼吸・手と足の呼吸の結合という具合に，それ
ぞれの基礎技術を分かりやすく説明していま
す。

F86068

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古墳から見た大和朝
廷 0時間18分

　大和朝廷の勢力や当時の文化などを，古墳の
様子や，出土品を手がかりに，分かりやすく説
明しています。当時の時代背景の理解と共に，
現存する文化遺産が歴史解明の手がかりとなる
事を教えています。

F86069

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古代からの歴史にみ
る日本列島と朝鮮半
島 0時間31分

　日本は古代から種々の分野で，朝鮮半島の強
い影響を受けてきました。その歴史を顧みなが
ら，住みよい国際社会とはを考えさせてくれる
教材です。

F86070

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 太平洋戦争の記録 0時間20分

　昭和１６年太平洋戦争の突入から，昭和２０
年戦争の集結まで，いわゆる太平洋戦争時代に
おける日本の政治・経済・社会の状況など当時
の世相について描いています。

F86071

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

登呂の米づくり－弥
生時代の文化－ 0時間21分

　登呂遺跡は，弥生時代のむらの景観・人々の
生活や仕事の跡などをよく示しています。その
登呂を主な舞台に，実験考古学の助けも借りな
がら，弥生時代の姿を具体的に描くとともに遺
跡・遺物を通しての歴史の探り方にも気づかせ
ようとしています。

F86073

自然科学（生
物・天文）、環
境

アイスランドに地球
の鼓動をきく 0時間22分

　アイスランドは，現在の世界ではめずらしい
烈しい火山活動をはじめ，地球が生きている証
拠の原始のいぶきをもちつづけ，火と氷という
相反するものを内蔵する動的な国である火山や
地震活動などの地殻変動を映像がとらえていま
す。

F86076

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 古墳の時代 0時間20分

　復元された五色塚古墳を例に，古墳の大き
さ，構造，造築工事のようすなどを，イラスト
をまじえ各地の古墳や出土品を取り上げなが
ら，古墳のもつ意義について説明しています。

F86077

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 宿場町 0時間20分

　昔日の面影をよく残す宿場町を紹介し，その
町並の文化史的価値，ならびに建造物を通し
て，宿場町の機能を描いています。

　宿場町の全体を描いたものとしては，日本で
初めての作品です。

F86078

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の気候と人々の
生活 0時間18分

　日本の気候は，南北に長く複雑な地形のた
め，四季の変化とともに地域によって違いが大
きく，台風や季節風は各地の気候に大きな影響
を与えています。その気候が，人々の生活や生
産活動に深く結びついていることを具体的に描
いています。

F86079

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 古代の美 0時間23分

　日本の縄文式文化時代から弥生式文化時代を
へて，古墳文化時代にいたる長い年代を対象
に，今日残された土や骨や石の製品を当時の生
活とのつながりの中で見直しています。

F86080
漫画・アニメー
ション 人のくらしの百万年 0時間18分

　「ものをたくわえ，ふやして有効に使う」と
いう知恵が，大昔から現在，いや，未来にいた
るまでの人間生活をどんなに進歩させて来たこ
とであろうか。人間の蓄積の知恵の歴史を分か
りやすく，楽しく描いたものです。

F86081

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめられている君
へ 0時間45分

　いじめられっ子の幸男が，苦境に立っている
のに，それを手をこまねいて傍観するばかの
だった友人の省一は，ある日，いじめっこに非
暴力で対峙し，その解決をはかりました。２人
の小学生の友情の物語です。
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F86082 道徳・国際理解 思いやり 0時間30分

　他人のことには無関心なとげとげしい世相
と，一人の少女の汚れない清純な行動を対比さ
せながら，連帯感に根ざす暖い心の貴さを，ゆ
たかな劇構成によって訴えています。

F86083

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

老けてたまるか－老
後を生きる－ 0時間30分

　高齢者の生き方や老人の福祉が大きな社会問
題になっています。家庭や地域社会の中で，そ
の能力や経験を活かし，自立したり，生産活動
にたずさわっている老人の活動事例を通して，
老後の生活設計をしていくことの大切さを描い
ています。

F86084

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 働く主婦たち 0時間30分

　工場で働く兼業農家の主婦が直面する種々の
問題点を取り上げ，働く主婦の根本的な心構え
を現実の姿を追いながらドキュメント風に描
き，働く母と子供のあり方について考えさせる
教材です。

F86085

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

この目の輝きを－子
ども会・その冒険と
安全－ 0時間30分

　事故災害にあうのを恐れるあまり，消極的で
あった母親が，夢中で遊びにうちこむ我が子の
姿，その目の輝きにふれ，もっと積極的に冒険
への挑戦をうながすことが成長する上で大切で
あることに気づいていく様子を紹介していま
す。

F86086

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

素敵な女性－美しく
老いる－ 0時間31分

　子育ても一段落，ホットひと息ついた途端
に，あれもこれもと心にかけていたことを一度
にやりだした主婦。

　中年からの女性の生き方を考えさせてくれる
作品です。

F86087

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（４）４歳と仲間 0時間48分

　４歳になり，全員で遊ぶことを覚えた仲間た
ちは，一見，危険とも思われる遊びに挑戦して
いく，賢い子供に育てるためには，まず，腕白
小僧を育てなければならない。このことをこの
映画は教えています。

F86088

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（５）５歳と仲間 0時間47分

　埼玉県深谷市にある「さくらんぼ保育園」で
の子供たちの活動を描き，子供は仲間との遊び
を通して育ち合うことを，また，幼児期は自立
心・社会性を培うことの大切さを訴えていま
す。

F86089

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（６）自治と創造 0時間54分

　卒園の年。幼児期の締めくくりの１年を一層
充実したものにするために，３つの保育園の年
長児は一緒に保育を受けることになった。集団
での創作。で色を決めるとなると，それこそ十
人十色，話し合いで決まらなければじゃんけん
が子供たちのル－ル。そして，全長６メ－トル
の素晴らしい鯉のぼりの完成，集団の創造力の
すばらしさを紹介しています。

F86090

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

１６ミリフィルムと
映写機 0時間21分

　１６ミリフィルムの映写にあたり，映写機の
取り扱い方や正しい映写の方法を描き，誤って
操作した場合，フィルムにどう影響するかなど
具体例をあげて説明しています。

F86091

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

授業・人間について
－第２部・狼に育て
られた少年－ 0時間50分

　前宮教大学長，林竹二氏の授業「人間につい
て」の記録。１９９７年２月９日沖縄の小学学
５年生に行った記録で，１９２０年にバングラ
デシュで救出されたオオカミ少年・カマラとア
マラをもとに授業はすすめられていきます。

F86092

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 確からしさ 0時間20分

　簡単な事がらについて，起こりうる場合を順
序よく整理して調べたり，それにもとづいて事
がらの起る確からしさ（確率）を理解させよう
としたものです。

F86093
科学技術・物
理・化学・工学 原子の構造 0時間17分

　原子の構成する素粒子のうち，電子・陽子・
中性子・それぞれの存在と位置関係・性質・放
電実験。原子中のプラズマ粒子の位置関係，ラ
ザフォ－ドの金箔実験，原子の質量数，イオン
関係元素を紹介しています。

F86095
科学技術・物
理・化学・工学

磁場の相互作用－電
流と磁石－ 0時間18分

　磁場の相互作用を，鉄粉や小磁針の格子を用
いて視覚的にとらえ磁力線の方向から磁場の形
を考えると，磁石や電流の磁場の相互作用が予
測できることを示し，モ－タ－の原理まで解説
しています。

F86097
科学技術・物
理・化学・工学 モデルで考える電流 0時間21分

　目に見えないために教えにくい電流・電圧・
抵抗をモデル化して考え，実験し，予想し，修
正し，確認しながら，電流は電子の流れである
ことを具体的に理解させようとしたものです。

F86098
科学技術・物
理・化学・工学 酸化と還元 0時間16分

　酸化反応と消費される酸素の体積との関係，
反応生物の重量との関係，金属酸化の他の金属
による還元・炭素・水素による還元など，酸化
還元の基本的な事を実験や分子モデルで平易に
描いています。

F86099

自然科学（生
物・天文）、環
境

金星－厚い大気の底
に灼熱の地獄があっ
た－ 0時間25分

　地球の双子星ともいわれる金星の様子を，ア
メリカやソ連による金星探査の記録をもとに明
らかにし，なぜ地球と異なる星になったのかを
説明しています。
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F86101

自然科学（生
物・天文）、環
境

月－その石が語った
誕生の秘密－ 0時間25分

　アポロ計画による月探査の資料や，月の岩石
の研究によって明らかにされた月の過去を，月
面着陸を始めとするアポロ探査の様子をまじえ
説明しています。

F86103

自然科学（生
物・天文）、環
境 星の動きをしらべる 0時間19分

　星は，どのような動き方をするのか。オリオ
ン座やカシオペア座の観測，微速度撮影による
実際の星の動き等を通して，規則的な星の動き
を理解させる教材です。

F86104

自然科学（生
物・天文）、環
境

太陽と月－形と動き
方－ 0時間20分

　太陽と月の動き方を微速度撮影などの特殊撮
影を用いて描きながら，毎日規則正しく繰り返
されている天体の動きと，基礎的な空間の概念
を感じとることができます。

F86105

自然科学（生
物・天文）、環
境 火山のつくる地形 0時間15分

　火山の噴火のエネルギ－は，何が原因で生じ
るのだろうか。火山のいろいろな形は，どのよ
うにして形作られたのでしょうか。噴火のあと
ではどんな変化が地表に起ったか等を動画航空
撮影などを使い解説しています。

F86106

自然科学（生
物・天文）、環
境 雲のでき方 0時間20分

　雲のできる機構に的をしぼって，断熱膨張と
いう現象あるいは水の状態変化と気象条件との
関係を，分析的にそして段階的に解説していま
す。

F86108

自然科学（生
物・天文）、環
境

地層のでき方（短
尺） 0時間5分

　普段見ることのできない地層のできていく様
子を流水実験装置によるモデル実験によって，
堆積作用に運搬作用がからんでいることを含め
て分かりやすく説明しています。

F86111

自然科学（生
物・天文）、環
境

三億年への旅－秋吉
台－ 0時間20分

　未だ神秘の厚いベ－ルにつつまれている日本
列島創造の時代から，３億年という年月を経て
誕生したカルスト台地，“世界の文化財”とい
われるすばらしい秋吉台の全貌を美しい映像で
紹介しています。

F86112

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の国土 －変化の
多い地形－ 0時間20分

　国土の自然・地形の特色と，そして展開する
土地利用と人々の生活，生産の営みを結びつけ
て描いています。

F86113

自然科学（生
物・天文）、環
境

心ぞうのしくみとは
たらき 0時間10分

　心ぞうの内部構造及びその動きを描いたもの
で，特に筋肉弁，神経の働きを中心に説明して
います。

F86115

自然科学（生
物・天文）、環
境 草や木の育つ土 0時間21分

　子供たちに野外の草や木の育ち方が場所に
よって違う原因を土の中の養分・水分・空気の
含まれ方と関連付けて考えさせ，いろいろな実
験を通して調べ，植物の成長と土の働きについ
て理解させる教材です。

F86116

自然科学（生
物・天文）、環
境 たねの発芽 0時間18分

　たねが発芽するには，どのような条件が必要
か。たねのつくりはどうなっているのかを，豆
を使って実験し，観察の経過をとらえている教
材です。

F86118

自然科学（生
物・天文）、環
境

魚の産卵・成長と水
の温度 0時間18分

　水温が魚の産卵，発生，成長にどのような影
響をおよぼすか，それぞれに違う温度の水の中
で成育するヒメダカによって比較観察させてい
ます。

F86119

自然科学（生
物・天文）、環
境 しょうじょうばえ 0時間24分

　しょうじょうばえと温度との関係を，行動お
よび成長速度の二面からとらえ，実験により説
明したものです。サナギから成虫までの過程を
特撮で克明にとらえています。

F86120

自然科学（生
物・天文）、環
境 動物の走性 0時間17分

　外界の刺激に対する動物の最も原始的，かつ
定型的な反応である走性の代表的なパタ－を微
小動物を使って描き，同時に，その過程で科学
的探求の姿勢についても示唆しています。

F86122

自然科学（生
物・天文）、環
境

メダカのたまごの育
ちかた 0時間18分

　卵を発見し，観察を続け，その記録から卵の
変化には規則のあることを見いだす小学生たち
の姿を通して，科学的なものの見方・考え方を
描いています。

F86124

自然科学（生
物・天文）、環
境 ぼくらのエネルギ－ 0時間27分

　小学校の科学クラブの仲間が，火力発電所の
見学を通して，エネルギ－資源の現状や新しい
エネルギ－の研究開発など当面するエネルギ－
問題の重要性について感じとっていくようすを
描いています。

F86125

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

用水をひらく－箱根
用水－ 0時間15分

　地域の開発が人々の生活をどう変えていった
か，その開発のための先人の努力など，江戸時
代初期の代表的な事例－箱根用水－の工事の苦
心を中心に描いています。

F86127

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 彫刻の基礎 0時間20分

　彫刻の制作過程を追いながら，彫刻制作にお
ける立体表現のとらえ方やその技術について解
説したもので学習の際の導入教材に適していま
す。

F86128

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 日光東照宮 0時間30分

　日光東照宮は，徳川家康の霊を奉るため，元
和３年（Ｆ－１６１７年）に造営された霊廟
で，金箔や漆など高価な材料を多く使用し，絢
爛豪華で変化に富む多数の彫刻や文様絵画が見
られます。その魅力を様々な角度から克明に紹
介しています。
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F86129
漫画・アニメー
ション 山の太郎グマ 0時間25分

　子供たちと仲良しの太郎熊の家族に突然大鷲
が現われ，太郎熊の子供をさらっていきまし
た。太郎熊は子供を助けるため大鷲と戦いまし
た。

F86130
漫画・アニメー
ション キャラバンと盗賊 0時間10分

　ラクダに乗ったキャラバン隊がさばくを行き
ます。２人の盗賊がラクダのコブの中から現わ
れ，キャラバン隊の子供がみつけました。そし
て…………。

F86131
漫画・アニメー
ション ゴンザとソウザ 0時間24分

　江戸時代の中頃に，漂流民としてロシアに渡
り，数々の書物を完成させ日露友好のかけはし
となった鹿児島の漁民ゴンザとソウザの苦闘の
生涯を描いています。

F86132
漫画・アニメー
ション 大工と鬼六 0時間12分

　流れが速く橋をかけてもすぐ流されてしまう
川に丈夫な橋を作ることを考えている大工の所
へ，川の中から鬼六が顔を出し，難題をふきか
けるという物語です。

F86133
漫画・アニメー
ション たにし長者 0時間10分

　たにしを聟にうけいれた妹は，薬師様の縁日
に願をかけるとたにしは立派な若者になり，以
後二人は商いをはじめ大いにさかえました。

F86134
漫画・アニメー
ション 走れメロス 0時間19分

　太宰治原作の「走れメロス」をアニメ－ショ
ンで描いています。

　友情と信頼をテ－マにして，さらに勇気を
もって行動することなど感動的に訴えていま
す。

F86136
漫画・アニメー
ション

難破船・クオレ「愛
の学校より」 0時間19分

　イタリヤの児童文学・クオレ「愛の学校」の
中の難破船のエピソ－ドを，現代の子供けに再
構成したアニメ－ション作品である。マリオ少
年の姿を通して真の友情とは，思いやりとは何
かを考えさせてくれます。

F86137
漫画・アニメー
ション

二ひきのよくばり子
ぐま 0時間11分

　小ぐまの兄弟はよくけんかをします。おかあ
さんぐまは，けんかをしないようにと，何でも
半分ずつと約束させました。近くの山にあそび
に行く途中，チ－ズを見つけ，それを分けるの
にまた大変というお話です。

F86138
漫画・アニメー
ション 花咲かじいさん 0時間10分

　助けた犬がここほれワンワン。掘ると小判が
いっぱい。人の好いお爺さんお婆さんの家は幸
せいっぱい。枯木に灰をふりかけると花が満
開。隣りのいじ悪爺さんは…。日本昔話を映画
化した作品です。

F86139
漫画・アニメー
ション 花のき村と盗人たち 0時間26分

　新美南吉作「花のき村と盗人たち」をもと
に，人を信じ，人に信じられることの素晴らし
さ，人間本来の心の美しさをほのぼのとした味
わいで描いています。

F86140
漫画・アニメー
ション 火男 0時間10分

　火の国に冒険して，火の神様からもらった子
供「火男」は出ベソ。その出ベソをキセルでた
たくと小判がポ－ン。ヤレウレシヤト欲張りす
ぎたお婆さんが叩きすぎて…………。´７８
（６３・３・１，泉より）

F86141
漫画・アニメー
ション 彦一とんちばなし 0時間18分

　童話「彦一とんちばなし」を人形アニメ－
ションにより映画化したもので，隣りの国から
無理難題を彦一のとんちで解決するという物語
です。

F86142
漫画・アニメー
ション 海ひこ山ひこ 0時間18分

　「海さちひこ山さちひこ」の物語を素材にア
ニメ－ション映画化したもの。美しい海の中の
情景や人形の動きを巧みな人形技術を用い表現
し，さらに原作のもつ素朴な兄弟愛をくみとら
せようとしたものです。

F86143
漫画・アニメー
ション

ひみつのアッコちゃ
ん 0時間25分

　クラス対抗のバレ－ボ－ル戦が行なわれ，女
子組はアッコの活躍で第１位を飾りました。し
かし準決勝を前に母が病に臥してしまいまし
た。楽しい物語の中に，スポ－ツ精神と友情を
描いています。

F86144

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ごんぎつね 0時間21分

　俺がいたずらをしたばっかりに，兵十は病気
のおっ母に鰻を食べさすことができなかった…
……。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です。

F86145
漫画・アニメー
ション

むかしむかしももた
ろう 0時間18分

　「ももたろう」を縫いぐるみ人形を使ってア
ニメ－ション化したものです。豊かな表情と民
話のもつ夢と願いが素直に描かれています。

F86146
漫画・アニメー
ション 二十四の瞳 1時間11分

　瀬戸内海の美しい島小豆島の分教場に赴任し
てきた大石先生と１２人の教え子たちとの２０
年近くに及ぶ交流を描いた壺井先生のベストセ
ラ－作品のアニメ－ション化です。大石先生の
人間性を通して，一人のすぐれた教師像を描い
ています。

F86147
漫画・アニメー
ション 鶴の恩返し 0時間10分

　山で助けられた鶴が恩返しに爺さんの家へ。
自分の羽で布を織って暮らしを助けるが，その
姿を見られてはならないのです。ところが約束
を破ってお爺さんは…………。

F86148
漫画・アニメー
ション

テレパスクマーラ－
宇宙の旅－ 0時間25分

西暦三千年，地球の荒廃とエネルギ－危機を救
うため，時間・空間を越えて，宇宙の彼方へ旅
立った少年テレパスクマ－ラの冒険を描いたＳ
Ｆアニメ－ション。
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F86149

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あしたの空は青い空 0時間46分

　原作は，小女時代の思い出を書いた井上千恵
子著「がんばれろくしん先生」です。下町浅草
の人情味ゆたかな街を舞台に，ひとつの障害を
のりこえて自分の道をしっかりみつめ明るく生
きぬく少女の物語です。

F86150

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あの空のはてに響け 0時間45分

　遠い港にやって来た，思い出の曲〈ドボルザ
－クの家路〉を吹いて父の面影を求める少年と
トランペットの美しいメロディ－に魅せられた
兄妹たち，友情の美しさ悲しみを乗り越えて成
長していくことの大切さを考えさせる音楽映画
です。

F86151

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） チビ六・二死満塁 0時間51分

砂田弘原作「二死満塁」を素材に映画化したも
ので少年野球チ－ムでがんばるチビ六少年の力
強い勇気と彼をとりまくチ－ム全員との友情の
姿を明るく描いています。

F86152

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 春を呼ぶ瀬戸の小島 0時間53分

　美しい瀬戸内海の小島に父ちゃんと五人の子
供たちが明るく助け合い，力強く生きる姿が，
忘れ得ぬ想い出とともに，いつまでも子供たち
の心に残る詩情豊かな愛と感動の物語です。

F86153

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） はだしのジョゼ 0時間40分

　ブラジルから帰国した日本語の勉強に精を出
すジョゼは，サッカ－が大得意。反対に運動が
不得意でひ弱だが詩や文学が大好きな勇。その
二人が，互いに教え合いながら成長して行く様
子を爽やかに謳いあげた作品です。

F86154

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

走れ，ぼくの小さな
友だち 0時間47分

　捨てられた小犬を見つけた時，子供たちはみ
な飼いたいと思いました。このままでは死んで
しまうけれど，皆，犬を飼える状態にありませ
ん。彼らが小犬に心を寄せ，交流を重ねている
様子を情感豊かに描き，生き物に対する愛情を
培うことのできる作品です。

F86155

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

サ－カスっ子大ちゃ
ん 0時間46分

　サ－カスで働く両親を持つ少年が，サ－カス
の興業地である町の小学校へ転校し，その学校
の仲良し三人組とおりなす友情交歓のようす
を，たのしいサ－カスを背景に描いている映画
です。

F86156

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すばらしい松おじさ
ん 0時間43分

　ふとしたことから，父親代わりの相談相手に
なってくれた昔かたぎの職人さん。生きた勉強
を自ら示す心の豊かな松おじさんは，現代っ子
の心の中にすばらしい宝物をのこしていきま
す。

F86157

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 背負い子日記 0時間32分

　物質的豊かさを求めた時代から，心の豊かさ
を尊重し，より生きがいのある生活を築いてい
く時代に入りました。雄大な山々の自然を舞台
に，忘れかけ失いかけている大切なものを一人
の老人の生き様の中に描いています。

F86158

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ちびでか物語 0時間41分

　都会の学校から転校してきたふとっちょで気
の弱い少年が，小さいが，がんばりやの少年の
協力で次第に強くなり，深い友情で結ばれてい
くようすを，美しいアルプスを背景にとらえて
います。

F86159

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） わが家の好敵手 0時間40分

　第２３回読売新聞綴方コンク－ルで受賞した
「好敵手」をもとに映画化したものです。伸び
伸びと明るくユ－モラスな家庭に育つある少女
は，両親と弟の４人暮らし。その中にあって家
庭のあり方，親子関係などをとらえています。

F86160

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしのおじいちゃ
ん 0時間33分

　老人と孫とのほのぼのとした愛の物語を紀伊
半島の漁村を舞台に美しく描いたもの。祖父母
に対する愛情のもちかたについて考えさせる文
部大臣賞受賞作文を映画化したものです。

F86161

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ブルトンズがんばる 0時間50分

　遊び場のうばい合いから少年野球チ－ムと対
戦することになった花子は，仲間を集め女子チ
－ム，ブルトンズを結成した。女子同士が一つ
の目標に向かってがんばる尊さを訴ています。

F86162

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 暮らしの中の敬語 0時間29分

　敬語の正しい使い方について，若い男女を中
心に，家庭や職場，地域社会における日常生活
の実態に即した具体例のいくつかを挙げて誤例
を正ながら説明しています。

F86601

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古墳のつくられたこ
ろ 0時間19分

　この映画は，豪族の成り立ち，古墳の発掘の
ようす，数々の出土品が語る当時の人々の生
活，大陸の文化や技術の影響，豪族たちの力を
示す古墳，古墳造りに働いた人々の苦労を説明
しながら，大和朝廷による国土の統一までを
扱っている教材です。

F86602

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みなとや海ではたら
く人 0時間19分

　海で働く人々の仕事は，私たちの食生活を支
えるものであり，くらしと深いつながりがあり
ます。この映画は，漁港の施設やそこで働く
人々のようす，魚をとる人々が協力したり分担
したりして働いている姿をダイナミックに取り
上げています。
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F86603

自然科学（生
物・天文）、環
境 植物を育てる土 0時間19分

　子供たちに，野外の草や木の育ち方が場所に
よって違う原因を土の中の養分・水分・空気の
含まれ方と関連づけて考えさせ，色々な実験を
通して調べ，植物の成長と土の働きについて理
解させる教材です。

F86604

自然科学（生
物・天文）、環
境

骨と筋肉のつくりと
はたらき 0時間18分

　体を動かすということは，あまりにも日常的
であり，かえって無関心になりがちです。この
映画は，体を動かす骨と筋肉のしくみとともに
その働きのちがいを，ロボットや標本レントゲ
ン撮影等を用いて解説しています。

F86605

自然科学（生
物・天文）、環
境 雲と天気 0時間18分

　航空撮影や微速度撮影等を用い，美しい雲や
いろいろな形の雲を見せ，雲について興味を持
たせてくれます。また，雲のおもしろさ，不思
議さから，「なぜ」という関心を高め雲と天気
の関係について解説している教材です。

F86606

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

木版画－表現のくふ
う－ 0時間20分

　木版画の基礎的な技法について，材料や用具
の使い方とその効果の生かし方，また，主題の
決め方や下絵の工夫等を事例を用いて解説して
います。

F86607 道徳・国際理解 おかあさんの卵焼き 0時間21分

　遠足に行ったら，弁当を分けあうことに由紀
は友達と固い約束をしたのだが，今はリンゴと
り入れの真最中。母に代わって買い物にでかけ
たが，売り切れだったり，店が休みだったり。
こうした中で母が作ってくれた卵焼き弁当をも
とに由紀は家族愛に目覚めていく様子を描いた
物語です。

F86608
保健衛生・性教
育・運動

たのしい林間・臨海
学校 0時間20分

　小学校高学年になると経験する林間や臨海な
どの校外生活。こうした生活に必要な，「出発
前の準備」「乗り物や宿舎での心得」等につい
てやさしく語りかけ，集団生活ではきまりを守
ることが，事故を防ぎ楽しい想い出につながる
ことを訴えています。

F86609

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 開発の進むアラスカ 0時間18分

　アラスカ南部の自然，さかんな林業とトレ－
ラ－ハウスでの家族生活，石油，天然ガスなど
地下資源の開発による工場群の進出にともなう
人口の増加など，豊かな生活をめざす開発のよ
うすを描いています。

F86610

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 九州地方の産業 0時間20分

　九州地方の産業の現状と移りかわりのようす
を，工業と農業を中心に解説しています。北九
州工業地帯の鉄鉱産業が多角的な工業に変ぼう
する姿や南九州のシラス台地を緑豊かな土地に
かえ，新しく農業をおこすようすなどをまとめ
ています。

F86611

自然科学（生
物・天文）、環
境

アイスランドに地球
の鼓動をきく 0時間22分

　アイスランドは，現在の世界ではめずらしい
烈しい火山活動をはじめ，地球が生きている証
拠の原始のいぶきをもちつづけ，火と氷という
相反するものを内蔵する動的な国である火山や
地震活動などの地殻変動を映像がとらえていま
す。

F86612

自然科学（生
物・天文）、環
境

海辺の動物シリ－ズ
産卵 0時間18分

　卵を無造作に海中に放出するウニ，生みつけ
た卵を守るクモハゼ，卵をふ化するまで必死に
保育するマダコなど，海中の動物たちの産卵の
様子をとらえているます。

F86613

自然科学（生
物・天文）、環
境

たいせき岩のできる
まで 0時間18分

　堆積岩は，海底などに堆積した柔らかい砂や
泥が，固まってできるが，どのようにして固ま
るのでしょうか。この映画は，アニメ－ション
やモデル実験を取り入れ，堆積岩の特徴やでき
方を解説しています。

F86614
保健衛生・性教
育・運動 十代と妊娠 0時間20分

　１０代の妊娠は，精神的にも経済的にも，社
会的にも問題があり，望まれない妊娠をしない
ために，また，安易な性行為のツケが人工妊娠
中絶という結末にならないために，今何が大切
なのかを中・高校生に問いかけています。

F86615

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） たべものと健康 0時間29分

　食生活の変化にともない，育ちざかりの中学
生に貧血，骨折，また，肥満児などがふえてい
る。

　この映画は，栄養素の複雑な世界を，効果的
な映像で追求し，やさしく解明しています。

F86616 道徳・国際理解 ほほえみの朝 0時間19分

　「おはようございます。」やっといえた一言
で，少女が味わったさわやかさ。この一言が，
見知らぬ人とのコミュニケ－ションを広げてい
く大切さを訴えています。

F86617

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

許すないじめ－いま
中学生てとして－ 0時間26分

　鈴木律子（Ｆ－中２）のクラスでもいじめが
ありました。いじめを身近に見たり，直接，そ
の渦中でくるしんでいる多くの中学生たち。彼
等に，いじめを共に考えさせ，いかにすればい
じめを解決する糸口がつかめるのか，実例にも
とづくドラマで示唆しています。
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F86618
科学技術・物
理・化学・工学

あそぶ－狐狗狸さん
の事－ 0時間20分

　手でおさえた十円玉がひとりで動いて，お告
げを知らせてくれるという占いのようなあそび
狐狗狸さん。この映画は，ある中学校で狐狗狸
さんを課外授業で取り上げた先生が，生徒とと
もに正体をつきとめていく過程を描いていま
す。

F86619
科学技術・物
理・化学・工学 明日をひらく新素材 0時間30分

　今日の科学技術は，「ミクロ」の世界をコン
トロ－ルすることによって，新しい物質を作り
出し，私たちの生活に役立てようとしていま
す。新素材開発の現状とその技術，未来につい
ての展望を描き，研究の重要性を訴えていま
す。

F86620

自然科学（生
物・天文）、環
境 緑とわたしたち 0時間22分

　緑が急激に減少し，やがては人間の未来を脅
かすかもしれないと言われています。この映画
は，自然と共に生きた昔の生活を振り返りなが
ら，私たちは，緑に対して何をしなければなら
ないのかを，みんなで考えようと訴えていま
す。

F86621

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

お母さんが働きにで
るとき 0時間32分

　母親が働きにでるとき，留意すべき点は何
か。この映画は，子育ても順調にすすむ家庭の
主婦が，パ－トで働きにでることになった時，
生活条件が変わり生活環境が違ってくることか
ら発生する問題，家庭づくりのヒントを提供し
ています。

F86622

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめをなくす－親
の役割と責任－ 0時間30分

　いじめを防ぎ，克服するために親はどう対処
すべきか。いじめの典型的な実例を追いなが
ら，子供たちの心の問題点を描いています。い
じめを防ぎ，解決するには，学校と家庭の連
携・信頼関係の確立がいかに大切であるかを訴
えています。

F86624
保健衛生・性教
育・運動

たばこ－その恐ろし
い害－ 0時間28分

　職場で，家庭で，公共の場で，たばこの煙害
の問題が深刻になりつつあります。たばこを吸
うことが自分の体にとって，また，たばこの煙
を吐き出すことが周囲の人々に対して，どれほ
ど悪い影響を与えるかを，実験などにより科学
的に描いています。

F86625

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

歯の健康はしつけか
ら 0時間24分

　６歳から１２歳ごろにかけては乳歯から永久
歯に生えかわるため歯の病気も多い。育ち盛り
の子供の健康に悪い影響を及ぼす歯の病気は，
日常の生活習慣に深いかかわりがある。映画
は，親と子が一緒になって健康な歯をつくる心
得を示しています。

F86626

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

素敵な女性－美しく
老いる－ 0時間31分

　子育ても一段落，ホットひと息ついた途端
に，あれもこれもと心にかけていたことを一度
にやりだした主婦。中年からの女性の生き方を
考えさせてくれる教材です。

F86627

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 奥羽の鷹使い 0時間33分

　野生のクマタカを飼いならして，狩りに使う
技術が雪国の奥羽地方に伝えられてきました。
この技術を持つ者は，残り少なく貴重な存在と
なり，後世に伝えるため，今日もきびしい冬山
に挑む姿を描いています。

F86628

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林は生きている－
森のおいたち－ 0時間26分

　一見静かに見える森も，一歩足を踏み入れる
と，そこには，太陽のエネルギ－をめぐっての
樹木同士の争い，生物相互の激しい生存競争が
繰り広げられています。この映画は，一連の自
然の法則をあきらかにし，森林に対する理解を
深めてくれる教材です。

F86629

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 父ちゃんの汗に乾杯 0時間46分

　よその家や友達がうらやましい。鮮魚類の卸
売市場で働く父親をもった少年が，父親の人情
と一途な生き方に啓発されて足が地についた労
働観をつかみとっていくまでを，活力と笑いと
涙を織りまぜて描いています。

F86630
漫画・アニメー
ション ウサギとカメ 0時間10分

　ウサギとカメのかけくらべ。「ああ，ばから
しくてレ－スなんかやっていられるか。」と
いって，途中でひと休みするウサギ。怠けてい
ては勝利はあり得ないことを数えるカメの努
力。イソップ物語のアニメ－ショです。

F86634
漫画・アニメー
ション おじいさんのランプ 0時間21分

　新美南吉原作「おじいさんのランプ」を素材
に映画化したもので，倉のすみで古いランプを
見つけた少年が，そのランプにまつわる話をお
じいさんから聞き，おじいさんの苦労を知ると
いう物語をアニメ－ションで描いています。

F87001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリ－ズ
１．北海道地方－自
然と産業と人々の生
活－ 0時間25分

　雄大な自然に恵まれた北海道は，寒冷なた
め，産業も生活も本州とは差異があります。厳
しい自然を克服しながら開拓を進めた先人の苦
労や，寒さとたたかう農家の努力，豊かな自然
を生かした工業への発展など，北海道の特色と
課題を最新の映像で示しています。
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F87002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリ－ズ
２．東北地方－自然
と産業と人々の生活
－ 0時間24分

　食糧供給地としての役割を果たしてきた東北
地方は，今や，新幹線や高速道路が整備され工
業も発展し，大きく変貌しようとしています。
変わる稲作農家，盛んな果樹栽培と三陸の水産
業，特色ある伝統工芸と新しい工業などに焦点
をあて，特色や課題を分かりやすく描いていま
す。

F87003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） おかあさんの木 0時間21分

　戦争の荒波は，７人の子供を持つおかあさん
一家にも襲いかかってきました。つぎつぎに出
征する子供たち，そして，全員が行方不明に。
そして，たった一人だけ戻ってきた子供がキリ
の木のそばに見たものは………　。子を思う親
の愛を感動的に描き，戦争の悲劇を静かに訴え
ています。

F87004

自然科学（生
物・天文）、環
境 雨や雲のでき方 0時間20分

　気球にＴＶカメラを積み，雨や雲の中の様子
を調べたり，高度差による気圧変化と断熱膨張
実験や，人口降雪実験など興味深い観測や，検
証的実験により雲や雨・雪のでき方に理解を深
めさせようとしています。

F87005
保健衛生・性教
育・運動 あそびたいな 0時間18分

　けがをしたり，病気になった時の苦しさを想
起させるとともに，障害を持っている人々を理
解し，助けあっていこうとする気持を育てるの
に最適な教材です。

F87006

自然科学（生
物・天文）、環
境

血液の循環とはたら
き 0時間18分

　この映画は，血液の働きや血液循環の意義
を，動的に，かつ，実感としてとらえさせるこ
とを目的にしています。特に，小腸の柔突起
や，肺胞のミクロ撮影は価値ある映像です。

　私たちの体の血の一滴には，何がかくされて
いるか，また，その血液はどのような働きをし
ているのでしょうか。この映画では，ヒトの血
液を素材にして，その組成を解明しながらそれ
ぞれの特徴的形態を克明に描いています。

F87007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 信長・秀吉・家康 0時間21分

　戦国時代から全国統一の布石をしていた信
長，その跡を継ぎ力強く歩み出した秀吉，そし
て統一を果たした家康。この映画は，それぞれ
の人物の特色と業績を対比し，時代の流れを人
物の働きを通して描きだしています。

F87008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 消防署のしごと 0時間20分

　この映画は，地域の消防署を例に，普段，あ
まり人の目に触れない予防活動や，訓練の様子
を中心に描き，それらが，私たちの安全な暮し
と生命を守っていることを教えています。

F87009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

生命のシグナル－親
子の絆を考える－ 0時間30分

　最近の子供はひ弱になったといわれるが，ど
の子供も条件さえ揃えば自殺に走るといっても
過言ではありません。自殺が迫ると，いろいろ
なサインがでるが，これが防止の手掛かりとし
て重要である。この作品は，これらが，分かり
やすく，その対策を含めて具体的に描かれてい
ます。

F87010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ゆとり－やさしさと
ふれあいを育む－ 0時間31分

　塾・競争・成績などが親の心を左右している
今日，親は子供の真の幸せとはなにかを見失い
つつあります。人を思いやる心，町を思いやる
心，人と人とが触れ合う中ではぐくまれる優し
さ，そういった心のあり方を育てるのが親のつ
とめであることとを示唆しています。

F87011

自然科学（生
物・天文）、環
境 四季の天気 0時間21分

　気象衛星「ひまわり」の連続画像に天気図を
重ねながら，日本の四季の天気の特徴を示し気
団や高気圧，低気圧，前線の動きなどをから天
気変化の規則性を理解させる教材です。

F87012
科学技術・物
理・化学・工学

半導体の話－鉱石か
らＬＳＩへ－ 0時間26分

　エレクトロニクス革命の担い手である半導体
の発見の歴史と原理，トランジスタからＩＣの
発明，日本における産業化の歩み，そして超Ｌ
ＳＩへの道，その未来像をアニメ－ションや新
しい製造技術を通して描いています。

F87013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しいバスケット
ボール－ミニバス
ケットボ－ル－ 0時間26分

　小学校高学年で学ぶ，ミニバスケットボ－ル
の基本技術を実技指導を通して，やさしく分か
りやすく教えています。
児童に見せるだけでなく，教師の現職指導用と
しても優れています。

F87014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） そうぞうしてかく 0時間19分

　この映画は，児童一人一人が，自分の考え方
を大切にしながら，詩情を豊かに広げることが
できるように，その発想の手掛かりを映像化し
たものです。

F87015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ごみのゆくえ－せい
そう工場－ 0時間20分

　家庭から出るごみが，どのようにして集めら
れ処理されるのか，主として，清掃工場の仕組
みを中心に，児童の見学の様子を通して描いた
ものです。ごみのゆくえが興味深く，また，分
かりやすくポイントをしぼって描かれていま
す。
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F87016
漫画・アニメー
ション

ゆきちゃんのこんに
ちは 0時間19分

　人の心と心をつなぎ，仲良くまじわっていく
上で「あいさつ」は欠くことのできないもので
す。あいさつのできなかった少女”ゆき“が不
思議な少年”シロー“に出会い，あいさつので
きる子にかわっていく姿を描いた親しみやすく
すぐれた民話アニメ－ションです。

F87017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもたちへ－いの
ちと愛のメッセ－ジ
－ 0時間55分

　歪んだ性観念を植えつけられる前に，正しい
知識を子供たちに伝えることによって，生命誕
生のすばらしさと，自分の命の尊さ，そして，
他人の命の大切さを知り，生きていること死ぬ
ことの本当の意味をつかみとって欲しい。そし
て，人を愛することの喜びを感じとって欲し
い。これは，そのような願いからつくられた，
すばらしい映画です。

F87018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） はばたけ明日への瞳 0時間51分

　小学校５年の情緒障害児が，合唱や合奏，更
に，耐寒マラソンの行事を経て，クラス全員の
暖かい友情に守られながら，いじめっ子と仲良
くなっていくまでを描いた，心暖まる感動の児
童劇映画です。

F87019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（２）模倣と自立 0時間39分

　一歳児は，仲間を模倣することによって新し
いことを覚えていきます。この映画は，一歳児
集団の生活を通して，一歳児は模倣をくりかえ
しつつ自立への道をたどることを明かにしてい
きます。子供の発達を保障するためには発達に
応じた自由を与え，そのための環境を整えてや
ることが大切であることがよく分かる教材で
す。

F87020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（３）言葉と自我 0時間48分

　三歳児の時期に人格の基礎がきずかれるとい
われるが，幼児期の中でも大切な三歳児を育て
てゆく父母や保育者に，子供の豊かな可能性を
引き出すためにはどうすればよいかがよく分か
る教材です。

F87021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（４）４歳と仲間 0時間48分

　４歳になり，全員で遊ぶことを覚えた仲間た
ちは，一見，危険とも思われる遊びに挑戦して
いきます。賢い子供に育てるためには，まず，
腕白小僧を育てなければならない。このことを
この映画は教えています。

F87022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さくらんぼ坊や
（６）－自治と創造
－ 0時間53分

　卒園の年。幼児期の締めくくりの１年を一層
充実したものにするために，３つの保育園の年
長児は一緒に保育を受けることになりました。
集団での創作で，色を決めるとなると十人十色
話し合いで決まらなければじゃんけんで決める
のが子供たちのルール。そして全長６メートル
のこいのぼりの完成，集団の創造力のすばらし
さを紹介しています。

F87023
交通安全・災害
防犯

タッチとびだしはア
ウトだよ 0時間17分

　子供むけの交通安全映画として，テレビアニ
メのキャラクタ－をうまく使った作品です。ほ
のぼのとした愛とやさしさを生かしながら，子
供たちに交通安全の基本を，楽しく分かりやす
く教えています。

F87024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の気候と人々の
生活 0時間18分

　日本の気候は，南北に長く複雑な地形のた
め，四季の変化とともに地域によって違いが大
きく，台風や季節風は各地の気候に大きな影響
を与えています。その気候が，人々の生活や生
産活動に深く結びついていることを具体的に描
いています。

F87025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子育てのこころ 0時間32分

　今日の青少年問題の大部分は，家庭に原因が
あるといわれています。この映画は，子育ての
基本として，まず，自立の心を育て，次に，家
庭や学校，社会の一員としての役割に気づか
せ，自分の欲望を制御し，思いやりのある，心
の豊かな人間に育てることの大切さを訴えてい
ます。

F87026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ナイル川と人々の生
活 0時間20分

　ナイル川と深く結びつきながら営まれている
エジプトの人々の生活を，ナイル川流域の自然
環境と歴史的背景，川と農業・農村生活，アス
ワンハイダムとその功罪，イスラム教を信仰す
る人々の生活などを通して具体的に描いていま
す。

F87027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くさやきのみをみつ
けてあそぼう 0時間15分

　小学校低学年理科で，最も重視されているの
は，遊びを通して自然に触れ，親しむことで
す。この映画は，秋の自然の中で，草の実・木
の実を使った遊びに熱中する子供たちの姿を描
くことによって，自然とのかかわり合い方，自
然に働きかける方法を示そうとしたものです。

F87028
科学技術・物
理・化学・工学 音を調べる 0時間19分

　この映画は，音に関する現象に対して，どの
ように考え，どのように関わり合っていったら
よいのかを，示唆しています。そして，この映
画を見た子供たちが，自分の発想をふくらま
せ，ふだん見過ごしている音に関する現象に関
心を持ち，興味を持って調べていくことをねら
いとしています。
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F87029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

登呂の米づくり－弥
生時代の文化－ 0時間21分

　登呂遺跡は，弥生時代のむらの景観・人々の
生活や仕事の跡などをよく示しています。その
登呂を主な舞台に，実験考古学の助けも借りな
がら，弥生時代の姿を具体的に描くとともに遺
跡・遺物を通しての歴史の探り方にも気づかせ
ようとしています。

F87030
漫画・アニメー
ション 七夕ものがたり 0時間20分

　織姫と彦星の愛の物語は，中国に生まれた美
しい星の伝説です。星座に託して，機織りや裁
縫，濃牧の尊さを描こうとしたものといわれて
います。この映画は，七夕の理解を通して，星
に親しむ心を育てようとするものです。

F87031
漫画・アニメー
ション

雪の女王（アンデル
セン童話） 0時間20分

　「雪の女王」は，アンデルセン童話の中で
も，特に長く，最も幻想的な作品です。この映
画は，試練を経て育っていく愛の姿を多くの美
しい場面を通して描き，素晴らしい内容の人形
アニメ－ションです。

F87032
保健衛生・性教
育・運動 中学生の柔道 0時間20分

　柔道の基本動作を正しく身につけ，初歩の段
階で教えられる技を覚え，更に基本的な練習法
を知るために，初心者への指導体系にもとづい
て分かりやすくまとめています。

F87033
保健衛生・性教
育・運動

中学生の剣道－基本
動作編－ 0時間15分

　初心者にも経験者にも，また，指導者にとっ
ても大切な基本の習得について重点的に取り上
げ，生涯を通して剣道に親しむ基礎を築かせる
ことをねらいとしています。「基本動作編」
は，剣道の礼法と基本動作についてまとめてい
ます。

F87034
保健衛生・性教
育・運動

中学生の剣道－対人
技能編－ 0時間15分

　初心者をにも経験者にも，また，指導者に
とっても大切な基本の習得について重点的に取
り上げ，生涯を通して剣道に親しむ基礎を築か
せることをねらいとしています。「対人技能
編」は，対人技能について，正しく理解し学習
できるように模範演技を示しながら解説してい
ます。

F87035
科学技術・物
理・化学・工学 スーパーバグの世界 0時間20分

　スーパーバグは，特殊な環境下で成育する微
生物です。この映画は，この微生物がすむ特殊
な環境と，その特性等を紹介するとともに，研
究の重要性，可能性を描き，生命の豊かな多様
性を感じさせる作品です。

F87036
科学技術・物
理・化学・工学 感じる 0時間20分

　動物や植物は「感じる」ことができます。な
にがどのように感じているのか，なぜそのよう
なものがそのように感じるのか。この映画は，
このような視点を基盤として，現代科学技術に
欠くことのできない「センサ－技術」の現状と
展望を描いています。

F87037
科学技術・物
理・化学・工学 レアメタル 0時間25分

　レアメタルとは，地球上に極めてわずかしか
存在しない元素のことです。レアメタルは様々
な材料科学技術分野において，もはや欠くこと
のできないものとなっています。この映画は，
レアメタルの性質，実用例，問題点等を紹介し
ながら新しい角度から，物質とテクリロジ－の
接点を考えていく作品です。

F87038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 大造じいさんとがん 0時間23分

　動物文学で知られている，椋　鳩十の原作
を，アニメ－ションで興味深く，また感動的に
描いています。”残雪“とよばれる雁と大造じ
いさんとの間のフェアな闘いや，リ－ダ－とし
ての残雪の行動，あるいは，人間と雁の知恵く
らべなど，楽しさの中に心を育てる豊かな内容
が盛り込まれた優れた作品です。

（１９８７年度文部大臣賞受賞）

F87039
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語ハィ
ンリッヒ・シュリー
マン 0時間11分

　小僧から身を起こし，語学や歴史を独学した
もの，目的はただ一つ，トロイ遺跡の発掘でし
た。そして，世界中をアッと言わせたシュリー
マンの発見は，幾多の辛苦に耐え，踏査し尽く
した結果得られたものです。その波乱に満ちた
生涯をアニメで描いています。

F87040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いつもどこかに本が
ある 0時間31分

　おばあちゃんから子へ，そして孫へと三代に
わたり読書活動を継続し，更に，地域の子供た
ちへ広げている事例をあげながら，いつもどこ
かに本があるという読書環境づくりの大切さを
描いています。

F87041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子ども会の班活動－
ひとりひとりを育て
る－ 0時間29分

　班活動を行なっている子供会の姿を通して，
班活動のあり方を考え，どのようにすれば集団
の中で一人ひとりが個性や能力を伸ばせるかを
描いています。

F87042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ＰＴＡ父さん奮闘記 0時間30分

　やむなくＰＴＡ役員を引き受けさせられた父
親の実際の体験記にもとづいた楽しい物語。本
音のＰＴＡ像を浮き彫りにし，子供の教育を妻
にまかせっ切りの父親の立場から，ＰＴＡや教
育問題を見つめ直した作品です。
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F87043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ここはわが街 0時間30分

　人間は，助け合いなくしては生きていけない
が，多忙のために隣り近所の付き合いも敬遠し
がちなのが現実です。
働く主婦，専業主婦にそれぞれの家族をからま
せて，地位記者会の在り方と現代における近所
つきあいを考えさせる映画です。

F87044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） しつけと交通安全 0時間22分

　子供を交通事故から守るためにいかにすべき
かを，毎日のしつけの中で交通安全教育の効果
をあげた実践記録をもとに映画化したもので
す。家庭における交通安全教育の一つありかた
を示しています。

F87045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

しらない人にさそわ
れたら 0時間12分

　子供の誘拐事件は依然として跡を絶ちませ
ん。この映画は，誘拐の手口の中で子供が最も
騙されやすい三つの実例をあげ，その予防の方
法を教えています。

F87046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 北国のとも子 0時間36分

　開拓者としての両親をもつ少女が働くことの
尊さ，年老いた人へのいたわり，物を大切にす
ることの真の意味を無言の中に教えられます。
やがてこの少女が看護婦としての道を選び社会
奉仕に生きがいを見い出だすという感動のドラ
マです。

F87047

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 健康な老後のために 0時間22分

　８８歳以上の，男女三人の長寿者に健康管理
の方法や心構えなどを聞き，日常生活の様子を
紹介しながら，いかにしたら幸せな老年期を過
ごせるかを考えさせる映画です。

F87048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

叱らない時代叱れな
い時代 0時間30分

　ある一家の，１０歳と５歳の子どもの行動
と，それに対する親としての処し方を通して，
「教育上，ほめることがよく，叱ることは悪
い」という考え方を再考し，正しく叱ることの
大切さについて改めて考えさせようとしていま
す。

F87049

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

善悪のけじめを育て
る 0時間31分

　過ちを過ちだと悟らせる親が欠落している家
庭では，その影響が子供にどのように現われる
かを描き，幼児期に善悪のけじめをつけさせる
教育がいかに重要かを考えさせる教材です。

F87050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

罪の意識のない子ど
もたち 0時間32分

　万引きなどの非行が増え，盗みをしても悪い
ことだという意識を持たない子供が多くなって
います。その要因を探ると，幼児期における親
の態度に問題がある場合が多いです。この映画
は，万引きに走った子供たちと，その親の無責
任な態度を通して，これでよいのだろうかとい
う問題を提起しています。

F87051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

母と子の旅－自然歩
道を行く－ 0時間32分

　母と子が，二人の足でたしかめた「東海道自
然歩道」の旅を通して，日頃見失いがちな，素
朴で暖かい人情，自然を愛する心，公徳心，親
と子のつながりなどを見つめ直させる映画で
す。

F87052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 夫婦そして愛 0時間38分

　家族の幸せを願って一途に生きてきた妻・節
子。彼女は，夫の転勤，子供の自立によって転
機に立たされていきます。
この映画は，夫婦とは，そして家庭とは，離婚
とは，女性の自立とは何かを鋭く問いかていま
す。

F87053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 嫁と姑の禁句帳 0時間30分

　一つ屋根の下に嫁と姑が一緒に暮らす場合，
日常何気なく使うことば一つにも心しなくては
なりません。この映画は嫁と姑の禁句を例示し
ながら，互いに，この禁句を守りあうことが両
者の人間関係を保つ上で大切であることを教え
ています。

F87054

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

代打とうさんの出番
です 0時間31分

　悪い先輩に誘われて不祥事を起こし，親子断
絶の状況にある中２の息子の父親が，運動を通
して息子が尊敬している知人に依頼して親子交
流を始めたところ，核家族の親子では満たせな
かった効用が表われます。親子関係と中学生の
非行防止に一石を投ずる映画です。

F87055

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みんなのゲ－トボ－
ル－実践編－ 0時間20分

　チ－ムの総合得点を争うゲ－トボ－ルでは，
「作戦の進め方」が重要なポイントになりま
す。実践の展開の中で，定石ともいうべき典型
的な作戦例を見せ，試合を有利に進めるコツを
紹介しています。

F87056

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 信長・秀吉・家康 0時間21分

　戦国時代から全国統一の布石をしていた信
長，その跡を継ぎ力強く歩み出した秀吉，そし
て統一を果たした家康。この映画は，それぞれ
の人物の特色と業績を対比し，時代の流れを人
物の働きを通して描きだしています。

F87057

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

クラブ活動とたくま
しい老人たち 0時間33分

　一人の老人が老人クラブの活動に打ちこむひ
たむきな姿をとらえ，老人クラブの活動のあり
方について考えさせようとしたものです。各世
代と交流を保ち，孤独におちいらず，明るく活
動していくことの大切さをえがいています。

Page 117



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

F87058

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

考えていますか，あ
なたの老後 0時間29分

　誰にも老いはきます。この映画は，悔いのな
い高齢期を送るためにはどうすべきか，ドラマ
の中の実際の高齢者達の生き方を通して，各自
の老後を考えてもらおうとするものです。

F87059

自然科学（生
物・天文）、環
境 太陽と月を観察する 0時間17分

　太陽や月の１日の動きを説明し，さらに月の
動きを１か月間継続撮影によりとらえ，月の見
え方や動き方が規則的に変化することを説明し
ています。

F87060

自然科学（生
物・天文）、環
境 星の観察　傷あり 0時間20分

　星座の観察・記録活動を描きながら，児童の
思考の過程を浮き彫りにしています。そして，
児童が，追体験を強く希望するようになること
をねらっている教材です。

F87061
漫画・アニメー
ション おこりじぞう 0時間27分

　昭和２０年，広島に原子爆弾が落されまし
た。それから数年後，広島の町におこりじぞう
と呼ばれるおじぞうさんが知られるようになり
ました。不思議なことに，そのおじぞうさんの
首は元からの首ではないようです。その上，そ
の顔は怒ったような表情をしています。原子爆
弾により命を落した少女との物語をアニメ－
ションで描いています。（６２・１１・１２
宮城町より）

F87062
漫画・アニメー
ション さるむこどん 0時間19分

　新潟県に伝わる民話をもとに映画化したもの
で，仕事を一晩で終え，約束通り，娘の婿に
なった猿と，嫁になった娘との物語をアニメ－
ションで描いています。（６２・１１・１２
宮城町より）

F87063
漫画・アニメー
ション

父と子－クオレ「愛
の学校より」－ 0時間22分

　宛名書きの内職をする父親をこっそり手伝お
うとしたジュリオ少年が，そのために学校の成
績が不振になり，父親の思わぬ怒りをうけてし
まいました。父と子のお互いの善意から生じた
葛藤を通して，父と子が，そして兄弟姉妹がど
んな環境にあっても互いに理解し，協力しあっ
ていくことが大切であることを描いています。
（６２・１１・１２　宮城町より）

F87064
漫画・アニメー
ション 月の輪ぐま 0時間27分

　今，失われつつある大自然の中で，人間と動
物とが共存共栄することの大切さを訴えるとと
もに，人間と動物の愛，動物の親子の愛と生命
の尊敬を描いています。（６２・１１・１２
宮城町より）

F87065
漫画・アニメー
ション まえがみ太郎 1時間15分

　日本民話を素材にしてつくられたアニメ－
ション映画である火の鳥，牛鬼，大蛇，美しい
姫，空とぶ馬など，イメ－ジ豊かな民話の世界
が展開します。山に住む火の鳥を静め，村の
人々を救うためまえがみ太郎は旅立ちをすると
いう話です。（６２・１１・１２宮城町より）

F87066

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

小人になったホッパ
－博士 1時間2分

　自分が発明した，「物を小さくする魔法の
薬」を間違えて飲んでしまったホッパ－博士
と，三人の少年たちを中心に，悪漢をからませ
ながら描く愉快な児童劇映画です。（６２・１
１・１２　宮城町より）

F87067

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） チョコレ－ト戦争 0時間41分

　大石真作「チョコレ－ト戦争」を映画化した
もので，菓子店のショ－ウインドウに飾ってあ
るチョコレ－トの城をめぐって，店の主人と子
供たちの間にくりひろげられる「争い」の様子
を楽しく描いています。（６２・１１・１２宮
城町より）

F87068

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくの熊おじさん 0時間46分

　音楽好きの芋屋さんが内気な少年「健太」の
心を大きく変えました。焼き芋屋の小父さんの
指導で健太もマ－ケットのブラスバンドもめき
めきと上達し，演奏会は大成功に終わりまし
た。体と本音をぶっつけ合う中で積極的な生き
方を身につける少年の物語です。

F87069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

裕太と一平－子ども
にやる気の芽生える
とき－ 0時間32分

　忘れ物や，宿題をしないなど，いつも学校で
は立たされ，家では母から小言ばかり言われて
いる二人の少年が，持っている長所で相手を励
ましあい，次第にやりぬくたくましい心が芽生
えていく様子を描いています。（６２・１１・
１２宮城町より）

F87070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子ども会の中の青春
－ジュニアリーダー
の役割－ 0時間29分

　子供も会に青春をかける若者たち，ジュニア
リ－ダ－の生き方を通して，青春とはなにか
と，ジュニアリ－ダ－と子供集団とのかかわり
かた，大人の育成者との関係など，ジュニアリ
－ダ－の生き方とともに，その基本的な役割を
描いています。

F87071

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

一年生になるために
－就学前の準備－ 0時間31分

　問題を起こしやすい子供たちの原因は，実は
入学前のお母さんの生活指導の中から既に問題
を起こす芽ばえがあることを訴え，就学前児
童，新入学児を持つ母親への注意と心得を示唆
しています。

F87073

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子育ての中の性を考
える 0時間31分

　幼児期から中学生の年代へと，子育ての各段
階で直面する子供たちの性に対する疑問や質問
に，親としてどのように対処していくべきか
を，実例をもとに説明しています。
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F87074

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

理由ある反抗－青年
期の問題行動と家庭
教育－ 0時間33分

　親が見て「よい子」だった息子が，突如，母
親に暴力を振るい出しました。子供の成長の軌
跡をたどりながら，家庭教育のあり方や，問題
点をさぐっています。

F87075
保健衛生・性教
育・運動 高齢者の体力つくり 0時間30分

　高齢者のための健康増進教室に集まり，トレ
－ニングをしている人達，足を鍛えるための
「あるこう会」の人達，家庭で体操する人な
ど，健康づくりに励んでいるさまざまな人達の
姿を通して，高齢者に必要な運動方法を説明し
ている教材です。

F87076

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） テニスの基礎技術 0時間25分

　硬式テニスにおける，ラケットの握り方，ス
トロ－クの基本，サ－ビスやボレ－の基本な
ど，基礎的な技術について，分かりやすく説明
しています。´８０（６３．３．１　秋保町よ
り）

F87077

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい水泳教室－初
めて泳ぐ人のために
－ 0時間26分

　初めて泳ぐ人を対象に，水に慣れた方法，水
の中の様子，浮き方，進方など，水泳のごく基
本的な練習方法について分かりやすく描いてい
ます。

F87078

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめっ子いじめら
れっ子－いま小学生
がかかえる深刻な問
題をつく－ 0時間31分

　息子が万引きをしたことから，その子供がい
じめられるようになった原因や，いじめた側の
子供がかかえる問題点などが次第に明かになり
ます。事件をとおして，いじめの問題は，教師
と子供だけではなく，親たちが協力しあってい
かねばならないことの大切さを訴えいていま
す。

F87079

自然科学（生
物・天文）、環
境 四季の星座　傷あり 0時間19分

　星座の簡単な見つけ方を中心に，四季の代表
的な星座，それらにまつわる伝説や神話，星の
動きや明るさ，色の違いなどを時間経過と空間
的広がりの中で描いています。（６３・３・１
秋保町より）

F87080
漫画・アニメー
ション あんじゅとずしおう 0時間31分

　「安寿恋しやホ－ヤレホ－」まちがいなくな
つかしい母の声です…………。今も読みつがれ
るあんじゅとずしおうの悲しくも美しい伝説。
母と子，姉と弟の深い愛情をうたいあげるアニ
メ－ション映画です。

F87081
漫画・アニメー
ション 笠地蔵 0時間10分

　大みそかの夜，雪にぬれた地蔵がかわいそう
と，自分の笠までかけてやったやさしいおじい
さん。日本民話「笠地蔵」のアニメ－ションで
す。

F87082

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ガキ大将先生 0時間48分

　学級作り，それは，学校教育において最も重
要な営みです。明るくユ－モラスなタッチで，
学級作りが進んでいく過程を描き出していま
す。

F87083

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 父ちゃんの汗に乾杯 0時間46分

　よその家や友達がうらやましい。鮮魚類の卸
売市場で働く父親をもった少年が，父親の人情
と一途な生き方に啓発されて足が地についた労
働観をつかみとっていくまでを，活力と笑いと
涙を織りまぜて描いています。

F87084

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

よみがえる子どもた
ち－無人島の生活体
験－ 0時間42分

　子供たちが，夏休みを利用し，無人島である
愛媛県御五神島での生活体験の様子を記録した
ものです。大自然の中で，９日間にわたる自給
自足の体験を通して，互いに協力することの大
切さや生活技能を身につけることの必要性を感
じとってゆく姿をとらえています。

F87085

自然科学（生
物・天文）、環
境

野山をあるく（春・
夏・秋・冬） 0時間19分

　早春から初冬にかけて，同じ林や草むらをた
ずねて，季節とともに移り変わる木や花の様
子，虫たちの姿を，一人の少女の目を通して描
き，自然と直接ふれあう感動を伝えています。

（６３・３・１秋保町より）

F88001
科学技術・物
理・化学・工学 橋は生きている 0時間34分

　この映画は，瀬戸大橋の児島・坂出ル－トの
中心をなす世界最大の道路・鉄道併用橋「南備
讚瀬戸大橋」の建設を振り返り，海を越える壮
大な吊橋を支えるすばらしい技術を描こうとす
るものです。

F88002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

明治維新をめざした
人々 0時間21分

　幕末から明治にかけての幕藩体制の崩壊の時
期に，近代化を目指して活躍した人物に視点を
あて，彼ら若き下級武士たちが，なにを目標に
し，どのように考え，どう行動したか。歴史的
資料や，エピソ－ドなどを挿入しながら，明治
維新をめざした人々の心情と意義を理解させよ
うとしています。

F88003

自然科学（生
物・天文）、環
境

地域によってちがう
気候 0時間20分

　南北に長くのびる日本は，地域によって気候
に大きな違いがあり，それぞれの地域では，気
候にあわせていろいろな工夫をしています。こ
の映画は，南北による違い，日本海側と太平洋
側との違い，瀬戸内の気候，つゆと台風の四つ
の視点から描いています。
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F88004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（７）昭和（４）国
際社会の中の日本 0時間20分

　日本の近代化を描く，シリ－ズ第７編のこの
作品は，１９７０年の大阪万博以後の歩みを、
主として，産業や経済の動向に焦点をしぼって
描いています。国際社会の進む中で，日本の国
際社会の一員として，他の国々の密接な関連を
持ちながら歩んでいる姿を具体的に映像で示し
ています。

F88005

自然科学（生
物・天文）、環
境 植物と日光 0時間20分

　１本だけで生えている木と，林になっている
木は，種類は同じでも形が違うのはなぜだろう
か。光の実験，林のでき方と枝の様子，林床の
植物，そして，植物どうしの関係を調べること
により，植物によって求める光の強さに違いが
あり，それぞれ適した場所に成育していること
を知らせています。

F88006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あさがおをそだてる 0時間21分

　種まきから，発芽・成長・開花・結実と自分
の目で一つ一つ確かめながら，アサガオに話し
かけるような気持ちで世話をした子供の目を通
してアサガオの一生を描いています。そして，
生物や自然の不思議さに気づかせ，生あるもの
への親しみを育てる教材です。

F88007

自然科学（生
物・天文）、環
境

食べ物の旅－消化器
のしくみとはたらき
－ 0時間18分

　食べ物が，各消化器をどのようにして通り，
養分として吸収されていくかを分かりやすい実
験とＸ線・内視鏡などの特殊撮影やアニメ－
ション画像を用いて描いています。消化・吸収
という現象を単に知識としてだけでなく，自分
自身のこととして実感的にとらえさせる作品で
す。

F88008

自然科学（生
物・天文）、環
境 カマキリの観察 0時間19分

　卵のうからカマキリがふ化する瞬間から，大
きな育ったカマキリを産卵のために再び野原に
放ってやるまでの過程におこるいろいろな問題
を解決するために，自然に生きるカマキリの生
態と対比しながら観察しています。児童の観察
日記の形式をとって描いています。

F88009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

材料と遊ぶ－楽しい
造形活動－ 0時間20分

　子供たちは，自然物など身近な材料を手にし
て，それらの色や形などから造形的な発想しさ
まざまな造形活動を楽しみます。これが，「造
形遊び」といわれているものです。この映画
は，中学年に位置付けられる「材料をもとにし
た造形活動」に対応するもので指導者が映画の
場面について簡単なコメントをする程度ですぐ
にでも思い思いに材料との遊びが始められるよ
うになっています。（文部省特選）

F88010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

食べる－食品と栄養
素－ 0時間20分

　この映画は，給食で使われている材料につい
て簡単な実験を通して，それぞれの食品に含ま
れている栄養素をあきらかにし，炭水化物，脂
肪，蛋白質，ビタミンの５大要素の働きについ
ても分かりやすく解説しています。（文部省特
選）

F88011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

集団行動を楽しくⅠ
姿勢・方向変かん・
集合整とん 0時間18分

　集団行動は，体育科だけでなく，道徳や特別
活動等，学校教育の全領域にまたがる重要な問
題です。
基本的な行動様式を取り上げ，動作の方法や領
域・留意点を分かりやすく描いています。（指
導者の研修用にも活用できます）

F88012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

集団行動を楽しくⅡ
列のつくりかたと開
列 0時間18分

　集団行動は，体育科だけでなく，道徳や特別
活動等，学校教育の全領域にまたがる重要な課
題です。その基本的な行動様式を取り上げ，動
作の方法や要領・留意点を分かりやすく描いて
います。（指導者の研修用にも活用できます）

F88013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

集団行動を楽しくⅢ
行進・足ぶみ・礼 0時間16分

　集団行動は，体育科だけでなく，道徳や特別
活動等，学校教育の全領域にまたがる重要な課
題です。その基本的な行動様式を取り上げ，動
作の方法や要領・留意点を分かりやすく描いて
います。（指導者の研修用にも活用できます）

F88014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） オーケストラの世界 0時間24分

　「オーケストラの楽器のそれぞれの音色を感
じ取り，それらの組み合わせによる響きを味
わって聴くこと」という指導要領の内容にそっ
て制作されています。視聴の観点は①オーケス
トラではどのような楽器が集まっているか。②
楽器の並び方はどうなっているか。③楽器は全
体の中でどのような活躍をしているか。④演奏
会の前にしていることは何か。⑤指揮者の役割
の５つです。高学年用ですが低・中学年でも興
味をもてる内容です。

F88015 道徳・国際理解 祭りだいこ 0時間20分

　都市でも，農山村でも，ごく普通に見られる
祭りのだしのはやしを大切に保存しようとする
話です。はじめ，気乗りのしない主人公の良子
と弘美が家族や村人の強い郷土愛に打たれ，次
第に自分達も伝統を守っていかねばならないと
いう責任感を持つにいたるまでをさわやかに描
いています。「郷土愛」の指導に適切です。
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F88016 道徳・国際理解 水色のハンカチーフ 0時間20分

　児童の問題行動の中で，顕著なものの一つと
して「万引き」があげられます。この作品は，
つい衝動にかられて，物を盗ってしまった少女
の心の葛藤を通して，それがどれほど家族や先
生の信頼を裏切り，同時に自分自身が苦しむこ
とになるかを描いています。
また，その苦しみの中から，主人公が人間とし
ての望ましいあり方に気づいていくまでを描い
ています。

F88017
保健衛生・性教
育・運動 性の知識 0時間30分

　子供たちが経験していく心と体の変化の中
で，小学校４～５年頃から始まる第二次性徴
は，大人になるための準備の始まりといえま
す。この時期の子供たちは急激に変わっていく
自分や異性の体と気持ちにとまどいと不安を感
じています。この映画は，性器の知識ではなく
性の知識，つまり，生命ある生物としての人間
の持っている仕組み，そして心の変化を理解し
てもらうために企画され，指導要領に基づいて
制作されたものです。

F88018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 町人と農民 0時間21分

　江戸時代の中頃の町人や農民のくらしはどん
な特色があったのかを文化財的資料やスライ
ド，当時の再現シ－ンなどの映像で，分かりや
すくまとめています。学習への興味をもたせ，
深化を図る時に役立つ資料として作成されたも
のです。

F88019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ドナウ川と 人々の生
活－ハンガリーを中
心に－ 0時間20分

　この映画は，ドナウ川とその流域で展開され
る人々の生活や産業の様子が，その背景をなす
地理的条件との関連で描かれています。ハンガ
リーにおける都市の生活，農業経営の様子、工
業の発展など，鮮明な映像とあいまって生徒に
理解され易いように構成されています。（文部
省特選）

F88020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本とオーストラリ
アを結ぶ海運－産業
と貿易を通して 0時間18分

　諸地域を結ぶ交通の中でも，海運は，資源や
工業製品を運ぶ上で大きな役割を果たしていま
す。また，海運は，国や資源の開発や産業と密
接にかかわっています。この映画は，日本とオ
－ストラリアを結ぶ海運の働きと役割について
産業と貿易を通して描いています。

F88021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

自然環境と人々の生
活 0時間18分

　国土を利用した，生活向上のための地域開発
や産業活動が，自然との調和を失って自然環境
が破壊され，様々な公害や自然災害を引き起こ
している例は少なくありません。この映画は川
や海の水の汚れ，都市の空気の汚れ，農村での
農薬による被害，森林の乱伐による災害などの
事例について考えさせ，生活環境を守るための
努力を示し，自然環境の保全と産業活動の調和
の大切さを理解させる教材です。

F88022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリーズ
３．関東地方－自然
と産業と人々の生活
－ 0時間26分

　関東地方は，日本のほぼ中央を占め，首都東
京を中心に東京湾をめぐる地域は一つの巨大な
都市として人口が集中しています。この映画
は，巨大都市の悩み，京浜工業地帯をはじめ新
しい工業地域の広がり，関東地方の農村の変化
と首都圏の発展に焦点を当て，その実情を描い
ています。

F88023

自然科学（生
物・天文）、環
境 川の生物と環境 0時間21分

　川がきれいで生き生きしているか，それとも
汚れて苦しんでいるか。それを，水の中の生物
は教えてくれます。この映画は，多摩川を例
に，上流・中流・下流の生物分布と水質との関
係を調べ，川の汚れ具合と「生物指標」につい
て明かにしています。

F88024

自然科学（生
物・天文）、環
境 地かくの変動 0時間19分

　地かくは今も動いている。地質学的な時間で
見ると，地かくは，次々と姿を変えています。
観察すると地層に加わった力の方向や，地域の
変動の様子などを知ることができます。この映
画は，このことを，アニメ－ションやモデル実
験を使い，分かりやすく説明しています。

F88025

自然科学（生
物・天文）、環
境

細胞と成長－カエル
の卵の変化を追って
－ 0時間16分

　カエルは，一個の細胞である卵からはじまっ
て，オタマジャクシへ，そしてカエルへと変化
しながら成長していきます。この映画は，カエ
ルの卵の変化を追いながら，その前半と後半の
細胞分裂の様子を観察し，様式の違いとその意
味を明かにしています。そして，成長とは分裂
して数の増えた細胞の肥大・成長にほかならな
いことを示しています。

F88026
科学技術・物
理・化学・工学

イオンの移動・さび
はなぜできるか 0時間6分

　イオンそのものは，直接目で見ることはでき
ないが，色のついたものや，指示薬によって発
色することができます。この映画は，これらの
イオンを使い分けて，その移動を見えるように
したものです。（文部省特選）
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F88027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 構成の楽しさ 0時間20分

　この映画は，色や形などの美しさに気付か
せ，色や形に対する新鮮な感受性や豊かな発想
力を育てることを目的としています。構成の方
法について理解させ，分類・配置などによりリ
ズム・バランスなどを考え，美的秩序を意図し
て構成する能力が高まることを期待していま
す。

（文部省特選）

F88028
保健衛生・性教
育・運動 エイズってなに？ 0時間20分

　エイズ患者は，１９９１年には１００万人を
越えると予測されています。諸外国との交流が
盛んになった現在，日本も，その禍から逃れる
ことはできません。そういう事態に陥らないた
めにも，また，無知や誤解に基づく差別などか
ら患者の人権を守るためにも，諸外国のように
若年から徹底したエイズ教育を実践することが
重要です。この映画は，エイズ教育のための素
材として，エイズを科学的にとらえ，エイズの
正確な知識をわかりやすく提供しています。
（文部省指定作品）

F88029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

コンピュータの利用
を考えよう 0時間23分

　コンピュ－タのキ－の操作は比較的容易にお
ぼえられるます。しかし，内部の働きにブラッ
クボックスのままにしておいたのでは，意図通
りに活用することはできません。この映画は，
学習用シュミレ－タの働く原理を分かりやすく
視覚化し誰にでも理解できるように制作されて
います。

F88030
交通安全・災害
防犯

大地震が学校をお
そった 0時間20分

　万一，地震が発生した場合，自分の身の安全
を守るだけでなく，周りの人の安全を守るた
め，自分のできる役割を果たすことも大切なこ
とです。そして，大きな規模の地震が起きて
も，むやみに恐れず防災のためみんなで協力し
て立ち向かう積極的な姿勢を育てることをねら
いとした教材です。

F88031
交通安全・災害
防犯

ストップザ・自転車
事故 0時間20分

　道路を安全に走行するためのル－ルやマナ
－，それは　自転車に乗る人自身を守ると同時
に，ほかの人の大切な命を守るためにありま
す。それを遵守することは，自転車に乗る人の
義務であり責任でもあります。この映画は，多
発する自転車による事故をすこしでも少なくす
ることを願って事故の原因と安全利用の方法を
描いています。

F88032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

今，女たちは変わろ
うとしている－ス
トップ・ザ・性差別
－ 0時間31分

　男女雇用機会均等法も施行されたが，真の男
女の平等は実現されているでしょうか。この映
画は，結婚，家庭，地域，職場等で，競争と働
き中毒の「男社会」を変えつつある女たちの群
像を描いています。

　半歩進んだ，この人達を通して女性の人権の
現状と今後の展望を描いています。

F88033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

偏見の構図－いわれ
なきレッテル－ 0時間30分

　我々は，根拠もなくステレオタイプのレッテ
ルをはりがちですが，このレッテルが一人歩き
をし，善良な人を深く傷付けることもありま
す。
レッテルをはる人の心の底にあるもの－それ
は，職業，学歴，貧富，性差などに対するゆが
んだ価値観にあります。我々の人権感覚を研く
ために好適の作品です。

F88034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

価値ある償い－善悪
のけじめと親の態度
－ 0時間30分

　中学生の万引きが激増しているという現実を
踏まえ，日頃から，善悪のけじめを身をもって
教えておくこと，親自身の正しい消費生活のあ
りかた，心のかよいあう家族づくりの大切さ
を，つまづいた中学生の目と心を通して描いて
います。依然として，これらの問題に無関心な
多くの親たちに青少年の健全育成上の切実な問
題を投げかける作品です。

F88035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わが子を伸ばす親の
一言 0時間29分

　子供の「やる気」を大きく育てるのも，摘ん
でしまうのも親のなにげない態度や言葉です。
この映画は，日常子供と接する機会が多い母親
に焦点をあて，ちょっとした工夫や言葉のニュ
アンス・態度を改めることで，子供の「やる
気」を引き出せることを具体例をとおして描い
ています。

F88036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子供だけの食卓 0時間30分

　家族のコミュニケ－ションの場「食卓」が失
われようとしています。今や，「子供の非行は
食生活の乱れから」と言われています。家庭生
活における食事の持つ意味と共に，子供の人間
形成にとって大切な一家団らんの食卓の実現を
訴えています。
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F88037
漫画・アニメー
ション ビルマの堅琴 0時間43分

　生きているのか，死んでいるのか，生きてい
るならば，何故自分たちのもとに帰らない……
……。涙とともに堅琴を鳴らし，ビルマの戦場
に散った同胞を弔うために一人ジャングルに残
る一兵士の物語。終戦後明日への希望を失った
人々に，深い感動を与え，現在もなお，母から
子へ読み継がれている日本文学の傑作をアニメ
化したものです。（文部省特選）

F88038
漫画・アニメー
ション がんばれスイミ－ 0時間26分

　この映画は，レオ－レオニの原作「スイミ
－」をもとに作られたオリジナルなアニメ映画
です。「スイミ－」は世界中の子供たちに親し
まれているロングセラ－ですが，日本でも小学
校２年生の教科書に採用されています。美しい
珊瑚礁の海を背景にほのぼのとした暖かさ，驚
き，笑いをふんだんに取り入れたこの作品は，
子供たちを，しばしば海の中に引き込んで魚に
してしまう作品です。（教育映画祭優秀作品
賞）

F88039
漫画・アニメー
ション

なっちゃんの赤い手
ぶくろ 0時間18分

　公園のベンチに残された原爆の光に焼かれた
少女の影，赤い手ぶくろ，さかまく光と炎，黄
色いいちょうの葉，暗い死の海，お星さま，平
和観音……。この映画は，アニメ－ションなら
ではの映像的で幻想的な世界を展開し，戦争の
悲惨さ，平和の尊さが見る人の心に深くしみこ
ませていきます。この映画は，戦争を知らない
子供たちへのメッセ－ジでもあります。

F88040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

うれしいときにも涙
がでる 0時間31分

　家庭における母親の位置，父親像の素晴らし
さ，そして，それが感受性豊かな少年に与える
感動，こういう家庭環境が少年の人間形成に大
きな力をもっていることを，しみじみと語りか
ける作品です。

F88041
漫画・アニメー
ション

えみ子と森のチビお
ばけ 0時間15分

　日常生活の中で，一人ひとりが周りにいる
困っている人達に，やさしい気持ちで接するこ
うした福祉の心を幼いころから育てることは大
切です。この作品は，こうした願いから，「誰
もが助けあいの心をもって，住みよい社会をつ
くるために」をテ－マにしたもので，原作のも
つファンタジ－の世界をアニメ－ションでさわ
やかに描いています。

F88042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

エチオピアから天使
がやってきた 0時間35分

　この映画は，エチオビアから日本へやってき
た女子留学生と人生の晩年を迎えた老人，そし
て，その家族とのかかわりを通して，家族の絆
とは何か，人間として生きる喜びとは何か，を
問いかけています。世界の各地には同じ人間と
して生を受けたにもかかわらず，今日の食べ物
にも困っている人がいます。豊かさの中に忘れ
てきた「ものを大切にする気持ち」他人をおも
いやる気持ち」そして，自身の生き方をもう一
度見つめ直すことのできる作品です。（文部大
臣賞，文部省特選）

F88043

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

夫と妻の豊かな老後
のために 0時間30分

　人生８０年といわれる今，老後の生活は長く
厳しい。後半生を有意義に暮らすには，豊かな
心，健康な体，経済的なゆとりの三要素を欠か
せません。この作品は，経済的設計をどう立て
るかをテ－マにしたもので，いずれは別々の人
生を歩んでゆかなくてはならない二つの世代
が，互いに幸せをつかみとるにはどうすべきか
を描いています。

F88044

自然科学（生
物・天文）、環
境

火山列島日本－噴火
予知への挑戦－ 0時間25分

　世界の約一割の活火山が集中する日本は，ま
さに，火山列島です。地球のダイナミックな営
みを見せてくれる火山の噴火も，その上に住む
我々の生活に様々な被害をもたらしています。
火山の監視，噴火予知の研究は，これらも続け
なければならない仕事です。この映画は，日本
の火山観測，噴火予知の現状とその重要性を描
いています。

F88045

自然科学（生
物・天文）、環
境

よりミクロな世界へ
－日本の先端技術－ 0時間25分

　身近なところから，最先端の分野にいたるま
で，日本の先端技術は広く普及しています。こ
の映画は，伝統産業や中小企業にまで，先端技
術が普及している現状を紹介しつつ，それら
が，社会の新しい活力になってゆく様子を描い
ています。

F88046
科学技術・物
理・化学・工学 パスカルの原理 0時間5分

　容器に閉じ込めた液体の一部に圧力を加え，
どんな大きさで圧力が伝わるかという現象を，
巧みに視覚化してみせる教材です。

F88047
科学技術・物
理・化学・工学 運動を見る基準 0時間5分

　物体の運動は，見る人の位置や状態によって
見え方が違います。運動を観察するときは，運
動を見る基準を決めることが，必要であること
を理解させる教材です。

F89001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

憲法とわたしたちの
生活 0時間20分

　我国の民主政治は，日本国憲法の精神と，そ
れを生かそうとする国民によって支えらていま
す。この映画は，日本国憲法の基本的な考え方
を，子供の目を通して具体的に探り、民主政治
のあり方に目を開かせようとしています。
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F89002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 地球はまるい 0時間20分

　児童の楽しい実験等を通して，日本とかかわ
りのある国々の位置関係，面積，形等を明らか
にし，あわせて国際理解の学習資料ともなるよ
うに制作されたものです。

F89003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

聖武天皇と奈良の大
仏 0時間20分

　聖武天皇の時代に焦点をしぼり，東大寺や大
仏の建立，平城京の様子やその歴史的背景を明
らかにしています。空撮やアニメの手法，模型
などを利用して，具体的に分かりやすく映像化
した作品です。

F89004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

安全な生活を守る－
よるはたらく人びと 0時間20分

　「夜も交通安全のために働く警察官」「事故
も災害時の協力体制」の２つの内容を主に，火
災や交通災害などから地域の安全な生活を守る
ため，互いに協力しながら敏速に対応する体制
がとられることを描いています。

F89005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

自動車生産のしくみ
と進んだ技術
使用不可 0時間21分

　日本の産業の生産技術は飛躍的に進歩し，中
でも自動車は，品質はよく世界中で愛用されて
います。どうして，品質のよい自動車を大量に
生産できるのか。その秘密を約３０年前の状況
と比較しながら探っています。

F89006

自然科学（生
物・天文）、環
境

アリ－たべものやす
のようす－ 0時間15分

　この映画は，アリの食性を，植物や他の虫た
ちのかかわりの中でとらえたり，観察の困難な
巣の中を見たりして，身近かな生物の観察への
関心を高めたり親しみを持たせようと意図した
ものです。

F89007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

虫さがし－バッタや
コオロギ－ 0時間20分

　バッタやコオロギの採取・飼育・観察を通し
て，虫たちの居場所の違いから活動の違い，さ
らに食べもの，鳴き方等に差異があることに気
づかせ，虫に親しみを持たせるとともに，生命
や自然を大切にする心を育むことをねらいとし
ている教材です。

F89008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 快適な住まい方 0時間21分

　健康で安全な生活をするための注意事項を児
童に理解させようとしています。整理・整頓，
清潔さ，安全性への留意などの必要性を視覚的
に訴え，家族や地域の人々と調和を図りながら
生活することの重要性についても力点を置いて
います。

F89009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水とのふれあい－幼
児の水泳への導入・
指導編－ 0時間17分

　この映画は，保育所，幼稚園ならびに小学校
１年生が，水泳を習う前の段階の指導法とし
て，プ－ルを使用しての遊びを中心に幼児・児
童と指導者との実際の活動例を描いたもので
す。

F89010 道徳・国際理解 がんばれ五色桜 0時間21分

　２００年近くもたつ枯れかかった桜の古木
が，村人の力で生命をよみがえらせる過程を感
動的に描くとともに，病弱な少年健吉が，その
桜に励まされて生きがいをもって立ち上がるま
でを美しいアニメで描いています。

F89011

自然科学（生
物・天文）、環
境 ぼくのクモがっせん 0時間21分

　子供たちに，人間の生活と自然環境とのかか
わりあいを考えさせて，動植物に関心を持たせ
ながら，自然愛護の心を育てようとしていま
す。特に，きらわれものの生物，クモを題材
に，子供たちのひと夏の生活を描いている。文
部科学省特選の心あたたまる自然探求物語で
す。

F89012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） １枚の新聞 0時間20分

　少年が，けがをした母に代わって新聞配達を
したが，最後に一部手もとに残ってしまいまし
た。どこか配り忘れた家があるのだろうか。
一人の新聞配達の少年の行動を通して責任を持
つことの大切さと喜びを，実感させようとする
教材です。

F89013 道徳・国際理解 ぼくたちの勇気 0時間31分

　「物の欠乏」は，物が豊かになれば，それで
解決しますが，しかし，「心の欠落」は，物の
豊かさだけでは解決することはできません。こ
の映画は，一人の少年と老人の心の交流を通し
て，いまやゲ－ム化しつつあるといわれる「万
引き」をテ－マに，心の欠落は心が豊かになら
なければ解決はあり得ないことを強く訴えてい
ます。

F89014
交通安全・災害
防犯

自転車の安全ウォッ
チング 0時間20分

　小学校の自転車事故で特に多い飛び出し事故
や急な進路変更，坂道での危険等に焦点をあ
て，事故にあったり，危険な目にあわないよう
にするためにはどうすればよいかを子供の「な
ぜ」という疑問に答えながら描いています。

F89015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

平安貴族の生活 －古
典文学の背景－ 0時間22分

　この映画は，「枕草子」や「源氏物語」など
の王朝文学を理解するため，その背景となって
いる平安貴族の生活様式と古典文学によく登場
する当時の住居・装束などを中心に，学習資料
として映像化しています。

F89016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

縄文時代－自然環境
と人びとのくらし－ 0時間22分

　縄文時代の人々は，気候の温暖化にともなう
実り多い落葉広葉樹林の進出を背景に，豊かで
独自の生活文化を築いてきました。それらの様
子を福井県鳥浜貝塚発掘の実際と出土物を中心
に復元し，人間と自然との関係を考えさせる教
材です。
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F89017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 化政文化 0時間25分

　文化・文政時代，江戸では町人を中心とした
文化が花開きました。いわゆる「化政文化」で
す。この映画は，蘭学と国学を中心とする学
問，思想の新しい動きと，教育文化の広がりと
ともに地方の生活文化について，改訂指導要領
のねらいにそって描いています。

F89018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリ－ズ
５．近畿地方－自然
と産業と人々の生活
－ 0時間24分

　この映画は，西日本の中心である，京阪神地
方，阪神工業地帯，琵琶湖の環境保全，南部と
北部山地の暮らしの実情を通して，この地方の
特色を描くとともに，関西新空港の建設をはじ
めとするエネルギッシュな姿をも描いていま
す。

F89019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

西アジアの自然と生
活－カタ－ルを中心
に－ 0時間20分

　世界に最も乾燥の激しい西アジアの中からカ
タ－ルを取り上げ砂漠における水利用・石油資
源の開発による人々の生活の変化，日常生活に
おけるイスラム教とのつながりを理解させるこ
とを目的としている教材です。

F89020

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 契約と消費者 0時間20分

　この映画は，中学生を対象に，今日の消費行
動の初歩的，基本的パタ－ンを示し，「約束と
契約」の違い，「売買契約」についての関心を
高め，健全な消費についての目を育てようとし
ている教材です。

F89021
科学技術・物
理・化学・工学 浮力磁界のようす 0時間10分

　「浮力」は，水中に置かれた物体の受ける浮
力と，水から受ける圧力とを関係づけて学習で
きるようにという目的でつくられています。
「磁界のようす」は，磁石やコイルのまわりの
様子を，立体的にかつ動きのある状態でとらえ
させることを目的としています。

F89022

自然科学（生
物・天文）、環
境 生命のピラミット 0時間20分

　この映画は，どのようにすれば，この生物の
量的な関係を知ることができるかという方法論
を検討する過程で，この事実を視覚化すると同
時に，ダイナミックな生物同士の関係を理解さ
せようとしている教材です。

F89023

自然科学（生
物・天文）、環
境

血液の成分とはたら
き 0時間18分

　私たちの体の血の一滴には，何がかくされて
いるか，また，その血液はどのような働きをし
ているのでしょうか。この映画では，ヒトの血
液を素材にして，その組成を解明しながらそれ
ぞれの特徴的形態を克明に描いています。

F89024

自然科学（生
物・天文）、環
境

水中の植物・陸上の
植物－シダ植物の生
活をとおして－ 0時間19分

　水中の植物と陸上の植物との中間に位置する
と思われるシダ植物の生活を通して，植物の体
の組織は，生活環境に適したものになっている
こと，また，水中から陸上での生活へと変遷し
た植物の歴史等も分かりやすく描いています。

F89025
科学技術・物
理・化学・工学

化学反応と熱の出入
り 0時間5分

　赤外線検知装置（サ－モビジョン）を使う
と，わずかな温度変化も映像で見ることができ
ます。この映画は，いくつかの化学反応をとり
あげ，この装置により化学反応には熱の出入り
が伴なうことを映像化してみせる作品です。

F89026

自然科学（生
物・天文）、環
境 脳と神経 0時間19分

　カマキリの補食行動・分り易いアニネ－ショ
ン・生きている神経細胞の顕微鏡撮影・更にマ
イクロマウスロボットなどにより，「脳と神
経」の仕組と働きを興味深く取り上げていま
す。

F89027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 私たちと食事 0時間20分

　食べることは楽しみであるが，特に中学生に
とっては，身体の基礎づくりとしても重要であ
る。この映画は，食物に含まれる５大要素の働
き，栄養素を含む食品群，なにをどれぐらい食
べたらよいか，そして，食事と献立を取り上
げ，具体的事項をもとに分かりやすく描いてい
ます。

F89028 道徳・国際理解 生きている今を 0時間21分

　怪我で入院した女子中学生が，レントゲン検
査で腫瘍がみつかり，一時は絶望するが，医者
や担任の先生の励まし，中でも先生がテ－プに
吹き込んで送ってくれた詩によって生きる希望
を持ちました。「人間はいつか必ず死ぬ。そし
て二度とこうして生きることはない。生きてい
る今を胸に一杯に深呼吸したいと思わないか」
と訴える作品です。

F89029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

コンピュ－タの正体
をつかまえよう 0時間25分

　コンピュ－タを自分の意図通り動かすには，
その本質をつかむことが大切です。

　この映画は，「学習用シュミレ－タ－」を
使ってコンピュ－タの動く原理を分かりやすく
視覚化しています。

F89030

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

パソコン・ワ－プロ
のタイピング入門 0時間16分

　字を探し探し，一本の指でキ－ボ－ドをうつ
のは面倒ですが，この映画を見ると，４・５時
間で１０本の指を使ってしかもキ－を見ないで
打てるようになることもそれほど困難なことで
はありません。上手な打ち方は誰にでもできま
す。要は，気軽にトライすることであることを
教えている教材です。
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F89031
保健衛生・性教
育・運動 続・性の知識 0時間30分

　中学生の時代は，心も体も激しく変化する時
期です。そして，自然に心の中に異性への興味
や性的な関心・欲求が芽生えてくる時期です。
この映画は，こうした思春期のまっただ中にい
る中学生の悩みを，性の授業，先生と親たちの
話し合い，電話相談の性の悩み，ロ－ルプレイ
ングなどを通して明かにしています。

F89032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

－高校入試－面接の
受け方 0時間19分

　公立高校入試にも面接を行なう学校が増えて
きています。それはどのような目的・形式で，
どのような質問が出るのか。その雰囲気ととも
に，入試面接の望ましい受け方や，基本的な心
得を実感的に描いています。

F89033
漫画・アニメー
ション

いなかねずみとまち
ねずみ 0時間9分

　田舎ねずみが，都会にあこがれて町ねずみの
所へ行くが，結局，静かで平和な田舎へ帰って
行くという有名なイソップ童話を，はり絵の手
法を用いて，親しみやすく，そして，美しく描
いています。文部大臣賞のすばらしいアニメ－
ションです。

F89034
漫画・アニメー
ション いじわる狐ランボ－ 0時間15分

　怪我をしたやぎのおじいさんのために，冬眠
中のクマのお医者さんを起こそうと必死で口笛
を吹きつづけるいじわる狐のランボ－。いじわ
るっ子や，いじめっ子だって本当はみんなよい
子なのだ，ということを「いじわる狐ランボ
－」と森の動物たちとの交流の中で描いていま
す。

F89035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

がんばったねお母さ
ん 0時間39分

　この映画は，小学校４年の児童の作文をもと
に，母を愛しながらも自分中心の考えから，働
く母に不満をもった女の子が母の会社勤務１０
周年を機に，次第に母の立場を理解していく心
の移り変わりを描いています。文部省特選の感
動を呼ぶ児童劇映画です。

F89036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

まぼろしの４番バッ
タ－ 0時間49分

　この映画は，中，高学年の小学生に広く読ま
れている同名の図書を映画化したものです。天
真らんまんな町医者の父とその子とが織りな
す，おおらかな愛情と心あたたまるふれあいを
ユ－モアたっぷりに描き，物の豊富な現代に欠
けているものに気づかせる心あたたまる児童劇
映画です。

F89037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 夏服の少女たち 0時間30分

　この映画は，あこがれの第一高女の一年生と
して入学し，つかの間の青春を精一杯生きて原
爆の犠牲になった少女たちと残された親たちの
悲しみをアニメ－ションとドキュメンタリ－を
合成した斬新な演出方法で構成し，原爆の悲劇
を感動的なエピソ－ドを交えて描いています。

F89038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

伸びよ！子どもたち
－地域ぐるみの育成
活動－ 0時間21分

　青少年の育成活動にとって一番大切なことは
なんでしょうか。育成者や，指導者が推進役と
なって活動を展開して行くことも大切ですが，
近隣住民の協力を得て，地域ぐるみの活動をつ
くり出して行くことではないでしょうか。２つ
の事例から，その具体的な方策を探ろうとして
いる教材です。

F89039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ふれあいの広場－私
たちと公民館－ 0時間25分

　「生涯学習時代における公民館のあり方」が
いよいよ行政施策として見直され公民館は，新
しい時代をつくるため，人々の期待と関心を集
めています。このような時代背景の中で，気軽
に参加し，楽しみながら学ぶ公民館をめざして
行動する先進公民館のユニ－クな活動を紹介し
ています。

F89040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） そこに，愛 0時間32分

　モノとカネだけが万能の世相。本当は，目に
見えないものの中にこそ，得ることのできない
とても大切なものがある筈なのに………。

　この映画は，田舎暮らしの祖父と，都会育ち
の孫との心の交流を通して，そこにこそ愛があ
るということを，哀感をこめてしみじみと描い
ています。

F89041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ともに育てる－厳し
さと優しさ－ 0時間30分

　父親の家庭における稀薄な存在感。そして，
家事やパ－トに追われて苦悩する母親。この映
画は，子育てを親同士が相手の立場や現実を認
識しあって支えあう協同作業であるとの観点か
ら，その姿を一組の中年夫婦の家庭で描いてい
ます。

F89042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもの心知ってい
ますか－非行と親の
責任－ 0時間30分

　あなたの家庭では子供の心を把握しているで
しょうか。また，理解しようと努めているで
しょうか。この映画は，一人の少年が万引きす
るにいたる過程と，そのことを機に立ち直る姿
を描き，同時に，学校と地域の協力がきわめて
有効であることを示唆しています。

F89043
保健衛生・性教
育・運動

日本スキ－教程－上
巻－（初・中級編） 0時間30分

　基本から実用的な応用技術までを描いた初級
編。内容は，「準備運動」「プル－クの基本姿
勢」「直滑降の基本姿勢」「プル－クボ－ゲ
ン」「プル－クギルランデ」「斜めプル－ク」
「シュテムギルランデ」「シュテムタ－ン」
「谷開きタ－ン」「実践滑降」など。
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F89044
保健衛生・性教
育・運動

日本スキ－教程－下
巻－（中・上級編） 0時間30分

　さまざまな条件に対応できる　実践的な要領
を習得する中・上級編。内容は，「プル－クボ
－ゲン」「谷開きタ－ン」「直滑降から山回
り」「踏みかえパラレルタ－ン」「スケ－ティ
ングとステップ」「直滑降からステップ」「直
滑降からステップ山回り」「ステップタ－ン」
「ウェデルン」「実践滑降」など。

F89045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

食品添加物－原状と
課題－ 0時間25分

　安全な食品を求めて添加物の問題に積極的に
取り組む人たち。こうした努力が我々の健康を
確保する道ではないでしょうか。他人まかせに
したり，無関心では自分たちの健康は守れませ
ん。この映画は，食品添加物についての新しい
情報を提供しています。（食品添加物の表示改
正についても取り上げています。）

F89046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親たちみんなの子ど
もたち－あるＰＴＡ
の記録－ 0時間35分

　子供たちの幸せと豊かな成長を願うために
は，家庭と学校と地域とが，密接な連携をとり
あって，子供たちを育てていかねばなりませ
ん。この映画は，ＰＴＡ活動を通して知りあっ
た母親同士が，学級や地域の中で子育てを「共
有」できた姿を描いています。

F89047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

実りある学習のため
に－学級・講座の開
設と運営－ 0時間28分

　学級・講座は，社会教育における主要な学習
形態で，公民館をはじめ，社会教育団体や，民
間企業などでも数多く開設されています。この
映画は，学級・講座を効果的で意義あるものに
するために必要な基本知識・技術について解説
している教材です。

F89048

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

相続と遺言－やさし
い法律－シリ－ズ－ 0時間30分

　遺産相続をめぐる争いが，年々増加の傾向を
示しています。この背後には，さまざまな事情
があり，解決は容易ではないが，「遺言」に
よって，自分の意志を，生前にあらかじめ明示
しておくことも一つの方法です。この映画は，
相続にかかわる法律について，基本的な知識
や，書き方・手続などについて具体的に分かり
やすく描いています。

F89049
科学技術・物
理・化学・工学

放射線ってどんなも
の－私たちの暮らし
と放射線－ 0時間25分

　この映画は，現代科学技術の一つである，放
射線の性質，利用方法等について，日常生活に
関連の深い事項を中心に取り上げ，分かり易く
解説したものです。

F89050
漫画・アニメー
ション 蛇女房 0時間20分

　貧しい木こりの若者長太と，蛇の化身である
その女房との間に生まれた娘・はなやが，蛇の
正体が知れ山奥の沼へ帰ってしまった母親に再
会し，親子で幸せに暮らすまでを描いていま
す。

F90001
科学技術・物
理・化学・工学

半導体－その仕組み
とはたらき－ 0時間30分

　産業の各分野をはじめ，我々の暮らしの中の
あらゆる機器に組み込まれ，様々な機能を果た
している「半導体・ＩＣ」。この映画は，半導
体，ＩＣの仕組みと働きを製造や利用の実際を
折り込みながら説明しています。

F90002
交通安全・災害
防犯

災害に備えて－わが
町の防災体制－ 0時間29分

　国や地方自治体がいくら防災の必要性を強調
しても，個人や地域の住民が日頃から防災意識
を持たなければ，災害を最小限度にくい止める
ことはできません。この映画は，災害に備え
て，住民の防災意識の啓蒙と住民レベルでの防
災意識－自主防災組織－の必要性を訴えていま
す。

F90003

自然科学（生
物・天文）、環
境

美しい未来へ－自然
保護を考える－ 0時間28分

　日本は，四季の変化と複雑な地形が生んだ多
様な植生，さまざまな野生動物など，豊かな自
然に恵まれています。しかし，その美しい日本
の自然は急速に失われつつあります。この映画
は，日本の素晴らしい自然と野生動物を紹介し
ながら，貴重な自然を守るための努力を描き自
然保護の大切さを訴えています。

F90004
科学技術・物
理・化学・工学 光電池のはたらき 0時間20分

　光電池に光を当てると，乾電池と同じように
豆電球を点灯させることができます。この映画
は，光電池とモ－タ－を使っての動くおもちゃ
づくりを通して，光の量や強さとモ－タ－の回
り方の変化や電気の働きについて理解を深めさ
せようとしています。また，光電池のさまざま
な実用例を紹介しているので，光電池が我々の
身近な生活に役立っている様子がよく理解でき
ます。

F90005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 夢をつくるはこ 0時間18分

　この映画は，感じたこと，想像したことを大
切にしながら，造形的な創造表現の能力を高め
る目的でつくられています。既成概念にとらわ
れず，さまざまな夢を「箱」にまとめてゆくプ
ロセスを教室の活動の中心にまとめて，創造力
と感性を高める教育にも役立つようにつくられ
ています。
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F90007 道徳・国際理解 黒潮の流れる島で 0時間21分

　この映画は，黒潮洗う三宅島の壮大な自然
や，その自然と共存し，たくましく生きぬいて
きた島民たちの生活を都会育ちの一人の少年の
目を通して描きながら，「自然や人間の力を越
えたものに対する畏敬の念」について考えさせ
る作品です。

F90008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

生活を豊かにするデ
ザイン 0時間20分

　身近な食器に見られる様々なデザイン，生活
の中で楽しく生かされるデザインの事例や，発
想から製品として完成するまでの過程を追い，
生活を豊かにするデザインの楽しさを描いてい
ます。

F90009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 流通と情報 0時間22分

　今日の流通は，国際化の時代といわれる。コ
ンピュ－タをはじめ，高度に発達した通信網の
利用により，流通は大きな変貌をとげていま
す。ここでは，ＰＯＳシステム，ＥＳＯ、物流
の情報化，そしてこれからの流通など，興味あ
る流通の現状とシステム化の実際を分かりやす
く描いています。（主対象は高校商業科です）

F90010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

コンピュ－タを生か
す－数学・理科での
活用－ 0時間20分

　この映画は，中学校の数学および理科におけ
る，コンピュ－タ教室以外での活用例を紹介し
ています。数学での一斉指導，個別学習，グル
－プ学習という授業形態別の，それぞれの特徴
ある活用例を取り上げ，それぞれにあったコン
ピュ－タの活用をすることによって大きな効果
を上げることができることを訴えています。
（中学校の現職教育用として制作されたもので
す。）

F90011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 保育のおとし穴 0時間21分

　幼児は，身近な自然とのかかわり，それを取
り入れながら知的な欲求を満足させ，その積み
重ねによって科学的な見方や考え方を身につけ
ていきます。特に，都会の幼児たちにとって
は，自然の豊かな幼稚園は貴重な場所といえま
す。幼児と自然，その中での保育者のあり方を
この映画は探っています。

F90012

自然科学（生
物・天文）、環
境

化石がかたる昔の環
境  月はなぜ片面し
か見えないのか 0時間5分

　この映画は，山口県秋吉台の石灰岩中のサン
ゴ化石を取り上げ，現在のサンゴと対比するこ
とにより，サンゴを含む地層の生成当時の自然
環境が推測されることを描いています。

　※なお，このフィルムは，短尺フィルム「月
はなぜ片面しか見えないか」（中学校・理科・
５分）と合巻になっています。

F90013

自然科学（生
物・天文）、環
境

川の汚れを生物で調
べる・カニの足とハ
サミ 0時間5分

　この映画は，汚染度は異なるが，水温・水
量・立地条件が等しい三つの川を舞台に，生活
排水の流入によって生物相が違っていることを
描いています。

　＊なお，このフィルムは，短尺フィルム「カ
ニの足とハサミ－生活に適した形－」と合巻と
なっています。

F90014

自然科学（生
物・天文）、環
境

両生類と爬虫類・心
臓の運動と血液の流
れ 0時間6分

　身近かな動物の中で，両生類とハ虫類の違い
は，分かりにくい点が多いです。この教材は，
外形や皮膚の乾燥の状況，産卵行動や卵の様子
などから，それぞれの特徴を視覚的にとらえら
れるようにしています。

F90015

自然科学（生
物・天文）、環
境

市長さんの天気予
報・火山の形 0時間5分

　科学史上のエピソ－ドを取り上げながら，大
気の圧力の大きさを，水柱をつくることの実験
を通して経験させ，天気の変化は気圧の変化が
関係していることを認識させる教材です。

F90016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） じょうずな買い物 0時間19分

　社会の変化にと伴ない，消費者をめぐる環境
にも変化が見られるようになりました。例え
ば，現金買いの他，カ－ドを使った買い方，店
頭買いだけでなくカタログを見ての購入など，
販売方法や支払いの仕方も多様です。消費者の
一員として，児童にもそれらに必要な能力を育
てる必要があります。この映画は，金銭の使い
方や物品の選び方などを話し合わせたり考えさ
せる時に大いに活用できる作品です。

F90017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 古今和歌集 0時間25分

　古今和歌集は，力強さや生々しい直接的な表
現より婉曲な言い回しや繊細さや優美な表現に
重きを置いた歌集です。この映画は，後世の詩
歌に大きな影響を与えた古今和歌集を取り上
げ，その代表的な歌人とその歌をめぐる風景や
絵巻物の資料によって映像化したものです。歌
人や時代背景を理解する上に極めて価値の高い
作品です。

F90018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 井原西鶴 0時間26分

　近世文学の代表的作家西鶴は，浮世草子の世
界で多くのすぐれた作品を世に残しています。
この映画は，「好色一代男」や「日本永代蔵」
など西鶴の代表的な作品を取り上げ，時代的な
背景やその特徴を明かにするとともに，文章の
一部朗読や作品を生んだ土地の実写や絵巻，草
子などの資料により学習に役立つ教材となるよ
うに制作されてます。
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F90019

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

この愛をありがとう
－お年寄りや身障者
に学ぶ－ 0時間26分

　この映画は，中学生が，夏休みに実践した活
動を通して，日頃，家庭や学校では体験するこ
との少ない障害者や，お年寄りとのふれあいの
中から，その生き方を学び，思いやりの心を育
ててゆく姿を描いています。

　「ありがとう」と言われた時のこころよい感
動，心を込めて接した時の感謝の気持ちが見る
者の心を打つ作品です。

F90020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 福沢諭吉と文明開化 0時間20分

　新しい明治の世の中を開いてゆく上で，大き
な業績を残した福沢諭吉。その働きを調べなが
ら，江戸時代末期の日本と，西欧社会の違いを
示すと共に，当時の文明開化の様子を描いて，
明治初期の時代的特色を浮き彫りにしていま
す。

F90021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

自由民権と国会開設
－伊藤博文と板垣退
助－ 0時間20分

　自由民権運動を推し進めた人々の思想と行
動，彼らの目指したもの，そしてそれらに対す
る政府の対応と決着など，民権運動の高まりか
ら国会開設にいたるまでを民権派の立場から実
感的に描いてます。

F90022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 君津の製鉄所 0時間15分

　鉄の生産を支える条件として，ともすれば児
童は，工場や原料だけを考えがちです。この映
画は，製鉄の工程や人々の働く様子などを通し
て，工業用水や動力などの確保，交通の整備，
更には住宅や商店の施設などさまざまな条件に
よって支えられていることを気付かせようとし
ます。漁村の鉄の町に変貌していく様子をよく
理解させることが出来る映画です。

F90023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 今日の交通運輸 0時間20分

　交通運輸にかかわる産業は，国民生活を向上
させ他の産業を発展させる上で重要な役割を果
たしています。この映画は，身近な食料品の流
れの描写から入り，暮らしと産業を支えるため
に，陸・海・空に広く張りめぐらされた交通運
輸網と，そこに働く人々の姿を生き生きと描き
だしています。交通運輸の学習の導入に，ま
た，まとめの学習に有効に活用できる映像教材
です。

F90024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 人口のかたより 0時間21分

　国土における人口の分布は，地形との関係も
あるが，産業の構造の変化につれて分布の様子
が変化しています。工業化の進展に伴なう人口
の異動によって，人口のかたよりが進み過疎と
過密の地域が生まれ，双方の地域に多くの社会
的問題が生じてきています。この映画は，この
様な現象を具体的に描き，国土と産業や生活，
国土の有効な利用について考えさせようとして
います。

F90025
科学技術・物
理・化学・工学

新しい通信のはたら
き 0時間20分

　放送や新聞，電信電話などの産業は，国民の
日常生活と深いつながりを持っています。この
映画は，十勝岳再噴火を報道するテレビや新聞
の話題を例に，新しい通信のしくみはコンピュ
－タと結びつき，報道にとどまらず，広く我々
の暮らしや産業を支えていることに気づかせ，
テレビ局や新聞社などの活動が，具体的に描か
れているので，児童の興味をひきつける有効な
映像教材です。

F90026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） うさぎとあそぼう 0時間15分

　この映画は，新しく誕生した教材「生活科」
の主旨を具体化した作品です。学習の対象とし
てウサギを取り上げ，その観察や世話を通し
て，体の特徴や習性の面白さ・不思議さなどを
発見させようとしています。特に児童が，ウサ
ギを観察したり，世話をするす活動が具体的に
示されているので，実際の学習活動の参考例と
しても役立ちます。

F90027

自然科学（生
物・天文）、環
境

きせつとタンポポた
ち 0時間18分

　この映画は，植物の成長が季節によって違い
があることを身近なタンポポを例にとり，四季
の移り変わりと対応させながら描いています。
その中で，タンポポの面白い性質や，きびしい
自然条件の中でも生き抜こうとするたくましさ
が，よく描かれています。

F90028

自然科学（生
物・天文）、環
境

日光・肥料と植物－
ウキクサの育ちかた
－ 0時間18分

　ウキクサの体のつくりはどうなっているのだ
ろうか，どのように成長するのだろうか，ま
た，どのようにして増えるのだろうか。そし
て，日光や肥料と育ちかたの関係はどうなって
いるのだろうか，それらに対して，この映画
は，特殊撮影を駆使し，また，長期間の観察を
続けて分かりやすく貴重な映像で答えていま
す。

F90029

自然科学（生
物・天文）、環
境 自然の中の水の変化 0時間18分

　この映画は，水は常温でも蒸発して空気中に
水蒸気として含まれており，その水蒸気は水に
変化することを特殊撮影にょって実証的に描い
ています。そして，これらの水は，自然界で
は，霧や霜，雲や雪などに姿を変えて循環して
いることを理解させようとしています。

Page 129



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

F90030

自然科学（生
物・天文）、環
境

見たり，聞いたり，
さわったり－感じる
はたらき－ 0時間15分

　児童は，普通，目や耳の働きについて，意識
することはほとんどありません。この映画で
は，まばたきや眼球の働き，あるいは耳の格好
などをクロ－ズアップして見せ，それらの動き
に興味を持つように仕向けています。それと同
時に，その働きについて，調べる内容や方法が
具体的に示されているので，導入部だけでな
く，まとめの段階でも活用できる教材です。

F90031
保健衛生・性教
育・運動

眼・このすばらしい
友だち 0時間24分

　大部分の児童は，「眼」自身の存在を感じる
ことなく毎日を過ごしています。しかし，すこ
しでも異常な起きるとかなりの不自由さを感じ
るのが「眼」です。この映画は，眼に対する正
しい知識－なぜ眼は見えるのか，視力とはなに
か，目が悪くなった時は－など，眼に対する，
さまざまな疑問に対して分かりやすく，しかも
興味深く描いています。

F90032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ピ－タ－と狼 0時間14分

　プロコフィエフが作曲した「ピ－タ－と狼」
は，副題に「子供のための音楽物語」とあるよ
うに，物語を聞きながらオ－ケストラの楽器に
親しませる目的で書かれています。登場人物の
のキャラクタ－が楽器を使い分けることによっ
てシンボライズされています。この映画は，ア
ニメ－ションの手法を使って，原曲のイメ－ジ
をスクリ－ン上に再現したものです。

F90033

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ひろしまのエノキ 0時間24分

　広島市の旧陸軍病院跡にそびえる老エノキ。
このエノキは原爆の爆風で幹をえぐられながら
も青々とした葉を茂らせていました。ところが
昭和５９年の台風で折れてしまいました。これ
を見た広島基町小学校の子供たちは「エノキを
死なせてなるものか」と懸命の努力をしまし
た。この物語は６３年には絵本となり多くの児
童に読まれたが，これは，それをもとにアニメ
映画化したものです。

F90034 道徳・国際理解 稲むらの火 0時間16分

　この映画は，昭和１２年に刊行された国定教
科書・小学国語読本に掲載された，「稲むらの
火」をアニメ化したものです。

　津波の襲来を予知して，それを村人に知らせ
るための，大切な稲むらに火を放ち，高台へと
導いた庄屋吉兵衛の姿を通して，なにものにも
かえがたい生命の尊さや，災害時には冷静沈着
に状況を把握して対応することがいかに大切か
を訴えています。

F90035 道徳・国際理解 アフリカ友情物語 0時間54分

　アフリカ中央部の大地を舞台に，日本の少女
とタンザニアの子供たちとの交流を通して，友
情と国際的な連帯を語りかける。一人の少女の
目を通して見た国際理解の素晴らしいドラマで
す。

F90036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリ－ズ
４．中部地方－自然
と産業と人々の生活
－ 0時間24分

　中部地方は，自然的な特色から三つの地域に
分けられます。温暖な東海の工業や中央高知と
北陸の産業や暮らしに焦点をあて，自然や気候
の違い，交通網の整備など地域の発展や人々の
生活にどうかかわっているかを最新の映像で描
いています。

F90037

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリ－ズ
６．中国・四国地方
－自然と産業と人々
の生活－ 0時間25分

　中国・四国地方は，近畿と九州を結ぶ役割を
果たし，地理的には，山陰・瀬戸内・南四国の
３地域に分けられます。工業の盛んな瀬戸内や
変貌する漁業と農業。南四国，山陰・中国山地
の暮らしの実情を新しい映像で描いています。

F90038

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新日本地理シリ－ズ
７．九州地方－自然
と産業と人々の生活
－ 0時間23分

　九州地方は，日本の最南西の地にあって，古
くは大陸文化やヨ－ロッパ文化を受け入れる重
要な役割を果たしてきました。この映画は，大
きく変わりつつある工業や電子工業の進出，
干拓地の農業や西海の漁業，南九州の農村と離
島，沖縄などの実情を描き，九州の持つ特色を
理解させようとしています。

F90039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

わざとちえ－産業近
代化のあゆみ－ 0時間21分

　わが国が明治維新を成し遂げて近代社会に踏
み出そうとしていた１９世紀後半という時期
は、イギリスに産業革命が起こってからすでに
百年余りを経過していた頃です。幕藩体制の中
で蓄積されてきた技術に立脚し、欧米の新しい
技術に学びながら、明治の人々の若々しいエネ
ルギ－が産業の近代化の道程をいかに切り拓い
てきたかを、この映画はきわめて具体的に迫力
をもって描いています。

F90040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

発掘・吉野ケ里遺跡
－よみがえる邪馬台
国－ 0時間45分

　豊かな水田の広がる筑紫平野の一画。佐賀県
吉野ケ里は平成元年３月，邪馬台国ゆかりの地
として一躍全国の注目を浴びることとなりまし
た。紀元前１世紀から３世紀にかけて栄えたと
考えられるこの現場にただずむと人々の集団
が，ムラからクニへと発展していった様子が映
像化され，いままで文献でしか伝わらなかった
古代国家・卑弥呼時代（弥生）の代表的なクニ
の姿を具体的に教えてくれます。
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F90041

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） わたしたちと原発 0時間20分

　暮らしに欠かせない「電気」と同時に，始末
に負えない「死の灰」を生みだす現代のＢ・Ｂ
（ブラックス・ボックス）とも言える原発とは
なんでしょうか。「原発と原爆は同じものか」
「原発が電気を生み出す仕組みは」「放射性物
質とはどんな影響があるのか」。映画は，アニ
メの手法でこれらの疑問に分かりやすく答えな
がら，ブラス・マイナスどちらの 面でも，
我々の生活に大きな影響を持つ原発の本質に
迫っています。

F90042

自然科学（生
物・天文）、環
境

川の汚れを生物で調
べる 0時間5分

　この映画は，汚染度は異なるが，水温・水
量・立地条件が等しい三つの川を舞台に，生活
排水の流入によって生物相が違っていることを
描いています。＊なお，このフィルムは，短尺
フィルム「カニの足とハサミ－生活に適した形
－」と合巻となっています。

F90043
科学技術・物
理・化学・工学

ガスバ－ナ－の使い
方 0時間6分

　この映画は，ガスバ－ナ－の機構を解りやす
く解説するとともに，特殊撮影により，ガスの
流れを映像でとらえています。これは，生徒
が，ガスを正しく理解し，恐怖心を取り除くの
に効果的な教材です。

F90044
交通安全・災害
防犯 地震の波 0時間6分

　地震の揺れには，初期微動を起こすＰ波と主
要動を起こすＳ波とがあります。この映画は，
その波の特徴に気づかせることを目的に，実験
模型などを用いて，視覚的に，分かりやすく描
いています。

F90045

自然科学（生
物・天文）、環
境

ヒトはどのように進
化したか 0時間11分

　人類は，いつこの地球上に現われたのでしょ
うか。長い歴史の上でどのように生活し，どの
ように進化してきたのでしょうか。この映画
は，人類の遠い祖先から現代にいたる進化をア
ニメ－ションによって描き，学校教材として
も，一般教養ととしてもすぐれた作品です。

F90046
保健衛生・性教
育・運動

性の病気・知識と予
防 0時間25分

　梅毒・淋病等の性病や，性器ヘルペス，尖圭
コンジロ－ムなどの性の病気を取り上げ，それ
ぞれの感染経路や症状，基本的な予防知識につ
いてくわしく説明しています。興味本位のゆが
んだ性情報が氾濫している現在，世の親たち，
多くの若者たちに見て欲しい作品です。

F90047
保健衛生・性教
育・運動

アルコールの害－未
成年者の飲酒－ 0時間24分

　最近，未成年者の飲酒の風潮が著しくなり，
それにかかわる事件・事故も多く発生していま
す。この映画は，アルコ－ルの心と体への影
響，特に成年者への影響を描いています。一時
の好奇心にかられて，可能性に満ちた将来を失
うことのないように，飲酒について指導する時
の適切な教材です。

F90048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

進路選択のために－
三者相談－ 0時間25分

　この映画は，典型的なケ－スを通して，三者
相談の主役は生徒本人であること，教師は経験
あるアドバイザ－，保護者は協力者という基本
をはっきりと示し，進路選択のための重要性と
問題点を描きながら，三者相談を実りあるもの
にするためにはどうしたらよいかを考えさせる
作品です。

F90049

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

－中学生激論ドラマ
－いじめ 0時間45分

　「いじめ」が依然としてマスコミを騒がせて
います。この映画は，あるクラスの，生徒同士
の討論を通して，この問題の底にある心の問題
－いじめられる辛さ，いじめる側の苛立ち－に
迫っています。学級指導やホ－ムル－ムに，ま
た教師のための研修資料としても活用できる教
材です。

F90050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

修学旅行　事前研究
－東京－ 0時間30分

　修学旅行には，総合学習の場として，個性や
社会性の伸張，主体的活動への意欲づけ等多く
の目的があります。その達成のためには，旅行
先の事前指導が欠かせません。この映画は，最
新の東京の様子を映像体験できるようにまとめ
られています。

F90051
漫画・アニメー
ション くまの子ウーフ 0時間18分

　子供の本のベストセラー「くまの子ウーフ」
を人形アニメーション化した映画です。人形た
ち－＜くまの一家，うさぎ，きつね，めんどり
たち＞－が生き生きと動き回る不思議な世界，
きんぽうげの咲くひろびろとした野原，幼い子
供のリズムにぴったりのゆったりしたテンポ，
母が子にどうしても見せたい映画です。

F90052
漫画・アニメー
ション

こぎつねコンとこだ
ぬきポン 0時間21分

　人は誰でも一人では生きていけません。お父
さんやお母さん家族の深い愛情と共に大切なの
は仲のよい友達です。親同士きらいであって
も，こぎつねコンとこだぬきのポンは友達に
なってしまいます。ユ－モラスでちょっとハラ
ハラ，暖かくやさしい物語を通じて友達を持つ
楽しさを訴えています。
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F90053
漫画・アニメー
ション とべないホタル 0時間18分

　生まれながらにして，羽がちぢみ飛ぶことが
できないホタルとそんなホタルを励まし助ける
仲間のホタルの物語を，アニメ－ションで美し
く描いています。
飛べないホタルも，今はもう独りぽっちではあ
りませんでした。ちぢれた羽は元のままでした
が，そんなことは少しも気になりませんでし
た。

F90054
漫画・アニメー
ション 虔十公園林 0時間18分

　この映画は，宮沢賢治の名作童話のアニメ・
ドラマ化である原作の持ついくつかの主張－人
のつらさへの共感・自然への慈しみ・多くの人
につくすことの喜び・無償の善意・質実剛健な
生きかた－などが自然に伝わってくる作品で
す。

F90055
漫画・アニメー
ション

いじわる狐ランボー
の涙 0時間15分

　子狐のランボ－は，森の仲間たちからやっか
い者扱いをされています。わるさばかりして，
皆に迷惑ばかりかけているからです。今日も，
湖で楽しそうに遊んでいるポップとラックから
丸木舟を取り上げ，さんざん乗回したあげく，
こわしてしまいました。でも，そんなランボ－
にも本当は優しい心があるのだということを，
森の動物たちとの交流の中で描いている好評の
ランボーシリーズ第２作です。

F90056
漫画・アニメー
ション 手ぶくろを買いに 0時間15分

　新美南吉の名作をアニメ化した作品です。寒
い冬が，真白な雪をつれて，狐の親子の住んで
いる森にもやってきました。冷たい子狐の手に
息をふきかけながら，夜になったら町へいって
手ぶくろを買ってやろうと思うのでした。

F90057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 赤いカラスと幽霊船 0時間35分

　バスケットボ－ルの試合でミスをして，意気
消沈したタクヤは妹のエミと家路につくと，突
然，エミが「船が落ちてくる！」と叫びまし
た。赤いカラスに導かれて船に乗り込んだ二人
は病気の老船長に，港に船を戻してくれるよう
に頼まれます。果たして二人は未知の宇宙を乗
り切れるでしょうか。特殊撮影によるフアンタ
ジックな作品です。

F90058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

父ちゃんと僕たちの
スクラム 0時間48分

　母親の事故で亡くした子供たちと，長距離ト
ラックの運転手をやめた父親が，地方都市に転
居して新しい生活を始めます。けなげな子供た
ちと，明るく，たくましく育って欲しいと願う
父親がさまざまな事件にぶつかりながら家族の
きずなを確かめあっていきます。波乱万丈で，
父親が背中で教える感動のドラマです。

F90059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 明日へ輝け 0時間39分

　この映画は，ある少年が母親の入院や重病の
友人の死などに直面して，次第に人間として成
長していく過程を，少年の心の軌跡を中心に，
感動的なドラマとして描きながら，生命がいか
に尊いものであるか浮かび上がらせようとして
います。

F90060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） みどりの朝風 0時間30分

　この映画は，スポ－ツ少年団の育成を主たる
目的として，埼玉県小川町スポ－ツ少年団の全
面的な協力のもとにつくられています。スポ－
ツ少年団に入団した一人の少年が，スポ－ツ少
年団の楽しさを体得していく様子を，セミド
キュメンタリ－風に描いたものです。

F90061

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

明日をきずく－豊か
なスポーツ少年団活
動－ 0時間30分

　明日を築く子供だちに豊かなスポーツ体験を
………。この映画は，地域の連帯と教育力の高
まりをどのようにつくり上げ，青少年育成をど
うはかっていくか。子供たちのスポーツ指導に
あたるボランティア活動を通して探っていま
す。親も，地域の人々も学校の先生方にも是非
見てほしい映画です。

F90062

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもの失敗を生か
す 0時間30分

　子供の失敗を責めたてることはやさしいです
が，子供の心をふるいたたせ，やる気を起こさ
せるのも失敗があってこそです。やる気があれ
ばこそ子供の失敗をやる気に結びつけ，成長へ
の糧にできるのでしょうか。要は，その時の親
の態度いかんではないでしょうか。この映画
は，それを日常の母と子のやりとりの中で分析
し考えさせる作品です。

F90063

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

家族のきずな－三世
代同居と私－ 0時間28分

　核家族化が進み，高齢化社会を迎えた今日，
お年寄りをかかえた多くの家庭では，老親との
対応にとまどいながら，どうしたら三世代の家
族がうまく暮らしていけるかを考えています。
この映画は，この，誰もが避けては通れない今
に知的問題を掘り下げ，心暖まる家族愛を描い
ています。

F90064

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

祖母・母そして子ど
もたち－人生８０
年・わが家の生活設
計－ 0時間32分

　「人生８０年」時代の到来で，ライフサイク
ルは大きく変わり，経済的にも精神的にも，こ
れからの長い人生をどう生きるべきかは重要な
課題となっています。ゆとりある老後の生活を
送るために早目早目の長期の生活設計をたてる
ことが大切です。この映画は，ある中年夫婦の
家族とその母の生き方を通して生活設計の大切
さを訴えています。
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F90065

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） わが心の朝 0時間53分

　女性が自分自身の羅針盤を持つための努力を
はじめる過程を今日的視点でとらえています。
この映画は，労働の問題，子どもの問題，家族
の問題など女性をとりまく問題の多くが出てい
て，話し合いのよい材料となる作品です。

F90066
交通安全・災害
防犯 悪徳商法手口集 0時間30分

　悪質なセ－ルスマンは，毎日，牙を磨いてお
年寄りや若者などを餌食にしようと狙っていま
す。この映画は，いままでにあった事例，将来
起こりうるケ－スも含め，悪徳商法の具体的手
口を興味あるドラマ形式で描いています。昭和
６３年１１月より施行された改正訪問販売法の
ポイントもあわせて説明しているので，高齢者
対象の映画会などに活用できます。

F90067
科学技術・物
理・化学・工学

新材料の世界－複合
材料からインテリ
ジェント材料へ－ 0時間25分

　我々は，２つ以上の材料を組み合わせて，よ
り望ましい「複合材料」をつくりだしていま
す。最近では，設計通りに材料をつくりだす
「傾斜機能材料」が注目を集めています。この
映画は，それらを紹介するとともに，外部の情
報を感知して新しい機能を発揮する「インテリ
ジェント材料」にもふれ，発展しつづける新材
料の動向を分かりやすく説明しています。（２
年度科学技術譲与フィルム）

F90068

自然科学（生
物・天文）、環
境

暑くなる地球－地球
温暖化と科学技術－ 0時間25分

　炭酸ガスの増加により，地球が急速に暖かく
なり，４０年後には，平均気温が，現在より２
～３度上昇するといいます。それを防ぐには，
現在，年間，６０億トンも燃やしつづけている
石油・石炭を減らすことが必要です。この映画
は，クリ－ンなエネルギ－である，太陽・風
力・波動・地熱・原子力の各エネルギ－の開発
が急務であることを訴えています。

F91001

自然科学（生
物・天文）、環
境 男女のからだ 0時間9分

　この映画は，「人は男女によって体の形にち
がいがあり，成長するに従ってそのちいが一層
はっきりすること」そのちがいは，子供を生
み，育て，生命を連続させていくために必要な
ものであること」を理解させようとするもので
す。動物のオス・メスの形の役割などのちがい
を見ることから，自分の体に目を向け，自分た
ちの体はどうなっているのか，これからどう変
わっていくのかを考えることを通して，生命を
大切にする気持ちを養おうとしています。

F91002

自然科学（生
物・天文）、環
境

赤ちゃんがうまれる
まで 0時間10分

　人は，他の哺乳動物と同様に，へその緒を通
して，母親から栄養分や酸素を受け取りながら
母体内で成長します。この映画では，精子と卵
子との出会い・授精・受精卵の変化・胎児の成
長・そして出産の過程を特種撮影も交えながら
克明に描くことによって，生命誕生の神秘と不
思議を伝えようとしています。

F91003

自然科学（生
物・天文）、環
境

体のつくりと働き－
食べる－ 0時間11分

　人の体のつくりや働きには，他の動物と共通
のものと異なるものとがあることを，児童が自
主的に調べることができるように，「食べ方と
食べ物と歯」を事例として取り上げ映像化した
ものです。

F91004

自然科学（生
物・天文）、環
境

－人と環境－生きも
ののつながりあい 0時間10分

　この映画は，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し，人も含めた生物
は，他の生物及び環境とかかわって生きている
ことを理解させようとしています。特に，閉鎖
系の実験を野外で行なうことで，その結果を直
ちに環境的規模に結びつけて考察できるように
工夫しています。

F91005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こうして話せばいい
んだね －話し方・聞
き方－ 0時間19分

　小学校基礎学習のなかでも音声言語，つま
り，話し・聞く力をつける指導が重視されてい
ます。４年生のある学級を取上げ，クラスをよ
くするための「掲示板の使い方」について話し
合う過程を追いながら，目的を実現するに大切
な「話し方・聞き方」の基本事項を考えようと
しています。

F91006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 秋とあそぼう 0時間18分

　自然を観察して季節の変化に関心を持たせた
り，野外にある材料を用いて遊び道具の飾りも
のを作ることや，それを使って遊ぶことができ
ることを教えようとしています。特に，身近な
自然との触れ合いや，自然の素材を利用して創
作する時のイメ－ジづくりや，ヒントになる具
体的事例を提示しており，学習に役立つ資料と
して優れています。

F91007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

宇宙の音楽をつくろ
う 0時間21分

　これからの小学校教育で一層求められるもの
は，「創造的で個性的な学習活動」です。この
映画は，このような背景とともに，児童が，こ
れまで得た音楽性，心情を駆使して，自由な発
想で音楽づくりに取り組む姿を描いたもので
す。実践指導の記録をもとに，宇宙のイメ－ジ
にあった「音」の収録，楽譜づくり，そして発
表の様子を映像化しています。
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F91008

自然科学（生
物・天文）、環
境 地球と環境 0時間20分

　四十数億年という時間の中で生成されてきた
美しい地球と自然。しかし，現在，先進は豊か
さの中で，途上国は貧困の中で，それぞれ環境
破壊が進んでいます。この映画は，帯林の破
壊，地球の温暖化，酸性雨，オゾン層の破壊，
海洋汚染等を通して，地球規模環境破壊も，
我々の身近な暮らしの中にその原因がひそんで
いることを伝えています。学校教育のみならず
社会教育の教材としてもふさわしい教材です。

F91009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

私たちの場合－ある
生徒会の報告より－ 0時間20分

　生徒会の投書箱に，「生徒会を解散しろ」と
いう投書が連続して入れられました。それを真
正面から受け止め，考えていくうちに，生徒会
役員も自分たちの心の底に同じ思いのあること
に気づき，問題の解決に努力し始める。ある中
学校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
在意義と，活性化を考えさせようとしていま
す。

F91010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 現代の人間像 0時間21分

　人間としての在り方，生き方についての理解
と思索を深めようとする「倫理」の学習は，現
代社会の特質をふまえる必要があります。新し
い学習指導要領では，現代の人間像にふれなが
ら，しかも「美術作品などを引用して，現代の
人間像を紹介するなど工夫」をすることを求め
ています。この映画は，核家族化，高齢化，情
報化，国際化など現代社会の特質を映像でとら
えながら，美術作品を手掛かりに，現代社会の
特質と人間について興味深く考えさせる教材で
す。

F91011
科学技術・物
理・化学・工学

水産育種とバイオテ
クノロジ－ 0時間20分

　近年，水産育種の分野でバイオテクノロジ－
の技術が活用されるようになりました。ここで
は魚の発生や，減数分裂を基本とし，染色体を
操作してつくる三倍体，雌性発生，偽オスの作
成，そして海藻の細胞融合などバイオテクノロ
ジ－技術の実験をアニメ－ションをまじえて分
かりやすく描いています。

F91012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

せんせいせんせい－
３歳児の世界－ 0時間22分

　幼稚園は，幼児にとって初めての集団生活で
す。その中で幼児は何をどのように学びとり身
につけていき、教師の役割や指導とは何なので
しょうか。3歳児が先生や友達とふれあいなが
ら思い切り遊ぶにその答えをみることができま
す。この映画は，3歳児と先生が生活する姿を
ありのままに記録し指導のあり方を考えさせる
教材です。

F91013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

わたしたちのくらし
ごみのしまつ 0時間20分

　この映画は，ゴミが急増する中で，各家庭か
らゴミの収集から最終処分までの過程をとら
え，市町村のかかりの人たちが住民の協力を得
て，ゴミを減らすために工夫し，努力している
様子を具体的に描き，ゴミと生活とのかかわり
あいを考えさせようとしています。

　ゴミなどの廃棄物処理事業が，地域の健康な
生活の維持と向上に役立っていることを理解さ
れる作品です。

F91014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 米作に生きる人びと 0時間20分

　国民の食生活の変化により，日本の食糧生産
は大きな影響を受けています。食糧の種類，生
産の形態や用具類も大きな変化を見せていま
す。この映画は，日本の代表的な米作地帯であ
る山形県庄内地方を約１年にわたって取材し，
米作に関する最新の情報を映像化しています。
特に，この教材では，米作に取り組む人びとの
工夫や努力を実感を持ってとらえることができ
るように農作業の様子を具体的に提示している
教材です。

F91015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

畑作に生きる人びと
－野菜と果物－ 0時間20分

　食生活の変化により，日本の畑作生産も種々
の影響を受けています。生産される野菜や果物
の種類，生産の形態も大きな変化を見せていま
す。この映画では，野菜の生産地としては，埼
玉県深谷市，果物（みかん）の生産地としては
愛媛県吉田町を取材し，畑作物の最新の情報を
映像教材としてまとめています。特に，野菜の
生産地として深谷市のほか，高知県春野町，群
馬県嬬恋地方を取り上げているので，季候を利
用した野菜の栽培についても具体的にとらえさ
せることができる教材です。

F91016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新しい学問を開いた
人びと　－杉田玄白
と本居宣長－ 0時間18分

　江戸時代も中期になると，学問が大変盛んに
なり，蘭学や国学という新しい学問が生まれて
きました。この映画は，杉田玄白と本居宣長と
いう人物が，それらの学問の発展にどのような
役割を果たしたかを描くと同時に，それら蘭学
や国学がやがて訪れる新しい時代を生みだす力
となったことをも理解させようとしています。
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F91017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

地域に残る歴史のあ
と 0時間20分

　この映画は，「小江戸」とも呼ばれ，古い歴
史を持つ埼玉県川越市を舞台にしています。小
学生たちが，自分たちの街に残る歴史のあとを
具体的に調べるうちに，街の歴史はもちろんの
こと，日本全体の歴史への関心を呼び起こされ
る様子を描いています。

F91018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

浮世絵にみる町人の
くらし 0時間20分

　この映画は，江戸時代の庶民生活，特に町人
の生活と文化を具体的に理解させる目的でつく
られています。町人自身の文化遺産・浮世絵を
中心の資料として浮世絵に対する認識を高めな
がら町人たちが日々の生活を通して浮世絵や歌
舞伎を育てあげ，楽しく生き生きとした生活を
おくっていた様子をとらえています。

F91019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みんなであそぼう－
きせつのあそび－ 0時間15分

　この映画は，「からだと心で学ぶ生活科」を
目指して，屋内での一人遊びが多い子供たち
に，野外でからだを動かして遊ぶことの楽しさ
を教えるためにつくられています。一年間にわ
たって小学生のグル－プを追いかけて，桜の木
の下に集まっては繰り広げる四季折々の遊びを
紹介しながら，グル－プで遊ぶ楽しさ・体を動
かして遊ぶ楽しさ・新しい遊びを感じとっても
らおうとしています。

F91020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 音であそぼう 0時間18分

　この映画は，子供たちと一緒に考え，作るこ
とを積み重ねた結果をそのままに構成していま
す。初めは，スプ－ンをたたいたり，輪ゴムを
はじいたりする簡単な音づくりから，しだいに
工夫を積み重ねていくうちに，子供たちは，音
が出ている物は震えていること，音が糸を伝わ
ることなどを発見していく。その中で，理屈抜
きの楽しさがあってこそ興味深い発想が生まれ
ることを教えています。

F91021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

買いものの心－お金
とカ－ドの使い方－ 0時間16分

　お金をめぐって悲しい事件がたくさん起きて
います。それは，お金に対する自制心が足りず
「カ－ド時代」「キャシュレス時代」と言われ
ている時代の消費感覚に対応しきれなかった悲
劇でもあります。この映画は，小学生にもよく
分かるように描いた，「新しい時代の金銭教
育」用映像教材です。学校教育で，また社会教
育で親子でお金や小遣いの使い方を考えるため
の好適な教材です。

F91022

自然科学（生
物・天文）、環
境

夏の星－星ざと星の
動き－ 0時間19分

　夏は，野外で星や星座の観察をするのにはよ
い季節です。この映画は，星は一つの星として
とらえることがむずかしいので，夏の夜空に輝
く代表的な星の集まりとしてとらえ，児童に，
星や星座や星座物語の興味を持たせ，楽しんで
観察できるようにと制作されたものです。

＊同名のフィルム「夏の星」(7412)があるが，
別作品です。

F91023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

班長の命令とみんな
のいい分 0時間20分

　この映画は，ある小学校の班長と班員が，共
同研究のための活動するうちに起こったトラブ
ルを通して，権利と義務の問題を考えさせよう
としています。私たちは，権利と義務をあわせ
持っており，お互いに，これを守ることが社会
生活をして行く上で必要な基本ル－ルであるこ
とを訴えています。

F91024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

くらしの中の交通－
緑ナンバ－・トラッ
クの役割－ 0時間30分

　この映画は，小学校高学年の，特別活動の自
主的活動をしているグル－プの様子を描いたも
のです。夏休みを利用して行なわれる「課題学
習」，そのいくつかのテ－マの中から「交通の
ようす」を選択し，グル－プが自主性を持って
調べ，そして，まとめて発表するまでの経緯
が，クルマの好きな仲間の目を通して描かれて
います。

F91025 道徳・国際理解
野井倉甚兵衛－シラ
ス台地に水を－ 0時間26分

　実り豊かな田園の広がり，鹿児島県有明町の
野井倉台地はほんの40年前までは，ほとんどが
松林と雑草が生い茂る荒れ地でした。この映画
は，その自分の郷土に水を引いて，豊かな水田
にしようと立ち上がった野井倉甚兵衛の生涯を
描いたものです。60年もの長きわたって，水田
づくりに打ち込んだ甚兵衛の不とう不屈の精神
は，学校教育のみならず，社会教育における郷
土学習資料としてもふさわしい教材です。

F91026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 核戦争 0時間15分

　核の恐ろしさ，原爆の悲惨さについては，多
くの人々が口にし，映画やアニメ－ションで
も，核の恐ろしさを感性に訴える作品は多くあ
ります。核問題の本質を科学的に，論理的に，
児童に伝え，分かりやすいアニメ－ションの手
法でつくられたものがこの作品です。地域的な
紛争が依然として絶え間ない今日，究極の兵
器，核兵器の恐ろしさと，平和の尊さを考えさ
せる教材として優れています。
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F91027

自然科学（生
物・天文）、環
境

おばけ大作戦　地球
ＳＯＳ！（１）地球
温暖化 0時間27分

　年々暑くなる地球，しかし，この温暖化は実
はア－ス星人たちのしわざでした。欲望ガスを
吸わされた地球人は物をどんどん消費し，二酸
化炭素が増えて地球の温度は急上昇しはじめま
す。温室効果のしくみ，その実状，対策などを
楽しみながら理解できるようにアニメーション
で展開され，環境教育に最適の映像教材です。

F91028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

インドネシア－資源
と産業－ 0時間20分

　インドネシアは，いま豊かな資源を背景にし
て国の近代化に努めています。この映画は，多
様な生活様式や伝統文化を持つ民族の調和を図
りながら，新しい国づくりに邁進するインドネ
シアに焦点をあてて，発展途上国地域における
資源や産業の特色，日本との結びつきなどを考
察させようとしています。

F91029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

奈良－花開く天平文
化－　　貸出不可 0時間28分

　悠久二千年の歴史を持つ古都奈良は，輝かし
い天平文化の宝庫です。この映画は，その中か
ら，平城宮跡，興福寺，薬師寺，東大寺，唐招
提寺，正倉院を取り上げ，その中に収蔵される
代表的な文化財のいくつかに焦点をあて解説を
加えています。学校教育のみならず，社会教育
の場においても十分活用できる教材です。

F91030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 金閣銀閣 0時間30分

　およそ百年の隔たりをおいて，室町時代を代
表する二つの文化が花開いた。この映画は，華
やかな北山文化，幽玄枯淡な東山文化という両
文化の特徴を表わしている金閣と銀閣を描いた
貴重な映像記録です。歴史的な背景とともに，
日本の伝統を基礎づけた室町文化の精髄を考察
するこの映画は，高等学校教材としても優れて
います。

F91031

自然科学（生
物・天文）、環
境

植物の実験・観察－
ムラサキツユクサを
使って－ 0時間21分

　この映画は，身近な植物である「ムラサキツ
ユクサ」を使って，中学校（高等学校）ででき
る実験・観察を多目的に扱っています。様々な
細胞の仕組や分裂，色々な組織の観察など生き
ている植物の姿が１株のムラサキツユクサで観
察することができます。

F91032

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命を支える緑－私
たちと光合成－ 0時間19分

　私たちが生きていくためには，酸素や食糧が
欠かせません。また，快適な生活をおくるため
には，莫大なエネルギ－資源や工業資源が必要
です。この映画は，私たちの生命を支えている
これらの大部分が，現在や過去の光合成によっ
て作り出されたものであることを明らかにし，
人間の生存を支えている自然環境についての認
識を深めさせようとしている教材です。

F91033

自然科学（生
物・天文）、環
境

トンボがかたる自然
環境 0時間26分

　一匹のトンボが生をまっとうするためには，
一片の水面があればよいというものではありま
せん。トンボは，その土地の環境の良否を示す
生きた証人であり，種類によって，住む場所を
異にするトンボは，自然環境の変化を知る重要
な指標でもあります。かってはどこにでも見る
ことのできたトンボの姿，自然の姿，－日本の
原風景－を通して，河川・湖沼・森林のあるべ
き姿を考えさせようとしています。

F91034

自然科学（生
物・天文）、環
境

運動のしくみ－骨と
筋肉－ 0時間19分

　動物の進化にはいろいろの型があります。こ
の映画は，動物の運動能力，特に，陸性動物の
移動の方法の発達の進化を取り上げています。
その中で，動物の骨格・筋肉の仕組と働きを理
解させ，私たち人間の運動もこの組合わせで行
なわれることを理解させようとしいます。

F91035

自然科学（生
物・天文）、環
境

積み重なった空気－
高度と気圧－ 0時間5分

　大気の圧力は，同じ場所では，高度が上がれ
ば低く，高度が下がれば高くなります。この変
化は，積み重なった空気層の厚さの違い，空気
層の重さの違いに起因します。この映画は，か
つて，パスカルが行なったのと同様に，山のふ
もとから頂上までの気圧の変化を水銀柱を用い
て実際に測定し，気圧とは積み重なった空気の
重さにほかならないことを映像を通して実感さ
せることを主なねらいとしています。

F91036

自然科学（生
物・天文）、環
境

太陽が沈まない－地
軸の傾き－ 0時間6分

　この映画は，実際に夏の南極大陸で撮影され
た「沈まない太陽」という日本の中学校にとっ
ては非日常的な映像を使うことによって強い印
象を与え問題意識を持たせようとしています。
さらに，回転遊具を地球模型と考え，これにカ
メラを置き，太陽（適当な位置にセットしたラ
イト）の動きを撮影して，その結果を考察する
という方法をとっています。この教材は，単元
の学習直後に，発展（応用）教材として利用す
るのが最適です。

F91037
科学技術・物
理・化学・工学 塩素の融点と沸点 0時間5分

　この映画は，塩素を測定資料として，融点と
沸点を連続して測定しており，また，長時間か
かる実験を微速度撮影などの映画的手法を駆使
して極めて分かりやすく制作されています。
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F91038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日本の美術工芸 0時間28分

　この映画は，日本の伝統的な美術工芸の醍醐
味を七人の代表的な芸術家たちの人と作品に
よって伝えようとしたものです。それぞれの工
房における気迫のこもった表情と高度な技がじ
かに伝わってきます。取り上げている作家は，
浜田庄司（陶器）富本憲吉（磁器）森口華弘
（友禅）松田権六（うるし）田辺竹雲齋（竹工
芸）前田青邨（日本画）宗方志巧（版画）の七
人です。

F91039
保健衛生・性教
育・運動

いま，食中毒は－原
因と対策－ 0時間20分

　最近発生した食中毒事件の実例を具体的に取
り上げ，その原因を解明していく中で，食環境
の変化が食中毒を引き起こしている姿を描き，
どう対処すればよいかを分からせようとしてい
ます。腸炎ビブリオ菌をはじめとして，カンピ
ロバクタ－菌，黄色ブドウ球菌，ポツリヌス
菌，サルモネラ菌，セレウス菌，ウェルシュ菌
等を取り上げ，その性質と予防のポイントを明
かにしています。

F91040
保健衛生・性教
育・運動

コカイン・大麻－心
とからだをむしばむ
毒物－ 0時間28分

　コカイン・大麻等の麻薬が最近急速に広が
り，世界的な問題になっています。特にコカイ
ンは異存性が強く，生命への危険も大きいと言
われています。この映画は，これらの麻薬が体
におよぼす影響を科学的に示し，これらの問題
に無防備の中高校生に，薬物の魔の手をはねの
けられるだけの知識と恐ろしさを知らせようと
しています。学校教育だけでなく，社会教育に
おいて広く青少年の啓蒙活動に有効です。

F91041

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の産業用ロボッ
ト 0時間28分

　産業用ロボットは，60年代の草創期から70年
代の実用期を経て今日まで，日本の産業の生産
向上と価格の安定，需要の喚起や産業基盤の強
化に大きな役割を果たしてきました。この映画
は，その産業用ロボットには，その動作シスタ
ムによって４つのタイプがあることからはじ
め，人間に代わってどのように活動を助けるこ
とができるかを，その活動分野別に例をあげて
分かり易く説明しています。

　中学校社会科の教材としていも，高校工業科
の教材としても利用できる教材です。

F91042
交通安全・災害
防犯

安全な自転車通学の
ために 0時間19分

　年々悪化する交通事情にともない，中学・高
校生の自転車事故が増えつづけています。事故
原因として，法規は知っているが実践しない，
故意に危険な乗り方をするなど交通マナーの乱
れが指摘されています。そこで，中高校生の通
学時にポイントをしぼって事故例を提示し分析
するとともに，基本に立ち返って交通法規と正
しい乗り方について考えさせようとしている教
材です。

F91043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

修学旅行事前研究 鎌
倉－古都をたずねて
－ 0時間15分

　「修学旅行事前研究」シリ－ズは，ＮＨＫの
豊富な映像を中心に，現地の最新の情景を新規
に撮影し，鎌倉を，自然，歴史，生活，文化，
産業などの視点からとらえ，楽しさも折り込み
ながら紹介しています。グル－プ毎の自由散策
のテ－マ選びにも活用できる作品です。

F91044 道徳・国際理解
中学生日記－学級委
員－ 0時間30分

　名前だけはカッコいいが，つまりは，皆の走
り使いのようなもので，責任ばかり押しつけら
れる学級委員の仕事。誰も進んで引き受ける者
がいない中で，皆の計略に落ちて学級委員に
なってしまった一人の少年が，集団の持つ無責
任に憤りながら，やがて自分自身のエゴイズム
に気づき積極的に生きていこうとする姿を描い
ています。

F91045
漫画・アニメー
ション 花いっぱいになあれ 0時間12分

　松谷みよこ原作「花いっぱいになあれ」を素
材に映画化したもので，こぎつねのコンが，赤
い風船と一緒にとんできた花のたねを大事に育
て，花をいっぱい咲かすという物語をアニメ－
ションで描いている作品です。

F91046
交通安全・災害
防犯

にこにこぷん・こう
つうあんぜん－きを
つけようくるまのか
げからのとびだし－ 0時間11分

　悲惨な交通事故に遇わないために，おそろし
さだけを前面に打ち出して教えるのではなく，
楽しさの中から交通安全の知識を自然に植えつ
ける。

ねらいからテレビでおなじみの「じゃじゃま
る，ぽろり，ぴっころ」の三人を主人公に，ド
ラマ形式で話が展開する教材です。
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F91047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ポロンギター 0時間27分

　とある街角で売れない花籠を抱えて淋しげに
立つ少女。その時ギタ－を抱えた旅の老人が疲
れた足取りで現われるけれども，いつの間にか
老人の姿は消え，ギタ－だけが置かれていまし
た。「可哀想に，あなたもおいてきぼりなの
ね」いたわるように少女の手がギタ－に触れた
とたんギタ－は命あるように鳴り出すのでした
…………。少女の美しい心にうたれたギタ－が
ひとりでに鳴り出し，花がたくさん売れだすと
いう人形アニメ－ションです。
文部大臣，芸術奨励賞，教育映画祭最高賞に輝
くアニメ－ションです。

F91048
漫画・アニメー
ション みにくいあひるの子 0時間18分

　仲間はずれのみにくいあひるの子は，頭を垂
れて泳いでいました。その時，岸の子供が
「あっ，新しい白鳥がいるよ。」とさけびまし
た。みにくいあひるの子は，水に写った自分の
姿をそっと見ると，そこに写っているのは，ぶ
かっこうな灰色のあひるではなく美しい白鳥の
姿でした。
有名なアンデルセンの童話を美しいイメージと
新しい表現で描き出している作品です。
文部省特選，青少年映画賞受賞のすばらしいア
ニメーションです。

F91049
漫画・アニメー
ション わらぐつの中の神様 0時間23分

　「心をこめて作った物に神様が入っている。
そして，それを作った人も神様と同じだ。」心
を込めてわらぐつを作った若い娘は，その誠実
な仕事振りを若い大工さんに見染められ，そし
て二人はめでたく結ばれましたとさ………。ほ
のぼのとした民話の世界を通して，誠実な生き
方がなによりも大切なことを語りかけるアニメ
－ション映画です。

F91050
漫画・アニメー
ション やまなし 0時間15分

　ある夜，カニの子供たちは，あんまり月が明
るく，青い水がきれいなので，眠れないので天
井の方を見ていました，その時，ドブン！黒い
大きなものが天井から落ちてきました。それ
は，とってもいい匂いが………。宮沢賢治の童
話を，アニメ－ションで描いた幻想的な作品で
ある二匹のカニの子供の目を通して眺めた小さ
な谷川の四季が美しい作品です。

F91051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ガッツ親父とオサム 0時間56分

　「お前にもしものことがあったら，父ちゃん
生きている甲斐がない。ちょっとできは悪いが
な，父ちゃんには大事な息子だ」。の映画は，
母親を早く失い，多忙なトラツク運転手の父親
とも触れ合いが少なく孤独の中でしだいに心の
荒んでいった小学４年生のオサムを主人公とし
て多感な彼がやがて父親との関係を回復して立
ち直り純真な心を取り戻していく過程を美しい
風景を背景に生き生きと描いている作品です。

F91052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小さな家族－おばあ
ちゃんがいてぼくが
いた－ 0時間55分

　おばあちゃんは，両親を交通事故で失った孫
を引き取り暮らすことになるが，けっしてメソ
メソしたりはしません。しょせん人間は一人で
生きるもの，生きている限りは助けあい支えあ
わなければなりません。さりげない日々の生活
の中から，人間のありようを，家族の意味を，
あたたかく問いかけ，みずみずしい映像で描
く，これまでにない持ち味の児童劇映画です。
文部大臣賞，教育映画祭最優秀賞受賞。

F91053
漫画・アニメー
ション 木を植えた男 0時間30分

　一人の牛飼いの男が，人々のために，不毛の
土地に緑をもたらすことの大切さを知り，その
ために長い間努力を重ねる姿を従来のアニメー
ション技法とは異なった幻想的な構成により巧
みに表現しています。制作期間５年半，ト－タ
ル２万枚の絵を特殊な色鉛筆で描いています。
第６０回アカデミ－賞（短編フニメ－ション部
門）受賞，文部省特選。

F91054

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

明日に育む－育成母
集団のあり方をもと
めて－ 0時間30分

　全国各地で活動しているスポ－ツ少年団，そ
の活動を側面から援助し，支えているのが育成
母集団です。母集団の運営には様々の形があ
る，この映画は，活動年数の違う３つの少年団
を中心に紹介しながら，母集団のあり方や当面
する問題点を示し，それぞれの団が実情に応じ
て活動する際の参考となることを制作意図とし
ています。

F91055

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

母　へ－子どもたち
の心－ 0時間30分

　おしゃべりをするために「こども電話相談」
に電話をかけてくる子供たち。こんな悩みとも
呼べない子供たちの声が電話相談の多数を占め
はじめているのはなぜでしょうか。どこの親で
も子供を愛することについては人後におちませ
ん。しかし，子供が求めている愛は，そんなに
難しいものではありません。この映画は，「電
話」の中に「家庭の団らん」を求める子供たち
の孤独な姿を描いています。
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F91056

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 路－ＭＩＣＨＩ－ 0時間32分

　万引きして，スリルを楽しんだとうそぶく子
供たち。罪の意識もなく他人の自転車を乗り回
す子供たち，そんな息子の行動を悲しんだ親は
嫌がる息子を連れて自転車の持ち主を捜してい
きます。

F91057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

－生涯学習パ－トⅡ
－創造への旅だち 0時間31分

　人々の多様な学習要求に対応するために，最
近，様々な学習施設などの整備が行政により進
められています。この映画は，学習者が，学習
課題や方法・手段などを自ら学んでいくことの
大切さをいくつかの学習事例を通して示唆して
います。入門編にあたる，前作「新しい自分と
の出合い」に続く，生涯学習の実践編です。

F91058

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 ゴミ減量作戦 0時間30分

　ゴミ増加の原因や，清掃工場がかかえる問題
など，大きな社会問題となっているゴミの現状
をとらえるとともに，ゴミ減量のために対策を
積極的に実施している神奈川県平塚市の様子を
具体的にとらえ説明しています。この映画は，
この問題の解決の糸口を探るのは容易ではない
が，ゴミの環境や環境保全について一人一人が
正しい知識を持つことが前提であることを示唆
しています。

F91059

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古墳の発掘－宮中野
古墳群・大塚古墳－ 0時間33分

　一つの真実を明らかにするためには，様々な
アプロ－チの仕方があり試行錯誤があります。
この映画は，単なる古墳の発掘記録というだけ
でなく，調査の進め方や，研究・調査に全力で
打込む先生と学生の姿を追求したヒュ－マンな
記録映画です。
また，「発掘には，多大な労働力と豊富な知
識，それにもまして学ぼうとする強い意欲が大
切である」ことが基本であることを教えていま
す。

F91060
科学技術・物
理・化学・工学

放射線の利用－その
有効性と広がる未来
－ 0時間30分

　我々人間は，昔から，宇宙や大地から発せら
れる放射線の中で暮らしてきました。このよう
な自然放射線のほかに，今日では人工的に放射
線を作りだして多方面において平和的に利用し
ています。この映画は，その種類と性質を解説
し，今日の医学，農業，文化利用など広範な有
効利用の実際を具体的に紹介しています。

F91061

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） これからの街づくり 0時間30分

　地域の活性化と快適な暮らしを求める人々の
意欲的な活動は，各地に個性的で魅力的な街づ
くりを展開しています。そこには，歴史的，伝
統的街並みの保存をはじめ，地域の特徴がうか
がえ，いずれも観光の振興と住民の暮らしよさ
を考慮している点など，これまでにない発想に
よるものが多くあります。この映画で取り上げ
ているのは，長野県の妻籠宿，小布施町，愛知
県足助町，滋賀県長浜市，神奈川県横浜市など
です。

F91062
科学技術・物
理・化学・工学

宇宙で生まれる新技
術－無重力環境への
挑戦－ 0時間25分

　この映画は，微少重力環境の効果，地上で作
られた微少重力環境での各種実験例，日本とア
メリカが宇宙で行なう微少重力実験例，宇宙ス
テ－ション計画，有人宇宙飛行の歴史，日本人
宇宙飛行士，国際宇宙年などについて紹介して
います。

F91063
科学技術・物
理・化学・工学

明日を科学する光－
放射線－大型放射光
施設Ｓｐｒｉｎｇ－
８ 0時間23分

　放射線の発生原理，特徴，利用の事例等を人
形アニメ－ション，セミコンピュ－タグラ
フィックス，更には，高エネルギ－物理学研究
所の映像等により分かりやすく解説するととも
に，大型放射光施設（Ｓｐｒｉｎｇ－８）の重
要性，将来性などを紹介しいます。

F92001
科学技術・物
理・化学・工学

空気の中の水じょう
気 0時間10分

　この映画は，①水は，過熱しなくとも自然に
蒸発する②水の蒸発は，いたる所で常に起こっ
ている③湯気やモヤは水蒸気できないが，そこ
で蒸発が起こっている証拠になる④水の蒸発は
地表上のあらゆる所で起こっているので，まわ
りの空気には，必ず水蒸気が入っているという
四つのポイントを，面白い実験，大がかりな実
験，特殊撮影などで印象深くとらえています。

F92002

自然科学（生
物・天文）、環
境

空気中の水じょう気
の変化－雲－ 0時間10分

　水は，いろいろと姿を変えて存在している
が，雲もその一つであることを，飛行機で雲の
中に突入したり，車で山腹を登る途中で観察し
たりしながら，興味深く雲の実体をとらえよう
としたものです。特に，微速度撮影なども加え
ながら，自然界の水の変化した姿を観察してさ
らに学習意欲を高めようとした作品です。

F92003

自然科学（生
物・天文）、環
境

気温ってなに，どう
して変わるの？ 0時間10分

　気温は，ある条件の下で測定した空気の温度
であると定義されています。さらに，空気は，
日光によって直接温められるのでなく，太陽に
よって温められた地面の熱によって温められま
す。この作品は，晴れた日と曇りの日のそれぞ
れ一日間，地面の温度と，空気の温度の垂直分
布（地表から１５０センチまで）を最新の機器
で測定することによって，日光と地面，地面と
空気の温度との関係を明かにしようとしていま
す。
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F92004

自然科学（生
物・天文）、環
境

あした天気になあ
れ！－天気の見方・
調べ方－ 0時間10分

　この映画は，児童による地上での，やさしい
気象観測や記録の取り方と新聞天気図とを関連
づけて考えさせ，天気はおおむね西から東へ変
化するという傾向性をとらえさせ，天気の変化
を予想する上での，見方・考え方を育てようと
している教材です。

F92005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こうして書けばいい
んだね－楽しかった
清里の想い出－ 0時間21分

　新しい作文指導では，児童一人一人の目的や
意図に応じて，適切に表現する能力の育成が重
視されています。

　この作品は，取材，内容の構成，文章の構成
や記述，推敲，発表会と続く一連の表現過程に
そって具体的に映像化しています。

F92006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 浮世絵と歌川広重 0時間22分

　江戸中期には，産業が盛んになり，町人も力
をたくわえ，その台頭とともに新しい文化も発
展しました。この作品は，浮世絵を手掛かり
に，当時の町人の暮らしや，新しい文化の特色
を具体的に理解させようとしています。特に，
広重の版画資料や，その刷り方なども取り上
げ，分かりやすい内容になっています。

F92007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 四角形のふしぎ 0時間20分

　新学習指導要領では，作図などの操作を通じ
て，四角形相互の関係に気づかせることを取り
上げています。この映画では，児童自身が，偏
光板を操作して，できた図形を確認するなど，
作図を通して四角形が互いに関わりを持ってい
ることを明かにしています。

F92008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

表現のいのち－感じ
る心を深める－ 0時間20分

　表現する上で，最も大切なのは，「そっくり
に描く」ことではありません。表現のいのち
は，「自分が何に感動しそれをどう表現したい
のか」ということ，つまり「美しさを感じる心
－感性」なのです。この映画は，感じたことを
表わすことの大切さと，その方法について，画
家平山郁夫の言葉を中心に，わかりやすく制作
されています。

F92009
保健衛生・性教
育・運動 小型船舶の操縦 0時間20分

　海洋の多目的利用の時代を迎え，小型船舶
（２０トン以下の小型船，ジェットスキ－，ボ
－トセ－リング等）の利用度が高まる反面，安
全性の確保が重要な課題となっています。この
映画は，新学習指導要領，高等学校「水産」の
科目「操船」における小型船舶操縦の実技の補
助資料として作られたものです。さらに，小型
船舶の役割や重要性を理解させるとともに，小
型船舶操縦の知識・技術をより深く身につけさ
せるために，幅広い活用も可能です。

F92010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

きえちゃんのイメ－
ジ－保育の記録から
－ 0時間21分

　幼児期は，思考力が芽生える大切な時期で
す。創り出す充実感や知ってゆく喜びを味わい
ながら，思考する力を身につけて欲しいと願う
教師が，４歳児の姿を克明にカメラで記録した
作品です。旺盛な知的好奇心や探求心をそこな
うことなく伸ばしてゆくために教師は一人ひと
りをどのように受け止め，どのように指導すれ
ばよいのかを考えさせる教材です。

F92011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

アメリカ合衆国の誕
生 0時間25分

　この映画は，１７世紀初頭に，北米大陸に入
植した植民地人が，１８世紀後半になると，本
国からの独立を目指して闘い，やがて独立宣言
の採択，合衆国憲法の制定の後，共和制と三権
分立による新しい国家を誕生させるまでを描い
ています。新学習指導要領の高校世界史「アメ
リカ合衆国の成立」の学習資料として制作され
ています。

F92012

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） イギリス議会の歴史 0時間22分

　この映画は，世界史の上で，議会制民主主義
の典型の１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振り
返りながら描いてます。

　新学習指導要領の高校世界史「近代国家の学
習資料として制作されたものです。

F92013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 大化の改新 0時間22分

　聖徳太子の理想を受けつぎ，中大兄皇子と中
臣鎌足を中心に行われた，「大化の改新」を再
現ドラマなどにより，興味深く描き，天皇を中
心とした中央集権国家への成り立ちを分かりや
すく映像化している。

F92014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のあけぼの
（１）農耕の始まり 0時間15分

　稲作に代表される，弥生時代の農耕社会の様
子を中心に，先行する縄文時代の社会について
も，それと比較できる部分について取り扱い，
農耕が始まって，社会や生活の様子がどう変
わったかを分かりやすく描いています。内容的
には，「旧石器時代の社会」「縄文時代の農耕
社会」の三部より成り立っています。

Page 140



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

F92015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のあけぼの
（２）女王卑弥呼と
邪馬台国 0時間15分

　中国の「三国史」の一部である「魏志倭人
伝」は，三世紀の日本の社会を知る上で重要な
史料です。ここでは，女王卑弥呼を取り上げ，
卑弥呼の政治の仕方，倭や邪馬台国の様子，当
時の生活文化，一髪形や服装，寝所や食卓風
景，農耕や漁労の様子－などを映像化していま
す。この外古墳が造られた頃の様子，大和朝廷
の国土統一についても触れています。

F92016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

果物づくりのさかん
な地域－りんごとみ
かん－ 0時間20分

　りんごとみかんの生産の盛んな地域を訪ね，
年間にわたる生産活動を通して，自然条件と果
物生産のかかわりを理解させようとしていま
す。そして，これらの産業を地域の人々がいい
ろいろの面で支えていることや，今日の果物農
業を抱える問題点も提示し，生産にたずさわる
人々の工夫や努力も描いている教材です。

F92017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 西郷と大久保 0時間20分

　幕末の薩摩藩の城下町鹿児島。ここで出あっ
た二人の少年が，助け合いながら勉強を続け、
幕末から維新の激動期に活躍し，明治維新とい
う大事業を完成させます。少年時代から大きな
人物になるまでの歩みを分かりやすく描いてい
ます。

F92018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

畜産に生きる人びと
－酪農を中心に－ 0時間20分

　この作品では，養豚の生産地として，鹿児島
県大口市，養鶏の生産地として愛知県一宮市，
酪農の盛んな地域として北海道根釧台地の別海
町を取り上げています。そしてその具体的な事
例を通して，畜産に携わる人びとの工夫や努力
に気づかせるとともに，国民生活を支える食糧
生産の意味について考えさせようとしている教
材です。

F92019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 育ててとる漁業 0時間21分

　水産業の盛んな我国では，世界中の海へ出か
けて魚をとっています。しかし，外国の海で自
由にとることはむずかしい時代になってきまし
た。そこで，水産資源を育てる漁業が必要と
なってきています。この映画は，愛媛県宇和島
市のハマチの養殖漁業を中心に，大分県のマダ
イ栽培漁業，北海道のサケの習性を利用したの
栽培漁業の様子を描いています。

F92020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すい体の体積を調べ
よう 0時間20分

　算数の学習方法はいろいろあるが，実験，実
測を取り入れた方法は，思考力，判断力，判断
力を伸ばす上で特に重要視されています。この
作品は，実験，実測の進め方について，視聴す
る児童と考えまなんでいく教材として作られて
います。

F92021

自然科学（生
物・天文）、環
境

いのちのつながり－
人の発生と成長－ 0時間15分

　この作品は，すでに学習している動・植物の
雌雄合体（交尾・受粉）にフィ－ドバックし，
さらに，メダカやウサバの受精のメカニズムを
実証的に把握させ，私たち人間も卵子と母体内
で受精し，成長して生まれることを理解させ，
生命の連続についての見方，考え方を養うこと
を意図しています。

F92022

自然科学（生
物・天文）、環
境

水の中のいきものた
ち－オタマジャクシ
はかえるの子－ 0時間18分

　最近，自然の中で見られる水中の生きものが
だんだん減少してきています。自然の中の生き
ものは，自然の中での様子をありのままに見せ
ることがなによりも大切です。この作品は，ア
マガエルを素材として選び，そのオタマジャク
シの成長の様子をくわしく追っています。

F92023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ゆうびんきょくをひ
らこう 0時間23分

　この映画は，二年生の児童が，校内郵便局を
開いて活動するために，郵便局を見学したり活
動計画を立てて役割分担をしながら，用具・器
具などの製作や，手紙を書いたり，集配活動す
る様子などを興味深くまとめたものです。特
に，児童が活動する時のヒントや知識をもり込
み，日常生活と関連の深い郵便について，総合
的，行動的に学ぶ時の教材としては最適です。

F92024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

うちのひとのかいも
の－さかなやさん－ 0時間21分

　日常生活に関係の深い「さかなやさん」を取
り上げ，たくさんの種類の魚を市場から仕入
れ，客が買いやすいように工夫して売っている
様子，一日の流れの中で，実写を中心にまとめ
た作品です。「さかなや」に買物にいった子供
の目にうつったことや，考えたこと，感じたこ
となども取り上げ，「さかなやさんの仕事」と
生活との関わりも考えて内容を構成した学習資
料です。

F92025

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球を救うのは君た
ち 0時間20分

　世界各国で問題になっている環境破壊と汚
染｡その源は私たちの日常生活に原因がありま
す｡

　次代に生きる子供たちも，今，直面している
地球の危機に無関心ではいられません。この映
画は，地球破壊や汚染の現状を見つめ，その解
決のために，一人ひとりが，環境を配慮した責
任のある生活をすることが重要であることを訴
えています。
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F92026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生の誘拐防止ユ
ミちゃんあぶない
よ！ 0時間15分

　幼児や小学生の誘拐事件を未然に防ぐには，
父母，学校，地域の人々が，これに対する関心
と注意を払うことが重要です，さらに，日頃か
ら，幼児や小学生を対象とした指導が大切で
す。この映画は，子供たちに興味のあるアニメ
－ションを見る中で，誘拐防止のためのいくつ
かのポイントが自然に身につくように工夫され
ています。

F92027

自然科学（生
物・天文）、環
境

おばけ大作戦　地球
ＳＯＳ！（２）オゾ
ン層破壊編 0時間25分

　地球の環境問題が年々深刻となる中で，子供
もたちに，早いうちからこの問題について，正
しい知識や意義を高めてもらおうと作られたの
がこの映画です。環境庁の協力によりアニメ－
ションでのスト－リ－展開の中で楽しみながら
学べるように工夫されています。このシリ－ズ
は，①「地球温暖化編」②「オゾン層破壊編」
③「酸性雨編」④「大気・水・土の汚染編」⑤
「熱帯雨林の減少と砂漠化編」より構成。

F92028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 万葉集の心 0時間25分

　我が国の最古の歌集「万葉集」の古里を訪
ね，今に残る自然や遺跡から古代の詩情あふれ
るロマンの世界，万葉集の心をよみがえらせよ
うとしています。代表的歌人の作品や，東歌や
防人の歌を取り上げ，表面的な解釈だけでな
く，歴史的舞台の中で息づいた万葉人の心を感
得させ，人生そのものについても考えさせよう
としています。学校教材としてのみならず，一
般教養の教材としてもふさわしい作品です。

F92029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中世武士の世界 －古
典文学の背景－ 0時間26分

　中世文学の代表作品として，「平家物語」な
どの軍記物。「千載和歌集」や「新古今和歌
集」などの歌集。隠者と呼ばれる人たちの「方
丈記」「徒然草」などがあります。これらの作
品を理解するには，この時代の背景となってい
ることを理解することが必要です。

F92030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） イギリスの産業革命 0時間20分

　この映画は，繊維工業に始まり，製鉄などの
重工業，交通の飛躍的発展をもたらした産業革
命の全体像を，イギリス各地に残る遺跡や遺物
を中心に描き，それがもたらした世界史への影
響を考えさせる教材です。高校世界史「産業革
命」及び，中学校社会科「ヨ－ロッパにおける
産業革命」の学習資料として作られたもので
す。

F92031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

飛　鳥－その風土と
文化－ 0時間27分

　７世紀ごろの飛鳥地方は，歴代天皇の宮が営
まれ，日本の国づくりに重要な役割を果たして
きました。この映画は，歴史，文学に登場する
さまざまな場所，遺物を紹介し学習の一助とし
ようとするものです。主なものとして，飛鳥
寺，豊浦宮跡，法隆寺，橘寺，川原寺，入鹿首
塚，山田寺跡，天智天皇陵，吉野宮滝，藤原宮
跡その他，猿石，石人，亀石，石舞台，高松塚
古墳など多くの遺跡，遺物をおさめています。

F92032

自然科学（生
物・天文）、環
境

太陽・月・惑星－ガ
リレオが見たもの－ 0時間19分

　ガリレオ・ガリレイ（１５６４～１６４２）
はルネッサンスを代表する学者であるが，その
業績は，物理，数学，天文学にわたっていま
す。とりわけ天文学上の発見は，人々に衝撃を
与え，近代科学の先駆けとなりました。この映
画は，宗教的弾圧にも屈せず，ガリレオが，い
かにして「地動説」を確立していったかを彼の
記録をもとにたどっています。

F92033

自然科学（生
物・天文）、環
境

動物の歯の仕組み－
草食動物と肉食動物
－ 0時間5分

　この映画は，歯の特徴を骨格標本で示し，最
低必要な歯の名称を紹介しながら，Ｘ線撮影
で，実際に食事をしている時の様子を見せてい
ます。入手しやすい歯の観察用としては，ネズ
ミ，ネコなどの頭骨標本があるので，これらの
歯の標本と，この映画を併用しながら，授業の
導入やまとめに利用できるよう作られてい教材
です。（短尺フィルム）

F92034
科学技術・物
理・化学・工学

極限の世界－超高
圧・超低音・超強磁
場－ 0時間31分

　「物理ＡⅠ」主に，日常生活・科学技術の進
歩や応用などに関わる事柄を取り上げ，科学的
見方や考え方を育成することをねらいとしてい
ます。この映画は，超高圧・超低温・超伝導・
超強磁場という極限で起きる物質のふるまいや
変化を最新の技術でとらえ，それを理科の学習
内容と関連させながら，高校生にもわかるよう
にわかりやすく表現しています。極限の世界の
事象に興味，関心が持つのに有効な映像です。

F92035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） デザインの楽しさ 0時間20分

　「デザイン」はだれでもが身近に知っている
言葉ですが，それだけに「考える，作る，使
う」デザインの楽しさがともすれば見過ごされ
ていることがあります。この映画は①学習の意
欲づけ②学習の導入③デザイン指導のまとめ④
一つ一つの技法に関心をもたせる⑤地域の子供
会の文化活動の指導に利用する等，広く活用が
できる教材です。
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F92036
保健衛生・性教
育・運動 人間の生殖 0時間20分

　この映画は，男性，女性の生殖器官の構造と
機能を解説し，人間はどのようにして出生する
かを理解させることを目的に制作されていま
す。線画と動画によって，人間の生殖と受胎か
ら出産までが，生理学的に理解させるように構
成されています。

F92037

自然科学（生
物・天文）、環
境

脳の誕生－１４０億
の神経と細胞の発達
－ 0時間34分

　この映画は，胎児の脳のできはじめの脳細胞
の分裂から，胎児の神経細胞の成長，新生児の
脳の発達を顕微鏡映像でとらえ，新生児の脳の
発達とはなにかを幼児の成長と関連づけて見せ
てくれます。高校大学における基礎資料として
のみならず，胎児から幼児にかけての親と子の
かかわりあいや，栄養，環境のあり方の大切さ
など，育児，保育の基礎の理解を深める上でも
適切な資料です。その意味で社会教育の学習資
料としての利用も望まれます。

F92038 道徳・国際理解
中学生日記－歩きつ
づけて－ 0時間30分

　遊びのつもりでしかなかった万引き－。発覚
した後でも，罪を意識しない中学生。担任教師
は彼等の心をはかりかね，生活指導の教師はし
かりつけます。そして，教頭や母親は，それぞ
れの体面を考え，ただうろたえるばかりでし
た。この映画は，万引き事件が周囲に与えた衝
撃の深さと，大人達の狼狽や思惑を描きなが
ら，ある一組の父子に焦点を当てて，自らの行
為の重さに気づいていく少年の姿を浮き彫りに
しています。

F92039

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

中学生のボランティ
ア入門 0時間29分

　「学校週五日制」の時代を迎え，「ボラン
ティア活動」が注目を集めています。めまぐる
しく変化する中学生時代。この時期に，机の上
では学べないような体験をすることはきわめて
大切です。この映画は，中学生にとってボラン
ティア活動がいかにすばらしいものであるか
を，いくつかの実例で具体的に示している教材
です。

F92040
保健衛生・性教
育・運動

シンナ－は君を滅ぼ
す 0時間24分

　シンナ－乱用は，昭和４６年をピ－クに減少
したといわれているが，最近，また増加の傾向
をみせています。しかも，乱用者は，低年齢化
し，警察庁の調べでは，中学生の乱用が増加
し，中でも，女子の増加が目立っています。こ
の映画は，中学生を主人公に，シンナ－の乱用
が，本人の体や心をボロボロにするだけでな
く，家族や周囲の人々までも苦しみと悲しみに
巻き込んでゆく恐ろしさをドラマ化している教
材です。

F92041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ひとことのやさしさ 0時間51分

　この映画は，人の生命を守る看護婦という職
業を通して，勇気と希望を持ち，世のため人の
ために一生懸命生きる三人の若い女性の姿を感
動的に描いています。

　人に対する思いやり，社会人としての仕事に
対する責任感，自己をより高めていく誇りの持
てる看護道とはなにか三人の若い看護婦は，
各々の信じる道をたくましく生きていきます。
三人の生き方を通して，職業の大切さ，人生の
生き甲斐とは何かを考えさせようとする作品で
す。

F92042
漫画・アニメー
ション くまのおいしゃさん 0時間18分

　美しい自然を背景に動物村の皆が助けあって
暮らしている様子を描き，その中における家族
愛や親子，友人，村人たちの優しい思いやりの
心や，安全についても気をつけることの大切さ
に気づかせ，幼い子に温かい心情を育む優れた
アニメ－ションです。

　９１年教育映画祭，動画部門優秀作品賞受
賞。

F92043
漫画・アニメー
ション 新ちゃんがないた！ 0時間36分

　佐藤州男原作「新ちゃんがないた！」を素材
に映画化したもので，四肢マヒという障害を持
つ少年が，４年ぶりに故郷の小学校に転校し，
幼なじみの少年の協力を得ながら，たくましく
生きてゆく様子をアニメ－ションで描いていま
す。
「健全な精神が宿る」新ちゃんは，このことを
力強く訴えています。

F92044
漫画・アニメー
ション 金色の足あと 0時間28分

　椋鳩十の原作を映画化したもので，捕らえら
れた子ギツネを救い出そうとあの手この手を駆
使して挑戦する親ギツネの限りない愛。その姿
が，子ギツネを飼う少年の心に現われた親ギツ
ネ。やがて三匹のキツネは森の奥に消えたが，
雪の中にくっきりとしるされた足跡は，朝日を
受けて金色に光るのでした。
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F92045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 時計館の秘密 0時間55分

　人は誰しもがかなえたい願望があります。体
の不自由な老人と少年の不思議な旅のドラマを
通して，夢と人間愛について考えさせる作品で
す。時計館の大きな時計のネジを巻きはじめた
六年生のみちるの前に，大音響とともに時計館
のおじいさんが出現し，５つの超能力を与えら
れたみちるは，ついつい，つまらぬ出来事に能
力を使ってしまう。そして，最後に残った超能
力をみちるは何に使ったか。みちる，隆盛兄弟
の暖かい心が爽やかな感動を呼ぶ。

F92046
漫画・アニメー
ション 注文の多い料理店 0時間19分

　猟をしにやってきた二人の狩人が，獲物を追
ううちに，森の奥深く迷いこむと，突然，霧の
中から現われた料理店「山猫軒」。二人が扉を
開けて中に入ると，次々に出される怪しげな注
文。やっと，自分たちが料理されようとしてい
ることに気づき逃だそうとするが…。宮沢賢治
の名作をアニメ－ション映画化したものです
が，原作の持つ幻想性に自然保護の精神も加味
しています。数々の映画賞を受賞した作品。

F92047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） よしっ！僕がやる！ 0時間38分

　「おじいちゃんが，またやちゃったよ，今度
は大きい方」兄の声がしました。しょんぼりと
立つおじいちゃんが，「わたしが自分で片付け
るよ」と言った時，正彦はとっさに叫びまし
た。「おじいちゃん，僕がやるよ」。廊下を洗
いはじめた正彦の姿を見て，おじいちゃんは，
ぽろぽろと涙を流すのでした。高齢化社会を迎
える今，青少年に是非見てほしい作品です。

F92048

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

わたくしたちのくら
しと環境汚染 0時間31分

　地球規模で広がる環境の破壊と汚染。その原
因のほとんどが私たちの日常生活の中から発生
します。大量生産，大量消費に支えられた便利
で豊かな生活の代償として私たちは環境の危機
に直面してます。この映画は，ある家庭の姿を
通して，生活を見直し，環境破壊と汚染をくい
止めるには何をしなければならないかを考えさ
せてくれる教材です。

F92049

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

女たちの選択－男女
共生時代－ 0時間30分

　男女共生社会をめざして，男女それぞれの生
き方に関する話題が，いろいろな場でしきりに
取り上げられています。男女雇用機会均等法の
施工が，この傾向に一層の拍車をかけていま
す。この映画は，子育ての問題を抱えた，ある
三十代の夫婦のトラブルをドラマ化し，家庭的
な面であるいは社会的な面で，男と女がどのよ
うに変わっていかねばならないかを問いかけて
います。

F92050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもの友情－親か
らのアドバイス－ 0時間32分

　友情，これは子供にとって大変重要な意味を
もっていますが，近頃は，とかく自己中心的な
風潮が強くなっており，そのような時代であれ
ばこそ，互いに信頼しあう友情の育成がきわめ
て大切になってきます。この映画は，親のアド
バイスのもと，子どもたちが友情を身につけて
いく一つの事例を示し，友情を育てるヒントを
与えてくれる教材です。

F92051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親父が街に帰ってき
た 0時間31分

　父親が戻ってくることを，地域社会と家庭が
待ち望んでいます。この映画は，仕事にかま
け，子育ての責任を放棄し，会社以外に存在す
る場を持たない父親が，自己の役割に目覚め，
青少年の育成に積極的に取り組んでいく過程を
描き，地域社会のかかわりの意義を示唆してい
ます。

F92052

自然科学（生
物・天文）、環
境 森と縄文人 0時間38分

　今からおよそ１万２千年前，人々は減少して
いく獣に代わる新しい食糧源の確保に迫られて
いました。幸い，落葉広葉樹林の森が保証する
豊かな実りと土器の登場は，人々を定住生活へ
と導き，その後，弥生時代が到来するまでの１
万年にわたって，人々は森の中に生活の糧を求
め森を破壊することなく共存の道を選びまし
た。

F92053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ＮＯ！というのも親
の愛 0時間30分

　子育ては，親と子の，本音と本音のぶつかり
あい。口論，大ケンカ，その中から本当の親子
の絆が生まれてきます。しかし，そのために
は，しっかりした親の生き方が必要です。この
映画は，事なかれ主義の現代家庭に，鋭く切り
込む三遊亭円楽師匠の教育論をベ－スに，現代
家庭に欠けているものは何かを示唆していま
す。

F92054

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小さな「ふれあい」
から－公民館の仲間
達－ 0時間27分

　生涯学習時代を迎え，公民館は，市民活動の
場として再び脚光をあびています。その中で，
人々の「ふれあい」を通して，互いに励ましあ
い，助けあい，利害関係のない，いきいきとし
た交流と心豊かな暮らしを築いていきます。こ
の映画の視点としては，①「ふれあい」と仲間
意識，②公民館の利用とその活用法，③グル－
プ毎の交際と広め方，④活動の中で自由な感性
を伸ばす，などがあげられます。
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F92055

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

自立発展という名の
木を植えよう －国際
協力の現場から－ 0時間27分

　今，地球上のおよそ５０ケ国に及ぶ辺境の地
で，汗にまみれ，泥にまみれて途上国発展のた
め，協力活動に力を注いでいる二千人もの「青
年海外協力隊」の若者たちがいます。

　この映画は，その貴重な活動を通じて，国民
に，日本の国際協力事業の実状を紹介し，我国
にも，人的に極めて大きな貢献をしていること
を知ってもらい，一層の協力を呼びかけ

ています｡

F92056

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

リサイクルの社会を
めざして－ごみ再資
源化へのみち－ 0時間30分

　便利さと快適さを追求してきた私たち人類
は，地球環境を脅かすさまざまな要因を生みだ
してきました。大量の「ごみ」もその一つで
す。特に，近年におけるごみの急増は，既存施
設の処理能力を越え，処理しきれない状況と
なってきている。この映画は，日本の各地で実
践されています。ごみの再資源化への取り組み
を紹介し，資源リサイクルの重要性を訴えると
ともに，私たちにできるリサイクルのヒントを
提供しています。（財）日本経済教育センタ－
寄贈フィルム

F92057
科学技術・物
理・化学・工学

明日に挑む科学技術
－日本のロボット－ 0時間28分

　私たちの生活や工場の中には，いろいろなロ
ボットが，ごくあたりまえのように，そして，
「常識」として存在しています。そのロボット
たちは，我国の科学技術の成果であり，産業の
中心的な担い手として，「繰り返しロボット」
から「知能ロボット」への道を力強く歩んでい
ます。この映画は，こうした我が国のロボット
たちの姿を描き，あわせて，国の大型プロジェ
クトとなっている「極限作業ロボット」の現状
を紹介するものです。（財日本経済教育センタ
－寄贈フィルム

F92058

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

水はいのち－水資源
を大切に－ 0時間28分

　水の惑星・地球。そのすべての生き物の命を
生み出した「みず」私たちは，その「みず」が
どんなに大切か，しかし，また，地球のどこに
でも存在し「みず」なしでは生きていけないこ
とも知っています。しかし，「みず」に対し
て，私たちは，どれほどの知識を持っているの
でしょうか。この映画は，生きとし生けるもの
すべての命をささえている水について，その誕
生から始まって人と水との関わりを描き，水の
大切さを訴えようとしています。（財）日本経
済教育センタ－寄贈フィルム

F93001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

附子－狂言のおもし
ろさ－ 0時間30分

　古典に親しみ，聞き手に内容がよく味わえる
ように朗読すること，という学習指導要領の趣
旨にそって，狂言「附子」は各社の国語教科書
に取り上げられています。

　この映画は，文章教材だけでなく，専門家の
演じる，本格的な狂言にふれさせたいという要
望に応えて作られたものです。

F93002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

奈良の都（１）－聖
武天皇と大仏造営－
貸出不可 0時間16分

　この映画は，聖武天皇が大仏に基づく，天皇
を中心とした国家をつくろうとしたこと，その
ために，国家的な大事業として，大仏造営が行
なわれたことを分かりやすく描いています。内
容は，「平城京の繁栄と農民」「国分寺・国分
尼寺」「大仏造営」からなっています。

F93003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

奈良の都（２）－鑑
真と遣唐使－貸出不
可 0時間15分

　奈良時代の文化は，主として，中国の唐から
受け入れたものであり，中には，遠く西城から
のものもあった。これらを鑑真和尚の渡来や，
具体的な事例を通して描き，当時の日本が，積
極的に大陸文化を摂取しようとしていたことの
意味をしらせる教材です。

　内容は，「鑑真和尚」「鑑真と仏教の発展」
「遣唐使と正倉院」からなっています。

F93004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

あたたかい土地の
人々のくらし　－沖
縄島－ 0時間20分

　気候の温暖な地域では，人々は，くらしの上
でどのような工夫をこらしているか，また，そ
の気候条件を農業などの生産活動の面でどのよ
うに活かしているかを，沖縄県を例に描いてい
ます。映画は，「南国らしい特色がある土地の
ようす」「気温とくらし」「台風と住まいの工
夫」「特色のある農産物」からなっています。

F93005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 日本国憲法 0時間15分

　この映画は，現在の日本国憲法を，以前の明
治憲法と比較しながら，その仕組を親しみやす
いアニメ－ションの手法で解説したものです。

　主権在民や基本的人権，平和主義そのような
日本国憲法の特長が，自然に頭に入るように工
夫された，内容的にはレベルの高い作品です。
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F93006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

横浜に居留地があっ
たころ 0時間20分

　この映画は，横浜市元街小学校の子供たちが
『地域教材』を調べるという形をとって構成し
ていまし。子供たちが，近代日本の幕開けであ
る黒船の来航による開国を，横浜の居留地を通
して調べようとしたものです。子供たちが，居
留地のことを具体的に調べていくうちに，その
当時の日本と外国とのつながりに気付く様子を
描いています。

F93007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

広大で豊かな国・オ
－ストラリア－人々
のくらし－ 0時間20分

　広大で豊かな国，オ－ストラリアは，我が国
とは，経済や文化の面でつながりの深い国で
す。この映画は，オ－ストラリアの内陸部で暮
らす人々を現地取材し，日常生活や産業の様子
を具体的に紹介しています。衣食住や仕事を通
して，我が国とは異なった生活や文化があるこ
とに気付かせようとしています。

F93008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

武士のおこり－鉄と
馬からしらべる－ 0時間22分

　この映画は平安の都における政治や文化の様
子，源平の戦い，鎌倉幕府の政治など，武士が
勢力を持つにいたった頃の様子を具体的に理解
させる教材として制作されています。特に，鉄
と馬の利用を中心とした富や武力のたくわえ
が，次ぎの世代の発展の基になっていることに
気付かせようとしています。中学校の教材とし
ても有効に利用できます。

F93009

自然科学（生
物・天文）、環
境 発芽のしくみ 0時間19分

　一粒の種子が生命の営みを始めるにも，それ
には自然の摂理が働いています。この映画は，
そうした視点をもとに，ふつう目にすることの
出来ない地中の種子の発芽のようすを興味深い
映像で紹介し，それをもとに種子の発芽の必須
条件としての，水，温度，空気と種子自身のつ
くりとの関係を，事実をもとに次第に明らかに
していく過程を，インゲンマメを素材として，
疑問を追及していく形で分かりやすく映像化し
ています。

F93010

自然科学（生
物・天文）、環
境 虫の冬ごし 0時間16分

　昆虫にとって，寒い冬をどのように越して春
まで生き延びるかは，種を維持し発展させる上
での大きな問題です。この映画は，昆虫は，
卵・幼虫・さなぎ・成虫のうち，種によって
違った状態で冬を越すが，冬の間に死んだりし
ないように様々な工夫をしていることや春に活
動を始める際も，温度や水，食べ物など，条件
が整ってから活動を始めることなどを気付かせ
る教材です。

F93011

自然科学（生
物・天文）、環
境 流れる水のはたらき 0時間10分

　流水の働きについては，運動場や砂場でのモ
デルの実験的観察から，直ちに実際の川のつく
る地形が説明されています。しかし，この方法
では，規模が違いすぎ，児童の理解が得にくい
難点があります。この映画は，砂場の実験と実
際の川のつくり，地形の間に，雨の降る造成地
の画面を挿入して，児童の理解を助ける工夫が
なされています。

F93012

自然科学（生
物・天文）、環
境

川の流れと川原のよ
うす 0時間10分

　この映画は，川の流れの速さと土や石を運ぶ
力の違いを，蛇行点の内側と外側の実験で確か
め，さらに，川の平常時と増水時との比較か
ら，流水の量や流速の働きが川原の様子や，土
地に変化を与えていることを理解させようとし
ています。この映像を見て，各自が感じたこと
を話し合う活動を通して，自然を見直したり，
人と自然の関わりについて考えさせる活動へと
発展させたい教材です。

F93013

自然科学（生
物・天文）、環
境 土地のでき方 0時間10分

　地層は，流れる水の働きや火山の噴火などに
よって形づくられます。その地層が，どこでど
のようにして作られたかは，その地層に含まれ
るもの，すなわち，地層を構成する粒子や含ま
れる化石を詳しく調べることで推定することが
できます。また，火山の噴火でできた地層の場
合には，地層の様子を詳しく観察することに
よって噴火の様子から推定することができま
す。この映画は，このような内容を分かりやす
く理解させてくれる教材です。

F93014

自然科学（生
物・天文）、環
境

つぶのようす－たい
せき岩と火成岩－ 0時間11分

　地層や岩石などを観察して，土地を作ってい
る物の特徴や土地の出来かたを調べる時に，た
い積岩と火成岩について，特に，詳しく比較観
察する映画資料として作られています。中で
も，たい積岩と火成岩とを作っている「粒」に
注目して，「見る」「さわる」「拡大して観察
する」とそれぞれに違いがあり，岩石の成り立
ちを調べる意欲と興味が増すように工夫してい
ます。
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F93015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） つくってあそぼう 0時間20分

　生活科の学習活動には，例えば・見る・探
す・育てる・作る・遊ぶ，などいろいろある
が，とまどいが見られるのは，遊ぶという学習
活動です。この映画は，この「遊ぶ」という活
動を，どう展開したらよいか，一つの試みとし
てまとめたものです。特色は，ありのままの授
業を撮ったものであること，「遊ぶ」と「作
る」とから構成されているが，この二つが一体
化していること，生活科は教室の中だけでは達
成できないこと，の三点です。

F93016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みんなでたのしく－
計画的な家庭生活 0時間20分

　この映画は，明るく楽しい家庭生活をするた
めに，家族の一員として協力することが大切で
あることをテ－マとしています。ある子供の夏
休みの生活を通して，自分の家族の生活時間
や，同年齢のいとこの生活を対比して描き，計
画的に創意工夫して生活することを共感を持っ
て視聴し，自ら課題として考えるように意図さ
れています。

F93017

自然科学（生
物・天文）、環
境

おばけ大作戦　地球
ＳＯＳ！（３）酸性
雨編 0時間25分

　地球の環境問題が年々深刻となる中で，児童
にも早い時期から地球環境についての知識や意
識を高めて貰おうというのがこの映画の趣旨で
す。そのためには，楽しく，わかりやす，しか
も内容的には的確で充実していることが大切で
す。この映画は，アニメ－ションのスト－リ－
展開で，楽しみながら学べる教材となっていま
す。

F93018

自然科学（生
物・天文）、環
境 「地球が危ない」 0時間15分

　地球規模で急速に進行する環境汚染は，すで
に危険なレベルにまでいたっています。この映
画は，アニメ－ションの手法により，環境危機
のさまざまな実態を分かりやすく解説していま
す。”地球に生きる人間として，今，私たちが
しなければならないことはなにか”を訴えた教
材で，小，中学生が環境問題を考える上で好適
な映像資料です。

F93019

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

「地球人になろうシ
リ－ズ小学生のボラ
ンティア入門－ 0時間28分

　現代の子供たちは，自分で判断し行動する力
や相手を思いやる気持ちなどが欠けているとい
われています。ボランティア活動は小学生にも
でき，自主性や社会性などを豊かに育てること
ができます。この映画は，ボランティア学習に
取り組んでいる小学生の姿を通してボランティ
ア入門のガイドともなっています。

F93020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

性ってなあに？－親
と子の性教育－（前
編） 0時間25分

　今，大人に求められているのは，性について
本当のことを語る力を持つことであると言われ
てます。このアニメ－ション映画は，仲良し三
人組が，ドクタ－ヤマモトの教えを受けなが
ら，人間の性を広く理解していく姿を描いてい
ます。前編の内容は，「セックスってなあに」
「月経ってなあに」「男と女のからだのちが
い」「射精ってなあに」

F93021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

性ってなあに？－親
と子の性教育－（後
編） 0時間30分

　今，大人に求められているのは，性について
本当のことを語る力を持つことであると言われ
ています。このアニメ－ション映画は，仲良し
三人組が，ドクタ－ヤマモトの教えを受けなが
ら人間の性を広く理解していく姿を描いていま
す。後編の内容は，「おとなの男と女」「妊娠
と出産」「エイズ」「チャイルドアピュ－ズ」

F93022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

南北戦争と黒人奴隷
解放 0時間26分

　１９世紀に入ると，アメリカ合衆国は西部開
拓を進める一方，工業の北部と農業の南部は奴
隷制をめぐっての対立が生じました｡この映画
は，南北戦争の歴史的背景を解明しながら，黒
人奴隷解放への軌跡をたどり，今日のアメリカ
合衆国の内情に迫っています。

F93023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

太平洋戦争と東南ア
ジア 0時間29分

　日中，太平洋戦争の本質と軍国主義の行動を
正しく後世に伝えることは，すでに近隣諸国と
政府の了解事項となっています。この映画は，
戦争で生き残った人々の証言や，元日本兵士の
証言，アメリカ側の記録フィルム等によって，
太平洋戦争とは何であったのかを考える映像資
料として制作されたものです。

F93024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ライン川と人々の生
活 0時間20分

　国と国が，陸続きで接している西ヨ－ロッパ
では，古くから，国境を越えた水路の利用が盛
んでした。この映画は，自然環境の背景として
ライン川をとらえながら，物の動き，人々のか
かわりあいを描き，ヨ－ロッパが一つの共同体
に向かって動き始めている背景を理解させる教
材です。

F93025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中世の教会建築とキ
リスト教 0時間23分

　この映画は，ヨ－ロッパの歴史と文化の形成
過程を具体的に理解する手掛かりとして，キリ
スト教会堂の建築と人々の生活や社会と深い関
わりのあるキリスト教について，フランスを舞
台にしてまとめた学習資料です。特に，教会建
築の特色だけでなく，生活・文化の面にも留意
してまとめています。
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F93026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民文化の時代－
ヴィクトリア時代の
ロンドン－ 0時間21分

　１８世紀後半のイギリスは，産業の基盤が農
業から工業に移り，産業革命によって市民社会
に大きな変化が見られました。この映画は，産
業革命によって変容を見せた，交通の発展・豊
かな中流階級の進出・労働者階級の生活と変
化・都市問題・余暇の利用などを多くの資料を
通して明らかにしたものです。豊富な博物館資
料，建造物，絵画などによって，ロンドンの市
民生活の変容と流れが具体的に理解できる教材
です。

F93027

自然科学（生
物・天文）、環
境

新しい地球の科学－
日本列島の誕生－ 0時間30分

　日本列島はどのようにして誕生したのでしょ
うか。四万十帯の地層の重なりや，南海トラフ
の堆積物などを手掛かりにその謎にせまりまし
た。この映画は，ブレ－ト・テクトニクスを基
にした，最新の地球科学の成果を，分かりやす
く映像化したものです。

F93028

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林のサイエンスシ
リ－ズＮｏ１　森林
の働き 0時間16分

　森林は，地球の環境にとって，かけがえのな
い役割を担い，光合成の働きによって，大気中
の二酸化炭素（炭酸ガス）を吸収し，酸素を放
出しているなど，大気環境の安定に大切な働き
をしています。この映画は，森林のさまざまな
働きを通して，その重要性を描いている教材で
す。

F93029

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林のサイエンスシ
リ－ズＮｏ２　森林
の成り立ちと営み 0時間18分

　森林は，地球の環境にとって，かけがえのな
い役割を担い，植物の光合成の働きによって，
大気中に酸素を供給し，二酸化炭素を吸収・固
定するなど，その働きには目を見張るものがあ
ります。この映画は，森林はどのようにして出
来，どのような営みが行なわれているのか，と
いうことを通して，森林の大切さを描いている
教材です。

F93030

自然科学（生
物・天文）、環
境 土の世界から 0時間32分

　見えない土の中の世界は，地上より遥かに多
い生物が住んでいます。この映画は，その世界
を，顕微鏡と電子顕微鏡で覗いてみようとする
ものです。コマ撮りの技術を豊富に使って，芽
が出たり，根が伸びたり，菌が成長したり争っ
たりする姿をよくとらえています。自然の調
和，生命の素晴らしさを伊豆の山あいにある農
場で初春から初夏にかけて捉えたこの記録映画
は，地下と地上の自然賛歌です。

F93031

自然科学（生
物・天文）、環
境

太陽・月・惑星－ガ
リレオが見たもの－ 0時間19分

　天体の見かけの運行は，ある程度「天動説」
でも説明がつきます。観測の事実をもとに「地
動説」的な考察を行なうには，観察者の視点
（位置）を自転する地球の外に置く必要があり
ます。この映画は，「地動説」そのものには深
入りせず，主に「地動説」を確信するにいたる
までの考え方を，彼の記録をもとにたどってい
ます。（このフィルムは，既保有フィルム９２
０３３と同一フィルム）

F93032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

パソコンであそぼう
－コンピュ－タ・グ
ラフィックス－ 0時間14分

　コンピュ－タは原理的には難しいが，多くの
人の努力によって，美術の分野でも，簡単に楽
しく，しかも豊かに表現できるようになってい
ます。この映画は，中学校の美術科の授業と作
品の紹介で，コンピュ－タが色鉛筆や絵の具と
同様に，気軽にそしてもっと早く，的確に表現
できるということを読み取らせようとしていま
す。

F93033
保健衛生・性教
育・運動

脳神経の誕生と発達
－胎児より幼児まで
－ 0時間26分

　遺伝できめられた規則によって神経回路がつ
くられ，環境条件によって回路の継ぎ目がつく
られたり消滅したりしています。この映画は，
最新の研究成果を取り入れた上で，受精から脳
の誕生，成育発育の過程を分かりやすく見せて
くれる素晴らしい作品です。

F93034
保健衛生・性教
育・運動

ＡＩＤＳ　－正しい
理解と行動－ 0時間21分

　この映画は，エイズ教育の一層の充実を図る
ため制作されています。内容は，エイズという
病気そのものとＨＩＶの感染予防を理解するた
めのもの，偏見，差別をなくして患者・感染者
と共に生きていこうとする態度を育てるための
もので構成され，優れた作品となっています。
学校ばかりでなく広く社会教育にも活用できる
教材です。

F93035

自然科学（生
物・天文）、環
境 火山災害を知る 0時間25分

　この映画は，平成３年６月３日，雲仙・普賢
岳の噴火に伴う火砕流により死亡した火山研究
家モ－リス・クラフト氏の撮影した記録フィル
ムにより制作されたものです。この映画によっ
て，火山についての知識とともに，火山のもた
らす災害について，よく理解することができま
す。

F93036

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

とびだそう！出会い
のまちへ－中学生の
ボランティア活動－ 0時間30分

　とかく家庭と学校の往復で過ぎていく中学生
時代。この映画は，地域の中で，ボランティア
活動に取り組んでいる中学生の姿を追いなが
ら，ボランティア活動の面白さ，楽しさを中学
生に知ってもらい，中学生のボランティア活動
の推進をはかるために制作されている教材で
す。
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F93037

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

中学生のボランティ
ア体験－地球に根づ
く福祉教育－ 0時間30分

　今の中学生は，家庭と学校が主たる生活の場
となり，自分の住む地域社会とふれあう機会が
少なくなっています。この映画は，中学生が，
「ボランティア体験学習」で様々な人と出会
い，いろいろなことを見聞きする中で，少しず
つ地域に目を向けていく姿を描いています。そ
こから，中学生も地域の一員であり，そして，
なにが出来るかということに気付いてもらうた
めに作られている教材です。

F93038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

君の未来をひらくた
めに－中学生と進路
－ 0時間20分

　中学生の誰しもが直面する進路問題。それ
は，自分が，どんな職業につきたいか，どんな
人生を送りたいのかという未来への夢や希望を
切り開くことです。この映画は，この進路問題
をドラマ形式で展開して，その重要性に気づか
せ，意欲的にこの問題に取り組ませることを意
図しています。

F93039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

修学旅行　事前研究
－京都－ 0時間30分

　修学旅行には，総合学習の場として，個性や
社会性の伸張，主体的活動への意欲づけ等，多
くの目的があります。この映画は，ＮＨＫの豊
富な映像を中心に，現地の最新の情景を新しく
撮影し，自然，歴史，文化，産業などの視点か
らとらえ，かつ楽しみを折り込みながら紹介し
ています。内容は，（Ⅰ）歴史に生きる－人と
社会－＜（Ⅱ）暮らしの四季一生活と文化一，
の二部からなっている。＞

F93040
漫画・アニメー
ション

いじわる狐ランボ－
の勇気 0時間15分

　森の動物たちが遊んでいるところへ子狐のラ
ンボ－がやってきていたずらを始めました。暴
れ者の狼，ドラゴンも現われました。しかし，
ドラゴンのあまりにひどい乱暴に，ランボ－は
勇気をもって立ち向かいましたが，徹底的にた
たきのめされてしまうのでした。その時大勢の
仲間たちの声がして…。

F93041 道徳・国際理解
おかあさんのやさし
い手 0時間23分

　核家族化が進む今日，従来の家族制度が崩
れ，世代を中心とした個人の生活が重視される
ようになってきました。その反面，親子，夫婦
の絆といった家族の結びつきが薄れてきていま
す。この作品は，病床にある祖父に対する母親
の優しい行為に深い感動を覚えた一人の少女の
綴った文章を映像化したものです。

F93042
漫画・アニメー
ション

はれときどきぶた－
貸出停止 0時間38分 ﾏﾝｶﾞｱﾆﾒ

F93043
漫画・アニメー
ション 星の子 0時間31分

　森でひろわれたオリオンは，成長するに従っ
て，傲慢で残酷な少年になりました。ある冬，
村をとぼとぼ歩いている女性に雪玉を投げつけ
ると，その女性はオリオンの母親でした。その
様子を見ていた神様はオリオンに罰を与えまし
た。ヒキガエルのような酷い顔に変わったオリ
オンは，深く反省し母を探して辛い旅に出るの
でした。オスカ－ワイルドの「星の子」を基
に，人間の傲慢さをいましめ，優しさ，思いや
りの大切さを感動的に描いている作品です。

F93044
漫画・アニメー
ション 馬頭琴白い馬 0時間21分

　この映画は，モンゴルの民謡を基にした，羊
飼いの少年ス－ホ－と白い馬シロとの美しい愛
情物語です。横暴な王様は，彼らの愛を引き裂
きました。少年は残された馬頭琴の美しい調べ
でモンゴルの人々の悲しみを歌い続けます。本
当の馬頭琴の調べに乗って始まるこの作品は，
勇気と愛情の素晴らしさ，そして悲しみに耐え
抜くたくましさを描いた胸にひびくアニメ－
ションです。

F93045
漫画・アニメー
ション サッツウのきじ 0時間54分

　優しかったおばあちゃんの突然の死のショッ
クで，立つことも，口をきくことも出来なく
なってしまった少女。両親の懸命の努力と愛
情，そして隣人たちとの心の交流と野生のキジ
に寄せる少女の優しい気持ち。厳しく，美しい
大自然をバックにそこに生きる人々のほのぼの
とした心が伝わる感動的な作品です。

F93046
漫画・アニメー
ション 水仙月の四日 0時間12分

　水仙月の四日　…　冬が最後のひと暴れをす
るという日。西の山から雪婆がやってきて，早
春の雪の原に吹雪を巻き起こします。雪婆は，
『こどもの一人，二人は取ってこい』と叫びま
すが，けれども，悪気のない雪童子は，こっそ
り　……　。字幕が四回出るだけのナレ－ショ
ンなしの１２分。宮沢賢治の幻想性にあふれた
素晴らしい作品です。

F93047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくに涙はにあわな
い 0時間50分

　これは，事実を基に作られた感動的な映画で
ある。高校時代，ラクビ－の試合中に，不幸に
して首の骨を折り，手足の自由を奪われ，悲し
みのどん底から新しい可能性にけ向かって，一
つ一つ挑戦し前進して行く高校生を描いた心打
つ作品です。不幸な怪我で多くのものを失った
少年が，まわりの大勢の人々の親切によって，
生きていることの素晴らしさを実感した喜びが
伝わってきます。
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F93048

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域とともに－主婦
とボランティア活動
－ 0時間30分

　ボランティア活動は多様化し，高齢化社会突
入を前にして，地域ケアとネットワ－ク化がキ
－ワ－ドになっています。この映画は，このよ
うな背景を踏まえながら，地域づくりの担い手
であり，ボランティア活動の主役である主婦
が，地域の課題にどのようにかかわったらよい
かを，具体的に描いています。

F93049

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ゴミから暮らしを考
える 0時間30分

　大量消費によって支えられた私達の豊かな生
活は，裏を返すと，ひたすらゴミの山を築き続
ける生活ともいえます。そして，ごみとして捨
てられた資源は，環境に様々な汚染を振りまい
ています。この映画は，「捨てるもの」から
「捨てずに生かすもの」へと発想の転換を図る
ことが必要であることを訴える教材です。

F93050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

地域で子育て－キ－
ポイントはお父さん
－ 0時間20分

　「学校週五日制」が動きだし，企業などは
「週休三日制」の検討も始まっています。家の
会社，家の学校の往復で終わっていた生活か
ら，家庭や地域で過ごす生活へと変わりつつあ
る中で，家庭や地域の教育の重要性が改めて認
識されつつあります。この映画は，地域で生き
生きと活動する父親の姿を追いながら，子育て
や地域づくりに果たす父親の役割を考えさせる
教材です。

F93051
漫画・アニメー
ション 高瀬舟 0時間45分

　江戸，寛政の頃，喜助は，病気に倒れた弟と
二人で細々と暮らしていました。弟は兄の苦労
をみかねて，喉を突いて死のうとしました　…
…　。この作品は，森鴎外の「高瀬舟」を映画
化したものですが，鴎外にはこの短編小説の中
で「足るを知る」ということと「安楽死」をテ
－マにしています。このテ－マは飽食の時代と
言われ，高齢化社会が現実のものとなりつつあ
る今，まさに今日的なテ－マの作品です。

F93052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

せんせいにもきかせ
て－ことばの指導を
さぐる－ 0時間21分

　幼児期は，ことばを獲得する上で重要な時期
です。それだけに，遊びを中心とする幼稚園生
活の中で，教師は，実際にことばの指導をどの
ように行なえばよいか，とまどうことが多くあ
ります。

　この映画は，保育に携わる教師が，ことばの
指導のあり方を考えるための研修資料として制
作されたものです。幼稚園で，幼児と教師が生
活するありのままの姿から，幼児がことばを獲
得する過程で教師の関わりがどのような意味を
持っているかを探っています。

F93053
保健衛生・性教
育・運動

ＳＴＯＰ　ＡＩＤＳ
－エイズの正しい知
識と予防 0時間38分

　今エイズは，人類が克服しなければならない
世界的なテ－マとなっています。今後，エイズ
の蔓延を防ぐためには，一人一人が，正しい知
識を身につけ予防に努めなければなりません。
この映画は，エイズとはどんな病気なのか，ど
んな経路で感染していくのか，どうしたら予防
できるのかなど，エイズについて知っておかな
ければならない知識を分かりやすく解説してい
ます。

F93054

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球環境を守るため
に－環境科学の最先
端－ 0時間30分

　フロンガスによるオゾン層の破壊，二酸化炭
素の増加による温暖化，廃棄ガスによる酸性
雨，開発による熱帯雨林の砂漠化，更には廃棄
物による土壌や海洋汚染など，今，地球の環境
に異変が起きています。この映画は，環境問題
の解決のために，行政，学界，産業界などが取
り組んでいる新しい技術やシステムを紹介して
います。

F93055

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 国際連合のはたらき 0時間40分

　現在，我々人類が抱える問題は数多くあり，
国際的な紛争，環境問題，難民問題など数えき
れません。その一つ一つを解決する上で，国際
連合の存在なくしては考えることはできませ
ん。この映画は，国際連合のはたらきについ
て，正しく理解するために，国際連合の組織と
活動を紹介し，世界への我々の参加の意味を考
えようとするものです。

F93056 道徳・国際理解

「私たちの北方領
土」－新たなる一歩
へ－ 0時間27分

　ロシアが千島列島に現われる一世紀前，松前
藩が国後，択捉島などの地図を作成し，幕府に
自藩領として届けました。この映画は，その後
の，千島と樺太の国境問題，千島と樺太の交換
条約，第二次世界大戦のソ連参戦，日本の敗
戦，カイロ宣言，ヤルタ協定，ポツダム宣言，
その後におけるサンフランシスコ平和条約，日
ソ共同宣言などから，今日にいたるまでをアニ
メと実写によって忠実に紹介しています。
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F94001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

大陸文化の摂取法隆
寺（１）聖徳太子と
法隆寺 0時間17分

　この映画は飛鳥時代における聖徳太子の政治
の特色と，法隆寺に代表される飛鳥美術につい
て触れています。政治の主な業績としては，冠
位十二階と十七条の憲法を制定し，中央集権国
家への展開を図ったこと，及び外交面では遣随
使の派遣を取り上げています。また，法隆寺は
世界最古の木造建築であり，我が国文化の本質
を探る上で，欠かせないものであることを知ら
せる教材です。

F94002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

大陸文化の摂取大化
の改新（２）中大兄
皇子と大化の改新 0時間15分

　この映画は，大化の改新を中心に，中大兄皇
子と中臣鎌足の理想と諸政策を取り上げて，天
皇を中心とする政治を確立するにいたる過程を
分かりやすく描いています。内容的には，「曽
我氏の専横と滅亡」「大化の改新」「白村江の
戦い」をドラマチックに紹介している教材で
す。

F94003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

今のくらしに伝わる
室町文化 0時間20分

　この映画は，室町時代の人々の暮らしの中か
ら生まれた文化や習慣が，現代の暮らしが形作
られる上での基礎となっていることを描こうと
しています。庶民の中から新しい文化として生
まれてきた，能，狂言，茶の湯，あるいは，祭
りや伝統芸能など，この時代に生まれた文化や
習慣が今日まで伝えられていることに気付かせ
ようとしている教材です。

F94004 道徳・国際理解

中国の子どもたち－
シャンハイに住むレ
ンさんの生活－ 0時間19分

中国は，我が国と文化や経済などの面でつなが
りが深い国であります。この映画は，中国の
シャンハイに住む小学生，レンさんを密着取材
し，中国の小学生の日常生活や学校生活の様子
などを具体的に紹介しています。レンさんの暮
らしぶりを通して，我が国とは異なった生活や
文化があることに気付かせようとしている教材
です。

F94005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 雪国のくらし 0時間20分

　北陸地方は，世界でも有数の多雪地域であ
る。この雪が人々を閉じこめ，地域を陸の狐島
化させることは宿命でしたが，今日，人々は工
夫をこらし，よりよい生活を築き上げていま
す。この映画は，このような地域の特性，問題
点，変容の姿を克明に描いています。

F94006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 遠洋漁業のまち焼津 0時間16分

　この映画は，「水産業の盛んな地域の具体的
事例」として焼津を取り上げ，地域の人々が漁
場の保全，魚業技術の改善などに努めている様
子を描いています。

F94007

自然科学（生
物・天文）、環
境 メダカとグッピ－ 0時間19分

　この映画は，メダカとグッピ－を飼育する中
で，卵で生まれるものと親と同じ形で生まれる
ものとがあることを，ただ，知識として教え込
むのでなく，子供たちが飼育を通して自ら考
え，自分で判断できる能力を培うことに重点を
おいて制作されています。また，この映画は，
生命誕生の神秘さと，自然環境の大切さについ
ても配慮されているので，それらのポイントに
も注意して視聴させたい教材です。

F94008

自然科学（生
物・天文）、環
境

タンポポや虫たちの
一日 0時間19分

　この映画は，身近な植物の運動や，動物の活
動の観察を通して，それらが，一日２４時間の
時刻や天気に関していること，私たち人間と同
じように環境の変化に適応しながら一定のリズ
ムを保って生活していることに気づかせようと
しています。また，あわせて，自然を大切にす
る心を育てようとしている教材です。

F94009

自然科学（生
物・天文）、環
境

岩石をしらべる　白
い石と黒い石 0時間20分

　児童が野外観察の川原で見つけた白い石と黒
い石。この二種類の石は，どこから流れてきた
のか。この映画は，川を上流へとさかのぼり，
岩石に手を触れ，注意深く調べ，観察すること
を通して岩石の粒の様子や，成因の違いを理解
させようとしている教材です。教育映画祭最優
秀作品賞受賞作品。

F94010

自然科学（生
物・天文）、環
境 自然の観察　花 0時間18分

　私たちのまわりの花について，その名前や形
についてはよく知っていても，その花の生活の
仕組については，まだまだ知らないことが多く
あります。この映画は，コオニユリ，マツバボ
タン，ムラサキサギゴケ，ノアザミ，レンゲソ
ウ，エニシダ，ツユクサ，ススキなどの花の受
粉の様子にレンズの目を向け，その不思議な仕
組を描き出しています。

F94011

自然科学（生
物・天文）、環
境 宇宙　－太陽系－ 0時間19分

　２，０００億個もの星を集めた銀河系の片隅
の小さな星として輝いている「太陽」。この太
陽は，地球を含めて９個の惑星を従えていま
す。これらの惑星を，色々な惑星探査機によっ
て得られたデ－タをもとに解説すると共に，地
球における人類の位置づけ，更には，宇宙に向
おうとする人類の姿を描いています。
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F94012

自然科学（生
物・天文）、環
境 秋の虫 0時間13分

　秋の野原で見られる様々な虫たち。この映画
は，秋の野原で見られるバッタやスズムシ，コ
オロギなど，数種の昆虫を取り上げ，体の特徴
や住む場所，食べ物などを鳴く虫を中心に見て
いき，虫への興味・関心を高め，虫との出会い
の場を広げることをねらいとしています。この
映画は，小学校の教材としてばかりでなく，大
人がみても面白く，虫を探したり，観察しよう
とする気持を起こさせる教材です。

F94013 道徳・国際理解 友だちの心の痛み 0時間25分

　どういう問題についても，学級の多数派は無
関心層です。この映画は，いじめをめぐる学級
会の討論を通して，傍観者の一人である芳子
が，いじめられている友達の心の痛みを分か
り，いじめを正そうとするまでを追っていま
す。この映画を通して問いかけているものは，
友達を大事にすることの本当の意味です。

F94014 道徳・国際理解 友だちのきもち 0時間19分

　子供は，とかく自分本意に行動し，他者の立
場に立って考えることが苦手です。この映画
は，人間としてのやさしさ，友達の気持を思い
やることの大切さをドラマを通して問いかけて
います。自己中心的で，思いやりに欠けた少年
卓が松葉杖をついて学んだことは，人間は誰で
も，みんなで支え合いながら生きているという
ことでした。

F94015 道徳・国際理解

地球は友だちだ－外
国人とのつきあい方
－ 0時間15分

　めざましい経済成長を遂げた日本。いま「高
い円」にひかれて，世界の多くの国から，我が
国へ働きにくる人が急増しています。そして，
私たちの周辺に，外国人が殖えるとともに，相
互の理解不足から，さまざまの問題も持ち上
がっています。この映画は，親しみやすいアニ
メや，各種統計グラフなどの資料もおりこみ，
新たな隣人となった外国の人々との付き合い方
をわかりやすく説明している教材です。

F94016 道徳・国際理解
南のおともだちのた
めに 0時間16分

　子供たちは，これまで見たこともない第三世
界の子供たちの生活や苦しみを映像で見て，必
ず「どうして？どうして？」と素朴な質問を投
げかけてくる筈です。世界の未来は先進国の人
たちが，第三世界の人たちに，どれだけ責任を
持てるかにかかっています。この映画を見て，
子供たちの心に「愛」が育つ時，それが可能に
なるのではないでしょうか。この映画は，特
に，小学校低学年，幼児に焦点をあてて制作さ
れたものです。

F94017

自然科学（生
物・天文）、環
境

おばけ大作戦　地球
ＳＯＳ！（４）大気
の水，土の汚染編 0時間24分

　地球の環境問題が，年々深刻になる中で，子
供たちに，早いうちから，この問題についての
知識や意義をを高めてもらう目的で作られたも
のです。この映画は，環境庁の協力のもとに，
アニメ－ションのスト－リ－展開で，子供たち
が楽しみながら学べる教材になっています。

F94018
交通安全・災害
防犯

鉄腕アトムの交通安
全 0時間15分

　子供たちの交通事故で，一番多いのが，飛び
出し事故です。低年齢層になるほど，その傾向
にあります。この映画は，子供たちにとっての
永遠のヒ－ロ－であるアトムが交通安全の基本
を繰り返し教えます。（１）飛び出しは絶対に
しない。（２）道路で遊ばない。（３）信号が
青でも，左右を確認する。（４）曲がり角や物
陰の車に注意する。

F94019
漫画・アニメー
ション 竹取物語 0時間24分

　この物語は，「物語の出て来はじめの祖」と
言われているように，我が国最初の創作文学作
品です。美しいかぐや姫は，五人の貴族からの
求婚を退けて，月の都へ帰って行きます。昇天
の場面にも見られる，人間として生きることの
悲しさは，今日の青少年にも共感を呼ぶに違い
ありません。この映画は，宮内庁書陵部蔵の
『かぐや姫絵巻』を中心に，実景を巧みに交え
て夢幻的世界を描き出しています。

F94020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 徒然草 0時間25分

　この映画は，作者兼好法師の人生観が良く表
わされている代表的な章段を取り上げ，『徒然
草画帳帖』や実写を交えて解説したものです。
この映画では特に，中世文学の特徴である無常
観に視点をあて，作者の人間や自然に対する見
方・考え方を探るとともに，簡潔な文章を読み
味わうことを目的としています。

F94021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 平家物語 0時間25分

　「平家物語』は，平家一門の興亡を中心とし
て，古代から中世への武門の歴史を語っていま
す。この映画は，「平家物語」の成立や，特徴
を解説するとともに，著名な部分の朗読をおり
まぜながら，絵物語や実写などによる映像で，
生徒の興味と関心を高めるために制作されたも
のです。＜教育映画祭優秀作品賞受賞＞
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F94022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 貴族と国風文化 0時間21分

　藤原氏による摂関政治が行なわれていた平安
時代の中頃，貴族たちを中心に，新しい日本風
の文化（国風文化）が生まれました。寝殿造り
を初めとする貴族の生活，仮名文字による女流
文学の開花，その他，大和や絵巻物等代表的な
国風文化を取り上げています。また，社会の背
景に潜む怨霊への哀れ，現世への無常観，極楽
への憧憬等の精神文にも触れています。

F94023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

農民と町人の力－江
戸時代前期の産業の
発達－ 0時間23分

　江戸時代前期は，武士が支配していた世の中
でしたが，その一方で農民や町人の，内に秘め
たエネルギ－が花開いた時代でもありました。
この映画は，江戸初期の新田開発，農業技術の
改良，産業や交通が発達した背景に農民や町人
の力があったことを興味深い映像で解説してい
ます。

F94024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ガ－ナの産業と人々
の生活 0時間20分

　この映画は，西アフリカの特色と人々の生活
を理解させる一視点として，ガ－ナの自然と生
活，資源と開発を中心に，日本人の活躍を通し
て，その特色がとらえられるように構成されて
います。

F94025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

南の国の人たちと共
に－人口と食料 0時間19分

　世界に目を向けると，そこに暮らす人々は，
国によって大きく異なっています。特に，開発
途上国と呼ばれている南アジアやアフリカの多
くが，急増する人口問題を抱え，それが貧困・
食糧問題などを更に深刻なものにしています。
この映画は，中学生・高校生・開発途上国の実
状を伝え，人口問題を正しく理解してもらうた
めに制作されたものです。外務省企画の，教育
映画祭優秀賞受賞作品です。

F94026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

タイの米作りと人々
の生活 0時間20分

　この映画は，中学一年生を対象に，メナム川
流域の，「うき稲」の栽培，北東部の遅れた稲
作，灌漑用水路の整備による正月の田植えのほ
か，バンコクを中心とする都市の生活の様子を
描いています。この作品は，それらの映像を見
ることによって，タイの米作りと人々の生活の
特色を，具体的に理解させようとしている教材
です。

F94027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文明を湛える海地中
海世界－ギリシア・
ローマ－ 0時間21分

　古来，地中海沿岸部の人々は，地中海を中心
に盛んに交流を行ない，そこから，さまざまな
特色のある文明が生み出されてきました。
この映画は，現代ヨ－ロッパ文明の基礎となっ
たギリシャ・ロ－マの古典文明に焦点をあて，
今に残る数々の遺跡を中心に，古代地中海世界
を概観することができます。

F94028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

東西の接点－イスタ
ンブルを歩く－ 0時間21分

　トルコ最大の都市・イスタンブルは，アジア
とヨーロッパの接点にあって，ギリシャ時代か
ら２０００年もの伝統を持ち，独自の文化を育
てあげてきました。

　この映画は，ビザンティン帝国の歴史，オス
マン帝国の歴史をイスタンブルに辿りながら，
この都市の東西交流の接点としての性格を描き
だそうとするものです。

F94029

自然科学（生
物・天文）、環
境

遺伝の法則をたしか
める 0時間24分

　「メンデルの法則」は，科学史上，屈指の発
見の一つである。

　この映画は，メンデルと同じ材料のエンドウ
を使って交配実験を行ない，親の形質が子孫に
伝わるとき，一定の法則に従っていることを確
かめるとともに，この法則が，動物にもあては
まることを，ショウジョウバエによって確か
め，あわせて，科学の探求における実験の大切
さを知らせる教材です。

F94030

自然科学（生
物・天文）、環
境 腎臓のはたらき 0時間5分

　生命を維持するために必要な「系」は，一方
は，その生命にとって有害な物質を常に生産す
る「系」でもあります。この物質を体外に排泄
する仕組みが腎臓です。この映画は，これらの
物質のろ過のための微少で精密な仕組みを映像
でとらえ，特殊な薬品を用いて視覚化していま
す。文部省特選の『短尺フィルム』

F94031

自然科学（生
物・天文）、環
境 アブラムシの生態 0時間19分

　アブラムシは，身近な昆虫であるにもかかわ
らず，その生態は，あまり知られていません。
我々がよく目にするアブラムシは，はねのない
メスで，これは幼虫を生んで増えます。環境が
変化すると，はねのあるメスが現れたり，オス
が現われたり，交尾をして卵で増えたりもしま
す。アブラムシの生態を克明に追いながら，生
物と環境の関連を理解させようとしている教材
です。（文部大臣賞受賞作品）
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F94032
科学技術・物
理・化学・工学

塩を取り出す－イオ
ンの性質の利用－ 0時間5分

　現在の製塩工場では，イオン交換膜を巧みに
利用して，海中のナトリウムイオンと塩化物イ
オンを濃縮しています。この映画は，イオン交
換膜を組み込んだ模型を作り，実験によって，
それぞれのイオンが集められていることを確認
し，更に，その原理をアニメ－ションで分かり
やすく解説する教材です。『短尺フィルム』

F94033
科学技術・物
理・化学・工学

物質は変化してもな
くならない 0時間5分

　物質が科学的に変化する現象は，中学生に
とって興味のあるものでありながら，理解しに
くい現象です。この映画では，炭素が酸素中で
激しく燃焼して二酸化炭素になる現象，二酸化
炭素の中でマグネシウムリボンを燃やして炭素
が生じる現象，酸化銅にマグネシウムを加えて
点火し，銅塊を生じてテルミット反応を見せて
います。普通，学校では演示困難な実験もあ
り，貴重な『短尺フィルム』です。

F94034
科学技術・物
理・化学・工学 光とレンズ 0時間10分

　レンズはなぜ明るく鮮明な像を結ぶのか　…
。この映画は，日常生活の中で見られる光の諸
現象の中から，カメラの原理ともなった，ピン
ホ－ルによる興味深い実験や，レ－ザー光線と
レンズによる実験から，光とレンズに対する基
本的な理解を深めることを目的としています。

F94035
科学技術・物
理・化学・工学

縄文から宇宙船まで
－やきものの世界－ 0時間10分

　縄文土器からファインセラミックスまで，や
きものの世界は幅広いが，やきものの世界は，
基本的には，原料の性質と焼成の方法の二本柱
です。この映画は，古代から現代までの技術の
変化の跡をたどって，どのような化学的現象が
そこに隠されているかを映像を見せ，化学への
興味を抱かせようとする教材です。

F94036

自然科学（生
物・天文）、環
境 暮らしの中の微生物 0時間11分

　微生物は，我々の生活と大きなかかわりがあ
るが，その存在を直接的に観察することは，困
難な場合が多くあります。この映画は，発酵食
品や抗生物質，環境浄化（汚水処理）の面か
ら，実写，顕微鏡撮影を取り入れて，微生物の
働きと我々の生活との深いかかわりを興味深く
まとめています。

F94037

自然科学（生
物・天文）、環
境

リモートセンシング
－宇宙から地球観測
－ 0時間10分

　現在，世界各国が打ち上げた多くの人工衛星
が地球を回りながら，リモートセンシングによ
り，地球観測を行なっています。この映画は，
高校「地学」の教材として，人工衛星によるリ
モートセンシングの概要を平易に解説したもの
です。地球観測衛星によるリモートセンシング
がどのようなもので，どのようなことをするの
かを解説しながら，その有用性を強調していま
す。

F94038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

木の美しさを生かし
て 0時間20分

　この映画は，「木の美しさ」に気づかせ，そ
れを深く味わい生かして，創意に満ち誠実に木
工芸に取り組ませたいとの願いで作られまし
た。これを用いた美術の学習で，理解力，計画
性を高め，豊かな情操と優れた能力と態度を育
てることを意図しています。

　活発な美術の活動を期待して，その授業への
誘いかけの段階で活用したい教材です。〈文部
省特選〉

F94039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水泳教室シリーズＮ
ｏ．１クロール 0時間11分

　クロールは，最もスピードのでる泳ぎです。
自然に立った姿勢と同じで，できるだけ体を伸
ばして泳ぐのが基本です。一つ一つの基本を
しっかりとマスターしないと，悪い癖がつき，
泳ぎも進歩しないものです。この映画は，ク
ロールの基本技術を，良い例や悪い例を特殊撮
影により分かりやすく描いています。

F94040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水泳教室シリーズＮ
ｏ．２平泳ぎ 0時間10分

　平泳ぎは，体をできるだけ水平に伸ばし，手
のかきと足のキックを強くすることが肝要で
す。一つ一つの基本をしっかりとマスタ－しな
いと，悪い癖がつき，泳ぎも進歩しないもので
す。
この映画は，平泳ぎの基本技術を，良い例や悪
い例を特殊撮影により分かりやすく描いていま
す。

F94041
保健衛生・性教
育・運動

－健康に生きる－喫
煙の害を科学する 0時間20分

　新学習指導要領の改訂により，喫煙と健康の
関係が指導されることになりました。喫煙が健
康に及ぼす影響，特に喫煙年令が若いほど障害
を受けやすいことや女性の喫煙による胎児への
影響が問題となっています。この映画は，喫煙
の有害性を動物実験や内視反射スペクトルによ
る胃粘膜の決流量の変化，ポジトロンＣＴによ
る大脳の決流量の測定など，最新の医学デ－タ
にアニメ－ションを交えて分かりやすく描いて
います。
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F94042
交通安全・災害
防犯

危険を読む自転車の
のり方 0時間18分

　中学校・高校生など，若者の自転車事故が相
変わらず多い，しかも最近は，「交通ル－ルを
守っていても」事故にあったというケ－スも多
くなっています。そこで，自転車の走行者も，
様々に変化する交通状況の中に潜む危険を読ん
だ乗り方が必要となっています。この映画は，
そういう側面から，改めて交通事故を考えさせ
ようとするものです。

F94043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

修学旅行事前研究 奈
良　（Ⅰ）平城京は
いま （Ⅱ）古代のな
ぞ 0時間30分

　修学旅行には，総合学習の場として，個性や
社会性の伸長，主体学習への意欲づけ等，多く
の目的があります。

　この映画は，ＮＨＫの豊富な映像資料を中心
に，奈良の自然，歴史，生活，文化，産業など
を楽しみを折り込みながら紹介しています。内
容的には，（Ⅰ）奈良の寺と寺院，（Ⅱ）奈良
の古墳と石造物の２部からなっています。

F94044
漫画・アニメー
ション 金色のクジラ 0時間25分

　ツトムは，お父さんから男とみこんで頼みが
あると言われました。「弟のユウイチを助ける
ためには骨髄移植しかない。ユウイチに骨髄を
やってくれ！」ツトムは黙ってうなずきまし
た。白血病の弟のために，自分の骨髄を差し出
したツトムの，愛と勇気と涙の家族愛の物語で
す。

F94045
漫画・アニメー
ション 愛華ちゃんの地球 0時間33分

　島根県西野小学校の六年生の少女，坪田愛華
が学校の宿題をすばらしい環境漫画にまとめ上
げました。それが新聞に紹介されて大反響を呼
び，ついには国連から「グロ－バル５００」と
いう賞を受賞しました。この映画は，遺作と
なってしまった，『地球の秘密』を彼女が作り
出すまでの短い生涯を，感動的なアニメ－ショ
ン映画にまとめたものです。
今や『地球の秘密』は，英語，中国語，アラビ
ア語などに翻訳され世界の人々に伝わり始めて
います。

F94046
漫画・アニメー
ション わすれるもんか！ 0時間40分

　クリスマスイブの夜，正彦たちのギタ－演奏
会が開かれました。その演奏会で，てきぱきと
指示をしている高校生の健治は，かつての暴走
族。健治は正彦の生き方にひきつけられたので
す。

　一方，正彦には忘れられない思い出がありま
した。目が不自由な彼のために沢山の歌を教え
てくれた杉本先生です　…　。やがて，会場に
杉本先生も駆け付け，いろいろな思い出に包ま
れた演奏会は，感動的なクライマックスを迎え
ます。〈佐藤州男原作の文部省特選アニメ－
ション。〉

F94047
漫画・アニメー
ション パラダイス 0時間16分

　森のからすが宮殿を覗いてみると，そこはみ
ごとな極彩色の世界。床も柱も天井もキラキラ
輝いています。極楽鳥もいっぱい踊っていま
す。からすも着飾って王様の前で踊り始めるが
……　。

　イソップ風の物語が，目を奪う幻想的な映像
と音楽によって展開されるファンタスティック
なアニメ－ション映画の傑作です。

F94048
漫画・アニメー
ション

こぎつねのおくりも
の 0時間30分

　峠に住むいたずらな三匹の子狐は，お父さん
狐に化け方を教わります。ある日，峠のふもと
の茶店のおばあさんが，おだんごを持って地蔵
さまをおまいりにきますが，その側に小さい三
つの地蔵さんが並んでいるのにビックリ。やが
て，峠に雪が降り，そして雪が解けて春になっ
たが，おばあさんは現われません。心配になっ
た子狐たちは峠のふもとの茶店にでかけるが
…　。おばあさんと子狐のほのぼのとした感動
のアニメ－ション。
〈教育映画祭優秀賞作品〉

F94049
漫画・アニメー
ション

あしたぶたの日ぶた
じかん－貸出停止 0時間40分

　 野球をやれば三振ばかりの「十円安」こと
主人公の畠山則安くんは、どこにもいそうな小
学三年生。彼のとりえは、元気なことと、毎日
欠かさず日記をつけていること。ところが、そ
の日記が、則安くんをとんでもないことに巻き
込んでいます。

　 親と子で楽しんでいただける、ゆかいなゆ
かいなアニメーション映画です。

Page 155



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

F94050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 健太のトンボ日記 0時間42分

　この映画は，都会に住むひ弱な少年が，夏休
みに田舎の父親の実家で過ごす中で，”トンボ
公園”を知り，そこを守り育てている地域の人
達との交流を通して自然と触れ合い，心身共に
成長していく姿をえがいています。やさしさ
や，生命の重さがわからなくなっている子供た
ちに見てもらいたい映画です。〈
教育映画祭優秀賞受賞作品〉

F94051
科学技術・物
理・化学・工学

科学へのいりぐち－
ふしぎの発見と工夫
－ 0時間21分

　地球規模での環境破壊や，エネルギ－資源の
枯渇など，今後，科学技術が果たす役割は一層
重要になると思われます。しかしながら，最
近，若者の科学技術離れが指摘されています。
この映画は，子供たちから大人までを対象に，
身近な自然現象や，暮らしの中から「不思議な
こと」を取り上げ，科学に興味と関心を養い，
科学の楽しさを伝えることを目的に制作されて
います。

F94052

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 目で見る国会百年 1時間8分

　平成２年１１月２９日，国会は開設百年を迎
えました。この映画は，それを記念して，衆議
院
・参議院によって企画，制作されたものです。
この作品は，史実に忠実を期し，かつ公平な視
点で編纂され，議会の歩みを正しく伝えるだけ
でなく，教材としても十分活用できる内容に
なっています。資料的にも，貴重な映像をはじ
め，憲政記念館や国会図書館所蔵の歴史的文書
が数多く含まれています。

F94053

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

学ぶ喜び生かす喜び
－生涯学習とボラン
ティア－ 0時間30分

　今日，人々が自らの興味や関心に基づいて日
頃学習したり，身につけた成果を，地域社会で
生かしていくことが求められています。この映
画は，今，各地で展開されている学習にかかわ
るボランティア（学習ボランティア）活動を紹
介しています。取り上げられている例は，上野
の国立科学博物館，埼玉県八潮市のタウン紙編
集グル－プです。

F94054

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

きびしさ－いま親に
問われているもの－ 0時間30分

　小・中学校の間で深刻な広がりを見せる「い
じめ」が原因の殺人や自殺が相次ぎ，社会問題
化しています。そして，その原因の決定的な部
分は，家庭にあると言われています。さらに見
逃してならないのは，いじめという形を借り
て，人間への「差別」と「軽蔑」が多く見られ
ることです。子供の，人間への差別や軽蔑とい
う人間として最も否定すべき行為に対して，親
は何をなすべきか，この映画は，それを訴えて
います。

F94055

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

－ボランティア入門
－はじめてのボラン
ティアのために 0時間20分

　今，”ボランティア”が社会の関心を集めて
います。人々は，心豊かな生き方を求めてボラ
ンティアライフ時代の到来を予感し始めていま
す。この映画は，「なにかボランティア活動を
したい」と思っている人々が，その第一歩を踏
み出す時の道しるべとして役立つ教材です。

F94056

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

学校に行けない子ど
もたち－心の居場所
づくり－ 0時間30分

　これまで「登校拒否」は，一般に，本人自身
になんらかの原因があると考えられてきまし
た。ところが，いろいろの事例を分析・研究す
るうちに，子供を取り巻くさまざまの要因がか
らみあって，今や，どの子供にも起こり得るも
のであることが分かってきました。この映画
は，登校拒否の初期段階とも言うべき小学生に
スポットをあて，親たちに正しい知識を持って
もらうために制作されたものです。

F94057

自然科学（生
物・天文）、環
境

自然とのふれあい－
親子でたのしむ環境
学習－ 0時間21分

　私たちの生活を取り巻く環境は，さまざまな
面で激しく変化しています。そのような中に
あって，大自然の環境に触れて豊かな心情を養
うだけでなく，都市の自然環境にも目を向け
て，その改善や現状を楽しむことも大切です。
この映画は，高遠の少年自然の家周辺の自然
と，東京近辺の環境を対比しながら，自然環境
の大切さと生活のあり方を考えさせようとして
います。

F94058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

職場とあしたの家庭
－父親の家庭参画－ 0時間20分

　父親は仕事人間としてだけでなく，家庭人
間・地域人間とし，調和の取れた人間であるこ
とが要請される時代になってきました。この映
画は，父親が家庭人間としてなぜ必要とされる
のか。子供や家庭の様々な要求にどのように援
助したらよいのか。また，家庭が楽しくなるた
めには，父親はどう係わったらよいのか，など
について考えるヒントやポイントを分かりやす
く描いています。
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F94059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

もう一回やろうよ－
心がうごく体がうご
く－ 0時間20分

　健康な心と体の基礎は幼児期に培われます。
とりわけ，よく動く体や自分から運動しようと
する意欲は，この時期に体を動かして遊ぶ中で
育てられます。この映画は，５歳の幼児が，友
達や先生とふれあいながら，心と体を働かせて
運動する楽しさを味わっている姿を記録し，そ
の姿を通して，人からさせられるのでなくて，
自分から夢中になって体を動かすようになるた
めには，幼稚園がどうあればよいかを教えてい
る教材です。保育者必見の文部省特選映画。

F95001
科学技術・物
理・化学・工学 ディジタルのしくみ 0時間11分

　デｨジタルの技術を題材に，アナログとデｨジ
タルを比較し，その方式や原理を解説するとと
もに，コンピュ－タ，情報の記録，通信に応用
されている状況を紹介しています。

　〔内容〕

　・アナログとデｨジタルの比較

　・デｨジタル方式

　・記憶媒体としてのＣＤの内部を見る

　・信号の読取り＝ＣＤの再生

　・デｨジタル技術の応用

F95002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 洗剤の働き 0時間10分

　洗剤を題材に，アメンボやススを使って洗剤
分子の働きを紹介し，偏向顕微鏡により，洗剤
分子の働きを解説してます。この作品では必ず
しも定量的な扱いはせず，魅力的なデモ実験と
平明で正確なアニメ－ション，特殊撮影による
洗剤の働きの観察を組み合わせて，洗剤の働き
のもとに洗剤分子の構造があることを印象的に
理解させることに主眼をおいています。

（文部省譲与フィルム）

F95003

自然科学（生
物・天文）、環
境

自然の風景～地形と
その成り立ち～ 0時間11分

　日本の地形を題材に，代表的な火山，川，海
岸を紹介し，その成因についてレ－ダ－の写真
や航空写真を利用しながら解説しています。新
しい火山活動として，雲仙普賢岳に関する映像
も取材されています。

　〔内容〕

　・日本の風景の特色

　・火山が作る風景

　・川が作る風景

　・海岸の風景

　・その他の風景

（文部省譲与フィルム）

F95004

自然科学（生
物・天文）、環
境

一本の樹が支えるい
のち 0時間10分

　熱帯雨林の１本の木を題材に，地中，幹，葉
の上で暮らす着生植物，寄生植物，昆虫たちを
紹介し，木々を失うことの危険性を説明してい
ます。「熱帯雨林の大規模破壊」を問題として
取り上げ，現状認識の基礎となる調和のとれた
熱帯雨林の生態学的環境を描き出そうとしてい
ます。学習指導要領のこの項目は，環境教育と
してダイレクトに扱いうる部分なので，その立
場から制作されている教材です。

F95005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） みんなともだち 0時間20分

　障害のある子供たちが，その障害に基づく
様々な困難を克服し，積極的に社会に参加して
いくためには，子供たち一人一人に応じた適切
な教育するとともに，社会一般の人々，とりわ
け，小・中学校の児童生徒が，障害のある子供
たちに対する正しい理解と認識を深めることが
大切です。この映画は，盲学校，聾学校，養護
学校及び特殊学級で学ぶ子供たちの，学習の様
子や交流活動の様子を描いており，この映画を
見た児童が”みんなともだち”としての，あた
たかい思いやりの心を育てるきっかけとなるこ
とを願って制作されています。
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F95006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

何がやりたいの～生
活の中で育つ子ども
たち～ 0時間23分

　子供たちは，遊びを中心とした毎日の生活の
中で，人として生きていくために大切なことを
学んでいきます。先生の役割は，子供たちとと
もに生活するなかで，今その子にとって何が一
番必要なのかを見極めながら，援助していくこ
とです。この映画は，日々保育に携わっている
先生方の研修のために制作したもので，４歳
児・１２ケ月間の姿が，４つの生活の場面を通
して記録されています。

F95007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近世の技術と生活－
文字の普及－ 0時間21分

　日本の近世は，近代につながる様々な技術の
発展がありました。この映画で取り上げている
「文字」を使うということもそうした技術の一
つです。この映画の主な舞台は群馬県である
が，この事例を参考にして，それぞれの地域に
おける寺子屋の発達やそこを通じて文字の普及
について，生徒自身が関心をもち，身近な地域
を調べてみようという意識を高めてくれる教材
です。

F95008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

明日への学び～生涯
学習社会を目指して
～ 1時間8分

　生涯学習という言葉は，一般の人々の間でも
広く使われるようになり，様々な活動も活発に
行なわれています。しかし，生涯学習には多様
な要素があるため，その意味も曖昧な点が多く
あります。この作品は，生涯学習という概念の
正しい理解と人々が生涯自由に学習の機会を選
択して学ぶことができ，その成果が適切に評価
されるような事例を具体的に構成して，その健
全な育成に役立つ教材としてまとめたもので
す。

F95009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

およその考えを生か
そう 0時間19分

　計算には，正確に計算する方法とおよその数
で考える方法があります。日々のくらしの中
で，およその考えが使われていることを知り，
およその考えを生かすことの大切さを教える教
材です。

F95010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 長安と唐の文化 0時間21分

　７世紀始めから１０世紀にかけて，中国を統
一していた唐王朝は，その２００年にわたる支
配の中で，かつてない異色あふれる唐文化を育
て上げました。その中心となったのが，都・長
安（現在の西安）です。壮大な城郭をもつこの
都は，シルクロ－ドを通ってやってきた西域諸
国の人々をはじめ，インドや南方，そして日本
からも人々が訪れ，国際色あふれ文化交流の地
として栄えていました。これらの文化が東方に
も伝わり，日本の平城京に天平文化を開花させ
たことにも言及しています。

（文部省譲与フィルム）

F95011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

総戦力という戦い～
第一次世界大戦～ 0時間21分

　１９１４年から，４月３か月にわたって繰り
広げられた第一次世界大戦。この大戦は，いろ
いろな意味で，人類が初めて体験する壮絶な戦
いでした。この映画は，第一次世界大戦を扱う
に当たって，両陣営の戦争の経緯や勝敗の行方
を追うのではなく，各国の国民が，どのように
戦争に参加し，かかわっていったのかを探ろう
としたものです。これら国民一人一人の立場に
たって，「総力戦」と呼ばれた第一次世界大戦
の意味を考えようとしたものです。

　（文部省譲与フィルム）

F95012

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

へんてこなボラン
ティア 0時間41分

　暑い夏の日，中学２年生の中村文江と川口美
幸が草刈りをしていて倒れたおばあさんを助け
ました。９０歳のおヨネさんは読み書きができ
ないのである。差別されてきた生い立ち，字を
学びたいという希望を聞いて二人は「おばあさ
んに字を教えてあげよう」と心にきめる。そし
て翌日から早速，読み書きの先生になっておヨ
ネさんと交流をふかめていく様子を描いた作品
です。

　（文部省譲与フィルム）

F96001
科学技術・物
理・化学・工学 音をみる 0時間10分

　日常生活の中で，音は情報伝達や音楽などの
にいろいろ利用されています。目に見えないた
めに理解しにくい音の発生，音の伝わり方，音
の聞こえるしくみなどをハイスピ－ド撮影，マ
ルチストロボ撮影，アニメーションを使って目
で確かめます。オシロコープでいろいろな楽器
の音色や，音の高低，強弱などを波形で調べ，
録音と再生，パソコンで音楽を作るなど音の性
質の応用にも触れ，身近な事象について，科学
的な考え方や見方ができるようになることをね
らいとして制作された教材です。

　（文部省譲与フィルム）
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F96002
科学技術・物
理・化学・工学

鉄をつくる～金属の
精錬～ 0時間10分

　現代の私たちは，各種の金属を手に入れ，そ
れを加工・利用することによって，豊かな生活
を営んでいます。しかし，ほとんどの金属は材
料としてすぐ使えるような金属単体の状態で自
然界に存在するわけではありません。金属の化
合物から単体の金属を取り出すことを金属の精
錬といいますが，ここでは鉄を例に，精錬の概
要を解説しながら，”還元”という化学の概念
の基礎的理解をねらいとしています。

　※この作品の制作にあたり，仙台市立根白石
中学校が撮影協力をしてます。

　（文部省譲与フィルム）

F96003

自然科学（生
物・天文）、環
境

雑木林－人と自然の
共生－ 0時間11分

　人間が手を加えつつ恩恵をこうむってきた雑
木林。その豊かさとしくみを紹介し，人間と自
然の共生はどうあるべきかを問いかけます。雑
木林は，クヌギ，コナラなどをはじめとしたい
く種類もの落葉広葉樹を中心とし，アカマツな
どの常緑樹からなる混交林です。現在は雑木林
はほとんど見捨てられ，荒廃が進んでいます。
しかし，かつての雑木林の姿は，人間が自然と
どうかかわっていくべきかのヒントを与えてく
れます。

　（文部省譲与フィルム）

F96004

自然科学（生
物・天文）、環
境

酸性雨－そのでき方
と影響－ 0時間10分

　人間の生活が地球環境に与える影響の一例と
して，「酸性雨」を取り上げ，その発生の化学
的過程を解明し，あわせてその影響を提示して
います。酸性雨の原因が化石燃料の燃焼による
二酸化硫黄や窒素酸化合物であることは，知ら
れていますが，ただ，それがどんな水に溶けや
すく，どのように酸をつくるのかということは
大部分の生徒には未知の事です。ここでは，特
に酸性雨の生成の化学的過程を見ることに多く
の時間を割いています。

　（文部省譲与フィルム）

F96005
交通安全・災害
防犯

地震！あなたはどう
する 0時間21分

　平成７年の阪神・淡路大震災を教訓として，
学校の児童に対し，映画を通じて地震の基礎知
識を身につけさせるとともに，突発災害時に，
的確な避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る目的で制作しました。

　映画内容は

　１．阪神・淡路大震災の惨状

　２．地震はどうして起きるか

　３．地震によって起きる危険

　４．地震に備えて

　５，津波のこわさ

　６．ふだんの備え（家族と一緒に）

　（文部省譲与フィルム）

F96006
保健衛生・性教
育・運動

マリンスポーツ入門
－ヨット，スク－バ
ダイビング－ 0時間21分

　海洋の多様化時代を迎え，マリンスポーツ，
海洋レクリェーションがさかんに行なわれてい
ます。こうした中で,ヨット，スクーバダイビ
ングを取り上げ，それぞれの基本的な知識・技
術と実際をイラスト，アニメ－ションを交えて
分かりやすく描いています。生徒たちが，ヨッ
ト，スクーバダイビングなどの基本的な技術習
得への理解を深め，更に，海の環境と資源をど
のように守り，生かしていくかを考える動機づ
けとなることを願って作成した教材です。な
お，この映画は総合学科などにも活用できま
す。

　（文部省譲与フィルム）

F96007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

３人でやるってきめ
たのに友だちと，先
生と環境と 0時間20分

　あそび上手なシュンスケ，アイディアマンの
マナブ，おっとり屋のタイチの４歳児仲良し３
人が，先生や友だち，身近な自然や道具など，
園内のさまざまな環境とかかわってあそびを展
開している様子が記録されています。子供たち
の姿を通して，友だちと，先生，さらに環境と
のかかわりについて探り，教師の援助や環境の
構成のあり方について考えていく教材です。

　（文部省譲与フィルム）
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F96008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しさの秘密－美を
感じる心－ 0時間20分

　美術は「美」を大切にし，自分の美しさをつ
くりだすことをねらいとして楽しむ学習です。
見る力が深まることによって，感じることも深
まり，感じることが深まるにつれて，ものが
もっと深く見えるようになってきます。美しさ
も，初めは「きれい」「かっこいい」といった
表層的な感覚でしかとらえていないのが美術の
学習を通して，ものを深く見るようになり，美
を深く感じられるようになります。

　（文部省譲与フィルム）

F96009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 王の墓埋もれた都市 0時間22分

　古代オリエント，大河の流域に栄えた２大文
明メソポタニアとエジプトの遺跡や出土物を通
してその特質を探ります。古代文明のうち最も
早く成立したオリエント文明は，メソポタニア
とエジプトの２つの文明圏から成り,治水・灌
漑に基づく神権政治が築き上げたこの２つの世
界には共通性と同時に際立った対照性が見出さ
れます。２つの文明のそれぞれの特質を探りさ
らに古代統一帝国にも言及しています。

　（文部省譲与フィルム）

F96010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

イスラムの信仰と生
活 0時間22分

　人口８億を越えるといわれているイスラム圏
は，唯一神アッラ－を信じるひとつの世界で
す。その中心にあたる中東諸国を訪ね，「イス
ラムの信仰」とは何か，その歴史とともに，信
仰を軸としたイスラムの生活と文化」とはどの
ようなものなのかを分かりやすく紹介します。
また，南東アジアからアフリカに至るイスラム
の多様性にふれています。

　（文部省譲与フィルム）

F97001
交通安全・災害
防犯

地震！！あなたがで
きること 0時間21分

　学校や家庭での地震に対する備えと適切な行
動，地震の起こるしくみ，災害時において自分
自身や家族，そして地域の人々を守るための対
応などについて具体的にとらえ説明したもので
す。阪神大震災を教訓に，実践的な知識を身に
つけておく大切さを示唆しています。

F97002
科学技術・物
理・化学・工学 静電気のはたらき 0時間11分

　衣服が足にまとわりつくなど，身近に起こる
静電気の現象を実験で確かめ，それは物質の摩
擦によって生ずる静電気の引き合う力や反発す
る力によって起こることを説明しています。さ
らに発砲スチロールのコップでコンデンサーと
静電気モーターを作り，静電気モーターは
（＋）（－）の電気の力が次々と働き回ってい
ることを理解させる教材です。

F97003

自然科学（生
物・天文）、環
境 天気の変化と予報 0時間10分

　雲のでき方や流れ，降雨，風といった気象現
象と天気の変化の規則性について説明するとと
もに，気象庁における気象観測の方法，さまざ
まな気象情報を活用した天気の予測と天気図の
作り方について具体的にとらえ説明したもので
す。

　複雑な気象の変化もいくつかの原理・原則に
もとづき予測できることを理解させています。

F97004
科学技術・物
理・化学・工学 燃焼とは 0時間11分

　燃焼には高い温度と酸素が必要であること，
また，空気に触れる面積が多いほど速く燃える
ことをろうそくや灰，スチールウール，炭粉な
どさまざまな物質の燃焼実験により説明したも
のです。燃焼とは，物質がはげしく熱と光をだ
しながら，酸素と結びついて新しい物質ができ
る化学反応であることを理解させています。

F97005

自然科学（生
物・天文）、環
境 遺伝のしくみ 0時間10分

　翅紋の異なるナミテントウ虫の交配を通し，
親の持つ遺伝子が，子や孫に伝わる場合どのよ
うな法則性があるのか説明し，さらにマツバボ
タンの純系の赤と白の交配実験を通し，遺伝子
の優性・劣性にかかわらず，親から子へと性質
を伝えていく仕組みは同じであることを理解さ
せる教材です。

F97006
保健衛生・性教
育・運動 ＮＯ！薬物乱用 0時間22分

　今,麻薬，覚醒剤などの薬物の乱用は中学
生，高校生の身辺にまで迫ってきています。

　こうした環境の中で生徒は，薬物について正
しい知識を身につけ,いかなる誘惑にも負けず
に，ＮＯと言える自分をつくることが大切で
す。ここでは覚醒剤と大麻を例にその薬理作用
を動物実験で，人体への影響をアニメーショ
ン，イラストで，また薬物依存，覚醒剤精神
病，大麻精神病など，恐ろしい薬物乱用の害を
分かりやすく描いています。健康に生きるため
生徒たちが薬物に対しＮＯと言える態度を育て
るようにする教材です｡
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F97007

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

学びあい・支えあい
生涯学習とボラン
ティア活動 0時間21分

　この映画はボランティア活動がより多くの
人々の活動となるよう制作された教材です。内
容は①「ボランティア活動」そのものが「生涯
学習」である。②学習の成果を生かす場として
「ボランティア活動」がある。③人々の「生涯
学習」を支援するための「ボランティア活動」
がある。という３つの視点を中心にすえ，それ
ぞれの事例を紹介しながら分かりやすく展開さ
れています。生きがいや心の充実感を生涯学習
やボランティア活動に見つけた人たちの生き生
きとした姿，活動ぶりを追っています。

F97008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本の絵画のよさ～
その美しさと表現の
多用性～ 0時間20分

　日本の伝統的な絵画（版画を含む）の特徴を
解説したものです。日本の伝統的な絵巻物や浮
世絵などを取り上げ，西洋絵画との比較をしな
がら，日本の絵画の構図や色彩，描き方などが
いかに独特のものであるかを解説します。そこ
で，それらの表現が，多様で自由であることに
注目し,そしてこの伝統的な良さを受け継ぎ，
さらに新たな表現を生み出している現代の日本
画にも言及しています。

F97009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わすれてできる？－
友だちと先生のくら
しづくり－ 0時間21分

　幼児にとって，クラスは生活の場であり，先
生や友達とのくらしづくりの場でもあります。

　その中で「私」と「私」がぶつかり合い，一
人一人が「あらたな私」をつくりながら発達し
ていきます。この映画は，５才児１１月ふじ組
の子供たちと先生の暮らしづくりがありのまま
に記録され,自己を主張しながらもお互いに相
手を気遣う子供たちの姿を通して，友達や先生
との暮らしづくりについて考えていく作品で
す。

F97010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） パリの革命 0時間22分

　絶対王政を倒し，共和国家を誕生させたフラ
ンス革命。その革命の流れをたどりながら，パ
リの民衆は革命の時代をどのように生きてきた
か，そして今に何を伝えているのか, 当時を語
る絵画など関連する資料をもとに説明したもの
です。自由・平等・博愛という理念に基づき,
進められたフランス革命とその意義についてと
らえています。

F97011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 革命のロシア 0時間23分

　第一次世界対戦によるロシア帝国の疲弊，３
月革命とレーニンの登場，１１月革命，一党独
裁国家の誕生，そしてレーニンの死とスターリ
ンの台頭などロシア革命の経緯とその実態を当
時を語る記録フィルムや写真，新聞など関連す
る資料をもとに説明したものです。

　ロシア革命のもつ歴史的意義を今日的視点か
らとらえています。

F98001
交通安全・災害
防犯

ロロとモモのじしん
とかじのはなし 0時間18分

　地震による被害の様子，家庭や幼稚園での地
震に備えてふだんからの準備と心構えの大切
さ，地震が発生したときの安全な避難のしかた
などを家での生活や幼稚園での避難訓練の様子
を通して気づかせる教材です。さらに，火遊び
の恐ろしさや火事を見つけたらまわりの人に知
らせることなど，地震や火事に対する知識を分
かりやすくとらえています。

F98002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 気仙沼の海に生きる 0時間20分

　宮城県気仙沼漁港を訪ね，夜間に行われるサ
ンマ棒受け網漁船の活気あふれる漁の様子をは
じめ，牡蠣の養殖漁業，さけの栽培漁業，さら
に資源保護のための調査活動など，水産業に取
り組むさまざまな人の仕事を紹介し水産業の全
体像を説明している教材です。

　また働く人々の仕事の様子，生産を高めるた
めの工夫と努力について気付かせてくれます。

F98003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近世の技術と生活－
新田開発と農業技術
－ 0時間20分

　江戸時代の初めごろから大規模に行われた新
田開発。埼玉県の備前堀用水や，東京・埼玉に
またがる野火止用水など，今に残る新田開発の
跡をたどりながら，それを支えた当時の土木技
術や農業技術について具体的にとらえ，説明し
たものです。新田開発の持つ意義や，農業生産
高の拡大に果たした役割について理解させてく
れます。

F98004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近世の技術と生活－
織りと染め－ 0時間20分

　人々の生活を大変豊かにした近世の織物や染
色の技術。その技術について，木綿と絹を中心
に，織りは，綿の栽培から織布まで，染色は，
藍の生産から染めまでを説明しています。この
ように今も各地に残る織りと染めの伝統的な技
術を，関連する資料をまじえ素晴らしい技術を
つくりあげた町人文化とその意義について理解
させてくれます。
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F98005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自分らしさを求めて
－表現と工夫－ 0時間21分

　絵画や工芸において，自分らしい表現とはな
にかを作品の鑑賞や，絵画や工芸に取り組む中
学生の姿，そして日本画家の田淵氏へのインタ
ビューをまじえ解説しています。

　一人ひとりが，個性を生かして自分らしい表
現ができるように，そして表現するということ
は，自分の存在を確かめることでもあることを
素直に感じ取らせてくれます。

F98006
保健衛生・性教
育・運動

健康に生きよう－成
長期の心と体をむし
ばむアルコール 0時間21分

　理性や判断力を弱める，脳細胞を破壊するな
どのアルコールによる脳への影響やアルコール
の有毒性と急性アルコール中毒，肝硬変，妊娠
中の飲酒と胎児への悪影響といった，飲酒によ
る体に及ぼす害について医学的にとらえ説明し
ている作品です。

　成長期における飲酒とその害について正しい
知識を持ち，健康に生きる大切さについて示唆
しています。

F98007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 漁場環境の保全 0時間21分

　海洋資源の利用や，人工漁礁の投入による漁
場の造成，そして栽培漁業など，安定した資源
の生産に努力している日本の漁業について説明
している教材です。

　近年，重油流出事故などによる海洋汚染の実
態とそれによる生態系への悪影響といった海洋
環境の悪化について具体的にとらえ漁場環境の
保全の重要性について説明しています。

F98008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いま女性の生き方が
変わる－男女共同参
画社会を目指して－ 0時間21分

　戦後５０年を過ぎ，女性の社会進出は目ざま
しいものがあります。世界はもとより国内で
も，女性の社会参加が支援され，実現に向けて
動きだしています。しかし，依然として性別役
割分業が根強く残り，それが女性の社会参画を
阻んでいるのが現状です。男女平等社会を目指
して，生き方を変えようとする女性たち……。
演劇活動を通して女性の社会参加を訴える新座
市の「はんさむウーマンネットワーク」などを
活動事例としてあげています。

F98009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

きょう，きてよかっ
たね！－サトシのこ
だわりと自分さがし
－ 0時間21分

　ミニ四駆遊びにこだわる４歳児のサトシが，
先生や友だちとの生活の中で体験するさまざま
な葛藤や楽しさを通して，自分なりに納得し，
新たな遊びの世界をつくり始めていく園生活の
様子をとらえたものです。幼児のこだわりや気
づきと付き合いながら，新たな環境との出会い
をつくる保育者の役割の大切さについて示唆し
ています。

F98010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子育ては手をつなぎ
あって 0時間20分

　活動を通して育児の不安や悩みを解消し，新
しい活力を得ているグループ「ベイビートー
ク」，幼児の仲間づくりと自分の生き方を考え
るというテーマで活動する「かようびの会」な
ど，子育てにかかわる活動の実際を各地に取材
し，地域の人たちや，同じ問題を抱える親同志
が手をつなぎ合い子育てしていく大切さを示唆
しています。

F99001
保健衛生・性教
育・運動

たばこは体になぜ悪
いの？ 0時間20分

　小学６年の子が，たばこを吸っている父親の
姿から喫煙に対する興味をもち，軽い気持ちで
友だちにたばこを吸ってみようと誘う様子を描
き，その中で，たばこは健康な体にどのような
影響を及ぼしているのか，また，ニコチンや
タールといった有害物質がいかに猛毒であるか
など，たばこの有害性について実験をまじえ説
明している教材です。

F99002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ほんとうのオバケみ
たい 　－レイカのと
もだちづくり－ 0時間21分

　４歳児のレイカ。カラスウリの実を見つけ急
ぎ先生のもとへ。また，フリスビーを作りは
じめ，自分のイメージが皆に伝わり大満足の様
子など，レイカの，「もの」を通して先生や友
だちとの関係を広げていく様子をとらえたもの
です。はじめての集団生活の中での友だちづく
り，そのために教師の存在がいかに大切か示唆
しています。

F99003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくのお姉さん 0時間36分

　丘修三原作「ぼくのお姉さん」を素材に映画
化したものです。ダウン症という障害を乗り越
え 自立をめざして頑張る姉，姉を疎ましく思
いつつ理解をしようとする弟，そして姉を優し
く見守る両親の姿など，家族の明るい姿を描い
たもの。家族の絆の素晴らしさ，優しさと 思
いやりの気持ちをもつことの大切さを感じ取れ
る作品です。

F99004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ちどりと子供たち 0時間31分

　瀬戸内海の鳴門の小学校の科学クラブの子供
たちが，チドリの観察を通して，生命の尊いこ
とや自然保護の大切なことを体験していく過程
を描いています。
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F99005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 北ぐにのとも子 0時間33分

　北海道積丹半島の開拓農家の家庭に育ち，夜
間高校に通いながら小樽市の病院で恵まれない
老人たちの面倒を見ている准看護婦とも子の青
春とその生い立ちを描いた劇映画。この 映画
は，両親および祖母やとも子の生き方を通し
て，家庭教育の在り方，そして，現在大きな社
会問題となりつつある老人問題の底辺にあるも
のを問い直している作品です。

F99006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 小さな愛の詩 0時間32分

　少女の織った美しい布地が次々と知らない
人々の手に渡り，その生活に役立てられていく
過程を通して，そこに繰りひろげられる人間の
愛の世界を詩的に描いている作品です。

F99007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

コン太と森の仲間た
ち 0時間20分

　森の仲間たちが魔法使いに"しあわせの花"の
種を育て，努力の末花を咲かせる過程を，人形
劇形式で描き，協調・勤労の尊さを訴えている
作品です。

F99008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

鍾乳洞と三人の少年
たち 0時間32分

　３人の中学生の鍾乳洞探検計画を美しい自然
を背景に楽しく，かつ，科学的に描き，自然
への関心と未知なるものへの探求心の涵養が子
供達の人間形成に大きな意義をもつことを訴え
ている作品です。

F99009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 虹に向かって 0時間20分

　信州の民話を素材にして，若い男女の清らか
な愛情が村人の心を動かして，橋を完成させる
というストリーの中に，勤労と協調の大切さを
訴えている作品です。

F99010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） りすのパナシ 0時間21分

　かわいい森の子りすパナシの体験を通して家
族の愛情，広い世間とのふれ合い，生活の知恵
と貯えといったことの大切さを訴えている作品
です。

F99011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 炎よ創れ 0時間34分

　ある陶芸一家の親から子へと伝えられる陶器
作のきびしさ。創造する喜びや苦しみを家族の
愛情，子供同士の友情などを通してあたたかく
描いている作品です。

F99012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

鬼がくれ山のソバの
花 0時間23分

　ソバ好きで暴れんぼうの鬼と少女オシノや村
人たちのさまざまな触れあいを通して， 働く
喜びや貯えることの大切さ，みんなが力を合わ
せて生きることのすばらしさを訴えている作品
です。

F99013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 人のくらしの百万年 0時間18分

　ジャングルで動物をつかまえたり，森の木の
実をひろってきて，あればあるだけ食べてしま
うその日ぐらしの原始的時代から，物を計画的
にたくわえ，ふやす人間の知恵により，世の中
が段々進歩してきたが，さらに産業や技術の発
達により宇宙時代に進んでゆく人間の 進歩の
過程を美しいカラーで楽しく描いています。

F99014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おかしなおかしな星
の国 0時間20分

　大宇宙を宇宙船がいく，その名は日本号。
乗っているのは次郎をリーダーとする修学旅行
の生徒たち。突如宇宙船は怪円盤に襲われ，ゼ
ロスと呼ばれる未知の星に強制着陸させられ
る。ゼロスの星ではムダ遣いすることが最高の
美徳だ。"食べて使ってすてちまえ"ムダ遣いの
いきつく先は破滅しかない。やがてゼロス星は
大爆発を起こすが，日本号は間一 髪，ゼロス
星から脱出します。

F99015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

生きているってすば
らしい！ 0時間20分

　グリム童話「ブルーメンの音楽隊」を素材と
したミュージカル・アニメーション。「ど ん
な小さないきものも，捨てられたガラクタも，
もう一度見つめなおせばきつと何かの役に立
つ」という精神をテーマに，物を大切に生かし
て使うことを訴え，あわせて生きる喜 びをは
ばひろく歌いあげています。

ＦＦ8801

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ドナウ川と人々の生
活－ハンガリーを中
心に－ 0時間20分

　この映画は，ドナウ川とその流域で展開され
る人々の生活や産業の様子が，その背景をなす
地理的条件との関連で描かれています。ハンガ
リーにおける都市の生活，農業経営の様子，工
業の発展など，鮮明な映像とあいまって生徒に
理解され易いように構成されています。（文部
省特選）

FZZ208

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（１）明治（１）文
明開化の世の中 0時間20分

　明治維新により幕府政治が廃され，天皇親政
による新しい国家の体制がうちだされ，西洋文
明が移入されました。産業の振興・富国強兵策
の実施，帝国憲法の発布，国会の開設までをえ
がいている教材です。

FZZ209

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（２）明治（２）新
しい産業の発達 0時間20分

　不平等条約の改正に関連して富国強兵策は
いっそう強化され，朝鮮半島の問題から，日清
戦争，さらに日露戦争がひきおこされ，それに
ともない，国内産業も発達，国際的な地位も向
上するまでをえがいている教材です。
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FZZ210

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（３）大正・民衆の
時代 0時間20分

　第一次世界大戦の結果，日本は好景気の波が
おとづれ，しかし，それもつかの間，米騒動が
おこり，政党内閣の出現となりました。その間
に普選運動・社会主義がおこり，治安維持法に
より弾圧されていくまでをえがいている教材で
す。

FZZ211

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（４）昭和（１）戦
争と国民生活 0時間20分

　昭和初期の不景気期からの脱出をはかる日本
が，軍部の圧力でつぎつぎと戦争をひきおこ
し，ついに第二次世界大戦にまで発展，国民が
その戦争政策におどらされて行く姿をえがいて
いる教材です。

FZZ266

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

近代百年の歩み
（５）昭和（２）混
乱から復興へ 0時間20分

　終戦から講和条約の締結による独立までの期
間を政治・経済・産業・生活の面から，復興へ
の推移と人々の努力を浮きぼりにしている教材
です。

FZZ285

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

つるすかざり－モビ
－ル－ 0時間16分

　モビ－ルは，空間構成の練習として最適の題
材です。児童に空間における形・色の組見合わ
せを把握させ，モビ－ル制作の意欲を高めさせ
る教材です。

F00001
交通安全・災害
防犯

いのちをまもるため
の五つのやくそく 0時間20分

　日常生活の中に潜む誘拐などの犯罪の危険性
や，自分の命をまもるための「五つの約束」を
覚えることがいかに大切であるか説明するとと
もに，「子供１１０番」シールのある 場所を
確認しておくなど，犯罪から守るための心構え
についてとらえさせる教材です。

F00002

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

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～ 0時間20分

　小学校で読み聞かせのボランティアをするＡ
さん，中学校で郷土料理の指導をするＢさ ん
など，学校支援ボランティアで活動する人たち
や，父親たちが企画した学校行事を通し て，
地域ぐるみの子育てを行っている様子など，子
供たちと共に学ぶボランティア活動 とその意
義を捉えている教材です。

F02001
漫画・アニメー
ション ぼくは王さま 0時間20分

　第一話「おしゃべりなたまごやき」

　第二話「王さまタクシー」

F02002
漫画・アニメー
ション

ねずみくんのチョッ
キ 0時間19分

　第一話「ねずみくんのチョッキ」

　第二話「りんごがたべたいねずみくん」

　第三話「コップをわったねずみくん」

F02003
漫画・アニメー
ション

海からぶたがやって
きた 0時間45分

　１９４８年，太平洋上，アメリカの貨客船
オーエイ号が嵐の海を進んでいます。甲板に作
られた小屋では，５５０頭の豚が大波にもまれ
て転げ回っています。

F02004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

走れタンコロひかり
のなかへ 0時間49分

　１つの愛を求めて，力いっぱい生き，１人の
少年の夢が，みんなの夢になりました。

F02005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

身障犬ギブのおくり
もの 0時間39分

　生き物を飼うには，その命を預かり最後まで
責任を持たなければなりません。この物語は障
害を持った犬を育てたある家族の実話にもとづ
いて制作された物語です。

F02006
漫画・アニメー
ション 一人っきりの日曜日 0時間12分

　たまちゃんのお留守番の話を聞いて､テレビ
を一人じめ，お姫様ごっこもやり放題と，お留
守番にあこがれるまる子。その夜､まる子があ
こがれていたお留守番の話が持ち上がります｡
みんなの心配をよそに，ハリキルまる子でした
が・・・。

F02007
漫画・アニメー
ション なかよし村のケララ 0時間17分

　けんかや仲間割れを見るのが大好きな不思議
な動物ケララ。ケララのいたずらのせいで，仲
間割れをしてしまった仲良し4人組が，川に流
されたゴンを助けるために協力する作品です｡

F03001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

歌舞伎をみるー２０
０１・国立劇場 0時間41分

　歌舞伎を見たことのない若者たちに，歌舞伎
の面白さや楽しさを感じてもらうための歌舞伎
鑑賞入門教材です。

F03002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すばらしい私のおじ
いちゃん 0時間35分

　おじいちゃんと一緒に暮らすようになった孫
娘。初めは大嫌いだったおじいちゃんだけ
ど・・・。思いやりを身につけながら成長して
いく少女の心情を，美しく描いています。

F03003
漫画・アニメー
ション

おれたち、ともだ
ち！シリーズ　とも
だちや 0時間13分

　草むらを歩きながら，狐は周りの動物たちに
呼びかけました。「友達屋です。友達１時間
100円，友達2時間200円。寂しい人はいません
か。」すると熊が応え・・・・。狼が応
え・・・・。そのあとは？
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F03004
漫画・アニメー
ション おばけ長屋 0時間18分

　大家から空き部屋を物置代わりに使うことを
禁じられた長屋の面々。大家の鼻をあかすた
め，｢その部屋は，おばけが出る｣という話を
でっち上げ，借り手が来たら次々に追い返そう
とします｡初めはうまくいっていましたが，な
んと，おばけをちっとも怖がらない男がやって
きて・・・・・・・・。

F03005
漫画・アニメー
ション 字のないはがき 0時間17分

　家族の絆を温かいまなざしで描いた向田邦子
の名エッセイを，美しいアニメーションで映像
化。

F03006
漫画・アニメー
ション

ミッキーマウスとゆ
かいな仲間たち
プルートのクリスマ
スツリー 0時間10分

　ミッキーマウスと一緒にクリスマスツリーを
飾ることになったプルート，ツリーにはチップ
とデールが隠れていて・・・。クリスマスシー
ズンにぴったりのアニメーション。

F03111

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

なかよしキッズのタ
イムスリップ 0時間43分

　夢一杯の東映京都映画村を舞台に描いた楽し
くおもしろいSF児童劇映画。飽食の時代に育っ
た翼たち仲良しグループがふとしたことから江
戸時代にタイムスリップ。彼らが電気・ガス・
水道も，コンビニやファーストフード店もない
世界で見たもの，学んだものは・・・。

F03112

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 腕白たちの宝もの 0時間46分

　表具店を営む典型的な下町っ子を父に持つ信
彦が行くところ，常におもしろい事件が持ち上
がる。そんな腕白坊主が友達との交流，父の仕
事に対する情熱，地域の人たちの人情にふれな
がら父の仕事を継ぐ気持ちになるまでの物語を
ダイナミックに描いています。

F03113

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

青空くんと七人の仲
間たち 0時間43分

　元太に万引きの疑いがかけられたと聞いて，
あいつがそんなことをするはずがないと憤慨し
たのは，いつも彼を利用していたタッチンだっ
た。元太の汚名を晴らそうとしてやっと真犯人
を突き止めたとき，タッチンたちは元太のやさ
しい心にほろりとさせられる。

F03114

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） おじいちゃんの海 0時間50分

　祖父の尽力もあって聴覚障害の少女が普通学
級で学べるまでになったが，さらに様々な問題
が待っていた。いじわる・祖父の死などを乗り
越え，彼女は祖父への感謝を詩に託し，作曲に
挑戦する。その気持ちが先生や級友の心を動か
し，すばらしい旋律に昇華する｡

F03115

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あの雲に歌おう 0時間49分

　丹沢の山懐にある山村に生まれ育ったおばあ
さんと彼女の大自然に対する熱き思いと愛情を
しっかり受け継いでいこうとする子供たちとの
心温まる交流・・・・。そのおばあさんがふる
さとを後にすることになった時，子供たちが
贈ったものは・・・・。

F03116

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） お母さんのアルバム 0時間53分

　父にも，そして再婚した母にも死に別れた菊
丸とモモは義理の父に育てられ，明るい子供に
成長したが，母の思い出になるものが何もな
い。思い切って，その不満を父にぶつけてみた
ら・・・。名曲「浜千鳥」の調べにのせて綴る
愛ときずなの物語。

F04001
漫画・アニメー
ション ともだちくるかな 0時間13分

　誕生日，キツネは誰かさんを待っています。
（約束なんかしなくても，あいつはきっと，
やってくるはず）なのに・・・・・。「おれた
ち，ともだち！」シリーズのアニメーション

F04002
漫画・アニメー
ション

ねずみくんのチョッ
キ　２ 0時間19分

　ねずみくんをはじめ，子供たちが大好きな動
物が次々に登場するほのぼのストーリー。

　第4話「また！ねずみくんのチョッキ」

　第5話「ねずみくんとブランコ」

　第6話「ねみちゃんとねずみくん」

F04003
漫画・アニメー
ション

ぼくの村にサーカス
がきた 0時間14分

　アフガニスタン･パグマン村の物語。秋が来
てヤモの村になつかしい音楽が聞こえてきま
す。今年もみんなが楽しみにしていたサーカス
がやってきました。

F04004
漫画・アニメー
ション じごくのそうべえ 0時間17分

　綱渡りの最中に，うっかり落ちて死んでし
まった軽業師のそうべえ。あの世への道の途
中，山伏のふっかい，歯抜き師のしかい，医者
のちくあんと出会い，みんなで一緒に三途の川
を渡ることになりましました。いよいよ閻魔大
王の裁きを受けることになった４人だ
が・・・。　アニメーション映画

F04005
交通安全・災害
防犯

１９７８宮城県沖地
震の記録 0時間18分

　１９７８年６月１２日午後５時１４分宮城県
沖を中心とした東北の太平洋岸一帯を強い地震
がおそった。地震の規模はマグニチュ－ド７．
４であった。この映画はその時の記録であり，
災害に対する市民の再点検を訴えている。

F05001
漫画・アニメー
ション

おれたち、ともだ
ち！シリーズ　あし
たもともだち 0時間13分

　キツネと狼は友達同士。だけど，狼が近頃変
なんです。なんだか，キツネをさけているみた
い。「どうしたの　狼さん。ぼくたちずっと友
達だよね！」・・・・・・

F05002
漫画・アニメー
ション からすのパンやさん 0時間20分

　いずみが森のからすのパン屋さん。おもしろ
くてすてきなパンをどっさり焼きました。する
と町中の子どもに大評判。ところが・・・・
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F05003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） エールを贈るバス 0時間29分

　直子（１１歳）の母は，障害のある少女（智
香８歳）の心を傷つけてしまう。直子はすぐに
母の間違いに気づき，心を傷つけた少女智香
に，勇気を出して母と謝りに行
く・・・・・・。

F05004
漫画・アニメー
ション 心のキャッチボール 0時間23分

　千夏は中学校の野球部員。夏の大会で大敗し
たチームは，部員が潤一と二人だけになりまし
た。知恵を絞って部員を獲得した千夏。しかし
ピッチャーがいない。小学生の時，剛速球投手
だった文也をを誘うが・・・・。

F05005
漫画・アニメー
ション

ミッキーマウスのゆ
かいな船長さん 0時間8分

　楽しい，楽しいミッキーマウスの活躍するア
ニメーションです。

F06001
漫画・アニメー
ション めばえの朝 0時間41分

　このアニメーション映画は，高校２年生の男
子を主人公に，新しい生命の誕生を控えた家族
とその周りの人々のふれあいや葛藤を通して，
「相手を理解すること」，「尊重し合うこ
と」，そして「自分の問題として行動するこ
と」の大切さやすばらしさを描いたものです。
この作品を通して，だれもが自分らしく幸せに
生きていけるように，同和問題も含めた様々な
人権問題を自分自身の問題として考えさせられ
る作品です。

F06002
漫画・アニメー
ション

おれたち、ともだ
ち！シリーズ　ごめ
んねともだち 0時間13分

　アニメーション「おれたち，ともだち！」シ
リーズ の1作。

　狼は，なかよしのキツネとはじめての大喧
嘩。仲直りしたいけど，あの言葉がなかなか言
えないのです。たった一言なんだけど「ごめん
ね。」って，しかし，ついに・・・。

F06003
漫画・アニメー
ション

ぎろろんやまと１０
ぴきのかえる 0時間20分

　ひょうたん沼に住む１０ぴきのかえるは，
とっても仲良し。いつも一緒に遊んでいます。

　ところが，ひょうたん沼のハシャギカエルが
病気でたおれてしまいました。長老ガエルの話
によると，病気を治すには，恐ろしいぎろろん
やまの洞窟に生えているシャッキリダケをすり
つぶして飲ませること。そこで，・・・。

F07001
漫画・アニメー
ション きずだらけのりんご 0時間23分

　人間に化けてだました女の子と友だちになっ
たいたずらタヌキのゲンタ。

　すっかり人間だと信じられ友だちとして楽し
い日々が続くが，嘘をついているのに耐えられ
なくなってきます。「うそ！」と言えたら，ど
んなに楽なことか・・・。

　そんなある日，嘘を隠そうとして大変なこと
に・・・。悩むゲンタが取った結論は？

F07002
漫画・アニメー
ション

１０ぴきのかえるの
なつまつり 0時間16分

　ひょうたん沼夏祭りの季節がやってきまし
た。音頭のけいこに一生懸命のかえるたちです
が，祭りばやしがいまひとつ・・・。水太鼓の
名人どじょうじいさんがいたずらっ子に捕まっ
ていないからです。

　「そうだ。ぼくたちでどじょうじいさんを助
けだそう！」１０ぴきのかえるはどじょうじい
さん救出の旅に出発します。

F07003
漫画・アニメー
ション 夢ものがたり 0時間20分

　古典落語の名作人情ばなし「芝浜」をもと
に，「働くことの尊さ」，「思いやりの大切
さ」をユーモアをまじえて描いています。

　江戸の裏長屋の魚屋の勝五郎。きっぷがよく
てお人好しだが，喧嘩っ早く大酒飲み。ちょっ
と小銭が入ればみんな飲んでしまうといった具
合で，いつも女房のおさよを悩ましています。
このところも飲み続け，もう半月も商いに出て
いないという始末・・・。

F08001
漫画・アニメー
ション

１０＋１ぴきのかえ
る 0時間20分

　ひょうたん沼に夏がやってきました。あまり
の暑さにぐったりするかえるたちは，夕立が
降ってきて大ハシャギ。すると遠くの方から，
はすの葉のボートに乗ったかえるの少女・ケロ
コちゃんが流れてきました。「私は帰ることが
できるのかしら・・・」といって泣くケロコ
ちゃん。１０ぴきのかえるは，迷子になったケ
ロコちゃんの家探しの旅に出発します！
＜アニメーション；２０分＞

F08002
漫画・アニメー
ション

ねずみくんのチョッ
キ 3 0時間20分

　ボクねずみくん。じまんのあかいチョッキが
またまたのびちゃった。グスン。ボクがおちこ
んでいたら，ガールフレンドのねみちゃんがあ
かいぼうしをつくってくれたよ。やさしいよ
ね，ねみちゃんって，それから，ゾウさんやサ
ルくん，ペンギンさんたちとおんがくかいをひ
らいたんだ。ボクはトランペットをふくはず
だったんだけど・・・・・　　　＜アニメー
ション；２０分＞
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F08003 道徳・国際理解 やくそく 0時間20分

　心優しい少年と病弱な少女との心温まる交流
を通して，人のために尽くすことの尊さ，素晴
らしさを少年の吹くハーモニカのメロディーに
のせて訴えています。　　＜２０分＞

F09001
漫画・アニメー
ション

ちびねこコビとおと
もだち 0時間20分

　いたずらっこだったチョビがお母さんにな
り、４匹の子供が生まれました。末っ子のコビ
はけんかが大好きで、いつもいたずらばかり。
ところがある日、宅急便の箱に飛び込んだコビ
はそのまま見知らぬ町に運ばれ、迷子になって
しまいます。そんな時コビを助けて友達になっ
てくれたのは、優しく大きなイヌちゃん。コビ
はお家に帰れるのでしょうか？

＜アニメーション＞

F09002
漫画・アニメー
ション 吉四六どん 0時間19分

　九州大分の民話「吉四六話」。この話は，多
くの人々に親しまれ，小学校４年の国語の教科
書にも取り上げられています。父親や侍や殿様
とのトンチの面白さが楽しめます。
＜アニメーション＞
｛文部省選定｝

F10001 道徳・国際理解 カワウソ親子の冒険 0時間19分

　襲いかかる大ふくろう、狩人と猟犬、罠から
必死に子どもを守る母カワウソの愛と知恵、命
の尊さを描いた心温まる感動と冒険の物語。
＜椋 鳩十 原作、カラーアニメーション、１９
分、文部科学省選定＞
＜幼児、小学生（低・中学年）向き＞

F10002
漫画・アニメー
ション まほうのおとしあな 0時間13分

　 魔法使いによって高い塔に閉じ込められた
村の娘マリアを、ハンスは森の精のおじいさん
と協力して・・・・・、助けました。
＜ドイツ・パペットアニメ「サンドマン」よ
り、お話し；岸田今日子、

　
カラー人形アニメーション、１３分＞

　　　　　 ＜文部科学省選定、厚生労働省中
央児童福祉審議会推薦＞

　
＜幼児、小学生（低学年）向き＞

F12001 道徳・国際理解
ゆきちゃんのこんに
ちは 0時間19分

「こんにちは。さようなら。行ってきます。た
だいま。」のあいさつを小さい声でしかできな
い引っ込み思案のゆきちゃんが、雲の上の少年
との関わり合いの中で、次第に挨拶できる子に
成長していく。多くの人と接するうえで挨拶の
大切さを描く　　　　　　　　アニメーション
道徳

F13001 道徳・国際理解 ななつぼし 0時間12分

日照り続いたある日、少女は病気の母親のため
に水を探しに出かけました。ようやく手に入れ
た大切なひしゃくーするとひしゃくから水があ
ふれ出て田や畑を潤し、天に上がって北斗七星
に・・・　原作：トルストイ　　アニメーショ
ン

S13001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１ ２０１１東日
本大震災 仙台一市民
の記録 0時間27分

制作年：2011

地震による地滑りで市から避難勧告を受けた一
市民による震災の映像記録

S13002

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２ 東日本大震災
東北朝鮮学校の記録
2011.3.15- 1時間7分

制作年：2011

震災で校舎が全壊した東北朝鮮初中級学校の震
災直後の被害状況と支援活動等のありのままの
記録

S13003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３ 車載映像２０
１１．３．２７ 仙台
－塩釜－仙台港－仙
台 1時間31分

制作年：2011

震災後，あまり時間が経っていない被災地の車
載カメラによる映像

S13004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４ あいだのこと
ば 1時間4分

制作年：2011-2012

作者が１年間被災地に通い続け、記録した３人
の方々との会話

Page 167



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

S13005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター５ 沿岸部の風景 1時間30分

制作年：2011-2012

震災後１年間の被災地の風景と、そこに生きる
人々の姿の映像記録

S13006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター６ どうぞ記憶よ
離れないで 0時間52分

制作年：2011-2012

言葉にできない惨状と、日々変化していく風景
に焦りを感じた作者が，「記録する」という使
命感から撮り続けた映像

S13007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター７　車載映像
2011.6.1多賀－七ヶ
浜･汐見付近－海岸沿
い 0時間51分

制作年：2011

震災後、３か月ほどたった被災地の車載カメラ
による映像

S13008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター８ 東日本大震災
東北朝鮮学校の記録
２ 1時間7分

制作年：2011

震災から半年、学校再建という大きな課題に向
き合う人々の姿を追う。

S13009

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター９ 絆で醸す「日
本一」の酒～支援へ
のお返し 0時間16分

制作年：2011-2012

復興の誓いを込めた酒造りに共感した蔵元仲間
が全国から駆けつけ、震災の夏、創業地での酒
造りが始まった。

S13010

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１０ 測量技師た
ち 0時間13分

制作年：2011

３１１仙台短編映画祭映画製作プロジェクト作
品[明日]の一編[測量技師たち]のロングバー
ジョン

S13011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１１ 高野原団地
住宅被害からの復旧 0時間21分

制作年：2011-2012

内陸部の宅地被害。3.11に大きく傾いた電柱
は、日々傾きを増していく。

S13012

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１２ 蒲鉾本舗高
政 高橋正樹さん 0時間30分

制作年：2011-2012

｢昔は嫌いだった。でも今は毎日女川のことを
考えている。」 地域の旗手が、自身の変化と
町の未来を本音で語る。

S13013

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１３ Cafe de
Monk 0時間16分

制作年：2011-2012

震災後，被災者への傾聴を目的とした移動喫茶
Cafe de Monkが宗教者たちによって行われてい
る。
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S13014

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１４ 声の届き方 0時間40分

制作年：2011-2012

脱原発市民ウォークが行われたアーケードで、
｢伝わらなさ｣について後日行われた街頭インタ
ビュー

S13015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１５ ここから 0時間11分

制作年：2011

｢彼女にどんな言葉をかけても，私は明日ここ
から帰ってしまう｣ことから始まった新たな活
動。

S13016

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台工業高校模型部
コマ撮りアニメー
ション 0時間11分

制作年：2012

SMTで行ってきたワークショップや授業でのノ
ウハウを生かしてスタジオで製作し、ことりTV
なので上映されたもの

S13017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

木町の宝　木町通小
学校６年生 1時間13分

制作年：2012

学校と連携して取り組んできた本作品は、子ど
もたちそれぞれの作品であると共に地域の映像
記録にもなっている。

S13018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ことりTV 1時間4分

制作年：2012

SMTと仙台CATVが共同で企画･製作し、市民ディ
レクターが企画･撮影･編集してつくるTV番組が
｢ことりTV｣である。

S13019

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

誰もが映画を楽しむ
ためのプロセス－バ
リアフリー上映への
道のり－ 0時間28分

制作年：2012

SMTでは，目や耳が不自由な方も一緒に映画を
楽しめる通称｢バリアフリー上映｣が開館以来行
われている。

S13020

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく サインを読み
とれ！ 0時間13分

制作年：2000

人が絶えず出している｢サイン｣について考え、
サインを読みとり合う｢日比野克彦ワーク
ショップ｣の記録

S13021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 日本語字幕付
上映「しあわせ家族
計画」トーク 1時間12分

制作年：2000

映画のバリアフリー上映後に行われた阿部勉監
督を囲む会の記録

S13022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひストリングラフィ
in smt 水嶋一江ワー
クショップ＆ミニコ
ンサート 0時間52分

制作年：2000

糸電話の原理を応用した楽器｢ストリングラ
フィ｣の考案者である水嶋氏の演奏とワーク
ショップの記録
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S13023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく たからものを
みつけに 0時間32分

制作年：2000

不思議な道具を使いながら，今日だけの宝物を
つくるワークショップの記録

S13024

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく トーキング・
ブックーおしゃべり
な本を作ろう 0時間16分

制作年：2000

絵や文字と一緒に自分の声が入る｢声本｣をつく
るワークショップの記録

S13025

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく メッセージの
博物誌（展示） 0時間4分

制作年：2000

古本やラジオ，地域のコレクションを集め，展
示したものの記録

S13026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 記憶の扉（展
示風景） 0時間14分

制作年：2000

６階ギャラリーで行われた｢記憶の扉｣の展示風
景の記録

S13027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 開館イベント
メッセージ/ことばの
扉をひらく 2時間15分

制作年：2000

｢記憶の扉｣に出品した作家へのインタビューの
記録

S13028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく ゴダールの映
画と『映画史』 0時間46分

制作年：2000

ゴダールの映画や映画史等に関する東北大助教
授で仏文学者の梅木達郎氏の講演の記録

S13029

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 芸術本位制国
家論 2時間35分

制作年：2000

駒形克哉氏による｢芸術本位制貨幣制度｣のシ
ミュレーション等実験的ワークショップの記録

S13030

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 車いすウォー
クラリー 1時間17分

制作年：2000

車いすに乗ったり組み立てたりの、バリアフ
リーの原点に立ち返った体験的ワークショップ
の記録

S13031

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 盗聴リミック
ス 1時間38分

制作年：2000

意識されない館内の声を集め、加工し、全く新
しい｢音楽｣をつくるヲノサトル氏のワーク
ショップの記録

S13032

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 復活！活版印
刷会社　ワーク
ショップ 0時間39分

制作年：2000

渡辺印刷所から寄贈された古い活版印刷機を使
い、参加者の手で文字組をしカードをつくった
ワークショップの記録

S13033

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 『赤い殺意』
のころ 0時間59分

制作年：2000

仙台が舞台となった映画の助監督と記者が語っ
た撮影当時のエピソード

S13034

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館イベント　メッ
セージ/ことばの扉を
ひらく 建築と映画 1時間3分

制作年：2000

建築映画の上映と，その楽しみ方について語っ
た鈴木明氏の講演の記録
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S13035

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ＤＩＡＬＯＧ ＩＮ
ＴＨＥ ＤＡＲＫ
トークセッション
「五感に耳をすま
す」 1時間56分

制作年：2001

視覚以外の感覚を使って体験するワークショッ
プ形式の展覧会の各地での開催の経緯や体験を
語った記録

S13036

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

コンピュータ画家
アーロンの開発者ハ
ロルド・コーエン講
演会 1時間55分

制作年：2001

自動描画ソフトのプログラムが作り出した作品
展の関連イベントとして行われた講演会の記録

S13037

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smtｼﾈﾏvol.3 『SELF
AND OTHERS』トーク 1時間3分

制作年：2001

写真評論家飯沢耕太郎氏と写真家三浦和人氏の
トークイベントの記録

S13038

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館１周年記念シン
ポジウム smはどう開
かれたか 1時間53分

制作年：2001

smｔ設計者の伊東豊夫氏とｐｔの桂英史氏が今
後のｓｍｔが目指すべきものを会場を交えて語
り合ったものの記録

S13039

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

開館１周年記念ワー
クショップ 映像の不
思議 自分のキャラク
ターを動かそう！ 0時間17分

制作年：2001

小学生を対象にメディアアーチスト岩井俊雄氏
が行ったアニメーションの製作を体験するワー
クショップの記録

S13040

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

短編映画制作ワーク
ショップ 1時間5分

制作年：2001

加藤到氏を講師として、映画製作の基本を学
び、DVカムや編集ソフトを使って作品を製作す
るワークショップの記録

S13041

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

１５０年目の旅　マ
クシム･デュ･カン展
講演「マクシム・
デュ・カンとその時
代」 1時間48分

制作年：2001

蓮實重彦氏による、１９世紀半ばのフランス、
パリの状況、デュ･カンとそれを取り巻く人物
についての講演の記録

S13042

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいアート・ア
ニュアル２００１ 0時間10分

制作年：2001

１階オープンスクエアで行われた、誰でも出品
できる展覧会｢アートアニュアル｣の２００１年
の記録

S13043

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

おもしろITワーク
ショップ 0時間26分

制作年：2001

ｓｍｔ名誉館長石井威望氏を講師とした、携帯
電話の機能を活用したワークショップの記録

S13044

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

BIT
GENERATION2000+1 テ
レビゲーム展  クリ
エイター松浦季里の
トークセッション 2時間5分

制作年：2001

松浦氏と東京都写真美術館の森山朋絵氏によ
る、ゲームづくり等についてのトークイベント
の記録
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S13045

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

メビウスの卵展 メビ
ウスの卵スターチッ
プワークショップ 1時間16分

制作年：2001

多面体折り紙作家の川村みゆき氏による、星形
等の美しい多面体を組み上げるワークショップ
の記録

S13046

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

retake －とらえなお
される日常－ 展示風
景 0時間21分

制作年：2002

ギャラリーでの展示の記録

S13047

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

retake －とらえなお
される日常－ かくれ
んぼ＊かくされんぼ 0時間40分

制作年：2002

かくれんぼを通じてメディアテークのデザイン
に着目するワークショップの記録

S13048

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

メビウスの卵展2002
仙台展 シンポジウム
「バリアフリーな展
覧会づくりを考え
る」 2時間56分

制作年：2002

同展覧会開催時に行われたバリアフリーシンポ
ジウムの記録

S13049

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

インタラクティブ･カ
オス-生体システムの
外在化- 展示風景 0時間15分

制作年：2002

鑑賞者の脳波を取り込み構成されるイメージを
スクリーンに映し出すインタラクティブ･メ
ディアアート作品の展示風景

S13050

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

インタラクティブ･カ
オス-生体システムの
外在化-シンポジウム
「ダイナミックな
脳」 2時間2分

制作年：2002

シンポジウム｢ダイナミックな脳－脳科学から
見た、カオスティックな解釈とその表現への可
能性について｣の記録

S13051

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいアート･ア
ニュアル２００２ ア
ニュアル・レビュー 2時間19分

制作年：2002

展覧会最終日に行われた講評会とシンポジウム
の記録

S13052

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

キャメラのむこうに
ある＜リアル＞ トー
ク 1時間45分

制作年：2002

｢阿賀に生きる｣などで知られる映画監督･佐藤
真氏によるレクチャーの記録

S13053

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い（１）
映画における国籍 1時間10分

制作年：2002

２０世紀の複製芸術としての映画の、２１世紀
における新しい像を探るシリーズ･レク
チャー、その１

S13054

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い（２）
映画における演出 1時間11分

制作年：2002

２０世紀の複製芸術としての映画の、２１世紀
における新しい像を探るシリーズ･レク
チャー、その２

S13055

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い（３）
映画における歴史 1時間8分

制作年：2002

２０世紀の複製芸術としての映画の、２１世紀
における新しい像を探るシリーズ･レク
チャー、その３
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S13056

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台2002
トーク 0時間53分

制作年：2002

新人作家の登竜門として知られる同映画祭にお
ける李相日氏によるレクチャーの記録

S13057

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台2002
トーク 0時間43分

制作年：2002

映画祭のゲストで｢火星のカノン｣の監督･風間
志織氏によるレクチャーの記録

S13058

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台2002
トーク 0時間36分

制作年：2002

映画祭のゲストで｢IKKA：一和｣の監督･川合晃
氏によるレクチャーの記録

S13059

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台八景ーオリジナ
ルおもしろ記念碑を
ぶったてようー 1時間58分

制作年：2002

参加者が仙台市中で記念されるべきと考えた事
柄の記念碑を製作し，展覧会を行ったことなど
の記録

S13060

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・トーク
セッション（１）
人が生き生きとする
場のデザイン 2時間24分

制作年：2002

情報デザインの専門家･渡辺保史氏のコーディ
ネートで行われた、働き方研究家･西村佳哲氏
とのトークセッション

S13061

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・トーク
セッション（２） コ
ミュニティという現
場のデザイン 2時間4分

制作年：2002

情報デザインの専門家･渡辺保史氏のコーディ
ネートで行われた舞台監督･杉浦裕樹氏との
トークセッション

S13062

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・トーク
セッション（３） つ
ながりを見えるよう
にする共有のデザイ
ン 1時間35分

制作年：2002

情報デザインの専門家･渡辺保史氏のコーディ
ネートで行われた｢関心空間｣の前田邦宏氏との
トークセッション

S13063

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・トーク
セッション（４） 人
と人とをつなぐ仕事
のデザイン 1時間30分

制作年：2002

情報デザインの専門家･渡辺保史氏のコーディ
ネートで行われた｢おつまみつくり隊｣の森川千
鶴氏とのトーク

S13064

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・トーク
セッション（５）
スロープレイス，ス
ローコミュニケー
ション 1時間21分

制作年：2002

情報デザインの専門家･渡辺保史氏のコーディ
ネートで行われた｢ナマケモノ倶楽部｣の辻信一
氏とのトーク

S13065

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・トーク
セッション（６） メ
ディアテークをre-
designせよ 共有のデ
ザイン１００のアイ
ディア 1時間42分

制作年：2002

これまでのトークセッションのゲストと参加者
を交えて行われたワークショップの記録
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S13066

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 短編映画制作入門 0時間42分

制作年：2002

１か月に渡って行われたワークショップの様子
と参加者による作品を収録

S13067

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） CMの技法 0時間26分

制作年：2002

仙台でCMの製作を手がける菊地貴公氏を講師に
行われたワークショップの様子と参加者の作品
を収録

S13068

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

見学・体験！カッパ
ン印刷工場 カッパン
印刷ワークショップ 1時間21分

制作年：2002

ｓｍｔ所蔵の古い活版印刷機を使い、活字拾い
から組み版、印刷までの工程を体験したワーク
ショップの記録

S13069

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

文学展＠ ｓｍｔ/ｓ
ｍｔ オープンカフェ
タイポグラフィ・カ
フェ（１） 1時間30分

制作年：2002

グラフィック・デザイナー･タイポグラファー
の小泉均氏による講演の記録１

S13070

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

文学展＠ ｓｍｔ/ｓ
ｍｔ オープンカフェ
タイポグラフィ・カ
フェ（２） 1時間24分

制作年：２００２

グラフィック・デザイナー･タイポグラファー
の小泉均氏による講演の記録２

S13071

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

文学展＠ ｓｍｔ/ｓ
ｍｔ オープンカフェ
タイポグラフィ・カ
フェ（３） 1時間16分

制作年：2002

グラフィック・デザイナー･タイポグラファー
の小泉均氏による講演の記録

３

S13072

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

文学展＠ ｓｍｔ/ｓ
ｍｔ オープンカフェ
タイポグラフィ・カ
フェ（４） 1時間27分

制作年：2002

グラフィック・デザイナー･タイポグラファー
の小泉均氏による講演の記録４

S13073

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ケアする人のケア
仙台フォーラム 2時間33分

制作年：2002

同仙台フォーラムで行われたリン･ケイブル氏
他によるレクチャーの記録

S13074

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 映写機の秘密 0時間50分

制作年：2002

１６ミリ映写機の操作体験やスタジオシアター
の上映設備の見学等の記録

S13075

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいメディア
テーク２００２年度
事業総集編 1時間46分

制作年：2002

せんだいメディアテークが２００２年度に主
催･共催した事業をダイジェストで紹介してい
る

S13076

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔ オープンカ
フェ 中原中也はお好
きですか？ 0時間40分

制作年：2002

仙台在住の詩人･武田こうじ氏によるポエト
リー・リーディングの記録

S13077

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１６ 地鎮 0時間20分

制作年：2012

被害の大きかった中山団地で自宅を再建した方
の体験記
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S13078

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１７ 行けるとこ
ろまで行き、しかる
べき場所で 0時間46分

制作年：2013

震災直後から１３年まで県内で撮影した映像を
時系列でまとめたもの

S13079

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１８ 仙台のがれ
き撤去 1時間5分

制作年：2013

仙台市から要請を受けた建設会社のがれき撤去
作業の記録

S13080

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター１９ 米崎町のり
んご農家の記録 0時間42分

制作年：2013

震災後も同じ場所で暮らすことを決めた岩手の
農家の日常を記録したもの

S13081

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２０あなたは２
０１１年３月１１日
をどのように過ごし
ましたか？ 0時間22分

制作年：2012

仙台市内陸部で被災した人々が「その日何をし
ていたか」を語ったもの

S13082

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２１沿岸部の風
景(２０１３年版) 1時間36分

制作年：2013

震災後，不定期に訪れた沿岸部の風景とそこで
出会った人達の映像記録

S13083

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２２
interessee－アンテ
レッセ－ 1時間19分

制作年：2012

世界中の人が｢ある関わりをもつ当事者｣－外国
人が出会った被災者

S13084

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２３　閖上録－
スクリーンヴァー
ジョン 1時間23分

制作年：2013

避難所での生活はその後の私たちに何を提示し
たのか，閖上の人々に聞く

S13085

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２４　ルート４
５ 0時間21分

制作年：2012

被災地沿岸部沿いの国道４５号線とその沿線を
車載カメラで記録した映像

S13086

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２５　亘理鉄道
の車窓から 0時間13分

制作年：2012

県道３８号線を架空の鉄道に置き換えて眺めた
亘理から磯浜漁港までの映像

S13087

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２６　仙台の下
水道災害復旧 0時間35分

制作年：2013

地震で被害を受けた仙台市内下水道の復旧工事
の記録

S13088

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２７　過去を見
直して、今を見つめ
る 1時間14分

制作年：2013

石巻の初めて赴き，被災の現状を知り向き合う
ことで見えてきたものはー

S13089

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２８　南三陸の
解体 0時間35分

制作年：2013

津波被害で使えなくなった建物を解体する南三
陸町での仕事の記録

S13090

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター２９　移りゆく/
その過程 1時間20分

制作年：2013

石巻をベースに支援活動をしていたテント集団
がテント芝居を敢行することに

S13091

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３０　夕潮の帰
り道 vol.1 0時間8分

制作年：2012

日常を取り戻した内陸部から取り残され，雑草
の生い茂る沿岸部を見続ける
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S13092

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３１　迷走する
柳の葉を追いかけん
とする熊の子 0時間16分

制作年：2013

震災を経験しない者は今後ここでどう生きられ
るのか，を問う

S13093

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３２　HaTiDORi 0時間46分

制作年：2013

震災後，より広い世代の人々が集い話し合える
場としてできた｢HaTiDORi｣

S13094

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
登米市南方町の永浦
誠喜の語り(１) 2時間34分

制作年：2012

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業｢民話　声の図書室｣
の中で、登米市南方町の永浦さん、栗原市一迫
町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さん、そ
して登米市迫町の伊藤さんの語りをまとめたも
のです。

S13095

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
登米市南方町の永浦
誠喜の語り(２) 1時間0分

制作年：2012

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業｢民話　声の図書室｣
の中で、登米市南方町の永浦さん、栗原市一迫
町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さん、そ
して登米市迫町の伊藤さんの語りをまとめたも
のです。

Page 176



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

S13096

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
登米市南方町の永浦
誠喜の語り(３) 2時間18分

制作年：2012

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業｢民話　声の図書室｣
の中で、登米市南方町の永浦さん、栗原市一迫
町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さん、そ
して登米市迫町の伊藤さんの語りをまとめたも
のです。

S13097

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
栗原市一迫町の佐藤
玲子の語り(１) 1時間40分

制作年：2013

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業｢民話　声の図書室｣
の中で、登米市南方町の永浦さん、栗原市一迫
町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さん、そ
して登米市迫町の伊藤さんの語りをまとめたも
のです。

S13098

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
遠野市宮守町の佐々
木健の語り(１) 2時間35分

制作年：2013

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業｢民話　声の図書室｣
の中で、登米市南方町の永浦さん、栗原市一迫
町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さん、そ
して登米市迫町の伊藤さんの語りをまとめたも
のです。

Page 177



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

S13099

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
登米市迫町の伊藤正
子の語り(１) 2時間26分

制作年：2013

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業｢民話　声の図書室｣
の中で、登米市南方町の永浦さん、栗原市一迫
町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さん、そ
して登米市迫町の伊藤さんの語りをまとめたも
のです。

S13100

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ことりTV 2時間7分

制作年：2013

SMTと仙台CATVが共同で企画･製作し、市民ディ
レクターが企画･撮影･編集してつくるTV番組の
２０１３年度版

S13101

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

新館長就任記念トー
クイベント フォロ
ワーシップの時代 －
次世代と編むこれか
らの仙台－ 1時間36分

制作年：2013

２０１３年４月２９日に行われた新館長就任記
念トークイベントの記録

S13102

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

宮城野区文化セン
ター開館１周年記念
みんなで聴きたい語
りたい－せんだいメ
ディアテーク鷲田清
一とともに－ 1時間42分

制作年：2013

２０１３年１０月１７日に行われた宮城野区文
化センター開館１周年記念事業の記録

S13103

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

対話の可能性
LOVERS 永遠の恋人た
ち(展示風景) 0時間7分

制作年：2013

当館６階ギャラリーで開催された展覧会の展示
作品及び展示風景の記録

S13104

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

対話の可能性　ポス
トメディア時代の映
像(１) 1時間2分

制作年：2013

メディア論・表象文化論研究者の門林氏による
レクチャーの記録

S13105

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

対話の可能性　ポス
トメディア時代の映
像(２)－対話編－ 1時間10分

制作年：2013

メディア論・表象文化論研究者の門林氏による
２回目のレクチャーの記録

S13106

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

対話の可能性　森永
邦彦×鷲田誠一－か
らだ・ふく・せく
しゅありてぃ 1時間58分

制作年：2013

ファッションデザイナー森永邦彦氏と当館鷲田
館長の対談の記録

S13107

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

映像体験ミュージア
ム/smtオープンカ
フェ　映像体験カ
フェ　パラパラボ 0時間40分

制作年：2003

デザイナーの永原康史氏を迎えて行われた映像
体験ラボの記録

S13108

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

源間正彦展－桃源郷
は在る－(展示風景) 0時間19分

制作年：2003

せんだいアートアニュアルsmt賞受賞の副賞と
して行われた展覧会の記録
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S13109

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

写真家・岡本太郎の
眼－東北と沖縄－
TAROカフェ 1時間20分

制作年：2003

評論家・飯沢耕太郎氏による｢写真家・岡本太
郎｣のレクチャーの記録

S13110

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

写真家・岡本太郎の
眼－東北と沖縄－
TAROカフェ　座談会 1時間13分

制作年：2003

岡本敏子氏，飯沢耕太郎氏，山下裕二氏による
座談会の記録

S13111

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smt サマーミュージ
アム　クリケット・
ワークショップ 1時間4分

制作年：2003

小学生を対象に行われたコンピュータを使った
ワークショップの記録

S13112

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいアートア
ニュアル２００３ 2時間4分

制作年：2003

作品を公募して行われたせんだいアートアニュ
アル２００３の記録

S13113

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

フィンランドの美術｢
神話が息づく自然の
国｣展国際理解講座
フィンランド美術を
知る集い 1時間16分

制作年：2003

フィンランドの近・現代美術を通じて同国の精
神風土等を探る展覧会の記録

S13114

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

フィンランドの美術｢
神話が息づく自然の
国｣展　フィンラン
ド・仙台まちづくり
こども会議 1時間1分

制作年：2003

仙台とフィンランドの子どもがインターネット
を使って話し合った会議の記録

S13115

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

二卵性の映画たち
トーク 0時間41分

制作年：2003

映画監督・藤井謙二郎氏を迎えて行ったトーク
の記録

S13116

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い(４)
世界の中の日本映画
－理論編－ 1時間39分

制作年：2003

2002年度から続くシリーズ2年目の初回の講演
の記録

S13117

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い(５)
世界の中の日本映画
－実践編－ 2時間2分

制作年：2003

フランス・ポルトガルから映画監督･評論家を
迎えて行われたトークの記録

S13118

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い(６)
世界の中の日本映画
－総括編－ 2時間10分

制作年：2003

シリーズ最終回に映画監督･黒沢清氏を迎えて
行われた対談の記録

S13119

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

蓮實重彦　映画への
不実なる誘い(７)
世界の中の日本映画
－特別編－ 1時間56分

制作年：2003

映画監督吉田喜重氏と女優岡田茉莉子氏を迎え
た鼎談の記録

S13120

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ショートピース！
仙台短編映画際２０
０３ 0時間18分

制作年：2003

作品の上映だけでなく、作り手のトーク、若手
作品のコンペ、ライブなどが行われた映画祭の
記録

S13121

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台2003
トーク 1時間43分

制作年：2003

映画監督｢阪本順治全仕事　ショートフィルム
編等｣のトークの記録
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S13122

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台2003
トーク 2時間11分

制作年：2003

｢『刑事まつり』祭りwith篠崎誠｣(１)(２)での
監督篠崎氏のトークの記録

S13123

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台2003
トーク 0時間28分

制作年：2003

｢バーバー吉野｣上映後の監督荻上直子氏のトー
クの記録

S13124

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ブラッケージ･アイズ
2003－2004　トーク 0時間47分

制作年：2003

｢薔薇の葬列｣で知られる映像作家･批評家の松
本俊夫氏によるトークの記録

S13125

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ブラッケージ･アイズ
2003－2004　ハンド
ペインティングフィ
ルムを作る 1時間2分

制作年：2003

実験映画の巨匠と呼ばれた故ブラッケージ氏に
ちなんだ上映会の関連企画として行われたワー
クショップの記録

S13126

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ブラッケージ･アイズ
2003－2004　Visual
music for the
silent film maker 1時間12分

制作年：2003

ブラッケージ氏の映画に触発された電子音響に
よるパフォーマンスの記録

S13127

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔ活用による子
どもの美術活動研究 1時間4分

制作年：2003

仙台市小学校教育研究会図工部会の教員が中心
になって行った図画工作の公開授業の記録

S13128

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

架空の郷土芸能つく
りますワークショッ
プ　レクチャー「架
空の郷土芸能」 1時間29分

制作年：2003

現代音楽家の三輪眞弘氏を講師に迎えて行われ
たワークショップの記録

S13129

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

架空の郷土芸能つく
りますワークショッ
プ　架空儀礼の夕べ
－ヂヤイ神楽(付)算
額奉納－ 1時間36分

制作年：2003

音楽家三輪眞弘氏を迎えて行われたワーク
ショップの成果発表会の記録

S13130

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

短編映画制作ワーク
ショップ 0時間49分

制作年：2003

映画監督長尾直樹氏を迎えて行われたワーク
ショップの記録と作品

S13131

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 仙台八景ブルース 0時間52分

制作年：2003

美術家駒形克哉氏とギタリスト村上徳彦氏によ
るワークショップ音楽編の記録

S13132

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

テレビ番組制作ワー
クショップ(１) 1時間58分

制作年：2003

東北大学大学院の関本教授を中心に、東日本放
送、ケーブルテレビキャベツのプロのスタッフ
が講師を務め、番組の企画から、撮影･編集の
方法を具体的に練習し、参加者が作った作品を
実際に放送もしたワークショップの記録
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S13133

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

テレビ番組制作ワー
クショップ(２) 2時間8分

制作年：2003

東北大学大学院の関本教授を中心に、東日本放
送、ケーブルテレビキャベツのプロのスタッフ
が講師を務め、番組の企画から、撮影･編集の
方法を具体的に練習し、参加者が作った作品を
実際に放送もしたワークショップの記録

S13134

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

テレビ番組制作ワー
クショップ(３) 1時間25分

制作年：2003

東北大学大学院の関本教授を中心に、東日本放
送、ケーブルテレビキャベツのプロのスタッフ
が講師を務め、番組の企画から、撮影･編集の
方法を具体的に練習し、参加者が作った作品を
実際に放送もしたワークショップの記録

S13135

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

写真ワークショップ
フォトゼミ(０)
キッチン・コラボ
レーション 1時間10分

制作年：2003

写真家小林のりお氏と写真評論家飯沢耕太郎氏
が講師となって行われたデジタルカメラ撮影
ワークショップの記録

S13136

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

写真ワークショップ
フォトゼミ(０)
トーク「アナログか
らデジタルへ」 1時間57分

制作年：2003

写真家小林のりお氏と写真評論家飯沢耕太郎氏
による対談の記録

S13137

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔ オープンカ
フェ　定禅寺のはな
し(1) 0時間52分

制作年：2003

定禅寺通りまちづくり協の米竹隆氏をホスト
に、とっておきの音楽祭実行委藤野氏を迎えて
行われたトークの記録

S13138

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔ オープンカ
フェ　定禅寺のはな
し(2) 1時間4分

制作年：2003

仙臺すずめ踊り連盟の辻氏，杜の都のアート展
実行委の中村氏らが出演

S13139

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔ オープンカ
フェ　定禅寺のはな
し(3) 1時間2分

制作年：2003

定禅寺ストリートジャズフェス実行委の尾崎
氏、光のページェント実行委の瀬戸氏らが出演

S13140

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔ オープンカ
フェ　観光とアート
－仙台のアート戦略
を考える－ 1時間38分

制作年：2003

美術家の間島領一氏らが「アートと観光」につ
いて対談したものの記録

S13141

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台発<文化･市民活
動情報＞見本市　レ
クチャー「市民社会
の知的基盤のため
に」 0時間42分

制作年：2003

ひつじ書房房主の松本氏が行った実践報告と講
演の記録

Page 181



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

S13142

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台発<文化･市民活
動情報＞見本市
ディスカッション
「活動を育む情報拠
点とは？」 1時間38分

制作年：2003

基調講演とせんだい・みやぎＮＰＯセンター事
務局の青木氏らによるディスカッションの記録

S13143

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいメディア
テーク2003年度事業
総集編 1時間1分

制作年：2003

せんだいメディアテークが2003年度に行った事
業の総集編

S13144

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

鷲田清一とともに考
える(1)　物語る/で
きごとを伝えていく 1時間39分

制作年：2014

物語論で知られる野家啓一東北大特命教授と当
館鷲田館長との｢忘れること｣等についての対
話。東北大学大学院の関本教授を中心に，東日
本放送，ケーブルテレビキャベツのプロのス
タッフが講師を務め，番組の企画から，撮影･
編集の方法を具体的に練習し，参加者が作った
作品を実際に放送もしたワークショップの記録

S13145

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

鷲田清一とともに考
える(2)　取材/見
て、聞いて、調べ
て、 2時間3分

制作年：2014

ノンフィクションライター最相葉月氏と鷲田館
長との取材等に関する対話。

S13146

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ファイナリスト　栄
光のその先 0時間26分

制作年：2013

｢卒業設計日本一決定戦｣の，過去の話題作の中
から印象的な作品を選出し，その作者に取材し
たもの。

S13147

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

木町のたから (2013
年度) 木町通小学校
6年生 1時間15分

制作年：2013

木町通小と当館が連携して取り組んできた映像
の授業の成果の一つ。６年生が自ら考え，撮っ
た地域の宝とは。

S13148

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
登米市迫町の伊藤正
子の語り[2] 2時間51分

制作年：2014

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業「民話　声の図書
室」の中で、登米市迫町の伊藤さん、栗原市一
迫町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さんの
語りの第2弾です。

S13149

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
登米市迫町の伊藤正
子の語り[3] 3時間11分

制作年：2014

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業「民話　声の図書
室」の中で、登米市迫町の伊藤さん、栗原市一
迫町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さんの
語りの第2弾です。

S13150

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
栗原市一迫町の佐藤
玲子の語り[2] 3時間16分

制作年：2014

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業「民話　声の図書
室」の中で、登米市迫町の伊藤さん、栗原市一
迫町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さんの
語りの第2弾です。

S13151

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
遠野市宮守町の佐々
木健の語り[2] 3時間11分

制作年：2014

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業「民話　声の図書
室」の中で、登米市迫町の伊藤さん、栗原市一
迫町の佐藤さん、遠野市宮守町の佐々木さんの
語りの第2弾です。

S13152

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３３　閖上録(２
０１４年編集版) 1時間40分

制作年：2012-2014

避難所生活を余儀なくされた人びとは何を思
い，どう毎日を送ったのか―。

S13153

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３４　夕潮の帰
り道 vol.2 0時間24分

制作年：2013

盛岡市と宮古市，内陸部と津波被害の沿岸部と
の違いを見続けていく。
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S13154

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３５　逃走する
熊の子のその後 0時間30分

制作年：2013-2014

｢被災しなかった｣我々はいかに存在すれば良い
のかー。迷走は続く。

S13155

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３６　筆甫　宮
城県南からの声 1時間3分

制作年：2013-2014

福島県と同等の被害を受けながら，宮城県内の
ために同等の補償が受けられない筆甫の人びと
の苦しみ。

S13156

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３７　福田十二
神楽 0時間39分

制作年：2013-2014

福島県新地町に伝わる山伏法印神楽。ルーツは
宮城県丸森町である。

S13157

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３８　福島の光
景 0時間50分

制作年：2013-2014

地震，津波，原発事故と，三重の被害に晒され
た福島の今を伝える。

S13158

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター３９　Tango
Karamarito 1時間8分

制作年：2013-2014

日本で起こった震災は，国外に暮らす人びとに
何を問い掛けたのか。

S13159

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４０　木町の
３．１１―ふるさと
への想い― 1時間32分

制作年：2014

木町通小の子どもたちが震災当時の様子や人び
との想いについて地域の人びとに行ったインタ
ビューの記録。

S13160

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４１　連作 閖上
録 アーカイブシリー
ズ（1） 1時間0分

制作年：2012

制作者のコメント：2011年の震災によって避難
所となった名取市文化会館。人びとの避難所に
おける共同生活はどのようなものであったか。
「人に助けられたので、少しでも恩返しができ
れば」。そう語る高橋善夫さんは、震災後は美
田園第一仮設の自治会長を担っている。震災以
前から町のため人のために働いてきた高橋さん
にとって、震災とはなんだったのだろうか。高
橋さんが大切に語る「笑顔」とはなんだろう
か。震災から１年後、関西を中心に活躍するダ
ンサー・砂連尾理とともに、避難所生活という
非日常とその後の生活について、名取市閖上の
方がたとの対話を試みた。

シリーズ解説：本映像は、わすれン!DVDvol.23
「閖上録-スクリーン・ヴァージョン」およ
び、vol.33「閖上録(2014年編集版)」の映像素
材を再編集し、人物ごとの記録にまとめたシ
リーズです。

S13161

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４２　連作閖上
録アーカイブシリー
ズ（２） 0時間36分

制作年：2012

避難所となった館腰小学校。震災から1年後、
ダンサー砂連尾理さんと閖上の方々による、避
難所における共同生活の様子の対話記録

S13162

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４３　連作閖上
録アーカイブシリー
ズ（３） 0時間33分

制作年：2012

震災から1年後、ダンサー砂連尾理さんさんが
閖上の方々との対話から受け取ったもの、受け
取ろうとしたものの記録

S13163

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４４　連作閖上
録アーカイブシリー
ズ（４） 2時間6分

制作年：2012

震災から1年後、ダンサー砂連尾理さんさんと
名取市文化会館スタッフによる対話記録。避難
所生活という非日常とその後の生活についての
対話記録
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S13164

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

３がつ１１にちをわ
すれないためにセン
ター４５　連作閖上
録アーカイブシリー
ズ（５） 0時間47分

制作年：2012

震災から1年後，ダンサー砂連尾理さんさんと
名取市文化会館スタッフによる対話記録。これ
からの劇場及び公共施設の可能性を探る。

S13165

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

木町のたから（２０
１４年度）木町通小
学校６年生 1時間11分

制作年：2014

木町通小学校と当館が連携して取り組んできた
映像の授業の成果の一つ。６年生が自ら考え，
撮った地域の宝とは・・・。

S13166

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

鷲田清一とともに考
える（３）纏い、待
つ/みなれたものをは
じめてみるかのよう
に 2時間4分

制作年：2014

デザイナーの堀畑裕之氏や関口真希子氏と、当
館鷲田館長とのファッションやデザイン等につ
いての対話記録

S13167

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

対話の可能性　フィ
クションの境目　か
たログvol.23 0時間52分

制作年：2014

この映像は、2014年12月19日にせんだいメディ
アテーク7階スタジオシアターで行われたトー
クイベント「対話の可能性　フィクションの境
目　かたログ vol.23」の記録です。映画監督
の酒井耕と濱口竜介が、美術家で映画監督の藤
井光とともに、藤井の作品『ASAHIZA　人間
は、どこへ行く』を取り上げながら、震災後の
映像表現について考えました。

S13168

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

対話の可能性　記録
と想起・イメージの
家を歩く 0時間14分

制作年：2014

震災の映像記録を、アートの側面から展示した
記録

S13170

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔコンストラク
ション・ワンダーラ
ンド　オープニング
イベント 1時間40分

制作年：2004

この映像は、2004年8月1日にせんだいメディア
テーク1階オープンスクエアで行われた「smt
コンストラクション・ワンダーランド?メディ
アテークはこうして作る！?」（7月25日?8月22
日実施）のオープニングイベントの様子です。
設計者の伊東豊雄氏らをまじえたトークを行い
ました。

S13172

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

景観ーもとの島ー
金崋山ネイチャー
アーカイブ 0時間32分

制作年：2004

この映像は、2005年2月1?28日にせんだいメ
ディアテーク6階ギャラリーで行われた展覧会
「景観―もとの島―」のための滞在制作の様子
を記録したものです。同展の作家の一人である
関口敦仁氏が、宮城県石巻市の洋上に浮かぶ
島・金華山に一般の参加者とともに入りフィー
ルドワークをしました。

S13173

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

景観ーもとの島ー
中原浩大＋遠藤孝則
ワークショップ「ツ
バメもどき」 0時間22分

制作年：2004

この映像は、2005年2月6日にせんだいメディア
テーク１階オープンスクエアで行われたワーク
ショップの記録です（「景観―もとの島―」
［2月1?28日］関連企画）。日常では気づかな
いさまざまなつながりを視覚化すること試みた
同展の作家の一人である中原浩大氏が、遠藤孝
則氏とともに、鳥の群れのような動きを可能に
するコンピュータ・プログラムBOID（ボイド）
を参考にした鬼ごっこを行いました。

S13174

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

景観ーもとの島ー
関口敦仁ワーク
ショップ「鉄道も
系」 0時間14分

制作年：2004

この映像は、2005年2月20日にせんだいメディ
アテーク１階オープンスクエアで行われた、
ワークショップの記録です（「景観―もとの島
―」関連企画）。日常では気づかないさまざま
なつながりを視覚化することを試みた同展の作
家の一人である関口敦仁氏が、鉄道模型を使っ
て「つながり」を視覚化するワークショップを
行いました。
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S13175

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

チェコ・アニメー
ションの世界　体を
使ってコマ撮りアニ
メーションを作ろう 0時間5分

制作年：2004

この映像は、2004年7月31日にせんだいメディ
アテーク7階スタジオシアター、１階オープン
スクエアで行われたワークショップ（「チェ
コ・アニメーションの世界」関連企画）の記録
です。世界的に評価が高く親子で楽しめるアニ
メーションの特集上映にちなんで、身近にある
物と自分たちの体を使ったコマ撮りアニメー
ションを制作しました。

S13176

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ショートピース！仙
台短篇映画祭2004
「新しい才能に出会
う」 1時間42分

制作年：2004

この映像は、2004年9月18日にせんだいメディ
アテーク7階スタジオシアターで行われた、
「ショートピース！仙台短篇映画祭2004」（9
月18?20日）のプログラム「新しい才能に出会
う」での記録です。『黄泉がえり』や、後に
『どろろ』で知られる監督の塩田明彦氏をコメ
ンテーターに迎え、全国からの応募を経て上映
された若い監督たちが話をしています。

S13177

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィイムフェス
ティバルｉｎ仙台２
００４　トーク 1時間8分

制作年：2004

この映像は、2004年11月23日にせんだいメディ
アテーク7階スタジオシアターで行われた、
「ぴあフィルムフェスティバルin仙台2004」
（11月20?23日）での「若松孝二スペシャル」
でのトークの記録です。『17歳の風景?少年は
何を見たのか』と、そのメイキング作品『67歳
の風景?若松孝二は何を見たのか』の上映後、
宮城県出身でもある監督・若松孝二氏、続いて
メイキングを監督した竹藤佳世氏が解説や制作
経緯について話しました。

S13178

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ペドロ・コスタ　世
界へのまなざし
トーク 2時間50分

制作年：2004

この映像は、2005年3月27日にせんだいメディ
アテーク７階スタジオシアターほかで行われた
「ペドロ・コスタ　世界へのまなざし」（3月
19?29日）での、監督と映画評論家の蓮實重彦
氏による対談の記録です。同企画では、当時の
最新作をくむ5作品を上映したほか、6階ギャラ
リーでインスタレーションを展示しました。

S13179

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ペドロ・コスタ　世
界へのまなざし　展
示風景（『ヴァンダ
の部屋』ヴィデオ・
インスタレーショ
ン） 0時間4分

制作年：2004

この映像は、2005年3月19日－29日にせんだい
メディアテーク7階スタジオシアターほかで行
われた「ペドロ・コスタ　世界へのまなざし」
の一環として6階ギャラリーで展示された
『ヴァンダの部屋』ヴィデオ・インスタレー
ション・バージョンの？？？風景です。同企画
では、『ヴァンダの部屋』で世界的に注目され
たポルトガルの映画作家ペドロ・コスタ氏を招
き、当時の最新作をふくむ5作品を上映したほ
か、この展示を行いました。

S13180

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

シネマバザール２０
０５　トーク 0時間47分

制作年：2004

この映像は、2005年3月13日にせんだいメディ
アテーク7階スタジオシアターで行われた、
「シネマバザール2005」上映作品『またの日の
知華』の監督である原一男氏によるトークの記
録です。上映会のつくり方を学ぶワークショッ
プ「シネママネジメントワークショップ」に参
加した人たちが企画した同上映会で、春という
はじまりの季節に「旅立ち」をテーマにした5
作品を上映しました。

S13181

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

共有と連携のデザイ
ン　スタジオ・トー
クセッション「みさ
だめることのデザイ
ン」 1時間56分

制作年：2004

この映像は、2004年7月15日にせんだいメディ
アテーク7階スタジオbで行われた「共有と連携
のデザイン」の「スタジオ・トークセッション
みさだめることのデザイン―文化施設の通信簿
をめぐって―」の記録です。ミュージアムやそ
の活動を特集する雑誌「DOME」編集長であり、
特定非営利活動法人つなぐ（つなぐNPO）主宰
の山本育夫氏をむかえて、各地での「文化施設
の通信簿」などについて話をうかがいました。
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S13182

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

共有と連携のデザイ
ン　スタジオ・トー
クセッション「みさ
だめることのデザイ
ン２」 2時間22分

制作年：2004

この映像は、2004年9月16日にせんだいメディ
アテーク７階スタジオbで行われた「共有と連
携のデザイン」の「スタジオ・トークセッショ
ン　みさだめることのデザイン2」の記録で
す。「せんだいメディアテークの通信簿」の結
果を紹介しながら、前回に続き山本育夫氏と、
建築学者で情報技術がひらくあたらしい都市・
建築の使い方について研究している本江正茂氏
（事業当時、宮城大学事業構想学部専任講師）
をむかえて話し合いました。

S13183

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

手でみてつくる造形
ワークショップー感
じやことを形にして
みようー 0時間48分

制作年：2004

この映像は、2005年3月12日にせんだいメディ
アテーク7階会議室で行われた、「手でみてつ
くる造形ワークショップ?感じたことを形にし
てみよう?」の記録です。日本女子大学助教授
（当時）の西村陽平氏を講師に迎え、参加者は
アイマスクをして物に触れたり音を聴いて感じ
たことを粘土で表現したり、それらの作品を
触って楽しむなどの体験をしました。

S13184

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　賑わい・潤
い・憩いのストリー
ト、明日の定禅寺を
語る 0時間50分

制作年：2004

この映像は、2004年12月25日にせんだいメディ
アテーク１階オープンスクエアで行われた
「smtオープンカフェ　光のひろば」のトーク
「賑わい・潤い・憩いのストリート、明日の定
禅寺を語る」の記録です。ハロー定禅寺村村長
の米竹隆氏をコーディネーターに、シナリオラ
イターの菊池昭典氏、定禅寺ストリートジャズ
フェスティバル実行委員長の尾崎行彦氏、ボー
カリストの嘉村尚子氏が出演しました。

S13185

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　街のアルバム
製作委員会 2時間37分

制作年：2004

この映像は、2004年7月25日にせんだいメディ
アテーク1階オープンスクエアで行われた「smt
オープンカフェ　街のアルバム製作委員会」の
記録です。刻々と変わりゆく仙台の街並みを残
された写真や映像から記憶をたどりつつ、未来
に何を伝えるべきか話し合いました。

S13186

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　アートＮＰＯ
フォーラム（１）
街のあらゆる場所が
表現の場である 0時間54分

制作年：2004

この映像は、2004年8月4日にせんだいメディア
テーク1階オープンスクエアで行われた「smt
オープンカフェ　アートNPOフォーラム仙台
セッション」の記録です。ニッセイ基礎研究所
の吉本光宏氏をコーディネーターにして「街の
あらゆる場所が表現の場である」をテーマに、
千葉大学の長田謙一氏と「TANABATA.org アー
トプロジェクト」を企画した宮城教育大学の村
上タカシ氏から話をうかがいました。

S13187

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　アートＮＰＯ
フォーラム（２）
アートが待ちの顔に
なる 0時間59分

制作年：2004

この映像は、2004年8月4日にせんだいメディア
テーク１Fオープンスクエアで行われた「smt
オープンカフェ アートNPOフォーラム仙台セッ
ション」の記録です。ニッセイ基礎研究所の吉
本光宏氏をコーディネーターにして「アートが
街の顔になる」をテーマに、アサヒビール芸術
文化財団の加藤種男氏、美術ジャーナリストで
BankARTの村田真氏から話をうかがいました。

S13188

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　アートＮＰＯ
フォーラム（３） 1時間3分

制作年：2004

この映像は、2004年8月4日にせんだいメディア
テーク１Fオープンスクエアで行われた「smt
オープンカフェ アートNPOフォーラム仙台セッ
ション」の記録です。前段に行われた二つの
セッションをふまえ、地域にとってアートNPO
が果たすべき役割について話し合いました。

S13190

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

85/05-幻のつくば写
真美術館からの２０
年　あるコレクター
の夢ー復活「つくば
写真美術館」２０年
目の写真 1時間49分

制作年：2005

ツァイト・フォト・サロン代表の石原悦郎氏に
よる講演会の記録や、写真評論家飯沢耕太朗氏
によるトークの記
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S13191

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

85/05-幻のつくば写
真美術館からの２０
年　たまごと塩の写
真館ー日光写真村Ⅱ 0時間40分

制作年：2005

東京都現代美術館の三橋純与氏を迎え、１９世
紀に発明された卵と塩でつくる印画紙の作成か
ら写真撮影までのワークショップの記録

S13192

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

85/05-幻のつくば写
真美術館からの２０
年　東アジア写真都
市ネットワーク会議 2時間34分

制作年：2005

韓国の金升坤氏、台湾の呉嘉賓氏、そして飯沢
耕太朗氏ら３カ国の写真評論家が集い、討論し
たシンポジウムの記録

S13193

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

２０世紀デザインの
異才、ジャン・プ
ルーヴェ　都市戦略
としてのデザインの
可能性ー工芸指導
所、ヴィトラ・ 1時間30分

制作年：2005

「都市戦略としてのデザインの可能性」をテー
マに、都市とデザインについてパネルディス
カッションを行った記録

S13194

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいアートア
ニュアル２００５ 1時間54分

制作年：2005

「至福のとき」というテーマで作品募集をした
第５回せんだいアートアニュアル、その審査結
果発表会の記録

S13195

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいデザイン
リーグ２００６　卒
業設計日本一決定戦
公開審査（前編） 2時間56分

制作年：2005

仙台で建築学を学ぶ学生たちによる仙台建築都
市学生会議との共催で、全国から集まった卒業
設計から日本一を決定した公開審査の記録（前
編）

S13196

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいデザイン
リーグ２００６　卒
業設定日本一決定戦
公開審査（後編） 1時間50分

制作年：2005

仙台で建築学を学ぶ学生たちによる仙台建築都
市学生会議との共催で、全国から集まった卒業
設計から日本一を決定した公開審査の記録（後
編）

S13197

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ドキュメンタリー：
あの場所を生きる記
憶トーク 0時間40分

制作年：2005

『阿賀に生きる』から１２年後に撮られた、
『阿賀の記憶』の上映後に行った、監督の佐藤
真氏によるトークの記録

S13198

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

成瀬巳喜男監督特集
トーク 1時間41分

制作年：2005

『成瀬巳喜男の世界』の編者である映画評論家
の蓮實重彦氏と、山根貞男氏による対談の記録

Page 187



目録(全体)
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S13199

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

『トーリ』&『ソラ
ノ』上映＋トーク 0時間58分

制作年：2005

山岡信貴氏がプロデュースした、俳優の浅野忠
信監督の『トーリ』とそのメイキング『ソラ
ノ』の上映およびトークの記録

S13200

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

イメージの庭（１）
村田朋泰/俺の路/仙
台主情主義トーク 1時間45分

制作年：2005

あたたかみのあるクレイ・アニメーションで知
られる村田朋康氏を迎え、上映や展示のほか、
美術を志す学生と行った対話の記録

S13201

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

イメージの庭（２）
脳の中の鼓動　トー
ク　児玉裕一 0時間36分

制作年：2005

ミュージック・ビデオやコマーシャルなどの映
像表現を中心とした特集、映画ディレクターの
児玉裕一氏によるトークの記録

S13202

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

イメージの庭（２）
脳の中の鼓動　トー
ク　ｔeevee ｇ
raphics 0時間34分

制作年：2005

映画集団ｔｅｅｖｅｅｇｒａｐｈｉｃｓの小島
淳二氏と谷篤氏を迎えて行ったトークの記録

S13203

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ぴあフィルムフェス
ティバルin仙台２０
０５　トーク　石井
聰亙 1時間5分

制作年：2005

当館７階スタジオシアターで行われた、仙台限
定プログラムで来場した石井聰亙監督による
トークの記録

S13204

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

五感の都市へ　仙台
芸術遊泳２００５
アートセンター円卓
会議（前編） 2時間19分

制作年：2005

当館１階オープンスクエアで行われた、「アー
トセンター円卓会議ー最新プロジェクト紹介か
ら相互連携の可能性までー」の記録（前編）

S13205

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

五感の都市へ　仙台
芸術遊泳２００５
アートセンター円卓
会議（後編） 2時間1分

制作年：2005

当館１階オープンスクエアで行われた、「アー
トセンター円卓会議ー最新プロジェクト紹介か
ら相互連携の可能性までー」の記録（後編）

S13206

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

フォトゼミ　特別編
中村ハルコさんから
の贈り物 1時間16分

制作年：2005

急逝した仙台在住の写真家・中村ハルコ氏を偲
び、スライドショーや親交の深い方々による
トークの記録

S13207

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　フランスから
みたメディアテーク 0時間48分

制作年：2005

当館１階オープンスクエアで行われた、「フラ
ンスからみたメディアテークーｓｍｔ紹介番組
完成披露」でのトークの記録
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S13208

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ｓｍｔオープンカ
フェ　仙台がアート
の街になる 1時間47分

制作年：2005

当館１階オープンスクエアで行われた、「仙台
がアートの街になるー視覚芸術振興くみあい・
オープニングフォーラム」の記録

S13209

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

未完成*ファイナリス
ト　栄光のその先 制作年度：2014

S13210

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

鷲田清一とともに考
える （4）　界面活
性力？／見るべきも
のを見ずに、見ない
でいいものを見る 1時間57分

制作年：2015

この映像は、2015年8月8日にオープンスクエア
で行われた「鷲田清一とともに考える 4　界面
活性力？／見るべきものを見ずに、見ないでい
いものを見る」の記録です。伊達伸明氏（美術
家）による自身の活動紹介、さらに鷲田清一
（せんだいメディアテーク館長／哲学者）との
対話を通じて、現代におけるアートのあり方に
ついて、ともに考えました。

S13211

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ＧＵＮDAM 来たるべ
き未来のために
トーク「燃え上がれ
ガンダム展」 1時間57分

制作年：2015

この映像は、メディアテーク6階ギャラリー
4200での「GUNDAM 来たるべき未来のために」
（2006年4月19日―5月21日）の関連企画とし
て、5月5日に1階オープンスクエアで行われた
トークの記録です。テレビアニメ『機動戦士ガ
ンダム』に影響を受けた世代の作家らによる
「戦争」「進化」「生命」をテーマに表現する
本展を企画したキュレーターの東谷隆司氏が、
企画時のエピソードやガンダムへの思いを語り
ました。

S13212

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青葉縁日―marginal
affair―　展示風景 0時間14分

制作年：2015

この映像は、2006年7月22日―8月20日にメディ
アテーク6階ギャラリー4200で行われた「青葉
縁日―marginal affair―」の展示風景の記録
です。アートをめぐってさまざまな活動を展開
する学生や市民グループが集い、縁日の露店に
見立てた作品やワークショップを繰り広げまし
た。 出展作家：KOSUGE1-16、しりあがり寿、
hokusui 、がんがんモリィ、GG、トコトン実行
委員会

S13213

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青葉縁日―marginal
affair―　しりあが
りさんと描こう・お
えかきワークショッ
プ 0時間21分

制作年：2015

この映像は、メディアテーク6階ギャラリー
4200での「青葉縁日―marginal affair―」
（2006年7月22日―8月20日）の関連企画とし
て、8月5日に1階オープンスクエアで行われた
ワークショップの記録です。仙台七夕にちな
み、漫画家のしりあがり寿氏と一緒に、七夕飾
りの張り子のぼんぼりに毛筆で自由に絵を描き
ました。

S13214

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青葉縁日―marginal
affair―　帰ってき
たヂヤイ神楽 0時間29分

制作年：2015

この映像は、メディアテーク6階ギャラリー
4200での「青葉縁日―marginal affair―」
（2006年7月22日―8月20日に）の関連企画とし
て行われたパフォーマンスの記録です。ヂヤイ
神楽は、2003年度事業「架空の郷土芸能作りま
すワークショップ」（講師：三輪眞弘）で制作
された作品で、そのワークショップ参加者が中
心となり演じられました。

S13215

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

Re: search　オース
トラリアと日本の
アート・コラボレー
ション　展示風景 0時間13分

制作年：2015

この映像は、2006年11 月26日―12月25日にメ
ディアテーク6階ギャラリー4200で行われた
「Re: search　オーストラリアと日本のアー
ト・コラボレーション」の展示風景の記録で
す。情報技術によるコミュニケーションのグ
ローバル化の中にある地方都市の姿を、二国の
作家が仙台で滞在制作し、さまざまなメディア
で表現しました。 出展作家：アレックス・デ
イビス、クレイグ・ウォルシュ、ヘインズ／ヒ
ンターディング、志賀理江子、平川紀道、The
SINE WAVE ORCHESTRA
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S13216

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいデザイン
リーグ2007　卒業設
計日本一決定戦　公
開審査（前編） 1時間34分

制作年：2015

この映像は、2007年3月10日―5日にメディア
テーク6階ギャラリー4200で行われた「せんだ
いデザインリーグ　卒業設計日本一決定戦」の
公開審査（3月11日）の記録です。仙台で建築
を学ぶ学生たちによる仙台建築都市学生会議と
の共催で、全国から集まった卒業設計から日本
一を決定しました。

S13217

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいデザイン
リーグ2007　卒業設
計日本一決定戦　公
開審査（後編） 2時間38分

制作年：2015

この映像は、2007年3月10日―5日にメディア
テーク6階ギャラリー4200で行われた「せんだ
いデザインリーグ　卒業設計日本一決定戦」の
公開審査（3月11日）の記録です。仙台で建築
学を学ぶ学生たちによる仙台建築都市学生会議
との共催で、全国から集まった卒業設計から日
本一を決定しました。

S13218

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

イメージの庭 vol.3
“Saccadic
Suppression”　トー
ク 1時間20分

制作年：2015

この映像は、メディアテーク1階オープンスク
エア、7階スタジオシアター等での「イメージ
の庭 vol.3 “Saccadic Suppression”」
（2006年6月5日―14日）の関連企画として6月
10日に行われたトークの記録です。マンガ家・
映像作家のタナカカツキ氏を迎え、制作の背景
や方法についてうかがいました。

S13219

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

活版印刷ワーク
ショップ 0時間55分

制作年：2015

この映像は、2006年7月22-23日にメディアテー
ク地下１階準備室で行われたワークショップの
記録です（解説部分を収録）。はじめて活版印
刷にふれる方を対象に、当館の活版印刷機を
使って、オリジナルのポストカードを作りまし
た。

S13220

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいメディア
テーク子ども教室
火星の旅（こども映
画教室［映画をつく
ろう］成果作品） 0時間19分

制作年：2015

この映像は、2005年7月-2006年3月にかけて主
にメディアテーク7階スタジオで行われた「せ
んだいメディアテーク子ども教室：子ども映画
教室」でのプログラム「映画をつくろう」
（2006年2月）で子どもたちがつくった作品
「火星の旅」です。放課後、スタジオに通った
子どもたちがコマ撮りアニメーションの技法を
使って作品をつくりました。

S13221

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smt写真講座　フォト
ゼミ vol.3
Kaitenkai Live in
smt by 屋代敏博 ―
回転の先に未来が見
えた! 0時間13分

制作年：2015

この映像は、2007年1月27日―28日にメディア
テーク1階オープンスクエアで行われたワーク
ショップの記録です。さまざまな場所で回転す
る自分の姿の残像を写した作品「回転回」シ
リーズで知られる写真家・屋代敏博氏ともに、
参加者がみんなで作品をつくりました。

S13222

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smtオープンカフェ
おしえてけさin一番
町―昭和の街並講座 1時間20分

制作年：2015

この映像は、smtオープンカフェ「新緑・茶・
席―杜の都へようこそ!」（2006年4月29日―5
月7日）の一環で、5月3日に行われたトーク
「おしえてけさin一番町―昭和の街並講座」の
記録です。仙台の中心市街を支え続けてきた一
番町通りの古い地図や写真をもとに、さまざま
な思い出を語り合いました。

S13223

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smtオープンカフェ
世界ピンホール写真
Day 0時間18分

制作年：2015

この記録は、2006年4月29日―5月7日にメディ
アテーク1階オープンスクエアでの「smtオープ
ンカフェ　新緑・茶・席～杜の都へようこ
そ！」の一環として4月30日に行われた「世界
ピンホール写真Day」の記録です。ピンホール
カメラ（針穴写真機）づくりと、それを使って
実際に撮影をしました。

S13224

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

without records（展
示風景） 0時間7分

制作年：2015

この映像は、2007年1月11日―24日にメディア
テーク1階オープンスクエアで展示されたイン
スタレーション作品「without records―記録
なき記憶　66台のポータブル・レコード・プ
レーヤーによる無人オーケストラ―」の展示風
景の記録です。音楽家の大友良英氏と美術家の
青山泰知氏を中心とし、全国から寄せられた
ポータブル・レコード・プレーヤーをもとにボ
ランティアスタッフの手により作り上げられま
した。
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S13225

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
黒川郡大和町の曾根
つき子の語り（1） 3時間35分

制作年：2015

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業のなかで、黒川郡大
和町の曾根つき子さんの語りを小田嶋利江・小
野和子を聞き手としてまとめたものです。

S13226

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
黒川郡大和町の曾根
つき子の語り（2） 4時間9分

制作年：2015

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業のなかで、黒川郡大
和町の曾根つき子さんの語りを小田嶋利江・小
野和子を聞き手としてまとめたものです。

S13227

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
黒川郡大和町の曾根
つき子の語り（3） 3時間27分

制作年：2015

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業のなかで、黒川郡大
和町の曾根つき子さんの語りを小田嶋利江・小
野和子を聞き手としてまとめたものです。

S13228

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話　声の図書室
黒川郡大和町の曾根
つき子の語り（4） 3時間24分

制作年：2015

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手
による民話の音声・映像記録をデジタル化し、
地域の共有財産として公開・活用していくこと
を目的として実施した事業のなかで、黒川郡大
和町の曾根つき子さんの語りを小田嶋利江・小
野和子を聞き手としてまとめたものです。

S16001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊藤豊雄　新しいリ
アル｜展示風景 0時間11分

制作年度：2016年

この映像は、2007年4月13日-5月19日に6階ギャ
ラリー4200で行われた展覧会「伊東豊雄　建築
｜新しいリアル」の展示風景を記録したもので
す。世界的な建築家・伊東豊雄氏の代表作でも
ある当館を会場にした本展は、会場空間そのも
のが最も重要な展示作品ともいえる稀有な構成
の展覧会であり、トークセッションや館内を歩
くツアー、子どもたちを対象としたワーク
ショップなど、さまざまな角度から同氏の建築
を探る機会となりました。

S16002

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

記念講演会＋トーク
セッション 2時間41分

制作年：2016

この映像は、展覧会「伊東豊雄　建築｜新しい
リアル」の関連企画として2007年4月14日に1階
オープンスクエアで行われた伊東氏による記念
講演会「新しいリアル」、および、トークセッ
ション「せんだいメディアテークから」の記録
です。 登壇：伊東豊雄、Kevin E. Consey
（カリフォルニア大学UCバークレー校附属美術
館フィルムアーカイブ館長）、瀧口範子
（ジャーナリスト）、 五十嵐太郎（建築史・
批評家）

S16003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smtエキジビション・
ツアー 1時間7分

制作年：2016

この映像は、展覧会「伊東豊雄　建築｜新しい
リアル」の関連企画として2007年4月15日、5月
4日、5月19日に行われた「smtエキジビショ
ン・ツアー」の記録です（4月15日分を収
録）。当時建設に関わった伊東豊雄建築設計事
務所の古林豊彦氏の案内により、当館そのもの
が伊東氏の設計によるものであることを生か
し、展覧会の内容のほか、館内をくまなく歩い
て解説しました。
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S16004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

こどもの日企画「伊
東豊雄さんのワーク
ショップ」 1時間0分

制作年：2016

この映像は、展覧会「伊東豊雄　建築｜新しい
リアル」の関連企画として2007年5月5日（こど
もの日）に1階オープンスクエアで行われた
「伊東豊雄さんのワークショップ」の記録で
す。親子20組が参加し、宿題として作ってきた
建築模型に対して伊東氏がそれぞれに講評を加
えたり、オープンスクエアいっぱいにひろげた
街の地図の上に建物を作るなどしました。

S16005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青葉縁日Ⅱ??おもし
ろ改造工場の夏祭り
（展示風景） 0時間12分

制作年：2016

この映像は、2007年7月22日-8月27日に6階ギャ
ラリー4200で行われた「青葉縁日Ⅱ??おもしろ
改造工場の夏祭り」の展示風景の記録です。
2005年度に引き続き、子どもから大人まで体験
型のアートを楽しめる展覧会として2回目の開
催となった本展は、日用品を改造して楽しむ
“ベンディング”をテーマとしました。 出展
作家：エキソニモ、KOSUGE1-16、タノタイガ、
堀尾寛太、梅田哲也、hokusui、村上タカシ＋
がんがんモリィ、東北工業大学槻橋修研究室＋
渡邊武海

S16006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

光の航跡　off
nibroll 0時間6分

制作年：2016

この映像は、2007年12月1日-24日に6階ギャラ
リー4200で行われた「光の航跡 off nibroll」
の展示風景の記録です。当館も参加し、宮城県
美術館等でも展開された仙台視覚芸術振興ネッ
トワーク（SCAN）による「仙台芸術遊泳2007
光と都市」の一環として、映像と身体表現を融
合させたユニットoff nibrollによる映像イン
スタレーション『HOWL』などを展示しました。

S16007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「子どもと映画」
ワークショップ 0時間34分

制作年：2016

この映像は、「せんだいメディアテーク月例上
映会（7月・8月）　子どもと映画」の関連企画
として2007年7月28日・29日の2日間にわたり7
階スタジオbで行われたワークショップの記録
です。映像が動く仕組みを体験的に理解するた
めに、16ミリフィルムにペンで直接絵を描いた
り、針でかき傷をつけたりしてつくるアニメー
ションに取り組みました。

S16008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ATG 現在と未来
トーク（1） 0時間43分

制作年：2016

この映像は、2008年3月22日・23日に7階スタジ
オシアターで行われた「せんだいメディアテー
ク月例上映会」のひとつ「ATG 現在と未来
#2」でのトークの記録です（3月22日収録）。
1960-80年代にかけて実験的な映画の制作・配
給により日本映画史に影響を与えた日本アー
ト・シアター・ギルド（ATG）のなかから『ガ
キ帝国』（監督：井筒和幸／1981年）を上映し
たあと、映画研究者の藤井仁子氏を迎えて話を
うかがいました。

S16009

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ATG 現在と未来
トーク（2） 0時間28分

制作年：2016

この映像は、2008年3月22日・23日に7階スタジ
オシアターで行われた「せんだいメディアテー
ク月例上映会」のひとつ「ATG 現在と未来
#2」でのトークの記録です（3月22日収録）。
1960-80年代にかけて実験的な映画の制作・配
給により日本映画史に影響を与えた日本アー
ト・シアター・ギルド（ATG）のなかから『生
きている小兵次』（監督：中川信夫／1982年）
を上映したあと、『砂の影』（2008年）で知ら
れる映画監督の甲斐田裕輔氏を迎えて話をうか
がいました（聞き手:藤井仁子氏［映画研究
者］）。
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S16010

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ATG 現在と未来
トーク（3） 0時間49分

制作年：2016

この映像は、2008年3月22日・23日に7階スタジ
オシアターで行われた「せんだいメディアテー
ク月例上映会」のひとつ「ATG 現在と未来
#2」でのトークの記録です（3月23日収録）。
1960-80年代にかけて実験的な映画の制作・配
給により日本映画史に影響を与えた日本アー
ト・シアター・ギルド（ATG）のなかから
『サード』（監督：東陽一／1978年）を上映し
たあと、『パンドラの匣』（2009年）で知られ
る映画監督の冨永昌敬氏のお話をうかがいまし
た。

S16011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊藤トオル氏と飯沢
耕太郎氏によるトー
クショー 1時間44分

制作年：2016

この映像は、2008年2月23日に6階ギャラリー
4200で行われた「フォトゼミ04：伊藤トオル氏
と飯沢耕太郎氏によるトークショー」の記録で
す。「写真新世紀　仙台展」を記念し、1997年
に同展特別賞を受賞、また、10人の写真家たち
が仙台の街と建物を写してきた「仙台コレク
ション」代表である伊藤トオル氏と、写真評論
家の飯沢耕太郎氏がトークを行いました。

S16012

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

トークセッション
（1）「アートで社会
を創造する」 1時間47分

制作年：2016

この映像は、2008年2月23日に7階スタジオdで
行われた「共有と連携のデザイン：トークセッ
ション（1）『アートで社会を創造する』」の
記録です。NPO法人記録と表現とメディアのた
めの組織［remo］理事でインディペンデント・
キュレーターの雨森信氏を迎えて、映像を中心
とした表現と社会を結びつける取り組みの事例
と、さまざまな活動を通じて場をつくることに
ついての話をうかがいました。

S16013

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

トークセッション
（2）「地方からメ
ディアをデザインす
る」 1時間7分

制作年：2016

この映像は、2008年3月8日に7階会議室aで行わ
れた「共有と連携のデザイン：トークセッショ
ン（2）『地方からメディアをデザインす
る』」の記録です。札幌を拠点としながら日本
と世界のクリエイティブ・カルチャーに関する
情報をつなげるオンラインマガジン「SHIFT」
を立ち上げた大口岳人氏を迎えて、バーチャル
やリアルなスペースでのコミュニティ、そして
「地域／地方」についての話をうかがいまし
た。

S16014

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

トークセッション
（3）「モノづくりの
環境とプログラム」 2時間9分

制作年：2016

この映像は、2008年3月15日に7階スタジオbで
行われた「共有と連携のデザイン：トークセッ
ション（3）『モノづくりの環境とプログラ
ム』」の記録です。大量生産・大量消費からの
転換を図って新しいモノづくりと流通の仕組み
を実践するクリエイティブ・ユニットgraf代表
の服部滋樹氏を迎えて、これまで手がけてきた
さまざまな事例をもとにモノづくりのための場
についての話をうかがいました。

S16015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

トークセッション
（4）「まちを『かも
す』?公募・工房・酵
母?」 2時間4分

制作年：2016

この映像は、2008年3月16日に7階スタジオbで
行われた「共有と連携のデザイン：トークセッ
ション（4）『まちを〈かもす〉?公募・工房・
酵母?』」の記録です。前年度の「スタジオ・
トークセッション?共有のデザインを考える?」
のコーディネーターを務めた渡辺保史氏を迎え
て、自身が拠点とする函館での事例などを挙げ
ながら、文化的な生産物の市場としての公共施
設の可能性についての話をうかがいました。
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S16016

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

Infinite & Loop　公
開ワークショップ 0時間45分

制作年：2016

この映像は、2008年3月28日に7階スタジオaで
行われた「共有と連携のデザイン」のワーク
ショップによる作品『Infinite & Loop』に関
するレクチャーの記録です。クリエイターらに
よるワークショップを通じて、メディアテーク
を貫く構造体（チューブ）の内部空間を作品と
した試みについて解説しました。

S16017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

映像制作ワーク
ショップ（ビデオレ
ポート編）?仙台戯曲
賞プロデュース公演
を撮ろう?（成果作
品） 0時間43分

制作年：2016

この映像は、2007年9月から2008年3月にかけて
行われた「映像制作ワークショップ（ビデオレ
ポート編）?仙台戯曲賞プロデュース公演を撮
ろう?」参加者による成果作品です。同年開催
された「第3回 仙台劇のまち戯曲賞」で大賞を
受賞した作品を舞台化した『ミチユキキサラ
ギ』の制作現場を題材に取材した3本を収録。

S16018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ことりTV（2014年
度）　その1 1時間36分

制作年：2016

「ことりTV」とは、市民ディレクターが企画、
撮影、編集してつくるテレビ番組。2010年から
せんだいメディアテークとケーブルテレビ仙台
CATV（キャット・ヴィ）が共同で企画・制作
し、スタジオのカメラや編集環境を使いなが
ら、さまざまな人が市民ディレクターとして地
域の出来事や人の取材をしたり、作品を制作し
ている。番組は仙台CATVで放送されるほか、イ
ンターネットでも配信。本ソフトは、2014年度
につくられた番組のうち、2014年5月から9月に
放送されたものを収録している。

収録内容 ・梅の香に誘われて　水戸 偕楽園
バスの旅 ・ことりの杜スタジオ in せんだい?
瓢箪の達人 ・こけしの鍛冶仕事ー道具作り ・
ことりの杜スタジオ in せんだい?専門学校デ
ジタルアーツ仙台　声優科ってどんなところ？
・仙台市のシンボルツリー 街路樹 けやき ・
ことりの杜スタジオ in せんだい?若い演奏家
のためのプロジェクト ・清涼　国宝　大崎八
幡宮 ・ことりの杜スタジオ in せんだい?「仙
台大空襲」を語り継ぐ ・地下鉄東西線につい
て ・ことりの杜スタジオ in せんだい?野外演
劇『劇団どくんご』

S16019

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ことりTV（2014年
度）　その2 1時間51分

制作年：2016

「ことりTV」とは、市民ディレクターが企画、
撮影、編集してつくるテレビ番組。2010年から
せんだいメディアテークとケーブルテレビ仙台
CATV（キャット・ヴィ）が共同で企画・制作
し、スタジオのカメラや編集環境を使いなが
ら、さまざまな人が市民ディレクターとして地
域の出来事や人の取材をしたり、作品を制作し
ている。番組は仙台CATVで放送されるほか、イ
ンターネットでも配信。本ソフトは、2014年度
につくられた番組のうち、2014年10月から2015
年4月に放送されたものを収録している。

収録内容 ・ホタルと歩む暮らし　青葉山?広瀬
川 ・3rd 気仙沼ストリートライブフェスティ
バル ・麦わら帽子の会　仙台 ・効用の「定
義」を訪ねて ・輪王寺の紅葉 ・10-BOX「夏の
学校」?夏の学校で出会った仲間たち ・仙台工
業高校模型部　2014年の活動 ・遠刈田系伝統
こけし工人　木地師　佐藤正廣さん ・鳴子こ
けし工人　後藤皓さん ・ことりTVをつくる ・
癒しのフラワーエッセンス ・東日本大震災
「3.11 祈りのコンサート」をつくる心?10年先
までも音楽で寄り添って ・仙台大観音の内部
に迫る！
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S16020

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

物語りのかたちトー
クセッション1「物語
る人」 2時間3分

制作年：2016

この映像は「物語のかたち」展の関連イベント
として、2015年11月22日にせんだいメディア
テーク6階ギャラリーホワイエで行われた小野
和子氏（民話採訪者）と、野家啓一氏（哲学
者）の対談の記録です。「物語る」という行為
を注視する野家氏を聞き手に迎え、東北で多く
の伝承民話の語り手と人生をともにしている小
野氏の採訪活動について伺いながら、「物語」
とそれが生まれる「物語り行為」について考え
ました。

S16021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

物語りのかたちトー
クセッション2「言葉
について思うこと」 2時間5分

制作年：2016

この映像は「物語りのかたち」展の関連イベン
トとして、2015年11月29日にせんだいメディア
テーク6階ギャラリーホワイエで行われた鷲田
清一館長と来場者のみなさんとの対話の記録で
す。2013年度から「対話の可能性」というテー
マを軸に行ってきたプロジェクトを振り返りな
がら、鷲田館長とともに「言葉について思うこ
と」について考えました。「物語ることの重要
さ」、「語り得ぬこと」、「言葉の肌理を聞き
取ること」などが話されました。

S16022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

メディアテークから
考えるこれからの
アート 2時間54分

制作年：2016

この映像は、2016年1月23日にせんだいメディ
アテーク1階オープンスクエアで行われた「メ
ディアテークから考えるこれからのアート」の
記録です。文化・芸術活動の創造性により若い
世代の活力や復興を図るための取り組み、そこ
でのメディアテークの果たすべき役割について
話し合いました。 ゲスト：北川フラム／やな
ぎみわ アドバイザー：藤浩志／帆足亜紀／住
友文彦 ファシリテーター：本江正茂 座長：鷲
田清一

S16023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ファッション／世の
中にはもっと魔法が
必要です。 2時間6分

制作年：2016

この映像は、2015年12月22日にオープンスクエ
アで行われた「鷲田清一とともに考える5
ファッション／世の中にはもっと魔法が必要で
す。」の記録です。山縣良和氏（ファッション
デザイナー）による自身の活動紹介、さらに鷲
田清一館長との対話を通じて、現代における
ファッションのあり方について、ともに考えま
した。

S16024

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

物語りのかたち　現
在に映し出す、あっ
たること（展示風
景） 0時間17分

制作年：2016

この映像は、2015年10月31日から2016年1月10
日にせんだいメディアテーク6階ギャラリーで
開催された展覧会「対話の可能性　物語りのか
たち　現在に映し出す、あったること」の展示
記録です。この展覧会は、当館が「みやぎ民話
の会」と協働で行ってきた東北の民話の記録活
動をもとに、美術や漫画の作家が、現代におい
て民話とはなにかを捉え直し、かたちに表した
ものです。 展示作家：いがらしみきお、山本
高之、田村友一郎

S16025

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話ゆうわ座3「笠地
蔵」 3時間3分

制作年：2016

この映像は、2015年12月27日にせんだいメディ
アテーク1階オープンスクエアで行った「考え
るテーブル『民話 ゆうわ座』」の記録です。
市民協働団体・みやぎ民話の会「民話 声の図
書室」プロジェクトチームがホストを務め、絵
本の中に描かれた一般的な「笠地蔵」と、東北
伝承の「笠地蔵」とを聞きくらべ、「再話」に
ついて考えました。また、この民話のもつ深み
について来場者とともに対話しました。
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S16026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

方言でやっぺ！名取
閖上版桃太郎 0時間38分

制作年：2014

このDVDは、3がつ11にちをわすれないためにセ
ンター参加者である櫛引祐希子さんが、2014年
3月22日に、宮城県名取市美田園第一仮設住宅
集会所で撮影した、「方言を語り残そう会」に
よる被災者支援活動の様子です。 　　【制作
者コメント】“方言”で被災者を支援している
宮城県名取市の「方言を語り残そう会」。2011
年から始めた美田園第一仮設住宅での活動が３
年目になるのを記念し、方言劇・桃太郎を企画
しました。支援者と被災者が地元の踊りと歌で
鬼を退治します。さて、その鬼の正体とは…
…？

（制作者のコメント） “方言”で被災者を支
援している宮城県名取市の「方言を語り残そう
会」。2011年から始めた美田園第一仮設住宅で
の活動が３年目になるのを記念し、方言劇・桃
太郎を企画しました。支援者と被災者が地元の
踊りと歌で鬼を退治します。さて、その鬼の正
体とは……？

S16027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） はるのそら 0時間53分

制作年：2014

このDVDは、3がつ11にちをわすれないためにセ
ンター参加者である中鉢優さんと濱田直樹さん
が、2014年4月13日に、かつて災害ボランティ
アとして亘理町で活動していたシンガーソング
ライター「千尋」さんの3年ぶりの現地再訪の
様子を記録した映像です。　　【制作者コメン
ト】3年ぶりの再訪をきっかけに、かつての自
身を振り返り、いまの「わからない」を取り戻
そうとこえに落とす。当時、宮城県亘理町に災
害ボランティアとして入ったシンガーソングラ
イター「千尋」とその地域の記録です。

（制作者のコメント）3年ぶりの再訪をきっか
けに、かつての自身を振り返り、いまの「わか
らない」を取り戻そうとこえに落とす。当時、
宮城県亘理町に災害ボランティアとして入った
シンガーソングライター「千尋」とその地域の
記録です。

S16028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） Flying Tohoku #1 0時間22分

制作年：2015

このDVDは、3がつ11にちをわすれないためにセ
ンター参加者である高野裕之さんが、2014年9
月から2015年2月にかけて宮城県名取市・仙台
市・南三陸町・石巻市・岩手県陸前高田市で撮
影した、ドローンによる空撮映像集です。
【制作者コメント】被災地をドローンで空撮し
た映像。 被災地を空から見つめる旅。

（制作者のコメント） 被災地をドローンで空
撮した映像。 被災地を空から見つめる旅。

S16029

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

中世山城遺跡新井田
館跡を震災復興中央
区に変える過程のご
く一部 0時間21分

制作年：2016

このDVDは、3がつ11にちをわすれないためにセ
ンター参加者である中谷可奈さんが、2013年11
月23日と2014年2月9日に宮城県南三陸町志津川
で撮影した、津波復興拠点整備事業の造成工事
前調査によって現れた中世の山城遺跡「新井田
館跡」の映像です。 　　【制作者コメント】
南三陸町志津川の新井田館跡。津波の被害を受
けた町の機能は、高台へ移転することが計画さ
れ、発掘調査が始まった。姿を現した中世の山
城。現地説明会の賑わい。やがて消滅する予定
の遺跡。あとにはどのような町が作られるのだ
ろうか？ 未来はまだわからない。

(制作者のコメント） 南三陸町志津川の新井田
館跡。津波の被害を受けた町の機能は、高台へ
移転することが計画され、発掘調査が始まっ
た。姿を現した中世の山城。現地説明会の賑わ
い。やがて消滅する予定の遺跡。あとにはどの
ような町が作られるのだろうか？ 未来はまだ
わからない。
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S16030

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 福島の光景+α(2014) 0時間16分

制作年：2014

このDVDは、3がつ11にちをわすれないためにセ
ンター参加者である岩崎孝正さんが2013年8月
から12月にかけて撮影した、福島県飯伊達村・
南相馬市・浪江町・富岡町の様子です。
【制作者コメント】3月12日の福島原子力発電
所の爆発により、警戒区域、計画的避難区域、
特定避難勧奨地点、居住制限区域、避難準備解
除区域、帰還困難区域という立入可、立ち入り
不可の線引きがなされた。福島の風景は土地の
現状を伝える。

（制作者のコメント） 3月12日の福島原子力発
電所の爆発により、警戒区域、計画的避難区
域、特定避難勧奨地点、居住制限区域、避難準
備解除区域、帰還困難区域という立入可、立ち
入り不可の線引きがなされた。福島の風景は土
地の現状を伝える。

S16031

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 村に住む人々 0時間48分

制作年：2014

このDVDは、3がつ11にちをわすれないためにセ
ンター参加者である岩崎孝正さんが、2011年3
月から2014年5月にかけて自身の故郷である福
島県相馬市磯部地区をめぐり記録した映像で
す。　　【制作者コメント】僕の生まれ育った
村は海になっていた――東京での被災、郷里の
相馬市磯部に戻り、家族や安否確認で出会う友
人たちにあの日からのことを問いかける。 そ
して３年。 僧侶の父が執り行う法要、先輩後
輩らが奉納して回る神楽。営みを続ける地域の
姿を記録していく。

（制作者のコメント） 僕の生まれ育った村は
海になっていた――東京での被災、郷里の相馬
市磯部に戻り、家族や安否確認で出会う友人た
ちにあの日からのことを問いかける。 そして
３年。 僧侶の父が執り行う法要、先輩後輩ら
が奉納して回る神楽。営みを続ける地域の姿を
記録していく。

S16032

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

草アーカイブ会議
アーカイブは誰のも
の？

3時間
8分

この映像は、2016年3月12日にせんだいメディ
アテーク1階オープンスクエアで行った「考え
るテーブル『草アーカイブ会議 アーカイブは
誰のもの？』」の記録です。風景、物語、暮ら
し、災害など、地域での出来事を記録し伝え
る、各地の取り組みを紹介し、誰が誰のための
アーカイブをどのように育てていくのかを来場
者とともに考えました。

S16033

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台市立木町通小学
校6年生　木町のたか
ら2015

1時間
23分

「木町のたから」は、木町通小学校とせんだい
メディアテークが連携する授業のひとつとし
て、2011年度から取り組んできたものです。6
年生の子どもたちが、暮らす地域や学校生活を
振り返り、自分にとって大切なことや場所を1
分間の映像にまとめました。本作は、子どもた
ちそれぞれの表現であるとともに、将来にわ
たって地域の記録を伝える記録でもあります。

S16034

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

写★新世界　パリ，
ニューヨーク，東
京，そして上海
（展示風景） 0時間6分

この映像は、2008年7月20日-8月25日にせんだ
いメディアテーク6階ギャラリー4200で行われ
た展覧会「写★新世界（しゃしんせかい）　パ
リ，ニューヨーク，東京，そして上海」の展示
風景を記録したものです。うつろい激しい近・
現代史において、成長著しかったパリ、ニュー
ヨーク、東京、そして上海という大都市と群衆
を映し出した写真を展示し、写真、そして、都
市の過去と未来を一望しました。 出展作家：
ウジェーヌ・アジェ、リー・フリードラン
ダー、畠山直哉、馬六明　ほか
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S16035

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） スター★ツアー 0時間46分

この映像は、「写★新世界」展（2008年7月20
日-8月25日）の関連企画として、8月8日に行わ
れた「スター★ツアー」（ギャラリー・トー
ク）の様子を記録したものです。この日は、仙
台七夕にあわせて延長された夜間開館中に行わ
れた同ツアー（8月5-8日）の特別回で、出展作
家のひとり、当館建設時の写真も撮影している
畠山直哉氏が来場し、ギャラリーでの解説のほ
か、館内の「とっておきの場所」を案内しまし
た。

S16036

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

高嶺格　大きな休息
明日のためのガーデ
ニング1095㎡　（展
示風景） 0時間8分

この映像は、2008年11月29日-12月24日に6階
ギャラリー4200で行われた展覧会「高嶺格　大
きな休息　明日のためのガーデニング1095㎡」
の展示風景を記録したものです。造形美術、映
像、パフォーマンス、そして舞台演出まで、身
体を主軸にしながら軽やかにジャンルを横断す
る表現者・高嶺格氏の作品世界を紹介する本展
は、新作だけではなく、過去の作品をふくめ、
さまざまな方面の協力により仙台で制作されま
した。

S16037

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

《大きな停止》鑑賞
風景 0時間26分

この映像は、「高嶺格　大きな休息　明日のた
めのガーデニング1095㎡」（2008年11月29日-
12月24日）における、新作インスターション
《大きな停止》の鑑賞の様子を記録したもので
す。この作品は、目の不自由な方々が観客を案
内して共に鑑賞する仕組みで、毎回30分程度の
ツアーを行いました。そのなかのある回を記録
したものです。

S16038

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

卒業設計日本一決定
戦　公開審査

1時間
6分

この映像は、2009年3月8日に東北大学百周年記
念館・川内萩ホールで行われた「せんだいデザ
インリーグ2009　卒業設計日本一決定戦」（主
催：仙台建築都市学生会議／せんだいメディア
テーク。展示は3月8日-15日／当館6階ギャラ
リー4200にて）で行われた公開審査の記録で
す。同大会は、仙台で建築を学ぶ学生たちによ
る仙台建築都市学生会議との共催で実施し、全
国から集まった卒業設計から日本一を決定する
ものです。 審査員：難波和彦／妹島和世／梅
林克／平田晃久／五十嵐太郎

S16039

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ディスカッション
「都市に映画の文脈
（コンテクスト）を
育む」

1時間
5分

この映像は、2008年8月29日に1階オープンスク
エアで行われた「全国コミュニティシネマ会議
2008 in仙台」（主催：仙台市／財団法人仙台
市民文化事業団／コミュニティシネマセンター
／財団法人国際文化交流推進協会）でのディス
カッションの記録です。全国の映画祭やミニシ
アターなどが集まる同会議はじめての仙台開催
で、「都市に映画の文脈（コンテクスト）を育
む」をテーマに議論しました。 登壇：小野田
泰明（東北大学大学院工学研究科教授）／佐伯
知紀（文化庁文化部芸術文化課芸術文化調査
官、映画史家）／堀越謙三（東京芸術大学教
授、ユーロスペース・映画美学校代表、コミュ
ニティシネマセンター事業推進委員長）／小泉
秀樹（東京大学大学院工学系研究科都市工学専
攻准教授）＊肩書きは当時

S16040

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

フランス映画の秘宝
レクチャー 0時間52分

この映像は、2008年9月20日に7階スタジオシア
ターで行われた上映会「フランス映画の秘宝」
でのレクチャーの記録です。これまで日本国内
で公開されることの少なかった古今のフランス
映画を特集したもので、『あなたの目になりた
い』（サシャ・ギトリ監督／1943年）の上映後
に、蓮實重彦氏（映画評論家、フランス文学
者）が講演しました。
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S16041

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） History, His story! 0時間56分

この映像は、2008年7月20日に7階スタジオaで
行われた「スタジオ・レクチャー［1］
History, His story!」の記録です。「写★新
世界　パリ、ニューヨーク、東京、そして上
海」展にちなみ、監修者の港千尋氏（写真家／
写真評論家）と企画協力の石原悦郎氏（ツァイ
ト・フォト・サロン代表）を迎え、4都市と写
真にまつわるエピソードをお話しいただきまし
た。

S16042

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

北京を読み解く10の
視点—都市の新しい見
方、描き方

1時間
42分

この映像は、2008年8月24日に7階スタジオaで
行われた「スタジオ・レクチャー［2］　北京
を読み解く10の視点—都市の新しい見方、描き
方」の記録です。新しいタイプのガイドブック
でもあり都市論でもある『北京論—10の都市文
化案内』著者で、当館の建設にも携わった建築
家の松原弘典氏を迎えお話しいただきました。

S16043

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

シネマテークの“昨
日・今日・明日”

1時間
17分

この映像は、2008年9月21日に7階スタジオaで
行われた「スタジオ・レクチャー［3］　シネ
マテークの“昨日・今日・明日”」の記録で
す。東京国立近代美術館フィルムセンターの岡
田秀則氏を迎え、世界のシネマテークの歴史と
現状、そして、日本のそれであるフィルムセン
ターにおけるアーカイブについてお話しいただ
きました。 ＊本資料は2008年度に発行した同
名DVDと同じ内容です。

S16044

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

新たな才能と映画を
つくる

1時間
17分

この映像は、2008年10月26日に7階スタジオaで
行われた『スタジオ・レクチャー［4］　新た
な才能と映画をつくる』の記録です。若手映画
作家の登竜門として有名な『ぴあフィルムフェ
スティバル』での映画制作事業『PFFスカラ
シップ』のプロデューサーである天野眞弓氏を
迎えお話しいただきました。

S16045

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

明日のためのガーデ
ニング

1時間
45分

この映像は、2008年11月29日に6階ギャラリー
4200ホワイエで行われた『スタジオ・レク
チャー［5］　明日のためのガーデニング』の
記録です。「高嶺格　大きな休息　明日のため
のガーデニング1095㎡」展にちなみ、高嶺格氏
と本展監修者の吉岡洋氏を迎えて、過去の作品
から新作にいたるまでの過程や通底する課題に
ついてお話しいただきました。

S16046

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 地図を見る目

1時間
19分

この映像は、2008年12月21日に7階スタジオaで
行われた『スタジオ・レクチャー［6］　地図
を見る目』の記録です。公園や広場、都市景観
をデザインするランドスケープ・アーキテクト
であり、GPSを持って街を動き回り、その軌跡
で“現代版ナスカの地上絵”を作り出す地上絵
師でもある石川初氏を迎え、地図のおもしろさ
とその可能性についてお話しいただきました。

S16047

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ビデオ・インタ
ビュー「インタ
ビューのコツ1」 0時間57分

この映像は、2009年2月14日—3月28日に行われ
たワークショップ「スタジオ・ラボ　ビデオイ
ンタビュー『goban tube cafeの仕掛け人に聞
く』」でのレクチャーの記録です。仙台のテレ
ビ番組等で司会やリポーターとして活動してい
る松本有美氏を招き、インタビューをする際に
気をつけていることや工夫についてお話しいた
だきました。
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S16048

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ビデオ・インタ
ビュー「インタ
ビューのコツ2」 0時間43分

この映像は、2009年2月14日—3月28日に行われ
たワークショップ「スタジオ・ラボ　ビデオイ
ンタビュー『goban tube cafeの仕掛け人に聞
く』」でのレクチャーの記録です。仙台のラジ
オ番組でパーソナリティを務める鈴木美範氏を
招き、インタビューをする際に気をつけている
ことや工夫についてお話しいただきました。

S16049

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ビデオ・インタ
ビュー「goban tube
caféの仕掛け人に聞
く」（成果作品） 0時間29分

この映像は、2009年2月14日—3月28日に行われ
たワークショップ「スタジオ・ラボ　ビデオイ
ンタビュー『goban tube cafeの仕掛け人に聞
く』」の成果作品です。スタジオを使って、街
と人の記録をつくるこのワークショップでは、
2008年5月に設けられた仮設のカフェスペース
「goban tube cafe」で企画をした方へのイン
タビューを題材に取り組みました。

S16050

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ活動成果品
（2008年度） 0時間52分

この映像は、2008年度のスタジオを利用した団
体が制作したものです（一部）。2009年3月28
日に7階スタジオシアターで行われた「smtvシ
アター」でも上映されました。 収録内容：
「仙台天文台 in 西公園」（制作：仙台市民メ
ディアネット） 「天文台ラストイベント in
西公園」（制作：仙台市民メディアネット）
「市民環境講座—ともしびdeナイト—」（制作：
ビデオ企画ぽぽ） 「けやきのその後—材料にな
るまで—」（制作：加藤知枝） 「ファッション
ショー／妖精／かぶキング／魔王」（制作：広
瀬市民センター）

S16051

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「気配の音」シリー
ズ　（展示風景） 0時間7分

この映像は、当館南東側の構造体（通称：5番
チューブ）内部とその周辺をメディアと用いた
表現で活用していくシリーズ企画の一環とし
て、2008年度に行った展示シリーズの記録で
す。「気配の音」をテーマとして、3期にわた
り展示を行いました。 第1期：「mute witness
無言の目撃者」（作家：瀬川雄太／2008年7月
26日—9月21日） 第2期：「ELECTRICAL
BEHAVIOR　電気な振る舞い」（作家：梅田哲也
／2008年10月4日—12月24日）　＊写真のみ 第3
期：「Droppin　階段内の諸段階」（作家：
Public Vacancy Office／2009年1月13日—2月16
日）

S16052

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ART仙台場所　どんど
こ!巨大紙相撲　仙台
場所 0時間7分

この映像は、一番町四丁目商店街と定禅寺通り
を会場としたアートプロジェクト「ART仙台場
所」（主催：仙台アートシティプロジェクト実
行委員会　ほか）とのタイアップ・イベントと
して、2008年5月3—5日に1階オープンスクエア
で行われた「どんどこ!巨大紙相撲　仙台場
所」の記録です。アーティスト・ユニットの
KOSUGE1-16が考案する、段ボールでつくった等
身大の力士による大相撲大会は、出場チームだ
けでなく、土俵づくりや協賛など、さまざまな
人が関わってつくられました。

S16053

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ART仙台場所　定禅寺
フォーラム

1時間
9分

この映像は、一番町四丁目商店街と定禅寺通り
を会場としたアートプロジェクト「ART仙台場
所」（主催：仙台アートシティプロジェクト実
行委員会　ほか）とのタイアップ・イベントと
して、2008年5月2日に1階オープンスクエアで
行われた「定禅寺フォーラム『祭り・イベント
での街づくりの可能性を探るシンポジウム』」
の記録です。「とっておきの音楽祭」が日本イ
ベント大賞を受賞したことをきっかけに、各地
で取り組む方々をまじえて話し合いました。
登壇：馬見塚純治（長崎市観光課長）、森絵留
（劇団かもめ主宰）、菊地昭典（プロデュー
サー）、板橋恵子（エフエム仙台）、宮本倫明
（プロデューサー）　＊肩書きは当時
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S16054

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

タイポグラフィ・カ
フェ 0時間43分

この映像は、2008年6月15日に7階スタジオ
goban tube cafeで行われた「タイポグラ
フィ・カフェ」の記録です。ツキハシ研（東北
工業大学槻橋研究室＋渡邉武海）の空間設計・
家具デザインにより7階スタジオに設けられた
仮設スペース「goban tube cafe」の活用実践
として、さまざまな団体がホストとなり行われ
たイベントの最初の回で、同時期に実施した活
版印刷機の展示やワークショップを監修するタ
イポグラファー・小泉均氏をゲストに迎えまし
た。

S16055

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいメディア
テーク2008年度（平
成20年度）事業総集
編

1時間
12分

この映像は、せんだいメディアテーク2008年度
（平成20年度）事業記録映像の総集編です。
2008年度は、前年度に実施した館内フロアレイ
アウトの一部変更を経て、多くの新規事業を立
ち上げました。特に7階スタジオでの取り組み
が拡充し、「スタジオ・レクチャー」「スタジ
オ・ラボ」、そして「goban tube cafe」など
が催され、また、それらもふくめ、外部との連
携による事業が多く、また、ふたつの展覧会
「写★新世界」「高嶺格　大きな休息」が大き
な注目を集めた年でした。

S17001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青葉縁日3　シンポジ
ウム「まちの記憶—地
域のくらし映像アーカ
イブ」 2時間9分

この映像は、2009年8月2日に1階オープンスクエア
で行われたシンポジウム「まちの記憶—地域のくら
し映像アーカイブ」を記録したものです。同時期に
開催された展覧会「青葉縁日3」の関連企画として
開かれたこのシンポジウムは、街並みや市井の暮
らしを記録した写真や映像による地域映像アーカ
イブの意義と可能性について、各地の事例報告と
意見交換を通じて考えました。（平成21年度 文化
芸術による創造のまち支援事業） 基調講演 村松
秀（NHKエディケーショナル　エグゼクティブ・プロ
デューサー） 事例報告／パネルディスカッション 渡
辺保史（函館マルチメディア推進協議会） 坂本英
紀、佐藤正実（NPO法人20世紀アーカイブ仙台）
杉浦裕樹（NPO法人横浜コミュニティデザイン・ラ
ボ） 松本篤（NPO法人remo［記録と表現とメディア
のための組織］） 進行：佐藤泰（せんだいメディア
テーク） ＊所属等はすべて当時
（制作年度：2017年）

S17002

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台芸術遊泳2009
五感の都市へ　総集
編 0時間10分

この映像は、2009年10月15日—12月27日に、せん
だいメディアテークほか宮城県内各地で行われた
アートプロジェクト「仙台芸術遊泳2009　五感の都
市へ」の一部をまとめたものです。仙台・宮城の美
術館、博物館、ギャラリー、大学等が相互に連携し
て2005年から各年で地域の視覚芸術振興に取り
組む仙台視覚芸術振興ネットワーク（SCAN）の3回
目の開催となりました。（制作年度：2017年）

S17003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アートセンター円卓会
議2
「キュレーターズ・ビ
ジョン-アートセンター
の未来像」 3時間34分

この映像は、「仙台芸術遊泳2009」の一環として
2009年12月20日に1階オープンスクエアで行われ
た「アートセンター円卓会議2　キュレーターズ・ビ
ジョン—アートセンターの未来像」を記録したもので
す。2005年に続き、アーティスト・イン・レジデンスや
市民参加の創造活動、ジャンル横断的なプログラ
ムを特色とする各地のアートセンターからパネリス
トを招き、その未来像について議論しました。 パネ
リスト： 柴田尚（特定非営利活動法人S-AIR　代
表） 山貝征典（十和田市現代美術館　学芸員） 石
山陽子（金津創作の森　学芸員） 原田真千子（秋
吉台国際芸術村　キュレーター） モデレーター：新
田秀樹（SCANコーディネーター／宮城教育大学教
授） 司会：清水建人（SCANコーディネーター／せ
んだいメディアテーク）
（制作年度：2017年）
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S17004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいデザインリー
グ2010
卒業設計日本一決定
戦　公開審査 4時間16分

この映像は、2010年3月7日に東北大学百周年記
念館・川内萩ホールで行われた「せんだいデザイン
リーグ2010　卒業設計日本一決定戦」（主催：仙台
建築都市学生会議／せんだいメディアテーク。展
示は3月7日-14日／当館6階ギャラリー4200にて）
で行われた公開審査の記録です。同大会は、仙台
で建築を学ぶ学生たちによる仙台建築都市学生
会議との共催で実施し、全国から集まった卒業設
計から日本一を決定するものです。 審査員：隈研
吾／アストリッド・クライン／ヨコミゾマコト／石上純
也／小野田泰明
（制作年度：2017年）

S17005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

smtオープンカフェ　ラ
ジオテーク
「電波系メディアについ
て語ろう」 1時間57分

この映像は、5番チューブ再開発計画 vol.5「会話す
る塔　ラジオテーク」の関連イベントとして、「smt
オープンカフェ　光のひろば」（2009年12月19-23日
／1階オープンスクエアにて）内で12月22日に行わ
れたトーク「ラジオテーク　電波系メディアについて
語ろう」の記録です。アマチュア無線やコミュニティ
ラジオなど、さまざまな「電波系」の方たちが語らい
ました。

S17006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

活版サテライト展示2
レクチャー 2時間21分

この映像は、2009年6月6日・7日に7階スタジオaで
行われた「活版サテライト展示2」でのワークショッ
プとレクチャーの記録です。当館で保存・活用して
いる活版印刷機を使い実際に印刷を体験したほ
か、小泉均氏を講師に迎え、世代や文化を越えて
印刷物に使われてきた書体「ヘルベチカ」について
お話しいただきました。

S17007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

フォトゼミvol.6
「写真家・畠山直哉氏
とめぐるせんだいメディ
アテークの2時間」 0時間18分

この映像は、2010年2月27日に行われた「smt写真
講座フォトゼミvol.6『写真家・畠山直哉氏とめぐる
せんだいメディアテークの2時間』」の記録です。当
館の建設時を記録した写真集『UNDER
CONSTRUCTION』をもとに、伊東豊雄建築設計事
務所の古林豊彦氏とともに館内を歩きました。

S17008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

子どもたちが映画監督
になる日 0時間25分

この映像は、特集上映「子どもたちと映画をみよう」
（2009年6月7−11日）の関連企画として6月6・7日に
行われたワークショップの記録です（主催：せんだ
いメディアテーク／宮城県／宮城県文化振興財
団）。『誰がために』『火垂るの墓』を監督した仙台
出身の日向寺太郎氏を講師に迎え、「いのち」を
テーマに小学生の参加者たちが作品をつくり、上
映しました。
（制作年度：2017年）

S17009

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

山中貞雄監督特集
トーク 1時間13分

この映像は、特集上映「生誕100年記念　山中貞雄
監督特集」（2月6-11日／7階スタジオシアターに
て）の関連イベントとして2月7日に行われたトーク
の記録です。戦前の日本映画界に彗星のごとく現
れつつも、現在では『丹下左膳餘話　百萬両の壺』
ほか3作品しか完全なかたちで見ることはできない
映画作家・山中貞雄。その作品について映画評論
家の蓮實重彦氏と映画監督の青山真治氏を迎え
お話をうかがいました。（制作年度：2017年）

S17010

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日常生活の編集術1
「想い出とネットとビジ
ネス」 1時間27分

この映像は、2009年7月31日・8月1日に7階スタジ
オaで行われた「スタジオ・レクチャー　日常生活の
編集術」のトークの記録です。もの・紙・インター
ネットといったメディアに関わらず、個性的な収集
活動と情報発信を行っているゲストを招くシリーズ
で、この回では、昭和期のグッズなどを扱うオンラ
インショップ「昭和レトロ倶楽部」を運営する岩崎豪
人氏にお話を伺いました。コーディネーター：桂英
史（文化理論）。
（制作年度：2017年）

S17011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日常生活の編集術2
「ミニコミ・フリーペー
パー“紙“だから表現で
きること」 1時間22分

この映像は、2009年7月31日・8月1日に7階スタジ
オaで行われた「スタジオ・レクチャー　日常生活の
編集術」のトークの記録です。もの・紙・インター
ネットといったメディアに関わらず、個性的な収集
活動と情報発信を行っているゲストを招くシリーズ
で、この回では、自らミニコミ誌などを発行もする編
集者・ライターの南陀楼綾繁氏にお話を伺いまし
た。コーディネーター：桂英史（文化理論）。（制作
年度：2017年）
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S17012

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日常生活の編集術3
「面白いのは、結局
web1.0だった」 1時間25分

この映像は、2009年7月31日・8月1日に7階スタジ
オaで行われた「スタジオ・レクチャー　日常生活の
編集術」のトークの記録です。もの・紙・インター
ネットといったメディアに関わらず、個性的な収集
活動と情報発信を行っているゲストを招くシリーズ
で、この回では、団地や工場など都市の風景を独
自の視点で紹介している大山顕氏にお話を伺いま
した。コーディネーター：桂英史（文化理論）。

S17013

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「日常生活の編集術」
まとめセッション 3時間00分

この映像は、2009年7月31日・8月1日に7階スタジ
オaで行われた「スタジオ・レクチャー　日常生活の
編集術」のまとめとなるセッションの記録です。も
の・紙・インターネットといったメディアに関わらず、
個性的な収集活動と情報発信を行っているゲスト
が集まり、今日における個人の情報発信の在り方
について語り合いました。コーディネーター：桂英史
（文化理論）。

S17014

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

《場》としてのミュージ
アムの可能性1
「幽霊が宿る場—非建
築的視点から」 1時間9分

この映像は、2009年10月24・25日に7階スタジオa
で行われた「スタジオ・レクチャー　《場》としての
ミュージアムの可能性」の記録です。表現の方法
や場が多様化する今日にミュージアムが向かうべ
きはどこか、横断的な活躍をしているゲストを招く
シリーズで、この回では、「非建築家」や「パーティ
イスト」などさまざまな肩書を持つヴィヴィアン佐藤
氏を迎えてお話をうかがいました。コーディネー
ター：小崎哲哉（編集者）
（制作年度：2017年）

S17015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

《場》としてのミュージ
アムの可能性2
「散歩目線で勝手にと
らえる場」 1時間9分

この映像は、2009年10月24・25日に7階スタジオa
で行われた「スタジオ・レクチャー　《場》としての
ミュージアムの可能性」の記録です。表現の方法
や場が多様化する今日にミュージアムが向かうべ
きはどこか、横断的な活躍をしているゲストが集ま
り、パフォーマンス集団「鉄割アルバトロスケット」
の戌井昭人氏を迎えてお話をうかがいました。コー
ディネーター：小崎哲哉（編集者）（制作年度：2017
年）

S17016

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

8ミリフィルム救助隊／
8ミリフィルム上映座談
会 0時間20分

この映像は、2009年8—12月に行われた「スタジオ・
ラボ　8ミリフィルム救助隊」と、その成果発表となる
上映座談会の記録です。この取り組みは、1960-
70年代に一般家庭に普及していた8ミリフィルムを
収集・デジタル化、そして上映しながら、「まちの記
憶」を共有しようとするものです。 （平成21年度文
化芸術による創造のまち支援事業　　主催：文化
庁／地域映像収集実行委員会）（制作年度：2017
年）

S17017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

8ミリフィルム上映座談
会　花壇大手町老人
憩いの家 0時間31分

この映像は、2009年11月11日に仙台市青葉区の
花壇大手町老人憩いの家で行われた上映座談会
の記録です。「スタジオ・ラボ　8ミリフィルム救助
隊」の成果として実施されたこの会は、家庭に眠る
8ミリフィルムの収集・デジタル化と上映により地域
のさまざまな世代の方と「まちの記憶」を共有する
ことをねらいとしました。 （平成21年度文化芸術に
よる創造のまち支援事業　　主催：文化庁、地域映
像収集実行委員会）（制作年度：2017年）

S17018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

8ミリフィルム上映座談
会　八幡杜の館 1時間14分

この映像は、2009年11月22日に仙台市青葉区の
八幡杜の館で行われた上映座談会の記録です。
「スタジオ・ラボ　8ミリフィルム救助隊」の成果とし
て実施されたこの会は、家庭に眠る8ミリフィルム
の収集・デジタル化と上映により地域のさまざまな
世代の方と「まちの記憶」を共有することをねらいと
しました。 （平成21年度文化芸術による創造のま
ち支援事業　　主催：文化庁、地域映像収集実行
委員会）
（制作年度：2017年）

S17019

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

どんどこ!巨大紙相撲—
仙台場所 1時間59分

この映像は、2009年5月3-5日に1階オープンスクエ
アで行われた「どんどこ!巨大紙相撲—仙台場所」の
記録です。アーティストのKOSUGE1-16が考案し
た、ダンボールでつくった等身大の力士を土俵の
上で戦わせる巨大紙相撲は、部屋ののぼりや化粧
まわしも手作りで作りました。（制作年度：2017年）
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S17020

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

せんだいメディアテー
ク2009年度（平成21年
度）事業総集編 1時間2分

この映像は、2009年度のせんだいメディアテーク主
催事業をまとめたものです。この年度は、展覧会
「青葉縁日3」や仙台芸術遊泳2009の各種企画の
ほか、創造の《場》としての7階スタジオの活性化に
取り組んだ2年目として、レクチャーやワークショッ
プが多数行われました。
（制作年度：2017年）

S17021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青少年のための生き
る技術としてのゲージ
ツ学校 2時間17分

この映像は、2016年6月4日から8月7日に開催され
た「青少年のための生きる技術としてのゲージツ学
校」の記録です。この催しは、仙台の高校生を中心
とした若年層にむけて、わたしたちにとって芸術と
は一体何なのかを実践と対話をとおして考えていく
ものです。館長の鷲田清一のほか、美術家の森村
泰昌、タノタイガが講師を務めました。（制作年度：
2016年）

S17022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

畠山直哉 写真展
まっぷたつの風景（展
示風景） 0時間13分

この映像は、2016年11月3日から2017年1月8日に
せんだいメディアテーク6回ギャラリーで開催された
「畠山直哉写真展　まっぷたつの風景」の展示風
景を記録したものです。陸前高田市出身の写真
家・畠山直哉氏が取り組む「風景」に着目し、初期
から現在までの作品群と対話の場を通じて、「風
景」が持つ二面性や両義性、畠山氏の表現と現在
の社会との関係性を探究しました。（制作年度：
2017年）

S17023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

まっぷたつの風景　対
談1
「言葉のリアル／イ
メージのリアル」 2時間24分

この映像は、2016年11月3日にせんだいメディア
テーク1階オープンスクエアで開催された「畠山直
哉写真展　まっぷたつの風景」の関連対談1を記録
したものです。 詩人の佐々木幹郎氏の「表現者の
表現方法が3・11以後、一日にして変わることはあ
りえません。重要なのはそれ以前に、無意識であ
れ意識的であれ、本能に沿ってやられていたこと
が鮮明に見えてくると言うことです」という言葉か
ら、東日本大震災後、被災地をめぐった詩人の
佐々木氏と畠山直哉氏が「写真行為」をテーマに
語り合いました。
（制作年度：2017年）

S17024

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

まっぷたつの風景　対
談2
「人工天国−現在の風
景に何を見るのか？
−」 2時間25分

この映像は、2016年11月23日にせんだいメディア
テーク6階ギャラリーで開催された「畠山直哉写真
展　まっぷたつの風景」の関連対談2を記録したも
のです。 東北の川や山に囲まれて育った同世代
のふたり。散歩を日課とし、定点観測のように風景
を見つめるいがらしみきお氏（漫画家）と畠山直哉
氏。「現在の風景に何を見るのか」をテーマに語り
合いました。
（制作年度：2017年）

S17025

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

まっぷたつの風景　対
談3
「暗夜光路−写真は何
をするのか？−」 2時間31分

この映像は、2016年12月24日にせんだいメディア
テーク6階ギャラリーで開催された「畠山直哉写真
展　まっぷたつの風景」の関連対談3を記録したも
のです。 3・11をそれぞれの場所で経験した志賀理
江子氏（写真家）と畠山直哉氏。震災という暗い夜
を過ごし、そこからどのような光を見つけたのか。
影と光を扱う「写真」という共通の方法で制作を続
けてきたふたりが、「写真は何をするのか」をテー
マに語り合いました。
（制作年度：2017年）

S17026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話ゆうわ座４「食わ
ず女房」 3時間6分

この映像は2017年3月12日にせんだいメディアテー
ク1階オープンスクエアで行った、考えるテーブル
「民話 ゆうわ座」の記録です。市民協働団体みや
ぎ民話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチーム
がホストを務め、表立って扱われることが少ないけ
れど、多くの語り手が語る「食わず女房」をとりあ
げ、先祖がこの話にどんな思いをこめたのか、来
場者との対話を通して考えました。また、民話が描
く「異界」の存在にも触れました。（制作年度：2017
年）
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S17027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「震災と暮らし」展
　トーク　残されたもの
の意味を探る

2時間9分

この映像は、2016年12月24日にせんだいメディア
テーク7階スタジオシアターで行われたトーク「残さ
れたものの意味を探る」の記録です。これは「ふくし
ま震災遺産保全プロジェクト」と「3がつ11にちをわ
すれないためにセンター」が共催した展覧会「震災
と暮らし—震災遺産と人々の記録からふりかえる
—」（12月20-25日／1階オープンスクエアにて）の関
連イベントで、福島県立博物館とメディアテークの
震災ｎ関するプロジェクトの紹介や、故郷や亡き人
を偲ぶための写真や記録の関係について、講演や
ディスカッションが行われました。
（制作年度：2017年）

S17028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

探していたものは、前
からずっとここにあった
のではないか 2時間9分

この映像は、2017年1月22日にオープンスクエアで
行われた「鷲田清一とともに考える 6　探していた
ものは、前からずっとここにあったのではないか。」
の記録です。宇野重規氏（政治学者）による自身の
活動紹介、さらに鷲田清一館長との対話を通じて、
現代におけるデモクラシーの在り方について、とも
に考えました。
（制作年度：2017年）

S17029

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊具郡丸森町の佐藤
秀夫の語り［1］

1時間37分

1時間54分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、伊具郡丸森町の佐藤秀夫
さんの語りを島津信子・みやぎ民話の会を聞き手
としてまとめたものです。（制作年度：2017年）

S17030

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊具郡丸森町の佐藤
秀夫・松崎せつ子の語
り［1］

1時間56分

1時間44分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、伊具郡丸森町の佐藤秀夫
さん・松崎せつ子さんの語りを島津信子・みやぎ民
話の会を聞き手としてまとめたものです。（制作年
度：2017年）

S17031

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊具郡丸森町の佐藤
秀夫・松崎せつ子の語
り［2］

1時間59分

1時間57分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、伊具郡丸森町の佐藤秀夫
さん・松崎せつ子さんの語りを島津信子・みやぎ民
話の会を聞き手としてまとめたものです。（制作年
度：2017年）

S17032

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊具郡丸森町の佐藤
秀夫・松崎せつ子の語
り［3］

2時間1分

1時間11分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、伊具郡丸森町の佐藤秀夫
さん・松崎せつ子さんの語りを島津信子・みやぎ民
話の会を聞き手としてまとめたものです。（制作年
度：2017年）

S17033

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ことりTV（2015年度） 1時間16分

「ことりTV」とは、市民ディレクターが企画、撮影、
編集してつくるテレビ番組。2010年からせんだいメ
ディアテークとケーブルテレビ仙台CATV（キャット・
ヴィ）が共同で企画・制作し、スタジオのカメラや編
集環境を使いながら、さまざまな人が市民ディレク
ターとして地域の出来事や人の取材をしたり、作品
を制作しました。番組は仙台CATVで放送されるほ
か、インターネットでも配信。本タイトルは、2015年
度につくられた番組を収録しています。
（制作年度：2017年）

S17034

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か（展示風景ほか） 1時間8分

　この映像は、開館10周年記念事業として2010年
10月23日ー12月26日（一部は9月18日より開始）に
6階ギャラリーほか全館を使い行われた展覧会「い
ま、バリアとはなにか」の手に風景を記録したもの
です。
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S17035

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か
アーティスト・トーク 1時間58分

　この映像は、開館10周年事業「いま、バリアとは
なにか」（2010年10月23日ー12月26日／6階ギャラ
リーほか）の関連企画として10月23日に行われた
トークセッションを記録したものです。出展作家の
小山田徹氏と藤井光氏が、これまでの活動を紹介
しながら「バリア」について考えました。

S17036

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か
トークセッション「洞窟
の話」 2時間1分

　この映像は、開館10周年事業「いま、バリアとは
なにか」（2010年10月23日ー12月26日／6階ギャラ
リーほか）の関連企画として10月23日に行われた
トークセッションを記録したものです。出展作家の
小山田徹氏と、洞窟にまつわる著書や作品を発表
している写真家・評論家の港千尋氏がその魅力に
ついて考えました。

S17037

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か
トークセッション「バリア
／歴史と地誌の地平
から」 1時間47分

  この映像は、開館10周年事業「いま、バリアとは
なにか」（2010年10月23日ー12月26日／6階ギャラ
リーほか）の関連企画として12月11日に行われた
ワークショップを記録したものです。出展作家の小
山田徹氏と社会学者の山田創平氏が仙台の土地
について歴史と地誌の視線で眺め、太古の昔から
現在までの人々の動きを検証しました。

S17038

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か
音読式ワークショップ
（１）「大衆の反撃」 1時間36分

　この映像は、開館10周年事業「いま、バリアとは
なにか」（2010年10月23日ー12月26日／6階ギャラ
リーほか）の関連企画として11月23日に行われた
トークセッションを記録したものです。オルテガ・イ・
ガセット著「大衆の反逆」（ちくま学芸文庫）を音読し
ながらその様子を記録する、読書会と映像撮影を
組み合わせた体験をしました。

S17039

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か
音読式ワークショップ
（２）「道徳感情論」 1時間29分

　この映像は、開館10周年事業「いま、バリアとは
なにか」（2010年10月23日ー12月26日／6階ギャラ
リーほか）の関連企画として1２月５日に行われた
ワークショップを記録したものです。アダム・スミス
著「道徳感情論」（岩波文庫）を音読しながらその
様子を記録する、読書会と映像撮影を組み合わせ
た体験をしました。

S17040

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

いま、バリアとはなに
か
栞プロジェクト最終報
告会 1時間3分

　この映像は、開館10周年事業「いま、バリアとは
なにか」（2010年10月23日ー12月26日／6階ギャラ
リーほか）で10月中旬から12月26日まで３階市民
図書館と７階スタジオで行われた「栞プロジェクト」
を終えて、作家の港千尋氏と本展企画協力者の桂
英史氏の対談を記録したものです。本と読者の間
を取り持つ記憶のメディアでもある「栞」（しおり）を
使って、読書の身体性や図書館について考えるプ
ロジェクトを振り返りました。

S17041

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

コミュニケーションの未
来へ（１）
「伝わらないこと」のお
もしろさ 2時間54分

　この映像は、開館10周年事業として2010年10月
24日にメディアテーク１階オープンスクエアで行わ
れたトークセッションを記録したものです。「せんだ
いメディアテークの１０年」をテーマに、東京芸術大
学教授でメディアテーク建設時のプロジェクトチー
ムだった桂英史氏と当館企画・活動室長の甲斐賢
治による対談の後、弁護士の田門浩氏、詩人の田
原（ティアン・ユアン）志、大阪大学コミュニケーショ
ンデザイン・センター特任教授の西川勝氏をゲスト
に迎え、現代に生きる私たちが抱えるコミュニケー
ションの課題を考えました。

S17042

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

コミュニケーションの未
来へ（２）
「表現すること」のもど
かしさ 2時間48分

　この映像は、開館10周年事業として2010年11月
21日にメディアテーク１階オープンスクエアで行わ
れたトークセッションを記録したものです。さまざま
な分野で活動するクリエーターのいとうせいこう
氏、メディアジャーナリストの津田大介氏、モデレー
ターには東京藝術大学准教授で社会学者の毛利
嘉孝氏を迎え、情報の発信・表現しているそれぞ
れの経験をもとに、私たちとメディアの関わり方を
考えました。
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S17043

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

コミュニケーションの未
来へ（３）
集団の力ーコミュニ
ケーションから生まれ
る創造性 2時間28分

　この映像は、開館10周年事業として2010年12月
19日にメディアテーク１階オープンスクエアで行わ
れたトークセッションを記録したものです。NGBK（ノ
イエ・ゲゼシャフト・フュア・ブルデンデ・クンスト）
ディレクターのジェオニー・バウマン氏、映画監督
で東京造形大学学長の諏訪敦彦氏、特定非営利
活動法人日本災害救援ボランティアネットワーク常
務理事の寺本弘伸氏、財団法人知的財産研究所
特別研究員の八田真行氏、そして、コメンテーター
に、ブロードキャスターのピーター・バカラン氏を迎
え、集団で活動する意味「集団的創造性」をテーマ
に考えました。
　進行：甲斐賢治（せんだいメディアテーク企画・活
動支援室長）

S17044

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ことばをこえてー映像
の力
「島の色静かな声」アフ
タートーク 0時間40分

　この映像は、開館10周年事業「ことばをこえてー
映像の力」の第1部（2010年10月23日ー10月26日
／メディアテーク7階スタジオシアター）の一環とし
て、10月23日の「島の色　静かな声」（監督：茂木綾
子／2008年）の上映に行われたトークを記録したも
のです。

S17045

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ことばをこえてー映像
の力
「17歳の風景ー少年は
何を見たのか」アフ
タートーク 0時間57分

　この映像は、開館10周年事業「ことばをこえてー
映像の力」の第2部（2010年11月20日ー11月23日）
で11月23日の「17歳の風景ー少年は何を見たの
か」（監督：若松孝二／2005年）上映後におこなわ
れたトークを記録したものです。

S17046

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

バリアフリー上映
「ゴールデンスラン
バー」舞台挨拶 0時間14分

　この映像は、上映会「スクリーンに描かれた街
仙台」（2010年6月5日ー6月10日）の一環で、6月5
日の「ゴールデンスランバー」（監督：中村善洋／
2010年）のバリアフリー上映の際におこなわれた舞
台挨拶を記録したものです。仙台を舞台とした同
名小説の映画化で話題となった本作のバリアフ
リー上映にあわせ、舞台挨拶も要約筆記がつけら
れました。

S17047

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「ア・ルース・ボーイ　ア
フタートーク」 0時間36分

　この映像は、「スクリーンに描かれた街　仙台」
（2010年6月5日ー6月10日）の一環で6月6日の
「ア・ルス・ボーイ」（監督：紺野秀昭／1998年）の上
映後、原作者の佐伯一麦氏を迎えてのトークを記
録したものです。原作もロケ地も仙台という稀有な
映画ながら不運にも劇場公開されなかった本作に
ついてお話をうかがいました。

S17048

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スクリーンに描かれた
街仙台
「市民の中の映像記
録」 1時間25分

　この映像は、上映会「スクリーンに描かれた街
仙台」（2010年6月5日ー6月10日）の一環で6月9日
におこなった上映会の記録です。昭和期の仙台の
様子を記録した8ミリフィルムを編集した「市民の中
の映像記録」を、映像の提供者でもあり監修の川
村信太郎氏、渡邊慎也氏、そして、来場したみなさ
んと話しながら見ました。

S17049

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「ハリウッドを駆けた怪
優 異端の人・上山草
人」
アフタートーク 0時間40分

　この映像は、上映会「スクリーンに描かれた街
仙台」（2010年6月5日ー6月10日）の一環で6月10
日の「ハリウッドを駈けた怪優　異端の人・上山草
人」（監督：諏訪敦彦／1995年）の上映後に行われ
たトークを記録したものです。テレビ番組として制
作され、本作の後に「２／デュオ」で長編映画監督
デビューした諏訪敦彦氏、プロデューサーをつとめ
たKHB東日本放送の加藤昌宏氏を迎えお話をうか
がいました。

S17050

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ことりTV 1時間1分

「ことりTV」とは、市民ディレクターが企画、撮影、
編集してつくるテレビ番組。2010年からせんだいメ
ディアテークとケーブルテレビ仙台CATV（キャット・
ヴィ）が共同で企画・制作し、スタジオのカメラや編
集環境を使いながら、さまざまな人が市民ディレク
ターとして地域の出来事や人の取材をしたり、作品
を制作しました。番組は仙台CATVで放送されるほ
か、インターネットでも配信。本タイトルは、2010年
度につくられた番組を収録しています。

Page 207



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

S17051

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

歩き出すために
在仙の演劇人による
オープニング
ー宮澤賢治の詩を読
むー 0時間51分

　この映像は、2011年３月１１日の東日本大震災に
よる休館を経て、一部再開後最初の事業「歩きだ
すために」（2011年5月3日ー5月8日／１階オープン
スクエア）の一環として、５月３日に行われた朗読
劇の模様を記録したものです。仙台を中心に活動
する演劇人らが宮沢賢治の詩を朗読しました。

S17052

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

歩きだすために
話す（１） 1時間37分

　この映像は、2011年3月11日の東日本大震災に
よる休館を経て、一部再開後最初の事業「歩きだ
すために」（2011年5月3日ー5月8日／1階オープン
スクエア）の一環として、5月4日に行われた鷲田清
一氏（大阪大学総長、哲学者）の講演を記録したも
のです。

S17053

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

歩きだすために
話す（２） 1時間46分

　この映像は、2011年3月11日の東日本大震災に
よる休館を経て、一部再開後最初の事業「歩きだ
すために」（2011年5月3日ー5月8日／1階オープン
スクエア）の一環として、5月5日に行われた伊東豊
雄氏（建築家）と小野田泰明氏（東北大学大学院
教授）の対談を記録したものです。

S17054

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

歩きだすために
話す（３） 1時間26分

　この映像は、2011年3月11日の東日本大震災に
よる休館を経て、一部再開後最初の事業「歩きだ
すために」（2011年5月3日ー5月8日／1階オープン
スクエア）の一環として、5月6日に行われた加藤種
男氏（財団法人アサヒビール芸術文化財団　事務
局長）とタノタイガ氏（美術家）の対談を記録したも
のです。
　聞き手：甲斐賢治（せんだいメディアテーク企画・
活動支援室室長）

S17055

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

歩きだすために
話す（４） 1時間23分

　この映像は、2011年3月11日の東日本大震災に
よる休館を経て、一部再開後最初の事業「歩きだ
すために」（2011年5月3日ー5月8日／1階オープン
スクエア）の一環として、5月7日に行われた絵本作
家のとよたかずひこ氏の講演を記録したものです。

S17056

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

歩きだすために
話す（５）　みやぎ音楽
支援ネットワークととも
に語る
「今、音楽にできるこ
と」 0時間56分

　この映像は、2011年3月11日の東日本大震災に
よる休館を経て、一部再開後最初の事業「歩きだ
すために」（2011年5月3日ー5月8日／1階オープン
スクエア）の一環として、5月8日に行われたトーク
セッションの記録です。宮城県内で活動する主に
音楽関係のプロデューサーらによる「みやぎ音楽
支援ネットワーク」の高橋Q氏のコーディネートによ
り。桜井絵美氏（仙台ゴスペルフェスティバル事務
局長）、佐々木和夫（定禅寺ストリートジャズフェス
ティバル前実行委員長）、猪狩太志氏（とっておき
の音楽祭副委員長）が登壇しました。

S17057

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「東日本大震災東北朝
鮮学校の記録
Part.2」
アフタートーク 0時間41分

　この映像は、「星空と路ー3がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月9日に行われた「東日本大震災東北朝鮮
学校の記録ｐａｒｔ.2」上映後、制作者のコマプレス
（朴思柔[パク・サユ]氏／朴敦史[パク・トンサ]氏と
東北朝鮮学校長の尹鐘哲（ユン・ジョンチョル）氏
のトークを記録したものです。

S17058

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

星と路ー３がつ１１にち
をわすれないために
報告会　そこで出会っ
たことば 1時間23分

　この映像は、「星空と路ー3がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月10日に7階スタジオｂで行われた映像作
家の小森はるか氏と画家で作家の瀬尾夏美氏に
よる活動報告を記録したものです。両氏が被災各
地を巡って記録してきた人々の会話や景色につい
て語りました。

S17059

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

星と路ー３がつ１１にち
をわすれないために
「どうか記憶よ離れな
いで」「測量技師たち」
アフタートーク 0時間51分

　この映像は、「星空と路ー3がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月11日の「どうか記憶よ離れないで」（監督：
高野裕之）、「測量技師たち」（監督：志子田勇）の
上映に続き行われた、両氏によるトークを記録した
ものです。
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S17060

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

星と路ー３がつ１１にち
をわすれないために
「なみのこえβ」アフ
タートーク 0時間57分

　この映像は、「星空と路ー3がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月11日の「なみのこえ　β」（監督：濱口竜介
／酒井耕）の上映後に行われた両氏によるトーク
を記録したものです。

S17061

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

星と路ー３がつ１１にち
をわすれないために
「動物たちの大震災」
アフタートーク 0時間44分

　この映像は、「星空と路ー3がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月12日の「動物たちの大震災」（監督：宍戸
大裕）の上映後に行われたトークを記録したもので
す。

S17062

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

星と路ー３がつ１１にち
をわすれないために
定点観測　３・１１を撮
りつづける会 1時間24分

　この映像は、「星空と路ー３がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月11日に1階オープンスクエアで行われた
トークセッション「定点観測　3.11をとり続ける会」の
模様を記録したものです。東日本大震災の写真記
録集「3.11キヲクのキロク」編者の佐藤正実氏の司
会により、写真を提供された5名が当時の様子をお
話しされました。

S17063

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

星と路ー３がつ１１にち
をわすれないために
仙台平野を襲った災害
の史実に学び、伝え
る。 0時間56分

　この映像は、「星空と路ー３がつ１１にちをわすれ
ないために」（2012年3月6日ー3月12日）の一環と
して、3月10日に1階オープンスクエアで行われた
トークの記録です。仙台市教育委員会文化財課の
木村浩二氏が、過去の地震の津波跡から東日本
大震災について語りました。

S17064

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ことりTV 0時間56分

「ことりTV」とは、市民ディレクターが企画、撮影、
編集してつくるテレビ番組。2010年からせんだいメ
ディアテークとケーブルテレビ仙台CATV（キャット・
ヴィ）が共同で企画・制作し、スタジオのカメラや編
集環境を使いながら、さまざまな人が市民ディレク
ターとして地域の出来事や人の取材をしたり、作品
を制作しました。番組は仙台CATVで放送されるほ
か、インターネットでも配信。本タイトルは、2011年
度につくられた番組を収録しています。

S17065

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 見過ごしてきたもの　（展示風景）0時間11分

　この映像は、2013年2月25日－3月4日に開催さ
れた「見過ごしてきたもの」展の展示風景を記録し
たものです。この展覧会は、公募により集まった市
民が展覧会の制作を学び、実現までを行う「コール
＆レスポンスプロジェクト」のひとつとして行われま
した。出展作家：臼井良平、加藤泉、毛利悠子、坂
口恭平、L PACK

S17066

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） モバイルハウス＆０円ハウス 制作ワークショップ0時間21分

　この映像は、2013年2月10日に東北文化学園大
学を会場に実施したワークショップの記録です。
コール&レスポンスプロジェクト「見過ごしてきたも
の」展の一環として、“建てない”建築家・坂口恭平
氏が考案した「モバイルハウス」と、路上生活者の
観察から生まれた「0円ハウス」を実際につくってみ
ました。

S17067

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

どこコレ？—おしえてく
ださい昭和のセンダイ
（展示風景） 0時間2分

　この映像は、2013年1月19日－3月3日に7階スタ
ジオで開催した「どこコレ？ーおしえてください昭和
のセンダイ」を紹介するものです。仙台のどこかで
はあるけれども詳細がわからない古い写真や映像
を展示し、鑑賞者の情報をもとに場所や年代を特
定していく手法「どこコレ？」をはじめて実施するに
あたりつくられました。

S17068

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 講義「どうやって本を作りつづけるか」（その1）1時間34分

　この映像は、2012年7月から12月にかけてメディ
アテーク7階スタジオbなどで行われた「ちいさな出
版がっこう」での講義「どうやって本を作り続ける
か」（8月19日）の記録です。アーティスト／グラ
フィックデザイナーの立花文穂氏を迎え、がっこう
長の南陀楼綾繁氏（編集者／ライター）が聞き手と
なり、話をうかがいました。 共催：
Book!Book!Sendai
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S17069

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 講義「どうやって本を作りつづけるか」（その2）1時間29分

　この映像は、2012年7月から12月にかけてメディ
アテーク7階スタジオbなどで行われた「ちいさな出
版がっこう」での講義「どうやって本を作り続ける
か」（8月19日）の記録です。ミシマ社代表の三島邦
弘氏を迎え、主任講師の南陀楼綾繁氏（編集者／
ライター）が聞き手となり、話をうかがいました。 共
催：Book!Book!Sendai

S17070

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 講義「読者にどのように手渡すか」0時間54分

　この映像は、2012年7月から12月にかけてメディ
アテーク7階スタジオbなどで行われた「ちいさな出
版がっこう」での講義「読者にどのように手渡すか」
（9月30日／7階スタジオb）の記録です。岩手でミニ
コミ誌『てくり』を発行する木村敦子氏を迎え、主任
講師の南陀楼綾繁氏（編集者／ライター）が聞き
手となり、話をうかがいました。 共催：
Book!Book!Sendai

S17071

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 「新しい才能に出会う」アフタートーク0時間49分

　この映像は、2012年9月18-20に7階スタジオシア
ターなどで行われた「ショートピース！仙台短篇映
画祭2004」のプログラム「新しい才能に出会う」（9
月16日）の記録です。作品が上映された、新井哲
氏（『ひびり』）、星崎久美子氏（『さめざめ』）、中村
友也氏（『Scribble』）、古新舜氏（『えんがわ』）、そ
して、コメンテーターに映画監督の沖田修一氏と守
屋文雄氏を迎えました。 共催：仙台短篇映画祭実
行委員会

S17072

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

映画＝ノイズに満ちた
世界を注視するための
補助線
『ドキュメンタリー　プロ
ジェクトFUKUSHIMA!』
アフタートーク 0時間33分

　この映像は、2012年7月23日に7階スタジオシア
ターで行われた「映画＝ノイズに満ちた世界を注視
するための補助線」、第1回上映『ドキュメンタリー
プロジェクトFUKUSHIMA!』の際に行われたトークの
記録です。音楽家でプロジェクトFUKUSHIMA!発起
人の大友良英氏を迎えました。 企画：幕の人

S17073

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

映画＝ノイズに満ちた
世界を注視するための
補助線
『サウダーヂ』　アフ
タートーク 0時間42分

　この映像は、2012年10月8日に7階スタジオシア
ターで行われた「映画＝ノイズに満ちた世界を注視
するための補助線」、第2回上映『サウダーヂ』の際
に行われたトークの記録です。同作の脚本を手が
けた相澤虎之助氏を迎えました。 聞き手：菅原睦
子（幕の人） 企画：幕の人

S17074

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

映画＝ノイズに満ちた
世界を注視するための
補助線
『親密さ』　アフタートー
ク 0時間42分

　この映像は、2012年12月23日に7階スタジオシア
ターで開催された「映画＝ノイズに満ちた世界を注
視するための補助線」、第3回上映『親密さ』の際に
行われたトークの記録です。同作監督の濱口竜介
氏を迎えました。 聞き手：森忠治（舞台芸術プロ
デューサー） 企画：幕の人

S17075

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） ことりTV 1時間00分

「ことりTV」とは、市民ディレクターが企画、撮影、
編集してつくるテレビ番組。2010年からせんだいメ
ディアテークとケーブルテレビ仙台CATV（キャット・
ヴィ）が共同で企画・制作し、スタジオのカメラや編
集環境を使いながら、さまざまな人が市民ディレク
ターとして地域の出来事や人の取材をしたり、作品
を制作しました。番組は仙台CATVで放送されるほ
か、インターネットでも配信。本タイトルは、2016年
度につくられた番組を収録しています。

S17076

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

うみやまさんぽ
Walking the Solstice 0時間22分

「古代の海の民にとって太陽と遺跡と山の配置に
意味があったのではないか」
 小さな島の縄文遺跡を訪れた地域研究者が描い
た海洋民族の仮説。Print_Area、というものだった。
仮説に夢を抱いた土地の自然を守り活動する人、
島に生きる住民、遠くから女川を思う美術家などが
集まり、夏の島や冬の山で日没や日の出の一瞬を
共に待った。
 地形に残されたはるか太古の記憶や震災で失わ
れた記憶と、それぞれの「その場所」への想いを重
ねながら、人間と自然との関わりの先に未来を切り
拓く取組み「うみやまさんぽ」の3年間を描く。
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S17077

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

みんなで作っぺ！
仮説で「たこ焼きパー
ティー」 0時間11分

2015 年 2 月 28 日、宮城県名取市の美田園第一
仮設住宅の集会場で「たこ焼きパーティー」がおこ
なわれました。主催は「みやぎ生協仙南ボランティ
アセンター」の有志と地元の市民団体「方言を語り
残そう会」。
たこ焼き作りに必要な道具一式は、神戸からのプ
レゼント。たこ焼き作りの初心者も経験者も、たこ
焼き器を囲んでワイワイガヤガヤ。みんなで作って
食べるたこ焼きの味は最高！
 仮設住宅の集会場に地元の方言と笑い声が響き
渡りました。

S17078

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 5年後の飯館村調査 0時間30分

東京電力福島第一原子力発電所事故から5年経っ
た2016年3月26日、飯舘村において放射能汚染調
査をした際の風景です。今中哲二助教（京都大学
原子炉実験所）を中心として、2011年3月より毎年
調査しています。

S17079

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 小国春熊猟２０１６ 2時間4分

山形県小国町における春熊猟の記録

S17080

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） さぐば 2時間00分

かつて「さぐば」と呼ばれる木造小舟があり、海、
浦、川の作業場として使われていたことを、閖上の
方にお話を聞く中で知りました。その復元のため歌
津の岩石孝喜棟梁に会いました。大型の復興土木
事業と並行して行われていた、舟を手で作ることの
記録です

S17081

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

広域避難者の今を考
える 0時間42分

東日本大震災により北海道内に避難されている
方々に向けた支援事業を受託している「一般社団
法人北海道広域避難アシスト協会」代表理事の佐
藤伸博さんに、その活動や避難者の状況や抱える
課題などについてお伺いしました。

S17082

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仮説で仮装カラオケ大
会
「みんなで歌うっぺ！」 0時間15分

宮城県名取市の美田園第一仮設住宅で、仮装カ
ラオケ大会がありました。地元の方言とみんなの
笑い声が、仮設住宅の集会所に集まった人々を優
しくつつみます。

S17083

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 石と人 0時間19分

津波により家屋全てがなくなった陸前高田市森の
前地区。そこに残された五本松の巨石は、その土
地に暮らしてきた人びとのよりどころであった。この
映像は、巨石を中心としたその地域の伝統の復活
と、新たな伝承のはじまりを志す佐藤徳政さんの
活動記録です。

S17084

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

岩沼災害ボランティア
センター
スタッフインタビュー 0時間31分

2011年9月、わたしたちは1カ月間東北を移動滞在
しながら、福島・宮城・岩手・青森の沿岸市町村の
災害ボランティアセンターを一つずつ訪ね、運営ス
タッフの方のお話を伺った。その一片を編集したイ
ンタビュー映像。

S17085

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

石巻災害ボランティア
センター
スタッフインタビュー 0時間35分

2011年9月、わたしたちは1カ月間東北を移動滞在
しながら、福島・宮城・岩手・青森の沿岸市町村の
災害ボランティアセンターを一つずつ訪ね、運営ス
タッフの方のお話を伺った。その一片を編集したイ
ンタビュー映像。

S17086

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

女川災害ボランティア
センター
スタッフインタビュー 0時間37分

2011年9月、わたしたちは1カ月間東北を移動滞在
しながら、福島・宮城・岩手・青森の沿岸市町村の
災害ボランティアセンターを一つずつ訪ね、運営ス
タッフの方のお話を伺った。その一片を編集したイ
ンタビュー映像。

S17087

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 中屋敷 0時間21分

津波の被害を受け、まだ泥かきが住んでいないご
自宅で、震災当日や家族のこと、お互いに協力し
合い家屋清掃をすることなどについて、お話を伺い
ました。撮影した2011年5月、庭では津波に耐えた
柿の木が芽吹きはじめていました。
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S17088

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

車載映像2013．6．25
七郷ー荒井ー蒲生干
潟 0時間46分

七郷を出発して荒井を通過し、県道10号線から七
北田川沿いの139号線に入り、蒲生の海岸付近ま
でを撮影した2013年の記録です。津波被害を受け
た家や住宅基礎、中野小学校跡地など、町の痕跡
が映像に残っています。

S18001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・レクチャー
（2009年度）なんのた
めの仕事？　「F/style
の場合」 2時間11分

この映像は、2010年3月20・21日に7階スタジオaで
行われた「スタジオ・レクチャー　なんのための仕
事？」の記録です。デザインの仕事、あるいは、働
くことそのものについて、プランニング・ディレクター
でLiving World主宰の西村佳哲氏のコーディネート
で語り合う2日間。この回では、「製造以外で商品
が流通するまでに必要なことはすべてやってみる
こと」をモットーに仕事をするF/styleの五十嵐恵美
氏と星野若菜氏を迎えました。

S18002

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スタジオ・レクチャー
vol.3　「なんのための
仕事？」 1時間43分

この映像は、2010年3月20・21日に7階スタジオaで
行われた「スタジオ・レクチャー　なんのための仕
事？」の記録です。デザインの仕事、あるいは、働
くことそのものについて、プランニング・ディレクター
でLiving World主宰の西村佳哲氏のコーディネート
で語り合う2日間。この回では、デザインの会社と
学校からなるOPUSの神崎恵美子氏と、情報技術
が拓く年と建築について研究している本江正茂氏
を迎えました。

S18003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

鷲田清一とともに考え
る(7) ちょうどいいサイ
ズって？／自分の、社
会の、経済の 1時間52分

この映像は、2017年8月18日にメディアテーク1階
オープンスクエアで行われた「鷲田清一とともに考
える7　ちょうどいいサイズって？/自分の、社会
の、経済の」の記録です。思想家で文筆家の平川
克美氏による自身の活動紹介、さらに鷲田清一館
長との対話を通じて、競争原理から次の原理へと
向かう転換点である日本の現在について、ともに
考えました。

S18004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

青少年のための生き
る技術としてのゲージ
ツ学校 2 0時間27分

この映像は、2017年7月22日から9月24日に開催さ
れた「青少年のための生きる技術としてのゲージツ
学校」の記録です。この催しは、仙台の高校生など
若年層を対象とし、「聴く技術」によって社会との関
わりを考えていくものです。今年度は、美術と詩の2
つの専攻をひらきました。館長の鷲田清一のほ
か、美術家のタノタイガ、ラップアーティストの
HUNGERが講師を務めました。

S18005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

鷲田清一とともに考え
る(8) <持ち場>って？
／はたらき、かせぎ、
であう 2時間00分

この映像は、2017年10月21日にオープンスクエア
で行われた「鷲田清一とともに考える(8) <持ち場
＞って？／はたらき、かせぎ、であう」の記録です。
著書の『仕事のなかの曖昧な不安』や、釜石で取り
組んできた「希望学」で注目を浴びている経済学者
の玄田有史さんによる自身の活動紹介、さらに鷲
田清一館長との対話を通じて、持ち場をキーワード
に、ともに考えました。

S18006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

亘理郡山元町　庄司ア
イの語り［1］ 1時間26分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、亘理郡山元町在住の庄司
アイさんの語りを加藤恵子と小野和子が聞き手と
してまとめたものです。

S18007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

亘理郡山元町　庄司ア
イの語り［２］ 1時間51分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、亘理郡山元町在住の庄司
アイさんの語りを加藤恵子と小野和子が聞き手と
してまとめたものです。

S18008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

亘理郡山元町　庄司ア
イの語り［３］ 1時間46分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、亘理郡山元町在住の庄司
アイさんの語りを加藤恵子と小野和子が聞き手と
してまとめたものです。
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S18009

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

亘理郡山元町　庄司ア
イの語り［４］ 1時間28分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、亘理郡山元町在住の庄司
アイさんの語りを加藤恵子と小野和子が聞き手と
してまとめたものです。

S18010

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話 声の図書室　加
美郡加美町の引地田
路子の語り ［1］ 0時間58分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、加美郡加美町在住の引地
田路子さんの語りを小野和子、山田裕子が聞き手
としてまとめたものです。

S18011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話 声の図書室　加
美郡加美町の引地田
路子の語り ［２］ 1時間46分

この映像は、宮城県を中心とする伝承の語り手に
よる民話の音声・映像記録をデジタル化し、地域の
共有財産として公開・活用していくことを目的として
実施した事業のなかで、加美郡加美町在住の引地
田路子さんの語りを小野和子、山田裕子が聞き手
としてまとめたものです。

S18012

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

調査と表明　コンニチ
ハ技術トシテノ美術
（展示風景） 0時間13分

この映像は、2017年11月3日から12月24日にせん
だいメディアテーク6階ギャラリーで開催された展覧
会「コンニチハ技術トシテノ美術」の展示風景を記
録したものです。5人の美術家が、震災から7年目
を迎えた東北で技術と芸術の関係性を考察し展覧
会としてあらわしました。 展示作家：青野文昭、飯
山由喜、井上亜美、高嶺格、門馬美喜

S18013

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

考えるテーブル　民話
ゆうわ座5「民話のなか
のキツネたち」 3時間6分

この映像は2018年2月4日にせんだいメディアテー
ク1階オープンスクエアで行った考えるテーブル「民
話 ゆうわ座」の記録です。市民協働団体みやぎ民
話の会「民話 声の図書室」プロジェクトチームがホ
ストを務め、多様な姿で語られ、身近な人が体験し
た「実話」としてもとりあげられる「キツネのはなし」
から、現在に通じる思いを来場者との対話を通して
考えました。

S18014

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

草アーカイブ会議2 コ
ミュニティ・アーカイ
ブってなに？（1）痕跡
とアクチュアリティ～鉱
山、通信所、終戦、
ホーム～ 2時間38分

この映像は2017年12月23日にせんだいメディア
テーク1階オープンスクエアで行った草アーカイブ
会議2「コミュニティ・アーカイブってなに？」の1日目
のプログラム「痕跡とアクチュアリティ〜鉱山、通信
所、終戦、ホーム〜」の記録です。草の根的なアー
カイブ活動に取り組んでいる小岩勉（写真家）、坂
田太郎（サイト・イン・レジデンス）、瀬尾夏美（画
家・作家）、松本篤（NPO remoメンバー・AHA!世話
人）による各活動紹介と共に、桂英史（東京芸術大
学大学院映像研究科教授）をモデレーターに迎え
て、対象となる資料や人との対話をいかにして他
者の生きた記憶として立ち現わせることが可能か、
そのアクチュアルな状況づくりについて考えまし
た。

S18015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

草アーカイブ会議2 コ
ミュニティ・アーカイ
ブってなに？（2）土着
の魂・旅人の目～カ
セットテープとインター
ネット～ 3時間21分

この映像は2017年12月24日にせんだいメディア
テーク1階オープンスクエアで行った草アーカイブ
会議2「コミュニティ・アーカイブってなに？」の2日目
のプログラム「土着の魂・旅人の目〜カセットテー
プとインターネット〜」の記録です。草の根的なアー
カイブ活動に取り組んでいる小野和子（民話採訪
者）、川瀬慈（国立民族学博物館人類基礎理論研
究部准教授）、ヴィンセント・ムーン（映像作家・サ
ウンドアーティスト）による各活動紹介と共に、佐藤
智久（京都市立芸術大学芸術資源研究センター准
教授）をモデレーターに迎えて、旅人（よそ者）とし
て他者と向き合ううえでの記録を行う態度、聞く姿
勢、関係性について考えました。
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S18016

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台—美術の場と記録
—　ギャラリー青城
（1975-）

24分

『仙台　美術の場と記録』は、仙台圏にあった、ある
いは現在も続いているギャラリーのオーナーへイン
タビューを行い、日々変わりゆく街の記録に刻まれ
たギャラリーの足跡を通じて、仙台の美術の変遷
を紐解き、現在のアートシーンへのつながりを探ろ
うとするものです。 「ギャラリー青葉」は、1957年よ
り仙台市青葉区錦町に開廊しました。オーナーは
高橋真（たかはし・まこと）氏。現代作家および画廊
所有のコレクション展示を企画し、村上義男などの
現代版画を中心に幅広く紹介しています。 （本資
料は、2014年度ミュージアムと地域人材が連携す
る［育成・交流・ネットワーク形成型］情報基盤づくり
事業「ニュー・フィールド・レコーディング」の一環と
して制作・web公開されたものをパッケージ化したも
のです。）

S18017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台—美術の場と記録
—　一年間ギャラリー
(1995-1996年)／ギャ
ラリー週刊アート
（1996-1998年）／美術
カフェ PCNICA(2007-
2015年)／artroom
Enoma(2008-2015年)

25分

『仙台　美術の場と記録』は、仙台圏にあった、ある
いは現在も続いているギャラリーのオーナーへイン
タビューを行い、日々変わりゆく街の記録に刻まれ
たギャラリーの足跡を通じて、仙台の美術の変遷
を紐解き、現在のアートシーンへのつながりを探ろ
うとするものです。 「一年間ギャラリー」は、1995-
1996年、週替わりで展示内容を替えるコンセプトで
運営。オーナーは、グラフィックデザイナーで画家
の木村良（きむら・りょう）氏。1952年生まれの木村
氏は、その後も「ギャラリー週刊アート」(1996-
1998)、「美術カフェ　PICNICA」(2007-2015)、
「artroom Enoma」(2008-2015)を手がけています。
（本資料は、2014年度ミュージアムと地域人材が連
携する［育成・交流・ネットワーク形成型］情報基盤
づくり事業「ニュー・フィールド・レコーディング」の一
環として制作・web公開されたものをパッケージ化

S18018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台—美術の場と記録
—
　極星画廊（1986-
1987年）

46分

『仙台　美術の場と記録』は、仙台圏にあった、ある
いは現在も続いているギャラリーのオーナーへイン
タビューを行い、日々変わりゆく街の記録に刻まれ
たギャラリーの足跡を通じて、仙台の美術の変遷
を紐解き、現在のアートシーンへのつながりを探ろ
うとするものです。 「極星画廊」は、1986-1987年、
仙台市青葉区一番町で運営。オーナーは美術家
の佐々木正芳（ささき・まさよし）氏で、氏の長女・
葉子氏がスタッフとして常駐していました。佐々木
正芳氏は1931年横須賀市生まれ。終戦後、両親
の故郷・石巻に移住し、依頼仙台に住むようになり
ました。美術活動の他、個人誌「凍土」(1977-1987
年)を発行。2013年には「秋保の杜 佐々木美術館
＆人形館」を開館・運営しています。

S18019

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

仙台—美術の場と記録
—　ギャラリースクラッ
プ（1995-1996年）

1時間3分

『仙台　美術の場と記録』は、仙台圏にあった、ある
いは現在も続いているギャラリーのオーナーへイン
タビューを行い、日々変わりゆく街の記録に刻まれ
たギャラリーの足跡を通じて、仙台の美術の変遷
を紐解き、現在のアートシーンへのつながりを探ろ
うとするものです。 「ギャラリー・スクラップ」は、
1995-1996年、仙台市青葉区一番町に写真展を中
心とするギャラリーとして運営。オーナーは、写真

S18020

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

釜石災害ボランティア
センタースタッフインタ
ビュー

27分

2011年9月、わたしたちは1カ月間東北を移動滞在
しながら、福島・宮城・岩手・青森の沿岸市町村の
災害ボランティアセンターを一つずつ訪ね、運営ス
タッフの方のお話を伺った。その一片を編集したイ
ンタビュー映像。

S18021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 根をほぐす

18分

種苗店を営む佐藤貞一さんは、津波で自宅と店舗
を失い、その跡地に自力でプレハブを建て営業を
再開した。2016年、高台へ店を新設するため、震
災後に続けてきた店舗を自らの手で解体していく。
2013年から続けていた佐藤さんの記録の一編で
す。

S18022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

今日は市バスに乗っ
て、荒浜へ

41分

震災前は市営バスの終点停留所があった仙台市
荒浜の深沼海岸。2016年冬、一台の市営バスが5
年9ヶ月ぶりに海岸前に到着しました。これからも
海辺のまちに人びとが行き交いますように。人も思
いも満員に詰め込んだバスが、仙台駅から終点へ
と向かう道のりの記録映像です。
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S18023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

互盆松鹿樂＋超絶祭
2017-1次会「互行乃
儀」

18分

2017年5月、子供の日に想いを寄せて…。嵩上げ
が進む陸前高田、創造の聖地である巨石「五本
松」をモチーフにした御輿を担いで練り歩く。今しか
感じることが出来ない時間を、噛み締めながら「互
盆松鹿樂」と共に。鯉が昇竜と成り、かけがえのな
い空間の演出映像です。

S18024

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 新しい庭

30分

震災による地滑り被害で多くの住民が去った仙台
市青葉区中山。たくさんの思い出の残る地に住み
続けたいと自宅の再建を決意した記録者は、仙台
では一般住宅に適用されたことのなかったアン
ダーピニング工法を用います。2011年の震災発生
直後から2015年まで、自宅の再建工事と、その後
の庭の再建工事の様子までを記録した映像です。

S18025

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） anatta

69分

あの震災後に亘理第三集会場で出会った人々が
いました。いつの間にか心引かれて、撮影し続け
た記録があります。なんのためでもなく、どうしたら
いいのか分かっているわけでもなく、聞こえてくる
鳥の声に耳を澄ませるようにして集めた幾つかの
映像の断片です。

S18026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

バンテジーから3.11後
の東北へ

54分

インド仏教の最高指導者、佐々井秀嶺上人のこと
をナグプールの人々はバンテジーと呼ぶ。2017年3
月11日の満月の夜、震災から二ヶ月後の日本を訪
れた際の話と、東北の地に向けてのメッセージを
バンテジーに聞きました。

S18027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 小さな藍祭り

22分

3.11後の農を模索する中で、藍作り、道具作り、場
所作りなど活動の広がりを持ち始めた歓藍社が、
「道具の発見」と「協同作業」がテーマの夏祭りを開
催しました。大玉村で生まれたゴロゴロ染めや
ファッションショーなど、一緒に藍を育てたくなる記
録です。

S18028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

脱住宅／これからも
ずっとこのまちに住み
たいですか？

2時間1分

この映像は、2018年9月22日にオープンスクエアで
行われた「鷲田清一とともに考える（9）　脱住宅／
これからもずっとこのまちに住みたいですか？」の
記録です。山本理顕氏（建築家）による自身の活動
紹介、さらに、鷲田清一館長との対話を通じて、現
代におけるコミュニティのあり家について、ともに考
えました。

S19001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

スズキヘキのカタカナ
シ　聴いて唄って語る
会

2時間44分

この映像は、せんだいメディアテークのプロジェクト
「アートノード」の一環として開催したイベント「The
playmakers SENDAI」の記録です。アーティストユ
ニットKOSUGE1-16は、仙台の詩人スズキヘキと
郷土研究家の天江富弥が中心となり展開した大正
時代の児童文化運動に触発され、独自の解釈で
現代に当時の活動を呼び起こす企画を展開してき
ました。この映像は、スズキヘキの創作の原風景
に迫ることを企図して行われた勉強会の記録で
す。

S19002

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

大崎市鳴子鬼首の大
場重代の語り [1]

2時間40分

この映像は、宮城県を中心とする民話の語り手に
よる音声、映像記録をデジタル化 し、地域の共有
財産として公開・活用していくことを目的として実施
した事業のなかで、大崎市鳴子 温泉鬼首在住の
大場重代さんの語りを、山田裕子、長須賀直子、
小田嶋利江が聞き手としてまとめた ものです。

S19003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

大崎市鳴子鬼首の大
場重代の語り [2]

3時間39分

この映像は、宮城県を中心とする民話の語り手に
よる音声、映像記録をデジタル化 し、地域の共有
財産として公開・活用していくことを目的として実施
した事業のなかで、大崎市鳴子 温泉鬼首在住の
大場重代さんの語りを、山田裕子、長須賀直子、
小田嶋利江が聞き手としてまとめた ものです。

S19004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊藤正子・佐々木健の
語り [1]

1時間56分

この映像は、宮城県を中心とする民話の語り手に
よる音声・映像記録をデジタル化 し、地域の共有
財産として公開・活用していくことを目的として実施
した事業のなかで、伊藤正子さ んと佐々木健さん
による民話の語りを小野和子が聞き手としてまとめ
たものです。

S19005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

伊藤正子・佐々木健の
語り [2]

1時間46分

この映像は、宮城県を中心とする民話の語り手に
よる音声・映像記録をデジタル化 し、地域の共有
財産として公開・活用していくことを目的として実施
した事業のなかで、伊藤正子さ んと佐々木健さん
による民話の語りを小野和子が聞き手としてまとめ
たものです。

S19006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

民話ゆうわ座6「民話
のなかのじじとばば
〜一粒の豆をめぐって
〜」

2時間49分

この映像は、2018年12月22日にせんだいメディア
テーク1階オープンスクエアで、市民協働団体のみ
やぎ民話の会「民話声の図書室」プロジェクトチー
ムがホストを務め実施した「民話ゆうわ座」の記録
です。今回は「むかしむかし、あるところに、おじい
さんとおばあさんがありました」と始まる民話のな
かでも、採訪の際に数多く聞いた「一粒の豆」をめ
ぐる民話に着目し、先祖が繰り返し昔ばなしの冒
頭に置いてきた老夫婦について、参加者との対話
を通して考えました。
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S19007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

転機はじぶんで作る／
元ママさん記者の青空
相談

2時間10分

この映像は、2018年12月23日にオープンスクエア
で行われた「鷲田清一とともに考える10　転機はじ
ぶんで作る/元ママさん記者の青空相談室。」の記
録です。小国綾子氏（新聞記者）による自身の活動
紹介、さらに鷲田清一館長との対話を通じて、人生
の「転機」について、ともに考えました。

S19008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

This is Sendai 0時間31分

『This is Sendai』は、仙台市が姉妹都市リバサイド
市（アメリカ）へ提供するために1963年（昭和38年）
に制作した広報映画です。本市の文化や自然を紹
介するほか、1962年に仙台を訪れたリバサイド市
代表団との交流を記録した本資料は、長らく仙台
市民の目に触れることはありませんでしたが、2016
年に「としょかん・メディアテーク・フェスティバル」で
上映しました。

S19009

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

Memory in Sendai 0時間17分

『Memory in Sendai』は、1970年5月、姉妹都市リバ
サイド市（アメリカ）からベン・ルイス市長ら代表団
が仙台を訪問した際の記録です。全篇英語で作ら
れているため、『This is Sendai』（1963年）と同様
に、リバサイド市へ提供するためにつくられたもの
と思われます。市街での歓迎パレードや市議会へ
の表敬から、青葉城趾や博物館、塩竈・松島へも
足をのばした様子が撮影されています。長らく仙台
市民の目に触れることはありませんでしたが、2018
年に「映像の仙台史」で上映しました。

S19010

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ヒスロム　仮設する人 0時間39分

この映画は、2018年11月3日から12月28日にせん
だいメディアテーク6階ギャラリーで開催された展示
会「ヒロスム　仮設する人」の展示風景と、会場内
で行われた展示作家によるパフォーマンスを記録
したものです。野外での身体によるパフォーマンス
を主軸として2009年から活動を続けているヒロスム
の全履歴が、映像、写真、ものによる巨大なアーカ
イブとしてギャラリーの空間全域に展開しました。
展示作家：ヒロスム（加藤至、星野文紀、吉田祐）

S19011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アートノード・ミーティン
グ02　KOSUGE1-16と
「アッペトッペ」を振り返
る

1時間55分

アートノード・ミーティングは、せんだいメディアテー
クが地域で展開するプロジェクト「アートノード」にま
つわるあれこれ公開し、より多くの意見や支店を得
て、その意義を皆さんとともに深めていくイベントで
す。この映像は、2017年2月19日（日）に開催され
た第2回の映像です。アートノードが2016年に展開
したプロジェクト「アッペトッペ＝オガル・カタカナシ
記念公園」（企画制作：KOSUGEI-16）を軸に、4月
からの流れを振り返ります。

S19012

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

千年のしらべ「瑞巌寺・
埋木書院一日鑑賞会」

1時間42分

この映像は。2018年8月26日（日）に開催したイベ
ント「千年のしらべ　瑞巌寺・埋木書院一日観賞
会」の記録です。約10年に及ぶ修復工事を終え、
2018年に落慶法要を行った瑞巌寺。これを記念
し、埋木書院の見学会と建物の由来と材料の特徴
についてのトークと、伊達伸明氏が制作した埋木
製弦楽器の演奏会を行いました。

S19013

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ドートクのじかん　1じ
かんめ「親切」

2時間2分

この映像は、2019年6月29日にオープンスクエアで
行われた「鷲田清一とともに考えるパート2　ドート
クのじかん　1時間目《親切》」の記録です。藤原辰
史氏（農業史研究者）による自身の活動紹介、さら
に鷲田清一館長との対話を通じて、「親切」につい
てともに考えました。

V78001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） お米と日本人 0時間15分

　日本の風土に適し，長い年月をかけて親しま
れてきた米は，改良を重ねて全国に広がりまし
た。食料需要が多様化した今日，この米を消費
者として見直してみようとする教材です。

V78002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

学校音楽三曲のてび
き 1時間0分

　このビデオは，学校教育において三曲を取り
あげた場合の視聴覚教材として製作されまし
た。鑑賞に適する曲目として筝曲「六段の調
べ」他８曲を選び，三曲の代表的な形式と特色
を紹介しています。

V82001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　①　言葉
のしつけ 0時間15分

　言葉のしつけは，幼児から小学校低学年まで
に特に必要なことから，このビデオは，幼児の
言葉の発達と親の対応の仕方，６歳児を中心に
生活の基本となる言葉のしつけ，叱ったり忠告
したりする際の言葉づかいを扱っています。
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V82002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　②　敬語 0時間15分

　このビデオは，誤った使い方が多い「謙譲
語」を中心に取りあげ，誤用例を紹介していま
す。

V82003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　③　生き
た挨拶 0時間15分

　あいさつの具体例を取り上げ，その役割や意
義について考え望ましい生きたあいさつをする
には，どうしたらよいかを解説しています。

V83001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　④ 0時間15分

　「適切な表現」として慣用的な表現や重言に
ついての解説です。「敬語」では，「尊敬語」
を中心にその誤用例と正しい使い方，「はっき
りした発音」では，無理のない発声，はっきり
した発音の仕方を紹介しています。

V83002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　⑤ 0時間20分

　「聞き上手」では，相手の立場を考え，話を
正確に聞くことの大切さを，「敬語」では，誤
用例の多い「丁寧語」について解説していま
す。「幼児の言葉のしつけ」では，０歳～３歳
児を中心に，年齢に相応した言葉のしつけ方を
扱っています。

V84001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　⑥ 0時間15分

　「敬語を適切に」「話し方を分かりやすく」
「正確な用語で」の３教材が収められていま
す。その場の人間関係に応じた敬語の使い方，
話の組み立て方や進め方，あいまいな用語を避
けできるだけ正確な用語を選ぶ必要性を解説し
ています。

V84002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　⑦ 0時間15分

　「実りある話し合い」になるように会合の場
合を中心に基本的な心構えについて解説してい
ます。また「くらしの中の発声訓練」では明瞭
で美しい話をするための発声訓練「幼児の言葉
のしつけ」では，３～５，６歳児までを対象に
しつけの問題を扱っています。

V84003
保健衛生・性教
育・運動 楽しいスキ－ 0時間18分

　スキーの扱い方，スキーをはいて歩く，のぼ
る，方向をかえるなどと，直滑降や，プルーク
ボーゲンなどの初歩的な基本練習が主で，初心
者用に描かれています。

V84004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

帆船ソルト号の出発
－楽しい塩の実験室
－ 0時間18分

　塩の比重，硬さ，塩の製品，塩の性質などを
解説し，塩がもっている物理的，化学的特性を
紹介しています。

V84005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

私たちのくらしと工
業－化学－ 0時間20分

　私たちの身のまわりに見られるたくさんの化
学製品を紹介し，それらがどのようにして作ら
れるのか，石油コンビナ－トのしくみや公害防
止のしくみ，将来に向けての研究のようすを解
説しています。

V84006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 仙台の四季 0時間30分

　主な公共施設や名所旧跡，民芸品等を紹介し
ながら，四季おりおりの仙台の自然や行事を取
り上げています。また，松島や蔵王も加え，初
めて仙台を訪れた人にもわかるように仙台につ
いて紹介しています。

V84007

自然科学（生
物・天文）、環
境

カンちゃんの缶詰も
のがたり－缶みかん
編 0時間11分

　この教材は，缶詰の歴史や生産工程をみかん
の缶詰工場を例にして紹介しています。

V84008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 筆匠（ふでしょう） 0時間29分

　「仙台筆」造りについて，その生産工程を中
心に映像化したものです。

V84009
保健衛生・性教
育・運動 日本スキー教程 0時間30分

　スキー指導体系を網羅したビデオです。初歩
動作からステップによるターンおよび発展過程
における実践滑降まで日本のトップスキーヤー
の滑りで紹介しています。

V84010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） わたしたちの仙台市 0時間15分

　小学校３年社会科「仙台市のようす」の学習
教材として制作されました。仙台市の地形や役
所の多い街，商店街，住宅地，工場地帯，田畑
の多いところなどを概観させる教材です。

V84011

自然科学（生
物・天文）、環
境 星の動きをしらべる 0時間18分

　簡単な観測器を用いて，オリオン座やカシオ
ペア座を一時間毎に観察し，その変化の様子を
分かりやすく解説しています。

V84012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 泉ヶ岳 0時間35分

　四季折々に美しい泉ケ岳の全貌を，いくつか
の登山路の紹介をかねて描いています。

V85001

自然科学（生
物・天文）、環
境 石油坊やの話（１） 0時間15分

　身のまわりに石油製品がたくさんあることを
概観し，この石油がどのようにしてできるか，
油田のようす，輸入に頼る日本の現状と備蓄に
ついて解説しています。

V85002

自然科学（生
物・天文）、環
境 石油坊やの話（２） 0時間17分

　石油製品はどのようにして作られるか，公害
防止のための工夫，石油コンビナ－トのしく
み，石油製品が家庭に届くまでの過程を解説し
ています。
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V85003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

おじゃまレポ－トコ
ンテナタ－ミナル 0時間20分

　この教材は，コンテナタ－ミナルを中心とし
て，物質の海上輸送基地が，きわめて近代的に
整備され活動しているようすを女性レポ－タ－
の案内によって興味深く，分かりやすく紹介し
ています。

V85004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

健太君は編集長－著
作権ってなんだ？－ 0時間18分

　他人の書いた作文や写真をチャッカリ拝借し
てしまった壁新聞。ふだんなにげなくやってし
まいがちなことが，実は著作権という大きな問
題に関係していることを解説しています。

V85005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　⑧ 0時間55分

　「分かりやすい用語で」「電話の言葉づか
い」「くらしの中の音声訓練」からなる。漢語
や専用用語，略語などの例から用語を選ぶこと
の大切さ，不適切な電話の応答，言葉づかいに
ついて，また，発音については母音については
母音を中心に取り上げています。

V85006
科学技術・物
理・化学・工学

金属の歴史と未来を
尋ねて 0時間31分

　社団法人日本金属学会附属博物館の開館の１
０周年を記念して制作されたもので，金属博物
館を紹介しています。

V85007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

めざそう政令指定都
市－明日の仙台－ 0時間19分

　大きく発展する仙台市。なぜ政令都市をめざ
すのか，また，都市機能とわたしたちのくらし
のかかわりについて，先進地の政令指定都市を
例に解説しています。

V85008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

わたしたちの生活と
伝統的な工業－仙台
たんす－ 0時間15分

　仙台たんすの生産工程を中心に映像化したも
のです。

V85009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古代の仙台－郡山遺
跡を訪ねて 0時間17分

　仙台市「郡山遺跡」の発掘のようすや出土品
についての紹介しています。

V85010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 四ッ谷用水 0時間15分

　四ツ谷用水の歴史やその役割について解説し
たスライド作品をビデオ化したものです。

V85011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 田ではたらく人たち 0時間10分

　七郷地区を中心に，田おこしから取り入れま
でのようすをまとめたものです。

V85012
漫画・アニメー
ション

ふるさとの民話－キ
ツネとりやざえもん
－ 0時間16分

　仙台に伝わる民話から「キツネとりやざえも
ん」の話を影絵で表現したものです。

V85013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

愛熱の焔－広瀬川殉
教の記録より－ 0時間20分

　広瀬川におけるキリシタン殉教の史実を映像
再現したものです。

V85014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台埋木細工 0時間13分

仙台を代表する民芸品に埋木細工がある。数少
ない埋木職人の手による「鷹」づくりの生産工
程を紹介しています。

V86001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ぼくらの工場見学－
石油化学とコンビ
ナート－ 0時間22分

　「石油化学工業」について，その製品，製油
所，コンビナ－ト，安全対策，ブラスチック成
型工場の実例，研究開発のようすなどをアニメ
－ションと実写で紹介しています。

V86002 道徳・国際理解 みんな生きている 0時間23分

　現在の都会生活で，人間と動物との関係は，
さまざまな問題をはらんでいます。ペットブ－
ムの昨今，本当の意味での豊かさとは何なのか
を問題提起した動物愛護啓発ビデオです。

V86003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 奈良の伝統産業 0時間30分

　奈良の伝統産業の中から，「墨」（１５
分），「毛筆」（１５分）を取り上げ，墨づく
りや筆づくりの歴史やその生産工程を紹介した
ものです。

V86004
交通安全・災害
防犯

福祉ってなんだろう
－福祉教育－ 0時間25分

　このビデオは，目で見るボランティア活動全
国ビデオコンク－ル最優秀作です。天竜厚生会
の活動やボランティア活動に参加した人のよう
すや感想を紹介しています。

V86005

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ふれあいの音がきこ
える－貴ちゃんと夢
工場－ 0時間27分

　目で見るボランティア活動全国ビデオコンク
－ル優秀作品です。生まれつき右指に障害を持
つ小学校３年の貴ちゃんは，音楽での笛の勉強
で困っていました。夢工場は，こうした人々の
願いを実現するために笛の改造に取り組んでい
ます。

V86006

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティアの輪－
社会奉仕活動セン
ターの展開－ 0時間30分

　目で見るボランティア活動全国ビデオコンク
－ル優秀作品。枚方市社会福祉協議会をキ－ス
テ－ションに活動している７つのボランティア
団体とその活動を紹介しています。

V86007
保健衛生・性教
育・運動

楽寿の国のボラン
ティア 0時間25分

　「楽寿の園」老人ホ－ムでボランティア活動
にたずさわっているのは高校生をはじめ，町ぐ
るみで年間４，０００人にものぼります。老人
の世話は勿論，農園や消防隊とさまざまです。
その活動のようすを紹介しています。コンク－
ル優秀作品。
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V86008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 細井夫婦と仲間たち 0時間27分

　目で見るボランティア全国ビデオコンク－ル
特別賞受賞作品。難病で寝たきりの夫。両足が
不自由の妻。こうした細井夫妻を応援するボラ
ンティアの仲間たちのおかげで，この一家にも
明るい笑い声が響きあいます。

V86009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

バランスのとれた生
活を 0時間15分

　３歳児は心もからだも急速に発達し，その子
なりの特徴が目立ってきます。長所を生かし個
性をはぐくみながら，バランスのとれた生活を
工夫してあげましょう。

V86010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やせた子太った子
（からだの発育） 0時間15分

　やせたり，太ったり，３歳児はいろいろな体
格に分れてきます。親はこの違いを見てすぐに
心配しがちですが，子供のからだの発育を正し
く理解しましょう。

V86011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ボタンがはずせる
（からだの働き） 0時間15分

　３歳児になると，手足も器用になります。ハ
サミを使う，上手に走る，これらの働きを正し
く理解して，その発達をうながすための方法を
考えましょう。

V86012
保健衛生・性教
育・運動

パパに負けないぞ
（体力と運動） 0時間15分

　からだのうごきは次第に活発になり，その動
きの内容も豊富になります。体力もついてきま
す。こどもの体力をのばし，運動が上手になる
ための方法を考えましょう。

V86013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 小食（食事） 0時間15分

　食事にまつわる心配ごとが多く出されます。
少食・偏食・間食などです。これらの心配ごと
について，いっしょに考えてみましょう。

V86014
保健衛生・性教
育・運動

ねむりが浅い（すい
みん） 0時間15分

　３歳児のねむりは赤ちゃんのねむりから次第
に大人のねむりにかわっていく途中です。ねむ
りの浅い子・夜ふかしの子・寝つきの悪い子・
寝起きの悪い子など，いろいろです。

V86015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・わ
が家のしつけ（しつ
けの方針） 0時間15分

　しつけの方針は家によってさまざまですが，
要はその家の方針がしっかりできていることで
す。

V86016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・ほ
めかた・しかり方
（しつけの方法） 0時間15分

　ほめること，しかることは，しつけの面ばか
りでなく，性格や態度を形づくるうえでも重要
なことです。このことをふまえて，もう一度ほ
め方しかり方を考えてみましょう。

V86017
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・で
きること，できない
こと（清潔や着脱） 0時間15分

　自分のことは自分でできるようになること
が，自立への第一歩であり，生活に自信を得る
ことにもなります。無理なく，楽しく，こうし
た習慣を身につけさせたいものです。

V86018
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・お
母さんのあせり（排
泄） 0時間15分

　大小便のしつけに苦労している３歳児のお母
さんは多いようです。子供の発育に合わせて，
無理をせず，気持ちを傷つけないようにしてし
つけることが大切です。

V86019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・性
格はつくられる（い
ろいろな性格） 0時間15分

　３歳児になるとその子らしい性格の特徴が
はっきりとあらわれてきます。性格とは何で
しょうか。また，うまれつきの性格，環境に
よってつくられていく性格とは…………。

V86020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・内
気な子・乱暴な子
（気になる性格） 0時間15分

　思い通りにならないとすぐ乱暴したり，かん
しゃくを起こす子，気が弱くて，引っ込み思案
な子などさまざまです。どちらもお母さんに
とってはひどく気になる性格です。

V86021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・
もっと甘えたいの
（母子関係と性格の
形成） 0時間15分

　お母さんから独り立ちしたい心と，まだ甘え
ていたい心との間でゆれ動く時期です。子供の
自立を助けるには，お母さんの心くばりが大切
です。

V86022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
にいちゃん（きょう
だいもさまざま） 0時間15分

　上の子と下の子では，お母さんの扱い方もか
なり違うのではないでしょうか。この違いがこ
どもたちの性格の違いをつくります。

V86023
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・か
ぜの子（かぜの予
防） 0時間15分

　子供の病気は大部分かぜです。かぜにまけな
いようにするには，うす着・外気浴・日光浴な
ど，毎日の生活の中でからだをきたえることで
す。

V86024
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・予
防注射（うつる病
気） 0時間15分

　こどもの伝染病には，はしか・水痘・流行性
耳下腺炎（おたふくかぜ）・風疹・百日せきな
どがあります。このような病気の予防にはどん
な方法がよいか考えてみましょう。

V86025
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・湿
疹（皮ふ病の予防） 0時間15分

　子供の皮ふ病はいろいろありますが，そのう
ちでも湿疹による皮ふ病が多いようです。これ
らを予防するためにはふだんどのようなことを
すべきでしょうか。
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V86026
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・お
腹が痛い（心の原因
の病気） 0時間15分

３歳のころは，子供の心に負担がかかりすぎる
とからだの病気が異常となってあらわれます。
このようなゆがみを予防するための心得につい
て考えてみましょう。

V86027
保健衛生・性教
育・運動

三歳児の世界　・む
し歯（むし歯の予
防） 0時間15分

　３歳児の９０％はむし歯をもつようになると
いわれています。むし歯になってからでは遅い
ので，ならないようにするためにはどのような
方法があるか考えてみましょう。

V86028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくもほしいよ（自
主性と社会性） 0時間15分

　「自主性を育てようとする社会性が育たな
い」という悩みをお持ちのお母さん。はたして
この２つは相入れないものなのでしょうか。

V86029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・上
手に遊べない子（友
だち遊び） 0時間15分

　「友だちとうまく遊べない」と心配されるお
母さん。３歳児の友だち遊びとは，どんなもの
かを，まず理解しましょう。

V86030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・パ
パもやってるもん
（模倣の役割） 0時間15分

　「言うことをきかない」と気をもんでいらっ
しゃるお母さん。たしかに子供は言うことをな
かなかききませんが，大人のすることはまねし
ます。

V86031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・こ
こはだめよ（社会生
活のルール） 0時間15分

　社会生活のル－ルは，一度にたくさんおぼえ
られるものではありません。必要なものからひ
とつずつ，しっかりわからせることが大切で
す。

V86032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・こ
れなーに？（ちえの
ひろがり） 0時間15分

　ひとまねが上手になり，いたずらもはげしく
なります。また，いろいろなものに興味を示
し，質問をしてきます。ちえはどのように発達
し，ひろがっていくものでしょうか。

V86033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・ワ
ンワンがね（おしゃ
べり） 0時間15分

　ことばの発達の急速な時期です。それだけに
個人差が大きく，ことばの遅れや乱暴なことば
づかいが気になります。ことばの環境や指導に
ついて，工夫してみましょう。

V86034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・
じょうずでしょ（生
み出す力） 0時間15分

　自由に動きまわるようになると，いろいろな
ものを，次々にいじりまわし，また熱中したり
します。日常の遊びの中で好奇心を大切にし，
ちえの深まりをはぐくみましょう。

V86035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・ひ
とりでできるよ（知
力をのばす） 0時間15分

　自己主張が強くなり，何でも自分でしようと
します。あせらずに温かく見守ってやれば，自
分で工夫するようになります。のびのびと考え
る力のあるこどもにしたいものです。

V86036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・大
きな家族・小さな家
族（祖父母と孫） 0時間30分

　３歳児の発達にとって，家族の人数や人間関
係が大きく影響します。核家族やおじいちゃん
おばあちゃんのいる家族の長所短所を振り返り
ながら，家族のあり方を考えましょう。

V86037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・甘党にしな
い育児を 0時間30分

　子供のころに親しんだ味が，その人のし好を
きめます。３歳までのむし歯は親が作ったとい
われます。日常の食生活を中心に，むし歯の予
防を考えましょう。

V86038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・こ
ころもからだも（ま
とめ） 0時間30分

　３歳児の発達はすばらしいだけに，ハランス
をくずしがちです。これまでの放送を振り返り
ながら心身ともに豊かなこどもに育つようみん
なで協力しあっていきましょう。

V86039

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本とオーストラリ
アを結ぶ海運－農業
と貿易を通して－ 0時間18分

　日本とオ－ストラリアの貿易は年々増加して
いるます両国の貿易には船舶の利用は欠くこと
ができません。両国の海運の状況を解説する教
材です。

V86040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

昭和６０年度仙台七
夕まつり製作記録 0時間30分

　昭和６０年度仙台七夕まつりについて，その
準備から開催までを順を追って，それにまつわ
るエピソ－ドをまじえながら克明に描いていま
す。

V86041

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝統工業－そめもの
－ 0時間13分

　地域素材であるそめもの工業にスポットをあ
て，第５学年社会科の「わたしたちの生活と伝
統的な工業」を学習する際の教材として制作し
たものです。

V86042

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

水道はどこからくる
の 0時間15分

　・水道の水が，ダムから浄水場へて，家庭に
届くまでの様子

　・水道をささえる人々の努力

　・水の大切さを考える

V86043

自然科学（生
物・天文）、環
境

大地のつくり－竜の
口渓谷－ 0時間13分

　青葉山の「竜の口峡谷」の地層を観察し，そ
の重なり方，各層を構成する物質の特性に気づ
かせ，仙台市の大地のつくりを，より具体的に
理解させることをねらっている教材です。
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V86044

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 縄文土器に挑む 0時間16分

　縄文土器の製作を通じて，縄文時代の人々の
生活を理解する教材です。（土器の製作，土器
の利用法と使った人々のくらし）

V86045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 伊達政宗 0時間15分

　戦国の世から江戸初期にかけて，奥州の覇者
として力強く生き，活躍し続けた伊達政宗の業
績を，小学校社会科指導目標に準拠して制作し
ています。

V86046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

よりあんぜんに，よ
りはやく－しんかん
せんをささえる人た
ち－ 0時間19分

　「東北新幹線は，多くの人々の努力によっ
て，時刻通りに安全に運行されている」ことに
気づかせる内容です。

V86047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ケンちゃん・ミカ
ちゃんのニューメ
ディア－広がるコ
ミュニケーション 0時間20分

　ニューメディアを使ってコミュニケ－ション
を深めている「ケンちゃんのお家」の一日の様
子を描きながら，ニューメディアとは何かを分
かりやすく，正しく理解できるようにしている
教材です。

V87000

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本の海運 －船が支
える日本の暮らし－ 0時間30分

　日本の衣食住に関係する小麦，大豆，そば，
木材などの効率的な運び方，また専用船，超自
動化船を紹介します。

V87001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

尾張徳川家の名宝①
表道具の美 0時間30分

　昭和６０年ＮＨＫ名古屋放送局が６回シリ－
ズとして放送した同名のテレビ番組を３０分の
ビデオ２巻に再編集したものです。このビデオ
では，江戸時代３００年，尾張徳川家に保存さ
れてきた数々の美術品を公的生活に使われた
「表道具」と私的生活に使われた「奥道具」に
分けて整理したもので，古くは平安時代にさか
のぼるものです。

V87002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

尾張徳川家の名宝②
奥道具の華 0時間30分

　昭和６０年ＮＨＫ名古屋放送局が６回シリ－
ズとして放送した同名のテレビ番組を３０分の
ビデオ２巻に再編集したものです。このビデオ
では，江戸時代３００年，尾張徳川家に保存さ
れてきた数々の美術品を公的生活に使われた
「表道具」と私的生活に使われた「奥道具」に
分けて整理したもので，古くは平安時代にさか
のぼるものです。

V87003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 古代が見える飛鳥 0時間30分

　今から１４００年位前，飛鳥は日本最初の国
家の発祥地でした。中国伝来の仏教をはじめ，
さまざまな文化が消化吸収され，日本独自の精
神文化がはぐくまれました。それが日本文化と
国家の母体となって飛鳥を築きました。

V87004
漫画・アニメー
ション

ブンナよ木からおり
てこい 0時間54分

　トノサマがえるのブンナは，跳躍と木登りが
得意で，大の冒険好き。トンビのえさ場とは知
らずに高い椎の木のてっぺんに登ったばっかり
に恐ろしい事件に会い，世の中の不思議を知る
のでした。

V87005
漫画・アニメー
ション

ブンナよ木からおり
てこい 0時間54分

　トノサマがえるのブンナは，跳躍と木登りが
得意で，大の冒険好き。トンビのえさ場とは知
らずに高い椎の木のてっぺんに登ったばっかり
に恐ろしい事件に会い，世の中の不思議を知る
のでした。

V87006

自然科学（生
物・天文）、環
境

かれからのエネル
ギーを考えよう 0時間27分

　石炭の液化・ガス化，太陽のエネルギ－，地
熱，風力，海洋，燃料電池，コ・ジェネレ－
ションなど，これからの暮らしを支えるであろ
う大切なエネルギ－について解説しています。

V87007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本とアメリカを結
ぶ海運
－産業と貿易を通し
て－ 0時間20分

　アメリカ西海岸の玄関ロスアンゼルスとコン
テナ船，小麦と木材のシアトル，とうもろこし
積み出しのニューオリンズ，パナマ運河などを
紹介しています。

V87008

自然科学（生
物・天文）、環
境 未来への創造 0時間29分

　世界における日本のエレクトロニクス技術を
理解するための作品です。

V87009
科学技術・物
理・化学・工学

アクアの肖像－横浜
水道物語－ 0時間30分

　横浜の近代水道の創始者，英人技師ＨＳパ－
マの水道開発までの苦労をドキュメンタリ－形
式で描いている。

V87010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＷＯＮＤＥＲＦＵＬ
Ｌ　ＳＥＮＤＡＩ 0時間15分

　仙台の施設，観光案内として仙台駅，地下
鉄，青葉通り，市役所，瑞鳳殿，大崎八幡宮等
を写し，仙台の年間行事をどんと祭から季節を
追って紹介しています。

V87011 道徳・国際理解 みんなともだち 0時間30分

　犬や猫など動物を飼うことのむずかしさ，飼
う場合の注意など，動物の正しい飼い方を描い
ています。

V87012

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ナイル川と人々の生
活 0時間20分

　ナイル川と深く結びつきながら営まれている
エジプトの人々の生活をナイル川流域の自然環
境と歴史的背景，川と農業，アスワンハイダム
とそれによる開発の功罪などを通して描いてい
ます。

V87013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

木版画－表現のくふ
う－ 0時間20分

　木版画を用いて，日常生活のいろいろなこと
を表現する場合のくふうを，東京都府中市立自
給小学校の授業を通して描いている。
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V87014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

おはようアニマル・
おやすみアニマル－
動物園の一日－ 0時間25分

　神奈川県横浜市にある野毛山動物園の一日を
たくさんの野生動物たちと，その動物たちにか
かわっている人たちの生活について描いていま
す。

V87015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

８７，未来の東北博
覧会 0時間30分

　地方博・史上空前の３３パビリオンが設置さ
れました。最新のテクノロジ－で東北の未来を
予見するとともに，７３日間にわたり２，９８
６，７２３人に，東北の未来を体験させた記録
です。

V87016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

広がるコンピュータ
の世界 0時間18分

　コンピュ－タ－の基本構成と，その役割を解
説し，実社会でどのように使われているかを紹
介しています。

V87017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 北の牧場 0時間30分

　日本在来馬の一種「北海道和種」の牧馬と呼
ばれる馬の生態を，放牧中に四季を通じて記録
したものです。

V87018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

おまえの名はサラブ
レット 0時間35分

　サラブレット生産者の夢，一頭にどれだけの
歴史と人間の情熱が注がれているかを，モンテ
プリンスの関係者を中心に描いています。

V87019

自然科学（生
物・天文）、環
境

石油の探査から生産
まで 0時間20分

　石油の探査から試掘，分析，そして開発まで
の過程をアニメ－ションで描いています。

V87020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 原油から製品まで 0時間20分

　原油から製品にいたるまでの石油精製工程を
アニメ－ションで描いています。

V87021
保健衛生・性教
育・運動 その日，晴れやかに 0時間15分

　子供が初潮を晴れやかに迎えられるように，
初潮のもつ意味や，正しい知識，子供への対応
のあり方を分かりやすく描いています。

V87022
保健衛生・性教
育・運動

ようこそ小さなレ
ディたち 0時間15分

　現代の女の子の初潮への不安を解消するため
の，正しい知識とメカニズム，そしてレディと
してのエチケットを会話形式で描いています。

V87023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 手紙が届くまで 0時間15分

　郵便局の仕事のしくみ，郵便物の配達のしく
みについてまとめたものです。

V87024
保健衛生・性教
育・運動 むし歯の原因 0時間18分

　むし歯のできる原因，正しいおやつのとりか
た，むし歯を防ぐ方法などを取り上げていま
す。

V87025

自然科学（生
物・天文）、環
境 ごみの旅 0時間15分

　ゴミが処理されるまでの過程とゴミ処理を効
率的，衛生的に処理するための工夫などが取り
上げています。

V87026

自然科学（生
物・天文）、環
境 川の水のはたらき 0時間15分

　広瀬川の流れのようす，川の水の働き（作
用）をビデオ化したものです。

V88001
保健衛生・性教
育・運動

性と衛生・母性への
心くばり 0時間30分

　性行為によってうつるすべての病気，性行為
感染症について，具体例を示しながら解説して
います。

V88002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

昭和６２年度美しく
豊かな言葉をめざし
て 0時間15分

　(1)ことばはパスワ－ク。頼み方，断り方の
言葉遣いについて。

　(2)毎日遣いなれた言葉の意味，由来など。

　(3)朗読の魅力，日本語のリズム抑揚につい
て。

V88003

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

新しいエネルギ－の
話 0時間25分

　ユ－モラスなエネルギ－博士が太陽，風力，
海洋などの自然エネルギ－の活用，石炭液化ガ
ス化の新利用など，エネルギ－利用の歴史をふ
り返りつつ，エネルギ－の役割，石油の大切さ
を解説しています。

V88004
交通安全・災害
防犯

わたしたちの暮らし
とガス
－安全，上手な使い
方－ 0時間13分

　ガスと空気の関係を理解させながら，ガスの
安全で上手な使い方を実例を示して描いていま
す。

V88005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ふるさと宮城町　第
１部・第２部 0時間30分

　昭和６０年，宮城町が企画し，仙台市が引き
ついだもので，第１部は広瀬川にそって四季を
追い，第２部では町の生い立ちとして明治以来
１００年間の歩みを現在と対比つつ描いていま
す。

V88006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新しい風ー生涯学
習ー 0時間20分

　わが国の社会教育発展の歴史を描き，生涯学
習振興のためには，その中核となる指導者育成
の大切さを訴え，また科学技術の進歩，国際
化，高齢化と激動する社会に対応すべく，国民
一人ひとりの生涯に亘る学習の必要性を説いて
います。

V88007
保健衛生・性教
育・運動 結核を見直そう 0時間25分

　結核患者のおじいちゃんを見舞いに行き，結
核研究所で結核についての話を聞きました。ツ
ベルクリン，ＢＣＧ，レントゲンと各検査の方
法，アジア・アフリカの患者の現状などを描い
ています。

V88008
保健衛生・性教
育・運動

炭酸ガスでウォーム
ダウン－疲労と上手
に付き合う方法－ 0時間8分

　サラリ－マンの慢性的疲労回復として炭酸ガ
ス入浴をすすめ，鹿屋体育大学での実験をまじ
え，その効用を解説する。
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V88009

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 水紀行　広瀬川 1時間0分

　関山峠，川前の梅の花，芋沢のアカハラ漁，
暮れなずむ大橋，河川敷公園，新川のイワナ釣
り，山峡の仙山線，竜の口峡谷などを紹介して
います。

V88010 道徳・国際理解

消費者保護－契約の
Ｑ＆Ａ－消費者の知
恵と勇気－ 0時間15分

　訪問販売の実態をインタビュ－形式でとら
え，どのように対処したらよいかを説明してい
ます。

V88011
保健衛生・性教
育・運動

医療と健康　成人病
は悪い習慣のつみ重
ねから 0時間20分

　がん，心臓病，脳卒中などの成人病を防ぎ，
明るく健康な生活を送っていくためにはどうす
ればよいかを説いています。

V88012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・三
歳児のこころとから
だ（はじめに） 0時間15分

　３歳児の世界，すくすく３歳児は育っていく
が，なかなか大人の思い通りにはいかない。そ
もそも子供とは・・・・・。

V88013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・こ
どもの目から見ると
（はじめに） 0時間15分

　身長１メ－トルの世界がどんなものか。かが
んでみて，子供が見ているもの，子供の心にと
びこんでくるものを感じとってみよう。

V88014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・水
と砂と泥んこと（あ
そび） 0時間15分

　水や砂や泥に夢中になる子供たちは，太古の
人間を経験し直しているかのようです。ここを
出発点として進化をはじめます。

V88015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
もちゃ箱（あそび） 0時間15分

　子供の夢をひろげる道具，おもちゃはどんな
ふうに使われるのだろう。

V88016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・テ
レビ・絵本・おはな
し（あそび） 0時間15分

　子供をひきつけ夢中にさせるテレビ，絵本，
おはなしなど，そこから何を受けとり，育てて
いるのでしょうか，テレビと絵本，おはなしの
違いは何でしょうか。

V88017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
母さんの質問箱（あ
そび） 0時間15分

　「あそび」に関してお母さん方から寄せられ
た質問に対する答えを紹介しています。

V88018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・男
の子・女の子（あそ
び） 0時間15分

　男の子と女の子遊び，興味，関心，ことば，
その違いはいつごろからか。

V88019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・友
だちいなくとも（ふ
れあい） 0時間15分

　なぜ，友だちを求めるのか。また，なぜ，友
だちとの遊びに入らないのか。友だちがいない
ときは，子どもはどんな工夫をするか。

V88020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・子
供が見せる「やさし
さ」（ふれあい） 0時間15分

　子供はエゴイストだが，ときに見せる「やさ
しさ」は，ものまね？家庭教育の成果？いった
い何なのだろう。

V88021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
母さんの質問箱（ふ
れあい） 0時間15分

　ふれあいに関して，お母さん方から寄せられ
た質問と答えを紹介しています。

V88022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・こ
どもがおこるとき
（こころ） 0時間30分

　子供がおこるのは，甘えと自己主張のからみ
か，その姿を見つめながら考えてみよう。

V88023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・う
まく言えないもどか
しさ（こころ） 0時間15分

　知恵の力が日に日に伸びていく時です。しか
し，まだうまく伝えられない時でもあります。

V88024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・泣
き虫，弱虫，かんの
虫（こころ） 0時間15分

　自分の思い通りにならないとすぐ泣く子，す
ねる子，さまざまです。どうしてなのか，見つ
めてみよう。

V88025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
母さんの質問箱（こ
ころ） 0時間15分

　心に関して，お母さん方から寄せられた質問
と答えを紹介しています。

V88026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・食
べたくないの（から
だ） 0時間15分

　３歳前後から，食欲不振，偏食，小食などの
食事上の問題が多くなります。これは子供の問
題なのか，お母さんの問題なのでしょうか。
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V88027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・皮
膚が弱いので（から
だ） 0時間15分

　蚊にさされてはれあがったり，ちょっとの傷
で化膿したり，なおりにくかったりすることが
あります。皮膚の病気について考えよう。

V88028
保健衛生・性教
育・運動

高い熱が出たとき

（からだ） 0時間15分

　夜中に急に高い熱がでると，母親はおろおろ
しがちです。どのようにしたらよいか。子供の
体温について考えよう。

V88029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・太
りすぎ，やせすぎ
（からだ） 0時間15分

　食生活が豊かになり，運動不足も加わって太
りすぎが増えてきました。しかし，原因はそれ
だけでしょうか。

V88030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
母さんの質問箱（か
らだ） 0時間15分

　「からだ」に関して母親から寄せられた質問
に対する答えを紹介しています。

V88031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・通
信相談から（通信相
談から） 0時間15分

　「アンケ－ト」に寄せられた母親たちの声を
届けよう。

V88032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・自
分でやりたいの（し
つけ） 0時間15分

　３歳児は，おもしろそうなことなら何でも自
分でやってみたがるものです。この気持ちをど
のように受けとめていったらよいのでしょう
か。

V88033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・あ
とかたづけの難しさ
（しつけ） 0時間15分

　ちらかしたおもちゃや本などは，自分でかた
づけるようにと，いくら言いきかせても，なか
なか思うようにいきません。なぜだろう。

V88034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
かあさんのしつけ・
おばあちゃんのしつ
け（しつけ） 0時間15分

　しつけの考え方は人それぞれです。母親と祖
母の場合も同じです。子供はこの違いをどう受
けとめているのでしょうか。

V88035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・お
母さんの質問箱（し
つけ） 0時間15分

　「しつけ」に関して母親たちから寄せられた
質問とその答えを紹介しています。

V88036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・子
どもを見る目（まと
め） 0時間15分

　子供を理解するには，子供の何をみればよい
のでしょうか。行儀？性格？それとも能力？こ
の問題を根本的に考える教材です。

V88037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三歳児の世界　・子
どもの世界を見つめ
て（まとめ） 0時間15分

　現代という，いわゆる豊かな時代に育ち，生
きる子供たちには，大人にとって理解しにくい
苦しさと喜びがあるようです。

V88038

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

教育文化
～生涯学習～
－ゆとりと生きがい
を求めて－ 0時間30分

　生涯学習の概念・とらえ方や，具体的な生涯
学習の実践例をいろいろ紹介している政府広報
資料です。

V88039
保健衛生・性教
育・運動

ＪＡＰＡＮＥＳＥ
ＷＯＭＥＮ　ＴＯＤ
ＡＹ 0時間30分

　社会の各分野に進出し，活躍している女性に
インタビュ－を行ない，現代女性の生き方，人
生観などを紹介しています。

V88040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

よみがえる古都－古
都保存方法の役割－ 0時間30分

　都市開発計画などによる土地乱開発の波か
ら，歴史的風土を保存するためにつくられた，
昭和４１年公布の「古都保存法」の役割を実例
を示して解説しています。

V88041

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

新しいエネルギ－の
利用 0時間21分

　エネルギ－としての石油も１９９０年代の供
給不足に対応して風力，地熱，太陽光の自然エ
ネルギ－とあわせて石炭液化，バイオマス，超
伝導，核融合などの研究開発状況を解説してい
ます。

V88043

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

わたしたちのくらし
とおろし売市場 0時間15分

　中央卸売市場のようすを知らせ，物の流通を
通して仙台市と他市町村とのつながりに気付か
せる教材です。

V88044

自然科学（生
物・天文）、環
境 森林と日光 0時間13分

　森林とその他の場所での草木の育ち方を比較
しながら，植物が成長していくためには，日光
が必要なことに気付かせる教材です。

V88045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

きゅうりを作る農家
－仙台の野菜作り 0時間15分

　きゅうり作りを通して，野菜を生産する農家
の人々の仕事の様子や苦労を知らせる教材で
す。

V88046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） のりもので働く人 0時間13分

　バスの中にある安全を守るための設備や運転
手さんの苦労を知らせる教材です。
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V89001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

のびゆくふるさとみ
やぎ
－県中南部地域－ 0時間20分

　最近とみに盛んになりつつある国際化，情報
化，技術革新に備え，２１世紀を目指した「第
三次宮城県長期総合計画」に基づいた，県中南
部地域の活力ある地域づくりの実態を紹介して
います。

V89002
科学技術・物
理・化学・工学

マッハのエネルギー
Ｑ＆Ａ 0時間20分

　マッハ文朱（タレント）と小学校高学年の男
の子との会話や質問を通して，私たちの生活や
産業を支えているエネルギ－について，正しい
知識と正確な情報を提供することを目的として
制作されています。

V89003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

エネルギ－おもしろ
クイズ 0時間20分

　エネルギーの知識をクイズ方式により子供た
ちに理解してもらおうというもの。ケント・デ
リカット（タレント）の質問に答えるという形
でわかりやすく解説しています。

V89004
科学技術・物
理・化学・工学

日本のエネルギー－
２０世紀～２１世紀 0時間20分

　日本エネルギ－の８割以上は海外からの輸入
にたよっています。エネルギ－についての正し
い知識と情報を伝えるべく，石油・石炭，ＬＮ
Ｇ，原子力という現代の４つの主要なエネルギ
－源を取り上げ分かりやすく解説しています。

V89005
科学技術・物
理・化学・工学

考えてみようエネル
ギー－マリーの見た
原子力発電 0時間20分

　高校生ならびに成人を対象に，原子力を中心
としたエネルギ－情勢を紹介した作品で，エネ
ルギ－問題を考えていく際の有効な教材です。

V89006

自然科学（生
物・天文）、環
境 石油坊やの話総 0時間29分

　私たちの生活や産業が，石油とどのように結
びついているかを分かりやすくまとめた作品石
油の誕生から貯蔵までを扱った部分（１５分）
と，石油製品の生産から利用までを描いた部分
（１７分）の２部により構成されています。

V89007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

魅惑のアセアン－ト
ロピカル５ヶ国の旅
－ 0時間29分

　豊かな伝統文化とトロピカル美にあふれるイ
ンドネシア，マレ－シア，フィリピン，シンガ
ポ－ルそしてタイのアセアン５ケ国についてそ
の観光を主に描いています。

V89008
保健衛生・性教
育・運動

ストレスと上手につ
きあおう 0時間20分

　日常生活においてストレスの起こる原因を実
例で示し，それにうちかつ方法についても解説
しています。

V89009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

昭和６３年度美しく
豊かな言葉をめざし
て 0時間15分

　①旅の出会いことばの出会い

　②美しい日本語楽しい語源

　③心に残るスピ－チ

V89010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

「国際交流－地域ぐ
るみの交流アラカル
ト－」 0時間20分

　世界２４ケ国の少年野球大会，日本の大学に
留学しているタイ・メキシコの留学生の地域に
おける生活などを通して国際市民交流の様子を
描いています。

V89011

自然科学（生
物・天文）、環
境

４６億年の賜りもの
地球とエネルギ－資
源 0時間25分

　地球のもとはガスとチリ，ウランは最古のエ
ネルギ－，海を作った大ごう雨，石油のル－ツ
は海の生物，湿地帯が石炭を生んだなどの他，
合計９つのスト－リ－から成っています。

V89012
交通安全・災害
防犯

東京消失－関東大震
災－ 0時間50分

　大正１２年９月１日，マグニチュ－ド７．
９，震度６，烈震の関東大地震の災害を忠実に
記録したもので，大地震に対する備えを訴える
ビデオです。

V89013
交通安全・災害
防犯

都市災害の恐怖－ビ
ル火災編－ 0時間30分

　急速な超高層都市化が進む中で，ひとたび火
災が発生したら，想像外の大惨事が予想されま
す。世界各地に起ったビル火災を紹介し，都市
防災について考えさせるビデオです。

V89014
科学技術・物
理・化学・工学 私の名はでんき 0時間19分

　私たちの生活と切り離せない電気。家庭・学
校・職場・街の中で使われる電気の素顔を紹介
しています。映像とＢＧＭだけで，言葉の説明
はありません。

V89015

自然科学（生
物・天文）、環
境

水玉ぼっちゃん－緑
の不思議大冒険－ 0時間12分

　南の海で生まれた水玉ぼっちゃんが，雲にな
り雨水になって地上に降り，根から吸いこまれ
て大水の中を駆け巡り，生命の神秘と自然の不
思議を体験します。

V89016

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

シルバーエイジの安
全教室－交通安全高
齢者編－ 0時間20分

　車社会の現代は，高齢者の交通事故が増加傾
向にあり，悲惨な結果をもたらしています。加
害者や被害者にならないために，どんな注意が
必要かを解説しています。

V89017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

馬と祭シリ－ズ　中
部編 0時間35分

　長い間，人々は馬を神の乗り物と信じ，生活
の豊かさと，心の安定を求めてきました。馬に
託す人々の願いは，さまざまな形であらわれて
います。中部各地の馬に関わる祭りの数々を紹
介している教材です。

V89018

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域の活性化－自ら
考え，自ら行う地域
づくり－ 0時間30分

　地域づくり，地域の活性化を図るには，どう
考え，どう取り組んだらよいのでしょうか。苦
労しながらも活動を続けている５つの事例を紹
介しています。

V89019

自然科学（生
物・天文）、環
境

板ガラスの世界－快
適なくらしを創る－ 0時間20分

　板ガラスの歴史，種類，特徴について，分か
りやすく解説し，利用面にも触れています。

V89020

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

人生８０年時代に生
きる－長寿社会ｴｲｼﾞﾚ
ｽ･ﾗｲﾌ のすすめ- 0時間20分

　人生８０年時代を迎えて，楽しく生きる人生
設計をどのようにしたらよいのでしょうか。定
年退職者の足取りをたどりながら，その対策を
考える教材です。
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V89021

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

一平君のクレジット
体験　契約とその心
がまえ 0時間24分

　クレジット契約の注意事項を，分かりやす
く，ドラマ形式で解説しています。

V89022

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

一平君のクレジット
体験
－契約とその心がま
え－ 0時間24分

　クレジット契約の注意事項を，分かりやす
く，ドラマ形式で解説しています。

V89023
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・子供の心と
体 0時間30分

　宮城県教育委員会家庭相談事業の構成とねら
いの説明。①手引き書による相談②電話による
相談③巡回相談・子育てセミナ－④テレビによ
る相談。

V89024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・赤ちゃんの
成長と育児 0時間30分

　保育園の０歳児保育のさまざまな場面をビデ
オで見ながら，遊び・運動・睡眠・授乳等につ
いて，母親の配慮すべきことを専門家からの助
言を得て考える教材です。

V89025
保健衛生・性教
育・運動

すこやかさんこんに
ちは　・アレルギー 0時間30分

　乳幼児のアレルギ－疾患が増加しています。
原因は，吸入性と植物性に分かれます。それら
にどう対処したらよいかについて専門家からの
助言を得て考える教材です。

V89026
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・こどものこ
とば 0時間30分

　子供の言葉を育てるためには，よい話し方や
よい聞き方に常に気をつけて対応することが大
切です。対応の仕方について専門家からの助言
を得て考える教材です。

V89027
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・ぼくこれが
してみたい 0時間30分

　子供は遊びによって，楽しみながら成長発達
します。モザイク的遊び・模倣遊び・創造的な
遊びなど，遊びの分類と親の子に対する接し方
について専門家からの助言を得て考える教材で
す。

V89028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） おてつだい 0時間30分

　おてつだいは躾の一つとして大切なことで
す。子供は，体験を通して，自分のものとして
身に付けていきます。親は，手伝いをどうとら
え，どう対処していくべきかを，専門家からの
助言を得て考える教材です。

V89029
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・夜中に熱が
でたとき 0時間30分

　子供が夜中に急に発熱し，親があわてること
があります。発熱状態の観察の仕方，発熱時に
できる処置，救急の処置等について，専門家か
らの助言を得て，心構えを養うことをねらいと
しています。

V89030
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・ひとりでで
きる 0時間30分

　子供を自立させるためにはどうしたらよいで
しょうか。６歳までを成長の一つの区切りとし
て，子供の世界を乱さないで意欲を伸ばしてや
るための配慮について，専門家からの助言を得
て考える教材です。

V89031
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・子育ては自
信とゆとりで 0時間30分

　子供どうしの仲間関係が子供を育てる。子育
てグル－プは，親自身も楽しみながら育児の視
野を広げていくことが大事です。育児グル－プ
の実際とそれを支えるポイントについて，専門
家からの助言を得て考える教材です。

V89032
交通安全・災害
防犯

すこやかな子どもた
ち 0時間30分

　「すこやかな子供を育てるために」の本年度
シリ－ズの総まとめとして，「これからの子育
てはどうあるべきか」について，助言をしてい
ただいた専門家の方々の座談会です。

V89033

自然科学（生
物・天文）、環
境

かんきょうを守る－
水とわたしたち－ 0時間18分

　仙台市の水道の歴史，浄水場の施設とはたら
き，下水道処理場の施設とはたらきを知らせ，
いつでも安全な水を自由に使うためには，自然
環境を守ることが大切であることを考えさせる
教材です。

V89034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） くさばなあそび 0時間17分

　草や花，葉などを使ったいろいろな遊びを紹
介し，植物に興味を持たせるよう構成されてい
ます。

V89035

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 新しい農業を求めて 0時間18分

　農業を継ごうとする青年の，年間を通じての
農作業の実際を紹介しながら，農業の諸問題や
地域おこしの活動にもふれています。

V89036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台伝統工芸－埋も
れ木細工－ 0時間18分

　「埋もれ木細工」の制作工程や制作者の喜び
や苦労などについて知らせる教材です。

V89037

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） くらしと電気 0時間16分

　発電所から家庭に電気が届くまでの流れを知
らせ，くらしと電気のかかわりについて理解を
深めることができます。

V89038
保健衛生・性教
育・運動

ポンタ先生の健康教
室－かぜの予防クイ
ズ－ 0時間16分

　小学校全学年を対象に，風邪の予防につい
て，クイズ形式・対話形式で知らせる教材で
す。

V89039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

宮城の伝統工業－こ
けし作り－ 0時間7分

　原木の切り出しから完成までの，こけし作り
の工程を追いながら，伝統工芸は，機械力より
も，人間の技術を生かし，道具を用いた作業に
よって，人間味あふれる作品ができることに気
づかせるよう構成されています。
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V89040
科学技術・物
理・化学・工学

アルコ－ルランプの
使い方 0時間15分

　初めてのアルコ－ルランプを使用する子供た
ちに，マッチのすり方や，アルコ－ルの量，火
の消し方等細かいところまで，よい扱い方と危
険な扱い方を対比しながら，正しいアルコ－ル
ランプの使い方を教える教材です。

V89041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ドリブルシュートの
段階的な練習 0時間7分

　バスケットボ－ルで一番多用されるドリブル
シュ－トを取り上げ，段階的な練習方法を提示
し，イメ－ジを強化させ，シュ－ト力を向上さ
せます。

V90001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＯＤＡってなあに－
マサル君は学んだ－ 0時間24分

　ＯＤＡとは，海外の貧しい国に対する援助の
ことです。山下さんのアフリカにおける看護援
助のアニメを通して，援助の仕組みや問題点に
ついて解説しています。

V90002
交通安全・災害
防犯

クルマは友だち－若
者たちへのメッセー
ジ－ 0時間18分

　車の快適な運転（安全運転）とは何かを，若
者の心理に，フィットするゲ－ム感覚（コン
ピュ－タ・グラフィックス）を駆使し，興味深
く描いています。

V90003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かさと楽しさを支
える安心・安全思想 0時間18分

　交通事故を最小限度に食い止めるための研
究・開発や，交通安全意識高揚のための活動の
現状を知ることができます。

V90004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

豊かな暮らしとエネ
ルギー 0時間20分

　資源の少ない我が国の，将来のエネルギ－源
について解説しています。

V90005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） クルマのできるまで 0時間16分

　新型の自動車が，ユ－ザ－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・流通といった流れに沿って，平易に紹介
しています。

V90006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

太郎君のマイカー作
戦－若者文化と消費
生活－ 0時間20分

　これからの社会を生き支えていく若者が，身
近な経験を通して，日常の生活技術をみがき生
活の視野を広げていくようすを描いています。

V90007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ぼくたちの探検－税
の働き－ 0時間30分

　「税はなぜあるのか」「その使い途は」，中
学生の目を通して映るさまざまな光景の中で，
そんな疑問に応え，考えさせてくれる教材で
す。

V90008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

清流と杜の都の広瀬
川 0時間25分

　昭和６２年建設省は，広瀬川と名取川につい
て，清い流れを保ち，まわりの自然環境を整
え，人々の潤いのあるものにするという基本計
画を発表しました。広瀬川の美しい現在の姿を
紹介しています。

V90009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

平成元年度美しく豊
かな言葉をめざして 0時間15分

　①花か車か　　－家庭での話し合い－

　②類義語　　－豊かな表現のために－

　③朗読の魅力

V90010
交通安全・災害
防犯

絵図に見る災害の歴
史 0時間21分

　日本は世界でも自然災害の多い国です。古代
から，現代の伊豆大島噴火にいたるまでの災害
の恐ろしさを絵図と生々しい映像で紹介し，
「防災の心得」を考えさせてくれる教材です。

V90011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本とヨーロッパを
結ぶ海運－産業と貿
易を通して 0時間20分

　日本とヨ－ロッパの貿易は年々増加していま
す。ヨ－ロッパの産業の様子と海運のはたらき
や役割を紹介しています。

V90012

自然科学（生
物・天文）、環
境

月はなぜ片面しか見
えないのか 0時間5分

　なぜ月は地球に対して片面しか見せないのか
という疑問を手がかりに，地球，月の模型と光
源（太陽）を用いたモデル実験を中心にして理
解を深めさせようとしています。なお，このビ
デオは，「化石が語る昔の環境」と合巻になっ
ています。

V90013

自然科学（生
物・天文）、環
境

川の汚れを生物で調
べる 0時間5分

　このビデオは，汚染度は異なるが，水温・水
量・立地条件が等しい三つの川を舞台に，生活
排水の流入によって生物相が違っていることを
描いています。＊なお，このビデオは，「カニ
の足とハサミ－生活に適した形－」と合巻に
なっています。

V90014

自然科学（生
物・天文）、環
境 両生類とは虫類 0時間6分

　身近な動物の中で，両生類とハ虫類の違いは
分かりにくい点が多くあります。このビデオ
は，外形や皮膚の乾燥の状況，産卵行動や卵の
様子などから，それぞれの特徴を視覚的にとら
えられるようにしています。「心臓の運動と血
液の流れ」と合巻になっています。

V90015

自然科学（生
物・天文）、環
境 火山の形 0時間5分

　日本の景勝地の多くは，火山活動によって生
じた地形をもっています。このビデオは，その
風景からそれをつくりだした源の火山を紹介
し，その火山の形が噴火の仕方や噴火物の性質
によって分類されることをアニメを含めて描い
ています。なおこのビデオは「市長さんの天気
予報」（中学校・理科・５分）と合巻になって
います。
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V90016
交通安全・災害
防犯

東京消失
－関東大震災の記録
－ 0時間50分

　大正１２年９月１日，マグニチュ－ド７．
９，震度６，烈震の関東大地震の災害を忠実に
記録したもので，大地震に対する備えを訴える
ビデオです。

V90017
交通安全・災害
防犯

都市災害の恐怖－ビ
ル火災編－ 0時間30分

　急速な超高層都市化が進む中で，ひとたび火
災が発生したら，想像外の大惨事が予想されま
す。世界各地に起ったビル火災を紹介し，都市
防災について考えさせるビデオです。

V90018

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境にやさしいライ
フスタイル 0時間18分

　人間が生きていくために大切な，空気・水・
大地が，取り返しのつかないほど傷つけられて
います。地球の環境破壊を防ぐために，家庭や
職場でできること６つが提案され，それを実践
している人々を紹介しています。

V90019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

歴史誕生「行ケヤ海
ニ火輪を転ジ」－明
治初年･岩倉使節団－ 0時間45分

　“維新日本”をどのような国家にするか。岩
倉使節団の足跡を欧米各国にたどりながら，近
代日本誕生の舞台裏を浮き彫りし，「外交」
「２１世紀の日本」を考える上での一助となる
教材です。

V90020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みやぎふるさとの詩
－みやぎの音と映像
の祭典－ 0時間18分

　１９９０年２月に実施された「みやぎ音と映
像の祭典」に発表された作品で，ふるさとみや
ぎのすばらしい四季をとおして，人間と自然と
のかかわりをイメ－ジしたものです。

V90021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

藻場（もば）－魚た
ちのゆりかご 0時間30分

　“海の森”と呼ばれる藻場の役割とその重要
性について，分かりやすく解説しています。

V90022
交通安全・災害
防犯 わたしたちの防災 0時間35分

　火災発生のメカニズム，火災に備えて設置さ
れている種々な設備とその働き，火災の時の身
を守る方法等について，楽しく，分かりやすく
理解できるよう説明しています。

V90023

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

思いやりを行動に
－障害者とともに歩
む－ 0時間18分

　健常者が障害者を正しく理解し，ともに歩む
ためには，どうしなければならないか。障害を
理解するよりも，ふれあい，障害者の「自己選
択権」の尊重が大切であることを訴えている教
材です。

V90024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝統に生きる－火伏
せの虎舞い－ 0時間14分

　中新田町には，昔から踊りつがれてきた虎舞
があります。中学生が，町の歴史や虎舞のル－
ツを探ることにより，伝統を守ることの大切さ
に気づいていく様子を描いています。

V90025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

鳥のいる風景－四季
の詩－ 0時間17分

　亘理郡亘理町鳥の海は，豊富なえさと住みよ
い環境で野鳥の楽園と言われています。四季を
通した野鳥の生活を描いています。

V90026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みやぎふるさとの詩
－みやぎの音と映像
の祭典－ 0時間18分

　１９９０年２月に実施された「みやぎ音と映
像の祭典」に発表された作品で，ふるさとみや
ぎのすばらしい四季をとおして，人間と自然と
のかかわりをイメ－ジしたものです。

V90027
保健衛生・性教
育・運動

献血，言葉だけ知っ
ていても 0時間20分

　献血の必要なことはだれでも知っているが，
不安もあります。血液のはたらき，献血の安全
性について，日本赤十字社が，分かりやすく解
説したビデオです。

V90028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ナチスの思想と行動
－アウシュヴィッツ
を生んだもの－ 0時間17分

　「心に刻むアウシュヴイッツ」全国巡回展解
説ビデオです。ナチス・ヒトラ－の独裁政治の
思想と侵略，そして，特定民族絶滅への道へと
進むそのプロセスを説明しています。

V90030

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

証言奇跡の生還者た
ち 0時間22分

　再び繰り返してはならない戦争と，命の尊さ
や，平和の価値を次の世代に語りかけ，辛うじ
て生き残った元囚人たちの数奇な体験を紹介し
ています。

V90031

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アンネ，フランク－
日記が語りかけるも
の－ 0時間20分

　ナチスの過酷な迫害にも決してくじけない人
間性の象徴として世界の人々に深い感動を与え
ているアンネ・フランクの日記を紹介していま
す。

V90032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

馬と祭シリ－ズ　東
北編 0時間35分 　上記の東北各地の紹介。

V90033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＩＥ授業の記録
「くらしとごみ」 0時間30分

　平成２年１０月４日（水）仙台市芦口小学校
のＮＩＥ授業公開で披露された研究授業の記
録。久道研司教諭の指導する社会科（単元「く
らしとごみ」４年２組）の授業を収録したもの
です。

V90034

自然科学（生
物・天文）、環
境

ある日の藤城さん親
子　－原子炉の暴走
は防げるか 0時間29分

　原子力開発途中のひとつの事故をきっかけに
して，アメリカと日本が原因究明のために実験
を重ねてきました。その結果をもとにした原子
炉安全対策を紹介しています。

V90035

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 悟空の著作権入門 0時間23分

　アニメ－ションによる悟空たちの冒険を楽し
みながら「著作権」を広く，そして，より分か
りやすく解説しています。

V90036
保健衛生・性教
育・運動

平成２年度全国高校
総体 0時間47分

　平成２年７月３１日から８月２０日まで，宮
城県各市町村を会場として行なわれた，平成２
年度全国高等学校総合体育大会の熱戦を収録し
たものです。
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V90037
保健衛生・性教
育・運動

平成２年度全国高校
総体
－総合開会式編－ 0時間50分

　「華開け無限の力　宮城の夏」のスロ－ガン
のもとに，宮城県一県単独開催の平成２年度全
国高等学校総合体育大会の総合開会式を収録し
たものです。

V90038
保健衛生・性教
育・運動

平成２年度全国高校
総体
－総　集　編－ 0時間55分

　平成２年度全国高等学校総合体育大会が宮城
県内３１市町で２６競技が開催されました。昭
和６２年からの準備の様子や各種競技のハイラ
イトを収録したものです。

V90039

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

余暇・意識改革のす
すめ－豊かな時をつ
くるために－ 0時間18分

　日本人は余暇の過ごし方がへただと言われて
います。科学博物館の教育ボランティア・運転
ボランティア，日曜発明研究会，スカイクラブ
等，余暇を上手に活用し，豊かな生活を楽しん
でいる人々を紹介し，意識改革を訴えていま
す。

V90040

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台の正月行事 0時間15分

　仙台市が市になってから約百年の間に大きく
変化したことを知る手がかりとして，初売り・
どんと祭など，昔から続いている正月行事に気
づかせる教材です。

V90041

自然科学（生
物・天文）、環
境 虫をさがそう 0時間9分

　校地やその周りの草むらなどにいる虫をさが
し，その虫のいる場所が決まっていることに気
づかせる教材です。

V90042

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 柳生和紙 0時間16分

　①仙台市柳生地区の位置

　②和紙つくりの工程

　③和紙つくりの苦労や工夫

　④製品

V90043

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） すみやき 0時間7分

　①木の利用紹介

　②すみやきの製造工程

　③すみやきの歴史

　④すみの利用や利点

V90044

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） みやぎの神楽 0時間16分

　①神楽の概略

　②宮城の神楽の種類

　③神楽の分布

V90045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 新聞がとどくまで 0時間18分

　①新聞ができるまでの工程

　②新聞配達の仕事をしている人々の様子とそ
の苦労

　③新聞の持つ特性

V91001

自然科学（生
物・天文）、環
境

謎のセールスマン－
地球にやさしく 0時間27分

　地球的規模で進んでいる環境破壊の現況を取
り上げ，地球を元の美しい姿に戻すために，私
たちは，今何をなすべきかを訴えています。

V91002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

タックンくらしのＴ
ＡＸノート 0時間25分

　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立っているこ
とを紹介しています。

V91003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

発展途上国ってどん
な国？－小さな友情
から大きな夢へ－ 0時間20分

　ある中学生が，アフリカで悲惨な状況を直接
体験するとともに，青年海外協力隊員の活躍等
も知り，開発途上国への関心を強めていく様子
を紹介しています。

V91004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・親子で育つ 0時間30分

　子育ての基本は家庭です。子育てのための家
庭の機能をどう考え対処したらよいか。角田市
民センタ－の「子育てセミナ－」を紹介しなが
ら，親子がともに育つ家庭を考える教材です。

V91005
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・病気に負け
ない子どもたち－小
児糖尿病－ 0時間30分

　子供が長く付き合わなければならない病気に
小児糖尿病があります。この病気の種類，発熱
症状，治療の３原則，小学生の家庭や学校での
生活，また高校バレ－部の主将だった大学生の
練習の様子を紹介しています。

V91006
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・ことばの生
活 0時間30分

　０歳児の言葉の発達の様子を紹介し，言葉の
やりとりには４つのはたらきがあること，言葉
をどのように教えるかについては，５つの方法
があることを紹介しています。

V91007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・うそをつく 0時間30分

　子育てグル－プの母親たちの話し合い「子供
のつくうそ」を話題にしながら，うそを５つに
分類し，親として，うそにどう対処すべきか，
叱り方などについても考える教材です。

V91008
保健衛生・性教
育・運動

すこやかさんこんに
ちは　・ウイルス感
染症と予防接種 0時間30分

　病気にかからないために，予防接種の意義，
ワクチンの種類，主な予防接種，母子免疫の概
略，また予防接種を避けなければならない状態
など，よい予防接種の受け方についても説明し
ています。

V91009
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・役割分担 0時間30分

　子供の自立を図るためには，手伝いを発展さ
せた役割分担が必要です。家庭での役割分担の
意味を考えながら，母親として注意すべき点に
ついて紹介しています。
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V91010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・遊びとけん
か 0時間30分

　遊びは「イメ－ジをさぐる操ることである」
と定義し，年齢によって変化する遊びの発達を
紹介しています。また，けんかの原因を大きく
２つに分けて，子供のけんかにどのように対応
し，収拾したらよいかについて，実例によって
紹介しています。

V91011 道徳・国際理解
国際化の中の子ども
たち 0時間30分

　風俗，習慣，文化の異なる外国の子供を受け
入れて指導している国見保育所の生活を紹介
し，国際化を考える上で大事なポイントは何か
を考える教材です。

V91012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・おもいやり
の心 0時間30分

　白百合学園幼稚園の縦割り保育を紹介し，年
齢別クラスでは得がたい思いやりの心が育って
いる様子を紹介しています。

V91013
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・共に生きる
社会のこども 0時間30分

　「すこやかさん・こんにちは」の本年度の総
集編です。子育ての基本は，親子関係の安定が
一番大事であり，そのためのアドバイスを専門
家の先生が語っています。

V91014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

堤の土と炎－遥かな
時を越えて 0時間20分

　「平成２年度，音と映像・ふるさと学習事
業」の一環として製作された作品です。堤焼き
の内に秘められた宮城の歴史を映像化したもの
です。

V91015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

平成２年度美しく豊
かな言葉をめざして 0時間15分

　①適切な言葉遣い　　－敬語を中心に－

　②くらしの中の音声　　－談話を中心に－

V91016
保健衛生・性教
育・運動

新しい生命との出会
い－ファミリー出産
の記録－ 0時間30分

　「親の目子の目」番組選奨（平成元年度文部
大臣賞受賞）の作品で，母親の出産のために父
親と子供たちが，出産の準備から出産時まで行
動をともにして，家族の絆を深めていくようす
を記録したものです。

V91017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ザ・石油－オイルマ
ンの熱い日々－ 0時間28分

　サ－ビス・ステ－ションの女性カウンセラ
－，石油買い付けのオイルマン，油田開発の技
術者，明日の石油を考える研究所の人々等，生
き生きとした活躍ぶりがドラマ形式で描かれて
います。

V91018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

トオルくんのロード
ゲーム-私たちのくら
しと道路のやくわり- 0時間20分

　農業地域・工業地域等の具体例を挙げ，産業
の発展や人々の生活における道路の役割，道路
の問題点等，日常生活と密接に関連する道路を
分かりやすく説明している教材です。

V91019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

大河原の職人－失わ
れて行く伝統 0時間20分

　下駄屋・鍛冶屋・桶屋・提灯屋等，地域から
手作りの品が次々と消えていく中で，大河原町
の職人の変遷と町の歴史を考える教材です。

V91020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 加美の舞（神楽） 0時間15分

　加美郡に伝わる神楽を映像化し，郷土の神楽
について，多くの人々に理解してもらうための
作品です。

V91021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 和牛の里・栗原 0時間15分

　栗原郡は全国的にも優秀な和牛の生産地で
す。和牛をとおして，郷土の農業のあり方をう
きぼりにしている作品です。

V91022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） ふる里の藍 0時間18分

　藍染めは，我が国最古の染色技術です。それ
をひたむきに守り続けている千葉あやのさん。
藍染めの技法を種子まきから，染色まで，詳細
に解説しています。

V91023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心をもちたく
ましく生きる子ども
を育てる(1) 0時間30分

　このビデオは，小学校道徳教育推進指導資料
で，新教育課程にもとづく道徳教育をすべての
教育活動を通して，どのように取り組むのが望
ましいかを分かりやすく解説したものです。

　〈小学校編〉

V91024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心をもちたく
ましく生きる生徒を
育てる(1) 0時間30分

　このビデオは，中学校道徳教育推進指導資料
で，新教育課程にもとづく道徳教育を，すべて
の教育活動を通して，どのように取り組むのが
望ましいかを分かりやすく解説したものです。

　〈中学校編〉

V91025 道徳・国際理解
共に歩む－国際協力
の現場から－ 0時間28分

　このビデオは，ケニアにおける社会林業プロ
ジェクトやフィリピンの民間援助団体による農
業技術・生活改善指導等を現地取材し，国際協
力を分かりやすく伝えるものです。

V91026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

のりの養しょく－と
る魚業から育てる魚
業へ－ 0時間20分

　のりの養しょくを通して，とる漁業から育て
る漁業へというテ－マの漁業を紹介し，さら
に，のりの歴史や栄養素についても取り上げて
います。

V91027

自然科学（生
物・天文）、環
境 新しい素材を求めて 0時間29分

　物質材料系科学技術に焦点を当て，無色透明
ダイアモンド，超伝導材料の開発，金の超数粒
子観察，原子・分子レベルでの材料の機能解明
等々を紹介しています。
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V91028

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ライフサイエンスの
未来 0時間29分

　ライフサイエンスの中から，好アルカリ性細
菌，走磁性菌などの機能，細菌のべん毛運動を
つかさどるモ－タ－のメカニズム，脳のメカニ
ズム，がん等の解明などに焦点を当てて紹介し
ています。

V91029
漫画・アニメー
ション

ニューフロンティア
－宇宙へ－ 0時間29分

　宇宙科学技術に焦点を当て，我が国のロケッ
ト開発，エンジン開発，スペ－スシャトルＰＳ
毛利さんの訓練風景，宇宙開発計画，日本実験
棟，無重力状態を利用した材料開発などを紹介
しています。

V91030

自然科学（生
物・天文）、環
境

空と海と陸－地球を
知る－ 0時間29分

　地球環境を特に観測面から，海洋観測衛星，
地球観測プラットホ－ム衛星，海洋音響トモグ
ラフィ－，しんかい６５００，地震観測網等を
立体的に紹介しています。

V91031
保健衛生・性教
育・運動 男女のからだ 0時間9分

　このビデオは，「人は男女によって体の形に
ちがいがあり，成長するに従ってそのちがいが
一層はっきりすること」「そのちがいは，子供
を生み，育て，生命を連続させていくために必
要なものであること」を理解させようとするも
のです。動物のオス・メスの形や役割などのち
がいを見ることから，自分の体に目を向け，自
分たちの体はどうなっているのか，これからど
う変わっていくのかを考えることを通して，生
命を大切にする気持を養おうとする教材です。

V91033

自然科学（生
物・天文）、環
境

体のつくりと働き－
食べる－ 0時間11分

　人の体のつくりや働きには，他の動物と共通
のものと異なるものとがあることを児童が自主
的に調べることができるように，「食べ方と食
べ物と歯」を事例として取り上げ映像化したも
のです。特に，児童に親しみのある哺乳動物を
取り上げて，観察・研究・調査・まとめをする
手掛かりがつかめるようにまとめています。

V91034

自然科学（生
物・天文）、環
境

人と環境－生き物の
つながりあい 0時間10分

　このビデオは，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し，人も含めた生
物は，他の生物及び環境とかかわって生きてい
ることを理解させようとしています。特に，閉
鎖系の実験を野外で行うことで，その結果を直
ちに環境的規模に結びつけて考察できるるよう
に工夫しています。

V91035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こうして話せばいい
だね－話し方・聞き
方－ 0時間19分

　小学校基礎学習のなかでも音声言語，つま
り，話し・聞く力をつける指導が重視されてい
ます。このビデオは，４年生のある学級を取り
上げ，クラスをよくするため「掲示板の使い
方」について話し合う過程を追いながら，目的
を実現するために大切な「話し方・聞き方」の
基本事項を考えようとしている教材です。

V91036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 秋とあそぼう 0時間18分

　自然を観察して季節の変化に関心を持たせた
り，野外にある材料を用いて遊び道具や飾りも
のを作ることや，それを使って遊ぶことができ
ることを教えようとしています。特に，身近な
自然との触れ合いや，自然の素材を利用して創
作する時のイメ－ジづくりや，ヒントになる具
体的事例を提示しており，学習に役立つ資料で
す。

V91037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

宇宙の音楽をつくろ
う 0時間21分

　これからの小学校教育で一層求められるもの
は，「創造的で個性的な学習活動」です。この
ビデオは，このような背景のもとに，児童が，
これまで得た音楽性，感性，心情を駆使して，
自由な発想で音楽づくりに取り組む姿を描いた
ものです。実践指導の記録をもとに，宇宙のイ
メ－ジにあった「音」の収録，楽譜づくり，グ
ル－プによる音楽づくり，そして発表の様子を
映像化しています。

V91038

自然科学（生
物・天文）、環
境 地球と環境 0時間20分

　四十数億年という時間の中で生成されてきた
美しい地球と自然。しかし，現在，先進国は豊
かさの中で，途上国は貧困の中で，それぞれ環
境破壊が進んでいます。このビデオは，熱帯林
の破壊，地球の温暖化，酸性雨，オゾン層の破
壊，海洋汚染等を通して，地球規模の環境破壊
も，我々の身近な暮らしの中にその原因がひそ
んでいることを知らせています。学校教育のみ
ならず，社会教育の教材としてもふさわしい作
品です。

V91039 道徳・国際理解
私たちの場合－ある
生徒会の報告より－ 0時間20分

　生徒会の投書箱に，「生徒会を解散しろ」と
いう投書が連続して入れられました。それを真
正面から受止め，考えていくうちに，生徒会役
員も自分たちの心の底に同じ思いのあることに
気づき問題の解決に努力しはじめます。ある中
学校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
在意義と，活性化を考えさせようとしている教
材です。
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V91040 道徳・国際理解 現代の人間像 0時間21分

　人間としての在り方，生き方についての理解
と思索を深めようとする「倫理」の学習は，現
代社会の特質をふまえる必要があります。新し
い学習指導要領では，現代の人間像にふれなが
ら，しかも「美術作品などを引用して，現代の
人間像を紹介するなど工夫」をすることを求め
ています。このビデオは，核家族化，高齢化，
情報化，国際化など現代社会の特質を映像でと
らえながら，美術作品を手掛かりに，現代社会
の特質と人間について興味深く考えさせる教材
です。

V91041

自然科学（生
物・天文）、環
境

水産育種とバイオテ
クノロジー 0時間20分

　近年，水産育種の分野でバイオテクノロジ－
の技術が活用されるようになりました。ここで
は，魚の発生や，減数分裂を基本とし，染色体
を操作してつくる三倍体，雌性発生，偽オスの
作成，そして海藻の細胞融合などバイオテクノ
ロジ－技術の実験をアニメ－ションを交えて分
かりやすく描いています。

V91042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

せんせいせんせい－
３才児の世界－ 0時間22分

　幼稚園は，幼児にとって初めての集団生活。
その中で幼児は何をどのように学びとり身につ
けていくのでしょうか。教師の役割や指導とは
何なのでしょうか。３歳児が先生や友達とふれ
あいながら思い切り遊ぶ姿にその答えをみるこ
とができます。このビデオは，３歳児と先生が
生活する姿をありのままに記録し指導のあり方
を考えさせる教材です。

V91043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ハイパ－メディアの
世界「文京文学館」
を事例として 0時間25分

　日本初のハイパ－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」を事例として紹介しています。ハイパ－メ
ディアは，文学，映像，音声等様々な情報をひ
とまとめにしたものです。

V91044

自然科学（生
物・天文）、環
境 信濃川とさかなたち 0時間20分

　日本一長い信濃川の上流から，中流，下流へ
とくだりながら，それぞれの流域に住む魚たち
と人々の生活や漁業とのかかわりを，分かりや
すく解説しています。

V91045

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林の働き－森林の
サイエンスシリーズ
１－ 0時間16分

　森林の冬から秋にかけての変化を観察し，森
林の仕組みを①森林や樹木は地球の大気の組成
を保つのに役立つ②森林の土壌は川の水量の平
準化に役立つ③樹木は有機物の生産者であるの
３点から明かにしています。

V91046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

安心へのステップ"
９１ 0時間20分

　石油備蓄の必要性と備蓄基地（地上・地中・
洋上・地下）の様子を紹介しています。

V91047
交通安全・災害
防犯

防災－地震の被害防
止
－あなたを守る知恵
と行動－ 0時間18分

　地震体験者の体験談を交えながら，地震への
備えと地震が発生したらどうするかについて具
体的にくわしく，分かりやすく説明していま
す。

V91048

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

われら地球家族－国
際緊急援助隊の活動
－ 0時間18分

　発展途上国づくりを援助するために設立され
た国際緊急援助隊の活動の様子と，活動に参加
した隊員の座談会から，活動内容を分かりやす
く紹介しています。

V91049

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ビジュアル歳時記－
日本の暦－ 0時間32分

　一年の諸行事には，季節・祝祭日・催し・慣
習などがあり，いずれも日常生活に密着し，
日々の暮らしにリズムを与え，季節感を呼び起
こしてくれます。諸行事を月別に取り上げて解
説しています。

V91050

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

おんなじ空の下で－
私たちの社会参加－ 0時間25分

　身体に障害をもつ人，精神障害をもつ人，そ
れぞれの具体的な社会参加の姿を紹介しなが
ら，「みんなで支え合う社会づくり」の大切さ
を考える教材です。

V91051

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

杜の都・せんだい－
緑のあふれるまち－ 0時間26分

　仙台市の「緑」を川や鳥たちとの関連の中で
生きた形で，紹介したものです。内容として，
ケヤキ・青葉山・広瀬川・鳥たちなど，杜の都
にふさわしく豊富です。

V91052
保健衛生・性教
育・運動

たった一度の好奇心
－それがすべてを終
わらせる 0時間19分

　このビデオは，家庭を崩壊し，社会を滅ぼす
麻薬・覚せい剤などの薬物の恐ろしさを訴え，
薬物乱用防止を呼びかけています。

V91053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

蔵王少年自然の家生
活のしかた 0時間22分

　少年自然の家に来所する学校が，自主的にし
かも楽しく生活が出来るよう，入所前の事前指
導用といて作成したものです。食堂・風呂・体
育館・トイレの使い方，ベットメ－キングの仕
方等を説明しています。

V91054
保健衛生・性教
育・運動

新しい生命を守ため
に－胎児は人間です
－ 0時間27分

　このビデオは，生命の神秘と尊厳，また，性
行為の重要性について，生徒等に考えさせ，生
命を尊重する心を育てるため，生命倫理の観点
に基づいて制作されたものです。

V91055
保健衛生・性教
育・運動

いのち美しいもの-
ONE&ONLY- 0時間27分

　このビデオは，時代の風潮にまどわされな
い，自分なりの性のあり方，生き方について主
体的に考えさせるように制作されたものです。

V91056

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

馬と祭シリ－ズ　関
東編 0時間34分 　上記の関東各地の紹介。
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V91057
科学技術・物
理・化学・工学

私．電気をつくる人
－智子の新エネル
ギー見て歩き－ 0時間28分

　アメリカ，デンマ－ク，日本での“太陽光”
“風力”“地熱”といった自然エネルギ－を利
用した発電の現状と問題点を紹介しています。

V91058

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本列島誕生ものが
たり－なぜ少ないエ
ネルギー資源 0時間28分

　長期海外ロケの貴重な映像に，アニメ－ショ
ンやコンピュ－タグラフィックスを組み合わ
せ，日本列島誕生の謎とエネルギ－の関係を分
かりやすく解説したものです。

V91059

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

夢みるひとよめざめ
よ－凧に乗って英仏
海峡に挑む－ 0時間30分

　「凧に乗ってド－バ－海峡を渡る」という大
きな夢の実現のために，不屈の努力で数々の困
難を克服する男たちのドキュメントを通して，
夢を持つことの素晴らしさを訴えています。

V91060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親の目子の眼－自然
はぼくらの保育室 0時間30分

　長野市飯綱高原に，内田夫婦が設立した「子
供の森幼児教室」。３０数名の３歳児以上の幼
児が，山菜採り・料理・野菜づくり・田植えな
ど，大自然の中で，遊びを通して，たくましく
育っていく姿を紹介しています。

V91061

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは  ・親と子の豊
かなつながりを 0時間30分

　子供の成長に最も大切なのは，親と子のつな
がりです。それはどんなところから始まるので
しょうか。豊かな親子関係は，どう育てていっ
たらよいのかを専門家からの助言を得ながら考
える作品です。

V91062
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・ぜんそくな
んかとんでいけ！ 0時間30分

　１０月はぜんそくシ－ズンです。ぜんそくに
負けない体をつくるにはどうすればよいでしょ
うか，発作を起こさないようにするには，お父
さん，お母さんができることはどんなことかを
専門家からの助言を得ながら考える作品です。

V91063
保健衛生・性教
育・運動

すこやかさんこんに
ちは　・お話してよ 0時間30分

　ことばは親と子のふれあいの中で生まれま
す。ことばを覚えることによって子供の世界が
広がります。専門家からの助言を得ながら，子
供にどうお話ししていったらよいか考える作品
です。

V91064
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・子どもを育
てるよろこび 0時間30分

　三世代家族，核家族など，子供が育つ環境は
違っても，子供の成長には誰もが喜びを感じる
ものです。家族で支え合いながら楽しく子育て
ができるように，専門家から助言を得ながら考
える作品です。

V91065

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・お母さん
こっち向いて！ 0時間30分

　子供はお母さんが大好き。お母さんと楽しく
過ごす時間を求めています。「お母さん，こっ
ち向いて……　だっこして……　お話しして…
…　いっしょに遊んで……　」専門家の助言を
得ながら子供との接し方を考える作品です。

V91066
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・けが，やけ
ど異物誤飲 0時間30分

　おとなのちょっとした不注意や油断が，子供
の事故につながります。子供を事故から守りす
こやかに育てるためのポイントについて，専門
家の助言を得ながら子供との接し方を考える作
品です。

V91067
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・楽しく食べ
よう 0時間30分

　家族そろっての楽しい食事から健康が生まれ
ます。おっぱい，離乳食，おやつなど，子供の
メニュ－はもりだくさん。お母さんのアイディ
アが生きています。専門家の助言を得ながらア
イディアを考える作品です。

V91068
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・ボクガンバ
ルよ 0時間30分

　子供は好奇心に満ちています。子供の好奇心
を伸ばし，やる気を育てていくために，ほめ
方，しかり方について，専門家の助言を得なが
ら考える作品です。

V91069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・お父さんの
出番 0時間30分

　仕事で毎日が忙しいお父さん。でも，子供
は，お父さんを待っています。お父さんとのふ
れあいの中で育つことがたくさんあるのです。
父親の時間のとり方・接し方について，専門家
の助言を得ながら考える作品です。

V91070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・親子でイキ
イキ 0時間30分

　子供のすこやかな成長とともに，親も育って
いきたいものです。そして，親と子の豊かなつ
ながりを地域にも広げ，「親子でイキイキ」を
めざし，専門家の助言を得ながら考える作品で
す。

V91071

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

みちのくに紙－白石
和紙－ 0時間30分

　遠藤忠雄さん一家の仕事を通して，伝統工芸
「白石和紙」の本質に迫る作品です。

V91072

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

大河原の生んだ歌人
－佐藤佐太郎 0時間20分

　大河原生まれの佐藤佐太郎の生いたちと短歌
のつながり等について解説したものです。

V91073

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

切込焼－謎の美を求
めて 0時間19分

　東北最古の磁器である「切込焼」の発祥と盛
衰の謎と，その美に迫る作品です。

V91074

自然科学（生
物・天文）、環
境

わたしたちのくらし
とごみ－ごみの出
所・ごみのゆくえ－ 0時間20分

　住民生活とごみとのかかわり，クリ－ンな環
境づくりの大切差を訴えています。

V91075

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

奥州の朱八幡
－上沼八幡神社－ 0時間12分

　「上沼八幡神社」にまつわる歴史的由来と，
文化財の重要性を訴えています。
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V91076

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） かきの養殖 0時間20分

　かきの養殖方法の変移や養殖に関わる浜の
人々の仕事の様子を分かりやすく紹介していま
す。

V91077

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

知恵と工夫で快適な
生活を－家庭の省エ
ネ－ 0時間16分

　エネルギ－や資源の８割以上を輸入に頼って
いる我が国にとって，快適な生活を続けるため
には，私たち一人ひとりの知恵と工夫による省
エネルギ－が不可欠であることを，分かりやす
く解説しています。

V91078

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 今に生きるすみやき 0時間14分

　・すみとは何か

　・すみの利点・利用法

　・すみやきと地形との関係

　・すみやきの歴史

V91079

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 宅配便の秘密 0時間14分

　・宅配便を支える施設・設備や仕組み

　・仕事に従事している人々の工夫や努力

V91080

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） みんなの図書館 0時間12分

　・仙台市の図書館について

　・現状と今後の課題

V91081

自然科学（生
物・天文）、環
境 大地のつくり 0時間12分

　・地層の様子

　・地層のでき方

　・地層の分布

V91082

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） たのしい遊び場 0時間16分

　・生活科で行なうさまざまな活動

　・公園での活動

V91083

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

泉ヶ岳少年自然の家
での活動－活動のﾌﾟﾛ
ｸﾞﾗﾑ 作成のために－ 0時間20分

　・引率指導者のための泉岳少年自然の家の活
動紹介

　・季節にあった自然観察の観点等

V92001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

平成３年度美しく豊
かな言葉をめざして 0時間19分

　・慣用的な表現

　・くらしの中の音声　　－せりふの練習－

V92002

自然科学（生
物・天文）、環
境 地球ＳＯＳ 0時間20分

　政夫（少年）が，世界各国から公害防止技術
を学ぶために来日している人々から，環境問題
の実情を聞き，開発途上国の開発と環境の問題
について考えていくようすをビデオにしたもの
です。

V92003

自然科学（生
物・天文）、環
境

ウルトラマンのシュ
ワッチ！－宇宙探検
－ 0時間27分

　人工衛星を初めて打ち上げてから３５年目の
１９９２年を国際宇宙年と決めました。このビ
デオは，宇宙に浮かぶ惑星である地球を，ウル
トラマンとともに調べる物語です。

V92004

自然科学（生
物・天文）、環
境

ウルトラマンのＴＶ
ゲ－ム大冒険 0時間27分

　魔王バクを倒すために，ウルトラマンは，子
供たちに協力を頼むという形で，ＬＳＩを使用
したファミリ－・コンピュタ－の内部構造とは
たらきを説明しています。

V92005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

もう蝶はとばない－
１５，０００人のア
ンネ・フランク－ 0時間30分

　第二次世界大戦で，多くのユダヤ人が虐殺さ
れたが，アウシュビッツに送られて殺される前
に，中継地点のテレジン収容所にいた多くの子
供達が多数の絵を描き残しています。その展覧
会の記録ビデオです。

V92006

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

テレビと生涯学習－
ともに生きる世界－ 1時間30分

　民間放送教育協会平成３年九州地区研究協議
会第１日目の放送利用促進部会の模様を収録し
たものです。

V92007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

石油危機に備えて－
石油備蓄が活躍する
時－ 0時間17分

　「安心へのステップ´９１」の続編。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，消費者に安定供給さ
れるか，放出のための訓練も紹介しています。

V92008

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

身近な環境づくり
－水辺を通して考え
る－ 0時間23分

　仙台市の水辺と市民生活との関わり，川の水
質，汚す原因，浄水場と下水処理場等を紹介
し，身近な水辺を通して環境問題について考
え，環境を保全するには市民一人ひとりがどう
行動すればよいかについて考える教材です。

V92009

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙をさぐる－ロ
ケット・人口衛星 0時間26分

　ロケットの歴史を振り返りながら，ロケット
の原理・構造や飛び方を分かりやすく解説し宇
宙科学者たちが宇宙の謎に挑戦している姿を紹
介しています。

V92010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

Welcome to　greater
HONG kong
－発展する華南経済
圏－ 0時間17分

　国際貿易都市「香港」は，３つのＰ（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ます。香港に進出してい
る日本企業の活躍を紹介しています。

V92011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くるまとんてんかん
－子供の遊び－ 0時間28分

　一時代前の子供達は，日の暮れるまで，親や
先生に叱られるのも忘れて，路地裏や空地，広
場で夢中になって遊び，その中から，きびしい
遊びのおきてや，勝負への執念を学びました。
そのような昔の遊びを紹介しています。
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V92012

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球環境を守る－エ
ンノスケの旅 0時間20分

　科学技術の発達に伴なって，地球温暖化，酸
性雨，砂漠化等生き物の生活環境をこわしはじ
めています。しかし，科学の力で地球環境をよ
くしようとする努力も行われています。そのよ
うな研究を紹介しているものです。

V92013

自然科学（生
物・天文）、環
境

キミ科学する？暮ら
しを変える先端技術 0時間22分

　家庭の台所から，病気の予防治療，環境問
題，宇宙開発，海洋開発にいたるまでの科学の
力を紹介し，好奇心を持って世界を見つめ，少
しでも科学に興味を持ってもらうためのビデオ
です。

V92014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の海運
－船が支える日本の
暮らし－ 0時間30分

　日本の衣食住に関係する小麦，大豆，そば，
木材などの効率的な運び方，また専用船，超自
動化船などを紹介しています。

V92015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 古代の海の贈り物 0時間30分

　石灰石を露天堀により山頂から階段状に採
掘，輸送し，そして選鉱場で用途別に大きさや
品質を整え，製品化していく過程が描かれ，併
せて，産業や生活での利用の様子も紹介してい
ます。

V92016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 日本の沿岸漁業 0時間20分

　このビデオは，自然環境を生かし，かつ海の
生態系を崩さないよう，工夫して営まれている
日本の沿岸漁業のようすを分かりやすく紹介し
ています。

V92017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

和菓子－その美しさ
－ 0時間25分

　和菓子の歴史をたどるとともに，春夏秋冬四
季折々の風物をモチ－フにしたとても美しい和
菓子の姿を映し出しています。

V92018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 花と緑の約束 0時間56分

　平成２年４月から９月まで，大阪で行われた
花の万博を舞台に，コンパニオンと園芸ボラン
ティアとの交流を題材にしたドキュメンタリ－
ドラマで，自然への理解を深めることができま
す。

V92019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心をもちたく
ましく生きる子ども
を育てる(2) 0時間31分

　新教育課程にもとづく道徳教育と，その進め
方の基本について，ドラマ形式で理解できるよ
うに構成されています。その内容は，道徳の時
間の重要性と年間指導計画の改善が中心となっ
ています。〈小学校編〉

V92020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心をもちたく
ましく生きる生徒を
育てる(2) 0時間43分

　新教育課程にもとづく道徳教育と，その進め
方の基本について，ドラマ形式で理解できるよ
うに構成されています。その内容は，道徳の時
間の重要性と年間指導計画の改善が中心となっ
ています。〈中学校編〉

V92021
科学技術・物
理・化学・工学

空気の中の水じょう
気 0時間10分

　このビデオは，①水は，加熱しなくとも自然
に蒸発する②水の蒸発は，いたる所で常に起
こっている③湯気やモヤは水蒸気ではないが，
そこで蒸発が起こっている証拠になる④水の蒸
発は地表上のあらゆる所で起こっているので，
まわりの空気には，必ず水蒸気が入っていると
いう４つのポイントを，面白い実験，大がかり
な実験，特種撮影などで印象深くとらえていま
す。

V92022
科学技術・物
理・化学・工学

空気の中の水じょう
気の変化－雲－ 0時間10分

　水は，いろいろと姿を変えて存在している
が，雲もその一つであることを飛行機で雲の中
に突入したり，車で山腹を登る途中で観察した
りしながら，興味深く雲の実体をとらえようと
したものです。特に，微速度撮影なども加えな
がら，自然界の水の変化した姿を観察してさら
に学習意欲を高めようとした作品です。

V92023

自然科学（生
物・天文）、環
境

気温ってなにどうし
て変るの？ 0時間10分

　気温は，ある条件の下で測定した空気の温度
であると定義されています。さらに，空気は，
日光によって直接温められるのではなく，太陽
によって温められた地面の熱によって温められ
ます。この作品では，晴れた日と曇りの日のそ
れぞれ一日間，地面の温度と，空気の温度の垂
直分布（地表から１５０センチまで）を最新の
機器で測定することによって，日光と地面，地
面と空気の温度との関係を明かにしようとして
います。

V92024

自然科学（生
物・天文）、環
境

あした天気になあれ
－天気の見方・調べ
方－ 0時間10分

　このビデオは，児童による地上での，やさし
い気象観測や記録の取り方と新聞天気図とを関
連づけて考えさせ，天気はおおむね西から東へ
変化するという傾向性をとらえさせ，天気の変
化を予想する上での，見方・考え方を育てよう
としています。

V92025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

アメリカ合衆国の誕
生 0時間25分

　このビデオは，１７世紀初頭に，北米大陸に
入植した植民地人が，１８世紀後半になると，
本国からの独立を目指して闘い，やがて独立宣
言の採択，合衆国憲法の制定の後，共和制と三
権分立による新しい国家を誕生させるまでを描
いている。新学習指導要領の高校世界史「アメ
リカ合衆国の成立」の学習資料として制作され
ています。
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V92026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） イギリス議会の歴史 0時間22分

　このビデオは，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
成立過程と原状を，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
振り返りながら描いています。新学習指導要領
の高校世界史「近代国家の成立」の学習資料と
して制作されたものです。

V92027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 森と縄文人 0時間38分

　おおよそ１万２千年前，人々は獣に代わる新
しい食糧源の確保に迫られていました。幸い，
落葉広葉樹林の森が保証する豊かな実りと土器
の登場は，人々を定住生活へと導きました。そ
の後，弥生時代が到来するまでの１万年にわ
たって，人々は森の中に生活の糧を求め，利用
したが，森を破壊することなく共存の道を選び
ました。森と共存した縄文人の生活を考える作
品です。

V92028

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林の成り立ちと営
み－森林のサイエン
スシリーズ２－ 0時間16分

　森は自然界のつり合いを保つ上で大切な働き
をしています。その森の生い立ちと営みを桜島
の森を通して学び，地球環境にとって重要な役
割を果たしていることを理解することのできる
教材です。

V92029

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 仙台ふれあいの旅 0時間17分

　杜の都美しい仙台市，制令都市として発展す
る仙台市を紹介しています。

V92030

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ＳＥＮＤＡＩ　Sight
－Seeing 0時間17分

　杜の都美しい仙台市，制令都市として発展す
る仙台市を紹介しています。

「仙台ふれあいの旅」の英語版です。

V92031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

クイズ！ホントにホ
ント？－税って何だ
－ 0時間16分

　税金はどのような仕組みによって成り立ち，
どのようなところに使われているかを，分かり
やすく，クイズ形式で解説しています。

V92032
保健衛生・性教
育・運動

これだけは知ってお
きたい　エイズ－正
しい知識と予防－ 0時間16分

　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ねらいで製作した
ものです。

V92033

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

大学教育新時代への
チャレンジ－放送教
育開発センターの紹
介- 0時間14分

　１９７８年に設立された，放送大学と放送教
育開発センタ－の目的と機能を紹介していま
す。現在首都圏を中心に，３万人が学習し，全
国１２地域で，放送利用の大学教育公開講座が
実施されています。

V92034
交通安全・災害
防犯

海外旅行を安全に～
事件や事故に遇わな
いために～ 0時間16分

　海外で事件や事故などのトラブルに巻き込ま
れないための基本的な注意を１０項目にまと
め，分かり易く解説したものです。

V92035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

宮城蔵王少年自然の
家
～楽しいスキ－活動
のために 0時間13分

　「宮城蔵王少年自然の家」でのスキ－活動の
ためのオリエンテ－ションを，解説したもので
す。

V92036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 馬と祭九州・四国編 0時間31分

　長い間，人々の馬を神の乗り物と信じ，生活
の豊かさと心の安定を求めてきました。馬に託
す人々の願いは様々な形で現われています。九
州・四国各地の馬に関わる祭の数々を紹介して
いる作品です。

V92037
科学技術・物
理・化学・工学 高圧力の世界 0時間23分

　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－です。身の回りの圧力や
圧力の発見など無限の可能性や不思議な圧力の
世界を解説する教材です。

V92038
科学技術・物
理・化学・工学

ＴＨＥ　ＡＬＵＭＩ
ＮＩＵＭ 0時間21分

　アルミニウムは鉄に次いでみじかな金属で柔
らかく弱いというイメ－ジがあるが，その製造
法や特性は意外と知られていません。ボ－キサ
イトの採掘現場から先端分野での活躍まで未知
の可能性を秘めたアルミニウムを解説していま
す。

V92039

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

寝たきりにならない
ために－長寿社会豊
かな老後を－ 0時間15分

　現在全国で７０万人いるといわれている寝た
きり老人。この寝たきりは適切な訓練と介護に
よって十分に予防できるということや「寝たき
り防止十か条」を紹介しながら分かり易く解説
している作品です。

V92040

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

炎の証言－これが空
襲だった－ 0時間21分

　第二次世界大戦における日本本土空襲等の状
況やそれに伴う被害の状況等を戦災体験者の証
言や戦災都市で行なわれた慰霊行事等をドキュ
メンタリ－で描いたものです。

V92041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 書聖梧竹名作展 0時間45分

　書聖といわれた中林梧竹の作品についてその
出典と訓義を明かにし，その分析を試みたもの
です。（福島県指定有形文化財で徳島県立図書
館に保管）

V92042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきいき栃木っ子～
３愛運動～ 0時間30分

　昭和６２年から２期６年間進めてきた栃木県
の教育運動や各学校や社会教育団体の実践活動
「いきいき栃木っ子・三愛運動」を紹介してい
ます。

V92043
保健衛生・性教
育・運動

奇妙な出来事－アト
ピ－ 0時間30分

　アトピ－性皮膚炎については食事や農薬や環
境などの複合的な問題が原因であり，家庭や保
育所や病院などの治療実践を紹介しています。
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V92044
科学技術・物
理・化学・工学

１原子力と環境
２原子力発電所のし
くみ 0時間24分

　国際原子力機関の制作したビデオを日本語に
吹き替えたもので，地球環境問題や原子力発電
の仕組みを分かり易く紹介しています。

V92045

自然科学（生
物・天文）、環
境

紙・地球への思いや
り～水と大気を守り
緑を育てる～ 0時間24分

　紙や製紙産業が自然との調和をめざした工夫
や努力の様子を製紙原料，造林，古紙利用の促
進，環境保全対策などについて紹介していま
す。

V92046

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

紙・ワンダーランド
～豊かな暮らしを支
えるパ－トナ－ 0時間20分

　紙の歴史，製造工程，生活の中の紙，古紙利
用，木材の有効利用，環境保全対策，未来への
取り組みについて紹介しています。

V92047
交通安全・災害
防犯

交通事故のファ－ス
ト・エイド～知って
ほしい応急手当て～ 0時間17分

　交通事故を目撃したときの応急手当（人工呼
吸や心臓マッサ－ジや止血や骨折の手当の方
法）の方法や応急手当の必要性について述べて
います。

V92048

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

能力発揮していきい
きライフ－仕事も家
庭も充実－ 0時間18分

　男女雇用機会均等法が実施されたが，改善す
べき問題点が数多きあります。仕事と家庭の両
立を図るための産前産後の時差出勤，育児休
業，復職後の勤務態様などについて２１世紀職
業財団のサポ－ト室の取り組みなどについて紹
介しています。

V92049

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

お正月ええもんだ～
宮城の祈り～ 0時間22分

　松飾り，締め縄，オセチ料理，元朝参り，ど
んと祭，雄勝町や東和町や宮崎町の正月の祭に
ついて紹介しています。

V92050

自然科学（生
物・天文）、環
境

心のふるさと大倉を
守り続けた３０年
～大倉中学校生徒の
活動から～ 0時間17分

　私達の水がめ大倉ダム，その水を守るため
に，水源となっている大倉中学校生徒の故郷を
愛する暖かい心がこめられている活動を紹介し
ます。

V92051

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

毛利衛宇宙で学ぶ理
科実験
１．ふわっと快適宇
宙の生活 0時間30分

　日本人初のスペ－スシャトル飛行士毛利衛さ
んの宇宙生活編。スペ－スシャトルの居住空
間，宇宙飛行士の生活，宇宙での身体の変化，
食事や衣服等について紹介する作品です。

V92052
科学技術・物
理・化学・工学

宇宙で学ぶ理科実験
２．不思議いっぱい
無重力の秘密 0時間30分

　毛利さんの理科実験編，無重力遊泳，質量と
重量，無重力状態での運動，玉の実験，物質の
混合と分離，学生参加の宇宙実験等について解
説する作品です。

V92053 道徳・国際理解

宇宙で学ぶ理科実験
３．世界はひとつ国
境はありません 0時間30分

　毛利さんの地球環境論。毛利さんの宇宙から
見た地球，人間の営み，地球の未来予測，変化
する地球環境，宇宙開発の未来等について解説
しています。

V93001

自然科学（生
物・天文）、環
境

オモシロ教室　農業
と地球環境 0時間15分

　舞ちゃんとふしぎな人形劇で小学校中高学年
向き，地球の環境が悪くなり農業ができなくな
る恐れがある今，環境にやさしい環境保全型農
業の促進など農業が地球環境とどのように関
わっているかを解説しています。

V93002

自然科学（生
物・天文）、環
境

なるほど血液ゼミナ
－ル～血液のはたら
き～ 0時間15分

　血液は輸血ややけど，感染症などの病気の治
療に活用されています。献血された血液の有効
かつ効率的な活用の方法を解説し，血液供給体
制確立のための日本赤十字の活動を紹介してい
ます。

V93003
保健衛生・性教
育・運動

成分献血入門（アニ
メ）これからの献血 0時間12分

　血液の歴史や日本の血液の自給体制の現状，
血しょう分画製剤の働きなどを中学や高校生向
きにアニメで紹介しています。

V93004

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

南の国の人たちと共
に－人口と食糧－ 0時間20分

　南アジアやアフリカ諸国に対し日本を含めた
先進国が経済援助とともに家族計画や母子衛生
の普及にも努めて自立できるように協力してい
ます。アニメも交えながら人口増加と食糧問題
を考えている教材です。

V93005
保健衛生・性教
育・運動

ＡＩＤＳ正しい理解
と行動② 0時間21分 　上に同じ（文部省譲与ビデオ）

V93006
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
①共に育つ親と子 0時間30分

　子供は心も身体も飛躍的に発達します。それ
らに対応する脳の発達を解説する教材です。子
供の動きを洞察し理解して対応を変える繰り返
しで親も子もともに成長することを訴えていま
す。

V93007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
②遊ぶのが大好き 0時間30分

　子供にとって遊びは生活そのものであり，遊
びを通して成長します。積極的に，協調性など
を楽しみながら大人へのステップを歩んで行く
ものであることを訴えています。

V93008
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
③ともだち 0時間30分

　子供はともだちが大好きなのに時々けんかを
すし、それでもすぐ仲直りをします。子供に
とって友達とはどんなものか考えてみる教材で
す。

V93009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
④できるようになっ
たよ 0時間30分

　基本的な生活習慣を身につけることは自立へ
の第一歩であり，家庭でのしつけは欠かせませ
ん。親と子のかかわりのなかでの育成を考えて
みる教材です。

V93010
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
⑤主治医はお母さん 0時間30分

　大きくなるまでに何度か病気をするのは当た
り前のことです。大切なことはどんな手当てを
したらよいか，どんな場合に病院で診てもらう
かを知ることの大切さを訴えています。
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V93011
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
⑥なぜ，どうして 0時間30分

　子供は好奇心のかたまりです。いろいろなも
のに興味を持ち，驚いたり疑問を持つことで考
える力がついてくるのです。

V93012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
⑦おやつが育てる健
康な歯 0時間30分

　健康な身体は健康な歯から生まれます。子供
と一緒にできる歯みがきの方法や歯をじょうぶ
にするおやつ作りを考えてみる教材です。

V93013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
⑧お母さんも友だち
がほしい 0時間30分

　子育てには心配や悩みがたくさんあります。
母親にもいろいろと話し合える友達がいれば安
心です。地域とのつながりや子育てネットワ－
クを考えてみる教材です。

V93014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
⑨あんよはじょうず 0時間30分

　早くじょうずにあんよが出来るようになるの
が親の願いです。運動機能の発達とそのメカニ
ズム，それを促す親の役割について考える教材
です。

V93015
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
⑩子育てをたのしむ 0時間30分

　子育ては大変苦労が多いが，楽しみも多い，
子供を育てることで親も成長していく。子育て
の楽しさとは何かを考えてみる。

V93016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 武士の生活 0時間10分

　江戸時代宮城県加美郡の武士はどのようにし
て生活していたのかを特権階級としての武士の
姿の様子と郡部の武士の生活はそれほど裕福で
ないことを緑の分配を示してとらえた教材で
す。

V93017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 石を彫る～雄勝硯～ 0時間12分

　全国生産の量の９０％を占める雄勝町を舞台
に，露天掘りによる石採りから仕上げに至る硯
づくりの工程を丹念に描いた教材です。

V93018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 永遠の伝承「竈神」 0時間15分

　民間信仰の「かまどの神様」である「竈神」
が，町文化財に指定されています。その貴重な
文化財を映像化した教材です。

V93019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 阿武隈川の舟運 0時間20分

　江戸時代から明治・大正の時代まで，阿武隈
川は舟運が盛んでした。この阿武隈川の舟運を
いつ，誰が，どんな目的で始めたのかを探った
教材です。

V93020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 柴田親子物語 0時間20分

　承応２年亘理町荒浜で足軽殺傷事件が起きま
した。仙台藩と最上藩の間で紛糾したこの事件
の起こりから柴田親子が切腹して解決するまで
構成した教材です。

V93021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

風雪とともに－開拓
地・耕英－ 0時間20分

　栗駒山麓にある耕英の開拓の歴史と産業や
人々の暮らしにスポットを大自然にいどんでき
た人々の暮らしを探った教材です。

V93022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

サケが溯上するおら
が町～南三陸のサケ
事業～ 0時間20分

　サケの回帰性と人口養殖の技法を映像化し，
育てる漁業と地域の人々の暮らしを探った教材
です。

V93023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

かなしくもさやかに
～阿佐緒・歌の世界
～ 0時間20分

　郷土の歌人原阿佐緒の作品と作風の変化をそ
の生涯にオ－バ－ラップさせ制作した教材で
す。

V93024
保健衛生・性教
育・運動

もう　がんはこわく
ない？ 0時間25分

　ガンはどのようにして起こり，それを防ぎ克
服していくにはどうすればよいのでしょうお
か。ＣＧアニメなどの技法を駆使し細胞遺伝子
レベルで解明されてきたガンの本態に迫ると共
に著しく進歩しつつある最新の治療法を紹介し
ます。

V93025

自然科学（生
物・天文）、環
境

みらいテレビ科学Ｇ
Ｏ 0時間25分

　時代を変えるフライト・シュミレ－タ－，
シュミレ－タ－ゲ－ム，コンピュ－タ・グラ
フィックス，マルチメディア，ＣＤマガジン等
最先端科学情報を紹介します。

V93026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新しい杜の都仙台
（総合） 0時間15分

　新しい杜の都仙台４巻シリ－ズ，私の好きな
仙台は美しいまち，元気なまち，自然豊かなま
ち，おいしいまち，便利なまち無限大のまちで
ある。恵まれた自然環境と都市の共存を実現し
ている仙台を紹介します。

V93027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新しい杜の都仙台
（歴史） 0時間15分

　杜の都仙台が培ってきた大崎八幡神社や堤人
形や仙台箪笥などの歴史と文化を仙台に縁のあ
る人々，島崎藤村，土井晩翠，魯迅，ブル－
ノ・タウトなどの目を通して仙台を紹介しま
す。

V93028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新しい杜の都仙台
（自然） 0時間14分

　仙台エコポリス賛歌，百万人の暮らす都市仙
台は，百万を越える生物たちの楽園として命の
優しさをいとおしむ都市の理想を歌っていま
す。泉ケ岳，奥新川，広瀬川，蒲生海岸などを
紹介する教材です。

V93029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新しい杜の都仙台
（産業） 0時間13分

　豊かな自然と高度な都市機能の調和をめざし
た新しい街づくりの進んでいる仙台は東北イン
テリジェントコスモス構想，テレポ－ト構想等
２１世紀の情報産業都市を作り出すプロジェク
トが花開こうとしています。この仙台からの出
発を紹介しています。
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V93030

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 盲導犬 0時間15分

　視覚障害者の目となり心の友としてかたわら
にたたずむ盲導犬，生まれた子犬が盲導犬にな
るまでの様々な訓練の様子や盲導犬の活動の様
子を紹介しています。

V93031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝承の技と心仙台箪
笥① 0時間13分

　ケヤキの国の自然が形づくった美しい木目を
生かし，人の手によって形を与えられた塗りと
金具の仙台箪笥は，歴史の街仙台みちのくの工
人たちの手技と熱い心が驚く程の美を作り出し
たものです。この製作の過程を紹介する作品で
す。

V93032

自然科学（生
物・天文）、環
境

科学技術が世界を結
ぶ～アルキメデスの
探検～ 0時間20分

　日本の最先端技術には世界各国と共同で進め
られているものが数多くあります。この世界を
ギリシャのアルキメデス先生と一緒に探検する
物語です。高速増殖炉”もんじゅ”，思考電流
研究，分子機構研究，植物情報物質プロジェク
トなどについて解説しています。

V93033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

言葉と環境・言葉遊
び 0時間40分

　日常の家庭生活の中で子供達が出会う様々な
場面を中心に言葉と環境の関係を見直し，言葉
の環境をよりよいものにするために具体的な方
法を考える。しりとりやなぞなぞや早口言葉遊
びを手掛かりに日本語の音韻や語いについて易
しく解説しています。

V93034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心を持ちたく
ましく生きる子ども
を育てる(小）(3) 0時間39分

　小学校道徳教育推進資料の４巻資料の３巻
目，道徳の時間を生き生きとしたものにするた
めのポイントと子供の心に響く指導の方法をド
ラマを通して解説する教材です。

V93035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心を持ちたく
ましく生きる生徒を
育てる(3) （中） 0時間39分

　中学校道徳教育推進資料の４巻資料の３巻
目，道徳の時間を生き生きとしたものにするた
めのポイントと生徒の心に響く指導の方法をド
ラマを通して解説する教材です。

V93036

自然科学（生
物・天文）、環
境

ウミガメを守る人と
浜 0時間20分

　屋久島や沖縄などの様々なウミガメの保護活
動の場面を紹介すると共にウミガメの産卵の様
子も取り上げており，自然環境を守ることの大
切さを改めて知ることができます。

V93037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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～ 0時間15分

　ロ－ンの借り過ぎ，クレジットカ－ドの使い
過ぎに依って多重債務となり，自己破産が社会
問題になっています。それらを利用する場合の
心構えや正しい利用法をアニメで分かり易く解
説しています。

V93038

自然科学（生
物・天文）、環
境

母なる太陽～宇宙科
学研究所ビデオシリ
－ズ～ 0時間28分

　専門の研究者が最先端の記述や方法を駆使し
て太陽の黒点やプロミネンスなどの現象を分か
り易く解説しながら，神秘的な日食の映像や最
新の「ようこう」の成果をおりまぜて今までに
ない迫力で太陽の姿を紹介する教材です。

V93039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 熱帯に賭ける夢 0時間27分

　パプアニュ－ギニアのラバウルで１９８７年
から始められた米作りのプロジェクトとフィリ
ピンミンダナオ島での植林活動を紹介していま
す。開発途上国が置かれた状況と，自立への苦
悩，そしてその素顔を国際協力の最前線で活動
するボランティアの活動を通じて見ていく作品
です。

V93040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 育て！子供の夢 0時間20分

　熱帯林の破壊は年々深刻さを増しています。
それは木を植えるという習慣も弱くその意識も
乏しいことにもよります。「子供の森」計画は
時代の主役である子供たちの参加による新しい
植林活動，森づくり運動です。

V93041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

視聴覚センタ－の新
しい展開 0時間16分

　新しいメディアを積極的に導入している先進
的な視聴覚センタ－の活動を通して視聴覚教育
の現状を紹介するとともに，生涯学習社会の課
題に対応する視聴覚センタ－の意義と役割を改
めて考えさせる教材です。

V93042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

コンピュ－タを活か
す授業
～通信・デ－タベ－
スの利用～ 0時間16分

　四日市市教育センタ－とその端末コンピュ－
タが設置されている塩浜中学校を舞台に「デ－
タベ－ス」「通信」「ネットワ－ク」を活用し
た教材準備や授業を紹介してその有用性をクロ
－ズアップしています。

V93043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ハイパ－メディアが
開く教育 0時間16分

　文字・映像・音声などの様々なメディアを統
合的に処理できるハイパ－メディア教材の導入
事例を紹介し，主体的に可能にし学び取る道筋
を学習できるものとしてのハイパ－メディアの
有効性について紹介しています。

V93044

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

新しい杜の都の環境
学級①
～地球にやさしい生
活ってなあに～ 0時間20分

　美しい緑，美しい川，美しい山の仙台市も豊
かな暮らしになるにつれ環境も少しずつ悪化し
ています。初めに環境とは何かを定義し，野鳥
の楽園蒲生干潟の様子から人間の生活が自然と
密接に関わっていることを知り，家庭や社会で
出来るリサイクル運動を紹介してます。

V93045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 土器を作ろう 0時間15分

　縄文土器作りの様子（形作り，模様作り，乾
燥，土器焼き）の様子を見学し，つぎに竪穴住
居の復元や火のおこし方などを学習して，縄文
人の生活に触れることのできる教材です。
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V93046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

広瀬川から見た仙台
市 0時間10分

　仙台市民にとって身近な存在である広瀬川を
中心に上流から下流までの地形の特徴，集落の
分布並びに交通の様子を示し，環境と深く結び
ついていることに気づかせる教材です。

V93047

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 伊達政宗と杜の都 0時間18分

　戦国の世に生きた伊達政宗という人物の働き
や業績について紹介します。なぜ青葉山に城を
築いたのか，城下町づくりの特色などについて
地域に残る遺跡や資料から学習することができ
ます。

V93048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ちびっこワンダ－ラ
ンド 0時間10分

　さあ，みんな，ぼくたちのワンダ－ランドに
ようこそ。今から君もぼくたちのなかまさ。お
となの知らない，ぼくたちだけにしかできない
ワンダ－ランドをいっしょにつくろう。１　ギ
コギコ・トントン・サイボ－グ　２　乗り物っ
て楽しいな。

V93049

自然科学（生
物・天文）、環
境

人とかんきょう～川
の生きもの～ 0時間12分

　川が生活の場である水性生物を中心に取り上
げ，生物にとっての水の役割やその調査や観察
方法を知り，環境の変化に興味を持たせること
をねらいとしている教材です。

V93050

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの暮らしを守
る山のみどり～森林
の働きを知ろう～ 0時間18分

　地球上の生活を守ってくれる森林の働き（貯
水・酸素の供給・フィトンチッドの効果・保安
林・木材製品など）を，より身近なものとして
感じることを通して，森林の大切さ，自然のす
ばらしさを理解させる教材です。

V93051

自然科学（生
物・天文）、環
境

流れる水のはたらき
② 0時間10分

　流水の働きについては，運動場や砂場でのモ
デルの実験的観察から説明されているが規模が
違い過ぎ，理解が得にくい難点があります。す
なばの実験の川のつくる地形の間に雨の降る造
成地の画面を挿入した工夫がされています。

V93052

自然科学（生
物・天文）、環
境

川の流れと川原のよ
うす② 10分

川の流れの速さと土や石を運ぶ力の違いを，蛇
行点の内側の実験でたしかめ，さらに，川の平
常時と増水時との比較から，流水の量や流速の
働きが，川等の様子や土地の変化を与えている
ことを理解させようとしている。
（文部省譲与フィルム）

V93053

自然科学（生
物・天文）、環
境 土地のでき方① 0時間10分

　地層は流水の働きや火山の噴火などによって
形づくられます。地層がどこでどのようにして
できたかは，地層を構成する粒子を含まれる化
石を調べることで推定でき，火山の噴火ででき
た地層は詳しい観察により噴火の様子も推定で
きます。

V93054

自然科学（生
物・天文）、環
境

つぶのようす～たい
せき岩と火成岩～ 0時間10分

　堆積岩と火成岩を詳しく比較観察する映像資
料として作られています。これらの岩石をつく
る「粒」に注目して「見る」「さわる」「拡大
して観察する」と，それぞれに違いあり，岩石
の成立を調べる意欲と興味が増すように工夫さ
れています。

V93055

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中世の教会建築とキ
リスト教① 0時間20分

　ヨ－ロッパの歴史と文化の形成過程をキリス
ト教会堂の建築と，人々の生活や社会と深い関
わりのあるキリスト教について，フランスを舞
台にしてまとめた学習資料です。

V93056

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民文化の時代～
ヴィクトリア時代の
ロンドン～ 0時間20分

　産業革命によって変容を見せた交通の発展・
豊かな中流階級の進出・労働者階級の生活と変
化・都市問題・余暇の利用などを多くの資料を
通して明かにしたものです。

V93057

自然科学（生
物・天文）、環
境

太陽・月・惑星－ガ
リレオが見たもの－ 0時間19分

　天体のみかけの運行は，ある程度「天動説」
でも説明がつくが，「地動説」そのものには深
入りせず，主に「地動説」を確信するまでの考
え方をガリレオの記録をもとになってす。

V93058

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

海運シリ－ズ
日本とアジアを結ぶ
海運（産業と貿易を
通して） 0時間10分

　国際化が進展する今日，日本と世界の諸地域
との結び付きはますます重要になっています。
このビデオ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
貿易を通して解説しています。

V93059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） そろばんと友だち 0時間30分

　このビデオは初めてそろばんに触れた子供た
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－・タッチで描き，子供
たちが思考しながら学習する楽しさを味わえる
ようにという趣旨で制作したものです。

V93060

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） アニメ　砂糖の歴史 0時間14分

　砂糖は今日の食文化に大きな関係があり，調
味料としての役割を果たしてきた歴史を，グロ
－バルな立場でまとめた教材です。特にアニメ
の手法を中心に，地図や人物等を取り上げなが
ら，小学校高学年から一般成人に，楽しく砂糖
の歴史を学べるように構成されています。

V93061

自然科学（生
物・天文）、環
境

身近な環境問題－ゴ
ミの減量は生活の見
直しから－ 0時間10分

　ごみの減量化は私達国民全体の問題であり，
ごみを少なくしていくには，一人一人が生活を
見直し実践することによりはじめて可能になり
ます。このビデオは今すぐ実行できるごみの減
量化の知恵と工夫について紹介しています。
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V93062
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
①ふれあい 0時間30分

　宮城県教育委員会のテレビによる育児相談
“健やかさん今日は”１０回シリ－ズの講師紹
介や総合テ－マ“触れ合い”の趣旨の説明，親
から子に対する働きかけや子供からの信号を的
確に受け止めて，触れ合いのやりとりを確実に
やっていくことが大切であることを解説してい
ます。

V93063

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・遊びの中か
ら 0時間30分

　子供にとっては生活全てが遊びです。遊びを
通して成長しているから親は遊びの世界を助長
し，提供することが大切です。ものを介在させ
る遊びをテ－マとして対象年齢は３，４才から
就学前の子供にスポットをあてて解説していま
す。

V93064
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
③しつけはどうした
ら 0時間30分

　躾の漢字は身を美しく飾ると書きます。大人
が手本を示して指導していくことが大切で乳児
の時間に愛情関係をつくっていくことが大切で
す。

　①基本的な生活習慣の自立食事，排泄，睡
眠，衣服の着脱

　②良いことと悪いことの区別

V93065

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
④いたずら，けんか
仲なおり 0時間30分

　子供の生活は遊びが大部分であり，遊びを通
して発達していきます。人間関係のやりとりや
社会生活は友達との遊びを通して養われるか
ら，仲間遊びの重要性や社会性を育むための重
要性に親がどう関わったらよいかを中心に展開
しています。

V93066
保健衛生・性教
育・運動

すこやかさんこんに
ちは
⑤かぜにご用心 0時間30分

　万病のもとといわれる風邪には特効薬がな
く，急な発熱は大変心配です。風邪とはなに
か，その種類，症状，家庭における手当ての仕
方（水枕や下剤の使い方，食物や水分の取り方
など）や病院に連れていく目安などについて専
門医から話を聞き紹介しています。

V93067

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
⑥思いやりのこころ 0時間30分

　子供は様々な触れ合いの中で成長していきま
す。豊かな触れ合いは思いやりの心と深く関
わっています。思い遣りは小さい時から愛情に
満ちた家族関係をつくり，親がよい手本を示
し，親と子が一体化することで獲得していくこ
とができるのです。

V93068
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
⑦危険がいっぱい 0時間30分

　日本の乳幼児の死亡１万人の中で２０％は事
故によるものです。その主なものは交通事故，
墜落事故，火災事故，溺死，窒息死などです。
家庭内の事故を未然に防ぐための具的な対策や
親の安全チェックや事故に対する応急処置など
について考える作品です。

V93069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
⑧お母さんっていい
な 0時間30分

　乳幼児に対する母親の役割は身の回りの保護
やよい遊び相手になること，知識や技能を育成
すること，ストレスを解消してやることなどが
あります。子供を受容共感しながら，理想と現
実のギャップに揺れる母親像について考える作
品です。

V93070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
⑨お父さんの肖像 0時間39分

　働きバチの父親と女性の社会進出の時代に対
応する父親の存在と役割はどうあるべきかにつ
いて考えます。望ましい家庭づくりのための基
礎は，家族相互の信頼関係と家族一人一人が個
としての自立していくことの２つです。

V93071
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
⑩よその子もうちの
子も 0時間30分

　子供の世界は家庭から近隣の社会に向かって
いきます。周囲の子供達に対してどう関わって
いくか。閉鎖的にならない社会の育成，多様な
価値観のあること，他を思いやる気持ち，安定
した連帯感，子供の安全，新しい知識の獲得，
道徳性の育成などがねらいとなっています。

V93072

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

森林と暮らし～木を
生かす日本人の知恵
～ 0時間20分

　日本の文化は木の文化であるといわれていま
す。中学校技術家庭科の木材加工の学習はこの
すぐれた木の文化を学び身に付けることです。
このビデオは木の繊維や構成を観察して優れた
特性を探りながら，その特性を巧みに生かす日
本人の知恵を紹介しています。

V93073

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

愛犬と楽しく暮らす
５ポイント 0時間28分

　家族の一員として犬と共に楽しく暮らすため
に，ぜひ知っておきたい５つの事柄を分かり易
く具体的に解説したものです。①愛犬との付き
合い方　②愛犬の理解　③しつけで暮らしのル
－ル教える　④愛犬の衛生管理。

V93074

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティアで生き
生き人生～新しい自
分の発見～ 0時間15分

　ボランティア活動の本当の意味をより多くの
人に理解してもらえるようにみじかに行なわれ
ている様々な活動（給食サ－ビス，学童保育，
楽器指導など）を紹介します。このビデオを通
してボランティア活動に参加するきっかけに
なってほしいと願っています。

V93075

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

馬と祭シリ－ズ　中
国・近畿編 0時間30分

　長い間人々は馬を神の乗り物と信じ，生活の
豊かさと心の安定を求めてきました。馬に託す
人々の願いは様々な形に現われています。馬に
関わる祭りの数々を紹介しています。シリ－ズ
第５巻目。
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V93076

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

船と私たちの生活－
くらしをささえる船
のはたらき－ 0時間17分

　船と人，船ともの，船と産業との関連など
人々の乗り物としてだけでなく人々を楽しませ
たり，その土地の産業や観光を盛んにしたりす
るなど人の暮らしを支えている船の働きを紹介
します。

V93077

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本と西アジア・ア
フリカ・中南米を結
ぶ海運 0時間20分

　世界の諸地域を結ぶ交通の中でも，資源や工
業製品を運ぶ上で大きな役割を果たしている海
運について，西アジア・アフリカ・中南米諸地
域を産業と貿易を通して描いています。遠くて
知られざる国々，厳しい気候風土との闘い，２
１世紀に拓かれる国々等。

V93078

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

炎の証言－戦争と子
どもたち－ 0時間25分

　炎の証言第２集　戦争は大人だけのたたかい
ではありません。空襲で死亡した子供達，学童
集団疎開，学徒勤労働員，戦争で散った少年
兵，焼け跡で一人で生きる戦災孤児など戦争の
時代を体験した子供たちの証言集です。

V93079

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

古都新世紀－古都の
保存と活性－ 0時間23分

　わが国の歴史上，政治・文化の中心地として
栄えてきた京都，奈良，鎌倉。歴史と現在が共
存する地域，古都の「歴史的風土」を保存し，
活性化させることにより「古都新世紀」が始ま
ります。①いき続けている古都と住民　②よみ
がえる古都　③緑の中の古都

V93080

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 文楽－鑑賞入門－ 0時間25分

　文楽は能や狂言，歌舞伎とともに世界に誇る
日本の古典芸能であり，義太夫節に合わせて演
ずる操人形浄瑠璃です。本作品は文楽の発展の
歴史，舞台，人形，演技の特徴，用語等を紹介
し，「新版歌祭文」「一谷嫩軍記」等の演目の
映像による文楽鑑賞の手引きです。

V93081

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

かがやく明日へ－職
業高校はきみをまっ
ている－ 0時間24分

　１９９３年１１月に富山市で第３回産業教育
フェアが４日間にわたり開催されました。農
業・工業・商業・水産・家庭・看護課程の各学
科の内容や特色，授業や実習の紹介，資格や卒
業生の進路，実習の特産品の展示即売会の紹介
等，中学生の進路指導の参考に役立つ作品で
す。

V93082

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

THE EGG STORY-1
「タマゴが食卓に届
くまで」 0時間15分

　手軽に料理できるおいしい卵が，合理的に生
産されていく過程を紹介します。また飼料の安
全性や効率化，鶏の改良による性能アップ，農
場の衛生管理と設備の改善など産業の努力や，
きちんと検査されて店頭に並ぶまでの流通過程
を紹介します。

V93083

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

THE EGG STORY-2
「タマゴをおいし
く，かしこく食べ
る」 0時間15分

　すべての食品にはそれぞれ栄養的な価値があ
り，病気予防と健康作りのためには，それらを
まんべんなく取ることが重要でする。卵のもつ
栄養的な優位性を，成人病予防の視点から，コ
レステロ－ルなどの誤解を招きがちな事項を，
学問的な実証とデ－タで正しく解説していま
す。

V93084

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

THE EGG STORY-3
「タマゴのいろいろ
な利用法」 0時間15分

　泡制性・熱凝固性・乳化性・結着性などのタ
マゴの性質を活用した様々な料理・お菓子・調
味料などを紹介します。タマゴに含まれている
成分の薬用への活用やリゾチュ－ム・レシチ
ン・その他新しい開発の可能性について解説し
ています。

V93085

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

THE EGG STORY-4
「タマゴからのメッ
セ－ジ」 0時間15分

　タマゴの安さの秘密：鶏の改良・飼料と設備
の改善・流通の合理化の生産努力。赤玉と白玉
の違い・黄身の色・鮮度の見分け方・生卵とゆ
で卵の消化率など通常の疑問に答えます。加工
品：マヨネ－ズ・スコッチエッグ・ロングエッ
グ・カルシュ－ム剤などについて解説していま
す。

V93086

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

THE EGG STORY-5｢こ
れは知っておきたいﾀ
ﾏｺﾞ料理のｺﾂ｣ 0時間15分

　「ゆでる・煮る・揚げる・蒸す・焼く」の６
つの基礎料理を解説しています。一つ一つはや
さしそうに見えても意外に難しいタマゴの性質
をとらえながら楽しい料理のコツを紹介してい
ます。

V93087

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

お年寄りの在宅介護
入門 0時間15分

　お年寄りを家庭で介護するに当たっての心構
えや福祉サ－ビスの活用法や，お年寄りを介護
しているホ－ムヘルパ－に焦点を当て，心の
通った会話の大切さ，介護面での注意点などに
ついて解説している教材です。

V93088

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ビッポ君のなんでも
答えちゃう－農村の
役割ってなあに？－ 0時間15分

　小学生が，案内役のピッポ君というキャラク
タ－と一緒に，農村の果たしている役割，例え
ば食糧の生産だけでなく国土や環境の保全，あ
るいは自然との触れ合いの場の機能とそこでの
人々の努力等について知り理解を深めていく様
子を描いている教材です。

V93089
科学技術・物
理・化学・工学

自然と叡智の結晶塩
ビ 0時間20分

　塩化ビニ－ルはプラスチックの中で，最も長
い歴史を持っています。日常生活の様々の場面
で利用されている塩ビとは何か，その製造法や
用途例の紹介のほか，塩ビのリサイクル等につ
いてわかりやすく解説している教材です。
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V93090
交通安全・災害
防犯

地球は生きている－
自然災害と総合防災
－ 0時間29分

　地震・火山活動・台風などによる過去の自然
災害を踏まえ，国，地方治自体，そして住民一
人一人が自然災害に強い社会づくりのために何
を備え，どのように対処したらよいかを理解し
認識してもらうことを目的としている教材で
す。

V93091
保健衛生・性教
育・運動

手を出さない！ぜっ
たいに！～薬物乱用
の恐怖～ 0時間29分

　シンナ－や覚せい剤・大麻，そしてコカイ
ン・ヘロインなどの麻薬による薬物乱用が年々
増え，大きな社会問題になっています。これら
に絶対に手を出さないという強い意志を持っ
て，自分と社会を守ってゆくことが大切です。

V93092

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

カード破産～ある家
族の悪夢～ 0時間29分

　クレジットカ－ドを無計画に使ったために引
き起こされたある家族の悲劇をドラマ化し，間
違ったカ－ドの使い方が恐ろしい結果になるこ
とを知り，カ－ドを正しく，計画的に使うこと
の大切さを訴えています。

V94001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

発掘この一年－平成
５年度－ 0時間15分

　仙台市教育委員会は平成５年度に１５箇所の
遺跡を発掘しました。その中から縄文時代中期
の高田Ｂ遺跡や中在家南遺跡など７箇所の発掘
現場や出土品を紹介しています。また，遺跡の
見学会や夏休みに行なわれた親子縄文づくりや
土器づくりの様子を紹介してます。

V94002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「きらめく水は地球
の命」ﾊｲﾋﾞｼﾞｮﾝが開
く明日への教育 0時間45分

　平成５年１０月に放送教育研究会全国大会が
仙台市で開かれ，多くの教育関係者が参加しま
した。福室小学校では環境学習の授業が公開さ
れました。６年２組３６人の福室環境学習会の
公開までの半年間の歩みを紹介しています。
（全国放送教育研究会記念番組）

V94003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） すげ笠づくり 0時間20分

　埋もれゆく伝統工芸にスポットをあて，その
作り方やこれまでの苦労などを取り入れ，これ
からの伝統工芸について考えていく作品です。

V94004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） なるほど山の神 0時間10分

　小牛田の「山の神社」は庶民信仰の場所とし
て知られており，県内外各地からたくさんの人
達が参拝に訪れます。現代社会における信仰の
意味について考えられる教材です。

V94005
交通安全・災害
防犯

－今三陸沖は黄信号
－津波が来るぞう 0時間20分

　三陸大津波となった明治２９年，昭和８年の
記録を検証して映像化しています。特にチリ地
震津波の記録をドキュメントタッチに絞り込
み，さらに津波に対する防災訓練，近代的な警
報システム等にスポットをあてています。

V94006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

大河原の俳人　村井
江三 0時間20分

　大河原の代表的な俳人「村井江三」は寛成８
年本町に生まれています。少年の頃からすぐれ
た才能があったと言われている彼の人生につい
て紹介するとともに，彼の残した足跡と現在の
大河原町の文化活動に与えた影響を探る教材で
す。

V94007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 熊野堂神楽 0時間20分

　名取市伝統芸能の「熊野堂神楽」について，
熊野神社の起こり，熊野神社と熊野権現との関
係等，神楽についての理解と後世に伝承してい
く姿を描いている作品です。

V94008

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ふれあい人生「二人
三脚」 0時間20分

　プロの歌手以上の派手なドレスを着て歌の慰
問活動を続けている笹本さんはお年寄りから大
変な人気があり，何年も前から予約があるほど
です。この活動を続ける笹本さんと毎日毎日ド
レス作りを行なっているし，姑さんとの二人三
脚の人生を描いています。

V94009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自在の画家　菅野
廉 0時間20分

　蔵王を愛し，酒を愛した郷土の画家菅野廉。
９８歳で絵筆を折るまで描くことに情熱を燃や
した彼の人となりや生きざまを紹介していま
す。

V94010

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 鯨と生きる 0時間15分

　鯨サミットや港祭り，ホエ－ルランド等を，
長い間鯨の工芸に取り組む職人を通して揺れ動
く伝統工芸に携わる人々の苦悩をも紹介してい
ます。

V94011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

迫害をのがれたキリ
シタン－隠れキリシ
タンと製鉄－ 0時間18分

　東和町と藤沢町に伝わる隠れキリシタンの歴
史を探ります。その中で製鉄を行なっていたた
めにキリスト教の弾圧を免れた人々がいる事実
を取り上げながら，これらの人々が天下統一と
伊達家発展のために尽くしたことにも触れてい
ます。

V94012

自然科学（生
物・天文）、環
境

今どき科学がおもし
ろい 0時間29分

　あたりまえと思っている５つの題材を実験を
まじえて楽しく説明したものである。

　①なぜ，人類は宇宙に行くか？

　②科学の光！レ－ザ－

　③ビルの下はどうして風が強いか？

　④聞こえない超音波

　⑤ソ－ラ－カ－はどうして走る？
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V94013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

女性と男性のイコ－
ル・パ－トナ－シッ
プ　－男女共同参画
型社会をめざして－ 0時間22分

　日本の社会が本当に「男女平等」になり，そ
して，「男女共同型社会」を実現するには，今
何をすべきか。そのための環境作り（制度
面），男女の意識改革とパ－トナ－シップ，そ
して女性自身が自らを高める努力や，男女平等
教育等の側面から多角的にアプロ－チしている
作品です。

V94014

自然科学（生
物・天文）、環
境

２０２０年からの
メッセ－ジ－集めた
罐はどうなる－ 0時間11分

　アルミかん回収活動を展開していくには，量
をたくさん集める方法，集めやすいシステムを
考え，実行していくことが大切である。学校な
どの集団回収，自治体の分別回収，拠点回収の
事例を紹介し，また，回収後のリサイクルの工
程についてもわかりやすく紹介しています。

V94015

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ア－スとム－スの石
油トラベル 0時間30分

　石油は長い時間をかけて地球が育てた大切な
資源です。この物語はコンピュ－タ・グラ
フィックスでアニメ化した石油の旅です。石油
誕生の秘密や精製の仕組み，さらに環境対策や
石油の有効利用などを，二部構成の短編として
分かりやすく紹介しています。

V94016

自然科学（生
物・天文）、環
境

ＳＥＶＥＮ　ＩＮ
ＷＯＮＤＥＲＬＡＮ
Ｄ　－北野博士　女
性サイエンティスト
と語る－ 0時間25分

　科学というワンダ－ランドで働く日本の７人
の女性科学者に北野博士がインタビュ－し，彼
女達のワンダ－ランドについて聞いています。
遺伝子・遺伝子情報・単位・海底・ヒュ－マン
－エラ－・核廃棄物の処理・宇宙飛行等。

V94017
保健衛生・性教
育・運動

みやぎ鳴子国体　第
４９回国民体育大会
－冬季大会ｽｷｰ競技会
－ 0時間50分

　平成６年２月１５日から１８日の４日間全国
４７都道府県２千人が参加して行なわれた鳴子
国体。開会式，ジャンプ，クロスカントリ－・
ジャイアントスラロ－ム，バイアスロン競技，
閉会式，裏方として活動した宮城県や鳴子町，
その他多くの陰の努力を紹介しています。

V94018

自然科学（生
物・天文）、環
境

２１世紀へのメッセ
－ジ（´９３ＮＥＤ
Ｏ総括編） 0時間20分

　ＮＥＤＯは石油に替わる新エネルギ－技術開
発事業開発推進の特殊法人です。太陽，風力，
地熱，石炭，アルコ－ル・バイオマス，燃料・
貯蔵等の新エネルギ－・省エネルギ－利用技術
の開発や国際協力事業など，地球環境に優しい
新エネルギ－についての事業を紹介していま
す。

V94019

自然科学（生
物・天文）、環
境 自然の宝庫・屋久島 0時間47分

　ＮＨＫビデオ「屋久島（３巻シリ－ズ）「屋
久島」は世界に例を見ない亜熱帯と冷温帯の合
流地点に位置し，貴重な植物が生息する島であ
り，１９９３年に世界遺産条約に登録されまし
た。

　ＮＨＫカメラマンの職を辞し屋久島に移り住
んだ日下田記三が十余年間見つめてきた素顔の
「屋久島」を紹介しています。

V94020

自然科学（生
物・天文）、環
境

屋久森と水（オ－
ディオ・グラフィツ
クス） 0時間48分

　Ｖ－９４１９　　・豪快な滝群・黒潮が運ん
できた熱帯の植物・アカウミガメの産卵・照葉
樹林・屋久杉ランド・シャクナゲ登山・高山植
物の花園・極上パノラマＶ－９４２０　　・霧
のヴェ－ルのヤクスギの森・南海の高層湿原，
夢の花園・巨大のヤクスギに自然の神秘を見
る・残された世界最大規模の照葉樹林・１３０
０種類の植物の競演など

V94021

自然科学（生
物・天文）、環
境

ＹＡＫＵＳＨＩＭＡ
ＩＳＬＡＮＤ
（V94020英語版） 0時間20分

　Ｖ－９４２１　　・Ｉｔｓ　ｍｉｓｔ　ｓｈ
ｒｏｕｄｅｄ　ｆｏｒｅｓｔ，ｈｉｇｈ　ａｌ
ｔｉｔｕｄｅ　ｍａｒｓｈｅｓ，ｆｌｏｗｅｒ
ｓ　ａｎｄ　ｍｏｓｓ．Ｄｒａｍａｔｉｃ　ｗ
ａｔｅｒｆａｌｌｓ．　ｅｔｃ．

V94022

自然科学（生
物・天文）、環
境

鳥のいる風景－人と
暮らしと環境と－ 0時間28分

　環境問題はなぜ起きるのか。身近な環境を改
めて見直しながら，望ましいと思う環境につい
て考える教材です。

　①家のまわりの環境

　②故郷の暖かさが残るイグネ

　③身近な自然としての鎮守の森

　④暮らしのゴミ

　⑤鳴砂の浜辺のコミ

　⑥伊豆沼・内沼の環境保全

V94023

自然科学（生
物・天文）、環
境

ル－シ－の挑戦－エ
ネルギ－１００万年
の旅－ 0時間25分

　ル－シ－は今から３２０年前にアフリカで暮
らしていた人類の祖先。ル－シ－の子孫たちが
長い年月をかけ，「火」の発見から現在にいた
るまで，人類がどのようにして新しいエネルギ
－を獲得してきたかを，面白く分かりやすく紹
介しています。
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V94024

自然科学（生
物・天文）、環
境

プラスチックと地球
環境 0時間30分

　プラスチック製品は私達の生活になくてはな
らない存在であるが，使用後は腐らないなどマ
イナスイメ－ジもあります。

　①軽さは省エネ

　②プラスチックのリサイクル

　③クリ－ンに燃やす。

V94025

自然科学（生
物・天文）、環
境 森林と魚 0時間14分

　海を豊かにするためには森林が大切な役割を
果たしていることを，アニメ－ションで分かり
やすく解説しています。森林の育成と保護に４
０年近く取り組み，現在では漁業も盛んになっ
ている北海道・えりも岬の事例も紹介し，環境
保全や水産資源保護を考える上で大いに参考に
なる作品です。

V94026

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本と世界を結ぶ海
運－国際貿易と国際
分業－ 0時間20分

　海運シリ－ズＮｏ６　海運は資源や工業製品
を運ぶ上で大きな役割を果たし、地域や国の資
源の開発や産業と密接にかかわっています。こ
の映画は日本と世界とを結ぶ海運のはたらきと
役割について，国際貿易と国際分業の関係を通
して描いています。

V94027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

離陸するアジア－日
本の援助とインドネ
シアの人々－ 0時間25分

　外務省が平成５年度の「国際理解教育推進事
業」の一環として，日本政府の長年にわたる経
済・技術の援助により，自立と発展を遂げてい
るインドネシアの姿を描いたビデオです。

V94028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

マルチメディアの技
法－作り方の実例－ 0時間30分

　マルチメディアとは文字や音声や画像などの
情報を一つのシステムに融合して，使用者との
対話を可能とするシステムです。このビデオは
「学校周辺に見られる鳥たち」という実例を
使って「作り方の実際」として，カ－ドの作り
方と，リング付けの仕方などを主に扱っていま
す。

V94029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 人々の暮らしと商店 0時間15分

①商店街の工夫

②ス－パ－マ－ケット，デパ－トの工夫

③商店会の努力

V94030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

きょう土を開いた
人々 0時間18分

①堤の役割と構造

②堤ができるまでの苦労

③現在利用の堤

V94031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ゆめを紡いで－宮城
紡績会社にかけた一
生－ 0時間16分

①菅克複の一生

②明治政府の近代化政策と殖産興行

V94032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

龍になったむすめ－
橋姫明神－ 0時間11分

①広瀬橋のたもとに残されている人柱伝説の紹
介

V94033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

使われなくなった二
口峠の道－変わって
きた人々の暮らし－ 0時間12分

①県道仙台………山寺の昔の様子
②昔の賑わいと施設の分布
③今後の推移

V94034

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台だがし 0時間11分

①仙台駄菓子の紹介
②製作工程
③職人の苦労と工夫

V94035

自然科学（生
物・天文）、環
境

人とかんきょう－大
気を考える－ 0時間8分

①環境問題としての大気汚染
②人と環境のかかわり
③酸性雨の観察

V94036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

一番町商店街のひみ
つ 0時間15分

①３つの商店会の様々な工夫
②一番町商店街のいろいろな施設

V94037

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みんなで守ろうぼく
らの笊川 0時間15分

①笊川の汚れの原因を探り報告する
②科学部の調査活動

V94038 道徳・国際理解

２０００語の冒険
An Adventure in
words 　初級編① 1時間0分

初級英会話学習テ－プ。１７のカットからな
り，１カットｔごとに５つの問題がある。Ｈｉ
Ｆｉデッキの副音声にナレ－タ－によるスト－
リ－解説が入っています
・本　　編　　主音声　　会話
　　　　　　　副音声　　ナレ－ション
・ナレ－ション編　　　　モノナル
　　　　　　　　　　　　ナレーション音声の
み

V94039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文明を湛える海　地
中海世界－ギリ
シャ・ローマ① 0時間21分

　現代ヨ－ロッパ文明の基盤ともなったギリシ
ア・ロ－マの古典文明に焦点をあて，今に残る
数々の遺跡を中心に，古代地中海世界の歴史を
概観しています。
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V94040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

東西の接点－イスタ
ンブルを歩く－① 0時間21分

　ビザンティン帝国の歴史，オスマン帝国の歴
史をトルコ最大の都市イスタンブルに辿りなが
ら，この都市の東西交流の接点としての性格を
描き出そうとするものです。

V94041
科学技術・物
理・化学・工学 光とレンズ 0時間10分

　日常生活の中で見られる諸現象の中から，カ
メラの原理ともなったピンホ－ルによる実験
や，レ－ザ－光線とレンズによる実験から，光
とレンズに対する基本的な理解を深めることを
目的としている教材です。

V94042

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

縄文から宇宙船まで
－やきものの世界－ 0時間10分

　縄文土器からファインセラミックスまでやき
ものの世界は幅が広いです。このビデオは，古
代から現代までの焼成技術の変化をたどって，
どのような化学的現象がそこに隠されているか
を映像で見せ，化学への興味を抱かせようとし
ています。

V94043

自然科学（生
物・天文）、環
境 くらしの中の微生物 0時間11分

　微生物は我々の生活と大きなかかわりがあり
ます。この映画は，発酵食品や抗生物質，環境
浄化（汚水処理）の面から，実写，顕微鏡撮影
を取り入れて，微生物の働きと我々の生活との
深い係かわりを興味深くまとめています。

V94044
科学技術・物
理・化学・工学

リモ－トセンシング
－宇宙からの地球観
測－ 0時間10分

　このビデオは，高校「地学」り教材として，
人工衛星によるリモ－トセンシングの概要を平
易に解説したものです。地球観測衛星によるリ
モ－トセンシングのつくりや働きを解説しなが
ら，その有用性を強調しています。

V94045
漫画・アニメー
ション わすれるもんか 0時間40分

　クリスマスイブの夜，正彦たちのギタ－演奏
会が開催されました。てきぱきと会場の指示を
するかつての暴走族の健治，目の不自由な彼に
沢山の歌を教えてくれた杉本先生………。色々
な想い出に包まれた演奏会は感動的なクライ
マックスを迎えます。

V94046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しくわかりやすい
美術鑑賞Ｎｏ１ゲル
ニカを味わう 0時間23分

　「楽しく見なきゃ鑑賞じゃない。楽しい工夫
をしなきゃ授業じゃない」をねらいとして，ピ
カソの「ゲルニカ」を多角的に楽しむ美術鑑賞
授業の工夫とねらいを学習指導案を添えて提示
している教材です。

V94047

自然科学（生
物・天文）、環
境

独り立ち－金華山の
子ザルたち－ 0時間29分

　宮城県の金華山で十数年にわたってニホンザ
ルの観察・研究を続けてきた宮城教育大学の伊
沢紘生先生とともに，生まれたばかりの独り立
ちしていくまでの過程を克明に記録し，人間の
“独り立ち”を見つめ直すヒントを与えていま
す。

V94048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ホ－ムル－ム活動教
材
ＭＹ　ＨＥＡＲＴ
ＭＹ　ＨＯＭＥ－Ｒ
ＯＯＭ 0時間23分

　ホ－ムル－ムって何，友達って何と問いかけ
ながら，お互いの個性や抱えている事情を大切
にし合う関係を描くことで，人間らしく生きる
ための関係づくりを訴える番組です。

V94049
科学技術・物
理・化学・工学

ケン太とみち夫のＺ
ＩＧＺＡＧ大冒険-
放射線のふしぎ- 0時間15分

　原子力平和利用のうちでも比較的に身近であ
る医学利用について解説しています。診断とし
て画像診断Ｘ線ＣＴ，磁気共鳴診断ＭＲＩ，核
医学診断ポジトロンＣＴ，治療として速中性子
線治療，陽子線治療，重粒子線治療装置などに
ついて分かりやすく説明している教材です。

V94050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心を持ちたく
ましく生きる子ども
を育てる(小）(4) 0時間36分

　新教育課程に基づく道徳教育とその進め方の
基本について，ドラマを通して理解できる学級
経営の基盤としての道徳教育を，学級における
指導計画の必要性と子供自身が生き生きと道徳
性を育んでいく姿を中心に描かれています。

V94051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心を持ちたく
ましく生きる生徒を
育てる(4) 0時間37分

　新教育課程に基づく道徳教育とその進め方の
基本について，ドラマを通して理解できる生徒
自身が人間としての生き方についての自覚をふ
かめるようになるための道徳教育のあり方が示
されている教師用の研修資料です。

V94052

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

新しい舞台空間の創
造－三菱重工業の舞
台機構システム－ 0時間16分

　第３１回日本産業映画・ビデオコンク－ルで
「通商産業大臣賞」受賞作品。我が国で初めて
本格的なオペラ上演が可能になった愛知芸術文
化堂センタ－（地上１２階地下５階）の舞台の
仕組みを実写とアニメで解説し，またコンピュ
－タ－制御による操作や安全対策も紹介してい
ます。

V94053

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ファンタジアーモ
ロッコ王国の歴史を
育んだ人と馬－ 0時間45分

　イスラム教徒の国・モロッコ王国の歴史はま
さに人と馬の歴史です。大地を蹴り砂塵を上げ
て疾駆する馬たち。馬上では騎士が華麗に銃を
躍らせ，一斉に銃声がこだまします。ファンタ
ジアと呼ばれる馬術が織りなすエンタ－テイメ
ントです。

V94054

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

悪徳商法があなたを
狙っている
～被害に遇わないた
めに～ 0時間18分

　悪徳商法の被害から身を守るためにはどうす
ればいいか……。最近被害の目立っている４つ
の悪徳商法の手口を具体的に紹介するととも
に，被害に遇わないための防止対策や，実際に
被害に遇ったときの対処法などをなどを分かり
やすく解説したものです。

Page 246



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V94055

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

安心への物語－国家
石油備蓄の安全防災
体制－ 0時間14分

　私達の日常生活では石油の年間消費量は一人
あたり灯油かんで約１１０かん分に相当してい
ます。なぜ大量に石油を備蓄しなければならな
いのか，どのような方法でおこなわれているの
か，備蓄基地の安全性や環境対策はどのように
おこなわれているか質問形式で解説していま
す。

V94056

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

炎の証言－戦争と女
性たち－ 0時間25分

　３００万人を越える犠牲者を出した太平洋戦
争。父・夫・息子を戦場に送り出し女性たちは
どのように生きたのでしょうか。このビデオ
は，多くの血と涙を流し苦渋と嗚咽の連続の中
で生きてきた女性史の断片です。戦後５０年の
鎮魂に願いを込めて制作されたものです。

V94057

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

村山主相　世界の外
交舞台へ－サミット
東南ｱｼﾞｱAPEC の記録
－ 0時間30分

　「トンちゃん」の愛称で親しまれている村山
富市総理大臣は，首相就任一週間あまりで，世
界の外交舞台にデビュ－しました。ナポリ・サ
ミット出席，東南アジア諸国歴訪，ＡＰＥＣ非
公式首脳会議への出席など，村山総理の世界へ
の貢献と活躍ぶりを紹介しています。

V94058

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

政治改革　－明るい
未来のために－ 0時間15分

　政治改革の主役は私たち有権者一人一人のよ
りみぢかな問題であり，かつ重要なテ－マであ
ることを理解するため，新たに導入された小選
挙区比例代表並立制や政治資金改正法など政治
改革関連法や政治改革の意義について分かり易
く解説したものです。

V94059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） とんび家族 0時間54分

　子どもたちのモデルであるべき大人や親のあ
り方が現在ほど大きく問われている時代はあり
ません。中学２年生の息子を持つある一家族を
通し，親と子の葛藤や絆，家族のあり方をドラ
マ仕立てで描き，心理的にも精神的にも不安定
な状態にある中学生を持つ親の対応を示してい
ます。

V94060
交通安全・災害
防犯

海外安全パスポ－ト
～楽しい旅へのアド
バイス～ 0時間15分

　海外へ出かける日本人が旅先で犯罪に巻きこ
まれたり，事故にあうケ－スが増えています。
なぜトラブルに巻き込まれるのか，どうすれば
防げるかについて解説しています。また，渡航
先の安全情報についての情報収集の仕方につい
ていくつかの紹介しています。

V94061

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは①
家族の中の子どもた
ち 0時間30分

　東北福祉大学西野先生担当。今年は国際家族
年です。専業主婦が育児つきの自主管理英会話
サ－クルやサ－クル仲間のホ－ムパ－ティ５人
の子供を育てる８人の大家族の様子などを紹介
しながら，父親の育児参加や社会の変化の中で
家族のあり方を考える教材です。

V94062
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは②
ママは栄養士さん 0時間30分

　新生児から乳幼児期までの栄養についてＪＲ
仙台病院の山口先生の指導。乳児にとっての母
乳の６つの利点，母乳育児推進グル－プや東北
公済病院の実際，助産婦さんの授乳時の諸注
意，家庭での離乳食づくりの実際，その他。

V94063
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは③
こころのキャッチボ
－ル 0時間30分

　親子の人間関係は愛情が無ければ育ちませ
ん。知恵を育て自信を持たせて社会性をつくる
ため，子供の話をよく聞いて，親子の意思を通
じ合う心のキャッチボ－ルコミニケ－ションづ
くりの大切さを，東北大学の寺田先生が具体的
に説明しています。

V94064
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは④
ともだちっていいな 0時間30分

　子供たちは色々な遊びを通して様々な人がい
ることに気付き、しだいに社会性が育てられて
いきます。教会での遊びを通して苦労を乗り越
えてゆく国際結婚の家族や幼稚園における障害
児と健常児との付き合いの事例についてなかよ
し幼稚園長山本先生が解説しています。

V94065
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは⑤
多世代家族の中で 0時間30分

　多世代家族の子育てのメリットは何でしょう
か。４代９人の多世代家族の問題点や仕事を持
つワ－キング・ママの家庭の事例を紹介しま
す。誰が教育の主導権を持つのか，しつけの方
針，嫁姑の問題，電話相談など，ポイントはそ
れぞれの立場の尊重をと白百合短大松浦先生が
解説しています。

V94066
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは⑥
子育てに共通の理解
を 0時間30分

　小子化や情報の氾濫によって子育ての不安が
募っている現在，保護者と保育者や幼稚園がと
のように関われば役立つのかを考えることは大
切です。保育者や幼稚園の設立目的や教育方針
の違い，入所入園前後に親の配慮すべき事項な
どについて，なかよし幼稚園長の山本先生が解
説しています。

V94067
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは⑦
子どもとおもちゃ 0時間30分

　子供が楽しく豊かに育っていくためにはおも
ちゃは必要です。よいおもちゃとは何か。おも
ちゃの働き，年齢に合ったおもちゃの与え方，
よいおもちゃの条件，手作りおもちゃの紹介な
ど，福祉大の「親子ふれあい教室」の実際を通
して東北福祉大学の西野先生が解説していま
す。
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V94068
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは⑧
ほめ方　しかり方 0時間30分

　子供を叱るのはすぐできるが，ほめるのは意
識しないとなかなかできません。ほめ上手叱り
上手になるためにはどうしたらよいのでしょう
か。子供に物をねだられた時の留意１０項目，
家族外での叱り方，大人がよその子にどこまで
叱れるか等，白百合短大松浦先生が解説してい
ます。

V94069
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは⑨
こんなときどうする
の 0時間30分

　こどもクリニックの川村先生が子供によく見
られる病気の症状と対応について解説します。
発熱，解熱剤，ひきつけ，けいれん，風邪，せ
き，下痢，予防接種の対象疾病，小児科病院へ
のかかり方，医師とのコミョニケ－ションの持
ち方。

V94070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは⑩
家族間の交流 0時間30分

　最近は相談相手がなく，子育てにパニックを
起こしている親もあります。親子交歓の交流を
行なう３家族の様子と付き合いの留意点，仙台
ファミリ－・キャンピングクラブ１７家族５０
人の共同活動の様子を紹介し，親子共々に楽し
く生きる姿を紹介しています。

V94071
科学技術・物
理・化学・工学

くらしを豊かにする
ゴミ焼却エネルギ－ 0時間25分

　最近は生活の向上に伴なって増えるごみは
「くらしを豊かにするエネルギ－資源」として
見つめ直されています。

①余熱利用

②ごみ焼却システムと安全性

③ごみの再生利用と減量化

④新しい発電

⑤ごみ燃料化

⑥ヨ－ロッパのごみ焼却

⑦ごみエネルギ－の可能性の構成。

V95001

自然科学（生
物・天文）、環
境

ラサ－ル石井の科学
のふしぎ実験隊 0時間42分

　身近にできる化学実験を紹介している青少年
向けの科学普及啓発教材。

①人間のはく息には水蒸気がふくまれている
よ！

②水を沸騰させると出てくる「あわ」は水蒸気

③光を青い光と赤い光にわけてみよう。

④電車などの乗り物にのって，ボ－ルをになげ
たり，下におとしてみよう。

⑤タマゴを浮かべて見よう。

⑥海水をかわして顕微鏡で見ると塩の結晶が見
える。

⑦静電気で蛍光灯をつけてみよう。

V95002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

家庭の食事マナー－
美しい箸使い－( 付)
和朝食の作り方 0時間11分

　食事の洋風化と核家族化がすすみ，家庭内で
の正しい食卓マナ－を教える機会が少なくなっ
ています。伝統ある日本の食文化を理解する上
で，最も基本となる食卓マナ－や箸使いの指導
が大事です。食事の挨拶，食事の姿勢，箸の持
ち方の基本を，（付）では，和朝食の作り方の
基本として，ご飯・味噌汁・焼魚・おひたし・
漬物の作り方を説明しています。（和食普及研
究会）

V95003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みやぎ生活文化シリ
－ズ③
一生の儀式みやぎの
祝い事 0時間17分

　誕生・結婚等と一生の中での祝い事・儀式
は，少しずつ形を変えながらも，つい最近まで
ごく当たり前のこととして生活の中で行なわれ
てきました。伝統や文化を受け継ぎ伝えていく
大切さを気付かせる教材です。

①加美郡小野田町の弔いあげと誕生祝い

②気仙沼赤岩のお山がけ

③雄勝町大須の成女式

④大河原中学校の立志式や福岡中学校のの誓い

⑤宮崎町柳沢の成人の儀式である焼け八幡

（宮城県）

Page 248



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V95004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みやぎ生活文化シリ
－ズ④
職人のしごと 0時間23分

　素材と会話をしながらじっくり物作りに取り
組む職人の気質や，自分にあった良い品を大切
に使う本当の贅沢を教えてくれます。職人の仕
事の様子を取材して，仙台御筆・雄勝硯・宮城
の伝統こけし・仙台駄菓子・提灯づくりを紹介
しています。そのほか，柳生和紙・白石和紙・
玉虫塗・鳴子漆器・仙台箪笥・堆朱・埋木細
工・仙台平・鍛冶職人・中新田打刃物・岩出山
のしの竹細工などが紹介されています。（宮城
県）

V95005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　◎「あい
うえお」「いろは」
◎心を結ぶ言葉－豊
かなコミュニケ－
ション 0時間21分

　どんな言葉を使いどんな話し方をするかは，
話し手の人間性にも係わる大切な問題です。◎
主に成人一般を対象にしているが，中・高校生
が日本語について，あるいはコミュニケ－ショ
ンについて考えるための参考として利用できま
す。◎高校生以上，成人一般を対象にしていま
す。「五十音図」や「いろは」の成り立ちや歴
史的な背景を知り，日本語の音韻の基礎を学ぶ
ことができます。(文化庁)

V95006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

蔵王少年自然の家～
生活のしかた平成７
年度～ 0時間16分

　「蔵王少年自然の家」を学習の場として活動
する団体に，活動の企画や事前指導のための資
料として制作された教材です。施設の増改築に
伴ない内容を改定し，平成７年度からの利用団
体に活用できます。

V95007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

かぶ号は風にのって
－株式の役割と株式
投資－ 0時間30分

　第１部では，株式の役割。第２部で株式投資
について正しい知識を身に付けてもらうために
制作された教材です。高校の普通科において
は，「現代社会」「政治・経済」の科目の中
で，「企業」「株式会社制度」を学ぶときに，
商業科においては「流通経済」の科目の中で
「証券市場」についての学習に活用できるよう
制作されています。

V95008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「親の目子の目」 ふ
うちゃんのお弁当 0時間30分

　ふうちゃんは，毎日のお弁当を自分と母親と
姉の３人分作っています。仕事を持つ親のユニ
－クな子育ての日々の様子を紹介しています。

　自分の子供が社会への視野を広げ，自分の意
志を持って生きていける一助になればとの親心
からの実践と，母と子のふれあいを描いている
作品です。

V95009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「親の目子の目」寿
司道を歩む 0時間30分

　ふうちゃんは，毎日のお弁当を自分と母親と
姉の３人分つくっています。仕事を持つ親のユ
ニ－クな子育ての日々の様子を紹介していま
す。

　自分の子供が社会への視野を広げ，自分の意
思を持って生きていける一助になればとの親心
からの実践と，母と子のふれあいを描いている
作品です。

V95010

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

オトナだって学びた
い 0時間28分

　宮城県では「個性と活力に満ちた，豊かなみ
やぎの地域づくり」を進めています。仕事も，
日々の生活も同じバランスで楽しみたいと工夫
して時間を作り，料理や写真ボランティア活動
などで，充実した生き方をしている宮城の「素
敵なオトナたち」を紹介しています。

V95011

自然科学（生
物・天文）、環
境

－魅力あふれる宮城
の農業－のうぎょう
元気図鑑 0時間20分

　ささにしき・ひとめぼれに代表されるおいし
いお米の産地宮城県，２１世紀にふさわしい農
村の実現を目指し，アイディアと工夫を凝らし
て多彩で生産性・収益性の高い農業，新技術の
開発につとめ地域の特性を生かし，魅力ある農
業経営をしている方々を紹介しています。

V95012

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

まぼろしの窯－宮崎
町切込焼－ 0時間18分

　宮崎町の切込地区には，江戸時代から明治初
期まで磁器が焼かれています。この地区で，な
ぜ磁器が焼かれるようになったか。どのように
して焼かれたかのか等について，古文書や地区
の特色と照らし合わせながら考察している教材
です。

V95013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

佐野製糸工場－明治
を支えた女工たち－ 0時間18分

　佐野製糸工場は，明治１８年，佐野理八に
よって丸森町金山に建てられ，以後５２年間良
質の生糸を生産し，大工場となりました。この
繁栄をささえたのは，日夜働く女工たちでし
た。この女工たちの足跡をたどり，佐野製糸工
場の実態を明かにする作品です。

V95014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

永遠の伝承②遊泳地
帯に生きた先人の遺
構 0時間15分

　登米郡と豊里町は，昔から水害に悩まされ続
け，その水害対策として水山を築いたり，郷倉
を設けたりしました。昨今，消滅しつつある水
山などを，後世に残すため映像化した作品で
す。

V95015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

万石浦の塩田－塩の
歴史を探る－ 0時間12分

　江戸時代から昭和３０年まで，渡波・流留・
長面に塩田が開拓され，万石浦を中心に栄えて
いました。「万石浦の塩田」を影像化すること
により，身近なところで先人が努力と苦労を重
ね，塩をつくっていた歴史にふれさせ，郷土の
歴史・文化を理解させる作品です。
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V95016

自然科学（生
物・天文）、環
境

自然との共存を求め
て－伊豆沼と内沼－ 0時間17分

　伊豆沼・内沼は，ラムサ－ル条約の指定登録
地としてハクチョウやガンなどが飛来する世界
的似も有名な沼です。現在の伊豆沼・内沼が置
かれている現状を映像化した作品です。

V95017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

吉田川－洪水との歴
史－ 0時間18分

　船形山を源流とする吉田川は，大和町落合で
合流するが，大雨になると堤防が壊れ度重なる
被害を受けてきました。近年，吉田川上流には
ダムが完成したため水害はなくなったが，その
姿や歴史についてまとめています。

V95018

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

消された名前－戦後
５０年の検証－ 0時間20分

　戦後５０年を迎えようとしている日本にあっ
て，各地に埋もれたままにっている歴史が多く
あります。ここでは，国際問題ともなっている
強制連行の歴史を聞き取り調査をもとに，検証
している教材です。

V95019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 山田大名行列 0時間20分

　文政４年（１８２１年）山田村，現本吉町に
伝染病が大発生し村民が病気で苦しみ，病気回
復を願い，村の鎮守の御岳神社にお祈りしまし
た。

　村人の願いが通じ，山田村に平和が戻り，今
も秋の収穫・豊作に感謝し，御岳神社の祭りと
して残る民族芸能を記録したものです。

V95020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 郷土の文化財 0時間16分

　数多くある文化財のうち，国指定を受けてい
る「旧中沢家住宅」「飯野坂古墳群」「洞口家
住宅」「雷神山古墳」の４つを映像化したもの
です。

V95021

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 自然と共存する漁業 0時間14分

　日本人は，古くから豊かな海の幸に支えられ
て生活を営み，日本の沿岸漁業は資源や環境を
大切にしながら自然と共存してきました。伝統
的な漁業から，漁業のあるべき姿を考え網漁具
の改良や資源保護の活動など，海の生き物を絶
やすことなく持続的に利用していくための新し
い取組みを紹介し，２１世紀に向けての現在の
漁業を「自然と共存する漁業」に発展させてい
くことの重要性を解説しています。

（水産庁）

V95022

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林の営み　四季の
森林で（４） 0時間16分

　中学校３学年第２分野（生物同志のつなが
り・人間と自然）の副教材として活用できま
す。地球環境，暴風効果や騒音防止等，人間の
暮らしにとって様々な形で役立っている森林の
現象を観察し，あるいは実験をとおして森林の
大切さを学ぶ作品です。シリ－ズとして①森林
の働き②森林の成り立ちと営み③森林と暮らし
－木を活かす日本人の知恵－があります。

（国土緑化推進機構）

V95023
保健衛生・性教
育・運動

エイズとともに生き
るために 0時間27分

　エイズが大きな社会問題になっている現在，
性教育・エイズ教育が早急に必要とされていま
す。

大人たちは，今，何をすべきなのか。エイズ教
育に関する教育の進んだ諸外国の取材を中心
に，日本のエイズ医療の最前線で活躍されてい
る方々の話しを交え，エイズとともに生きる社
会の在り方を分かりやすく解説しています。正
しい知識の備えと差別や偏見のない社会づくり
を願って制作された作品です。

（エイズ予防財団）

V95024

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ＭＩＹＡＧＩ　アッ
プ　トウ　デｲト 0時間27分

　みどりとうるおいのふるさと宮城県。県民一
人ひとりの夢を大切に，地域の夢を育み，日
本，そして世界の夢につなぐ夢航路未来号。宮
城県を他県の人や外国人はどう見ているのか結
果や宮城県の魅力を地域ごとに特徴のある事例
を取り上げ，知事との対談なども交えながら紹
介しています。

V95025 道徳・国際理解

世界は友だち－国際
社会で活躍する日本
人－ 0時間26分

　「人道・難民支援」「政府開発援助」「国際
連合」「民主化支援」「世界経済への協力」の
各分野で国際的に活躍している日本人による
様々な協力や支援などを描いています。中学・
高校の社会科や特別活動の教材として，また一
般の方々にも，わが国の国際協力についての問
題意識を喚起するうえで参考になる作品です。

（外務省）

V95027

自然科学（生
物・天文）、環
境 紙のゆくえ 0時間10分

　従来ごみとして処理されてきた古紙が，いろ
いろな人々の取組みにって再利用され，新しい
紙として使われていく様子を紹介している教材
です。

V95028

自然科学（生
物・天文）、環
境

人と環境　ぼくらの
環境学会 0時間11分

　水の健康について，子供の視点で調べていま
す。水性生物・水辺の植物・水辺の鳥・水質な
どの調査を行ない，新聞にまとめる様子を紹介
しています。
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V95029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 水をひく 0時間14分

　実沢周辺の堤や堰を中心に，どのようにして
田に水が引かれたのかを紹介しています。川堰
の様子や堤の水路の様子などを，中学年の児童
にわかりやすく伝える教材です。

V95030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

六郷掘って何？－地
域に残る古いものを
たずねて－ 0時間12分

　六郷堀の姿，堀はどの様な役割を果たしてい
るのかを現在の使われ方を通して理解される教
材です。六郷堀の造られた歴史に触れ，先人の
苦労をも考えさせる教材です。

V95031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

古くて新しい町－荒
町－ 0時間17分

　御譜代町の町割りから，商人の町「荒町」の
秘密を探っていく。「荒町」の新旧を比較しな
がら，新しい町づくりにかけ努力している町の
人々を紹介している教材です。

V95032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

兵の登場　－余五と
沢胯の物語－ 0時間10分

今昔物語におさめられている「余五と沢胯」と
いう二人に，武士の話をしながら武士のおこり
について理解させる教材です。

V95033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

暦にかけた生涯－仙
台藩の天文学者戸板
保佑－ 0時間13分

　仙台藩の暦学者，戸枝保佑の仕事をとおし
て，日本の新しい学問の夜明けまでを考えさせ
る教材です。

V95034

自然科学（生
物・天文）、環
境

石油ワンダーツアー
－クイズで知る石油
の備蓄 0時間20分

　３人のＣＧキャラクタ－が登場し，クイズに
答えながらツア－を進める中で，石油と備蓄に
ついて理解していくスト－リ－となっている。
前半は「日本エネルギ－・石油事情」に，後半
は「石油備蓄」に焦点をあて，分かりやしく解
説しており，小学校５学年の社会科教材として
だけでなく，一般にも幅広く利用できる教材で
す。

（日本視聴覚教材Ｃ）

V95035

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

村山総理の外交記録
－世界の平和と繁栄
にむけて－ 0時間28分

　総理大臣の平成７年は，アメリカ合衆国訪問
から始まり，帰国後わずか４日後に阪神淡路大
震災が発生。戦後５０周年・国連創設５０周年
という節目の年は，波乱の幕開けを迎えまし
た。激動する世界情勢の中でデンマ－クで開催
された社会開発サミット出席，中国訪問，ハリ
ファックス・サミット出席，フランス訪問と世
界の平和と繁栄に向けて総理の外交活動が繰り
広げられました。その外交記録をまとめ，その
活躍ぶりを紹介している作品です。

V95036

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

広がる緑のボラン
ティア 0時間16分

　地球環境問題への意義の高まりと共に，海外
での植林活動にボランティアとして参加しよう
という人達が多くなっています。オイスカは１
９８０年からいち早く，ＮＧＯ（民間の国際協
力団体）の立場から，この問題に取組みを開始
し，現在では毎年１０００名程の植林ボラン
ティアを海外に派遣しています。このビデオは
今年の派遣活動の記録を中心に，これまでの成
果等を加えて編集され，環境教育の資料として
も利用できる教材です。

V95037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） うばわれた自由 0時間46分

　道徳教育資料　新シリ－ズ「ビデオ資料とし
ての利用１」小学校編『うばわれた自由』とし
て文部省が企画したものです。これは「道徳教
育推進指導資料（指導の手引き）」（文部省
編）の中から読み物一編を選んで映像化しまし
た。

道徳の授業に活用できる「資料編」とこの資料
を使った授業例を収録した「活用編」の二部構
成形式をとっており，職員の研修にも活用でき
ます。

V95038 道徳・国際理解 裏庭のできごと 0時間43分

　道徳教育資料　新シリ－ズ「ビデオ資料とし
ての利用１」中学校編『裏庭のできごと』とし
て文部省が企画したものです。これは「道徳教
育推進指導資料（指導の手引き）」（文部省
編）の中から，読み物一編を選んで映像化しま
した。授業に活用できる「資料編」と，この資
料を使った授業例を収録した「活用編」の二部
構成形式をとっており，職員の研修にも活用で
きます。

V95039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

杜の都のチャイコフ
スキー 0時間42分

　１９９５年８月から９月にかけて，杜の都仙
台市を会場に開かれた，『第２回　若い音楽家
のためのチャイコフスキ－コンク－ル』の概要
の記録。開催決定後に開催されたカレンダ－コ
ンサ－ト，開会式・予選・本選・閉会式・開催
を支えたボランティアの活動などが記録されて
います。

V95040

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

炎の証言－最後の空
襲－ 0時間29分

　太平洋戦争終結宣言の直前，８月１４日，１
５日にも連合軍のＢ２９爆撃機が次々と飛来
し，全国２０余都市を空爆した。その結果，多
くの死傷者が出ました。このビデオは，僅か数
日を境に生死を分けた戦争の冷酷さ，悲惨さの
記録であり，被爆者，そして遺族の魂の嗚咽こ
そ，継承すべき平和への鎮魂歌です。
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V95041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わるくなったという
けれど－幼い自我の
成長－ 0時間19分

　２～３歳は人間形成の第一山場にさしかかっ
ています。子供たちのさまざまな生態を追い，
幼い子の見方，しつけ方について考える教材で
す。

V95042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ぼくいやだよ！ 0時間12分

　保育園，幼稚園，小学校低学年の児童を対象
に，誘拐から身を守るにはどうしたらよいかを
アニメ－ションでやさしく教える教材です。

V95043 道徳・国際理解 森のなかまたち 0時間24分

　森の中の動物たちは，みんな仲良く暮らして
いたが，キツネとオオカミが仲間からはずれ
て，いじめやおどかしをしていました。秋も深
まったある日，クマとタヌキとサルが木の実を
拾いに出かけると，その時，突然山火事がお
き，クマたちは協力し山を下ったが，キツネと
オオカミはとうしただろうか………。森の動物
たちは，キツネたちもみんな仲間だと，救出に
あたるという仲良し仲間の，心を打つ物語で
す。

V95044
漫画・アニメー
ション どんぐりと山猫 0時間20分

　おかしな手紙，森へ出かけた一郎を迎えたの
は，どんぐりたちの騒動でした。この中でいち
ばん偉いのは誰かというのが争いのもと，それ
ぞれ自分こそいちばんだと言い争っています。
どんぐりたちに一郎が言いたかったことは…
…。ほのぼのとしたスト－リ－の中に，差別を
こえた平等を求める宮沢賢治の思想がうかがえ
る作品です。

V95045
交通安全・災害
防犯 動物村の消防士 0時間20分

　平和だった動物村も最近は火事続き。消防士
のウ－ボ－さんは毎日大忙しです。村に普及し
た家庭電器など使い方を知らないと大変。笑い
と緊張と涙が連続する楽しいスト－リ－の中か
ら火災予防の知識や避難の仕方の要点を教える
防災アニメの傑作。

V95046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 筆づかいの基本 0時間20分

　はじめて毛筆を手にとる小学校中学年児童を
対象に，毛筆の書写のいろいろな心得やたて
画・よこ画・はらい・はねなど，筆づかいを中
心とした基本的な書法を解説する教材です。

V95047

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新いろいろな土地の
くらしシリ－ズ１
低地の人々のくらし
－岐阜県・海津町－ 0時間15分

　岐阜県海津町は，木曽川，長良川，掛斐川に
囲まれた土地の低い町です。ここは，川の水面
よりも低いため水害を受けやすく，回りが堤防
で囲まれている“輪中”地帯です。その他，水
屋・助命だん，水防倉庫，水防訓練など暮らし
を守るさまざまな工夫を紹介するとともに，川
の恵みによって生活する様子などを描いていま
す。また，ちかごろでは人々に安らぎを与える
自然の町・水郷地帯や木曽三川公園として見直
されていることも紹介しています。

V95048

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新いろいろな土地の
くらしシリ－ズ２
高原の人々のくらし
－長野県・南牧村－ 0時間15分

　高原の町，長野県南牧村は，日本列島のほぼ
中央に位置し，ＪＲ野辺山駅は，日本一高い所
にある駅です。八ヶ岳の噴火による火山灰と，
冬寒く，夏涼しい季候を活かし，ここでは，レ
タス栽培と乳牛の飼育が行なわれています。こ
の野辺山の産業と，開拓の歴史を紹介し，最近
の観光牧場として生まれ変わろうとする努力を
描いています。

V95049

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新いろいろな土地の
くらしシリ－ズ３
雪の多い土地のくら
し
－秋田県・横手市－ 0時間15分

　秋田県横手市は，雪の多い土地として有名で
す。そのための雪から生活を守るいろいろな工
夫をしています。家の玄関の“はりだし”，庭
の雪囲い，屋根の雪おろし，道路の除雪車，川
の雪すて場，流雪こうなどを紹介し，また，雪
の中での生活と，雪が人々に与えてくれる恩恵
にふれながら，雪とともにある横手市の姿を描
いています。

V95050

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新いろいろな土地の
くらしシリ－ズ４
あたたかい土地のく
らし
－沖縄県・石垣島－ 0時間15分

　珊瑚礁と，青い海に囲まれた八重山列島・石
垣島。石垣島では，屋根を低くし，瓦をシック
イで固めるなどして，台風から家を守っていま
す。

　島の人々は，さとうきびやパイナップル，ラ
ン等を栽培し長い間，美しい海と暖かな気候を
生かして生活してきた。最近は観光に力を入
れ，そのための飛行場を建設する計画がある一
方，自然破壊を危惧する声も出てきています。
ここでは，そうした人々の取り組みと，平和な
島のくらしを守る努力を紹介する教材です。

V95051

自然科学（生
物・天文）、環
境

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《３年編》ホタルが
育つ水 0時間13分

　ホタルをたくさん飼っているおじさんに，ホ
タルの育ち方と一緒に，昔ホタルがたくさんす
んでいた川を教わりましたが，今ではホタルは
いなくなっています。その理由を調べるため
に，いろいろな川に行ってみると，そこで見た
ものは，人間が汚したために………ほたるの餌
になる貝が，すめなくなった川でした。
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V95052

自然科学（生
物・天文）、環
境

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《３年編》太陽の暖
かさ 0時間13分

　「日なたは明るく日かげは暗い」日なたと日
かげの違いはそれだけでしょうか。目をつぶっ
ていても，日かげから日なたに出ると，日なた
にいることが分かります。それは日なたの方が
ずっと暖かいからです。太陽の光は，明るさを
運んでくるばかりでなく，暖かさも運んでいる
のです。

V95053

自然科学（生
物・天文）、環
境

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《４年編》渡り鳥が
やってくる 0時間13分

　渡り鳥は毎年同じル－トをたどって渡って来
て，２つの故郷と渡りの中で羽を休める何か所
かの場所は決まっています。とすると，これら
のうちたった１カ所でも鳥たちが過ごせない環
境になってしまうと，渡り鳥たちは，どうなっ
てしまうのでしょうか。

V95054

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《４年編》水の旅 0時間13分

　空から降ってきた雨は土にしみこみ，やがて
清水として湧き出ます。この水を主人公に，水
は人間の営みによってさまざまに汚れること，
逆にみると水はさまざまな汚れをはこんでいる
こと，そしてその汚れは最後に海にたまってい
ることを示し，水の汚さないことの大切さを感
じ取らせる教材です。

V95055

自然科学（生
物・天文）、環
境

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《５年編》植物が育
つ土 0時間15分

　植物が豊かに生い茂っている林に入ると，地
面は落ち葉に覆われて，ふんわりしています。
落ち葉をかき分けてみると，葉の形はしだいに
崩れ，最後は土と見分けがつかなくなり，小さ
な生き物も見つかります。落ち葉は，小さな生
き物の働きで植物が育つための養分に変わるの
です。

V95056

自然科学（生
物・天文）、環
境

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《５年編》メダカの
えさも生きている 0時間15分

　卵からかえったばかりの子メダカは，水中の
小さな動物を食べて成長します。子メダカの餌
になる小さな動物はもっと小さな植物を食べて
生活しています。それでは，小さな植物がなく
なったらメダカはどうなってしまうのでしょう
か。水中の小さな動物や植物が生き続けるため
の環境条件を考えていく教材です。

V95057
科学技術・物
理・化学・工学

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《６年編》増えてい
く二酸化炭素 0時間15分

　自動車を動かすためにガソリンを燃やし、多
すぎるゴミを処理するためにゴミを燃やしま
す。また，息の中にも二酸化炭素が含まれてい
ます。このように，私たちの生活は結果とし
て，空気中の二酸化炭素を増やし続けていま
す。二酸化炭素を減らすためには，どうすれば
よいのかを考えていく教材です。

V95058

自然科学（生
物・天文）、環
境

学年別・環境教育
（理科）シリ－ズ
《６年編》酸っぱい
雨 0時間15分

　水蒸気は，雲へそして雨へと変わって地上へ
と降り注ぎます。さまざまな水溶液とともに，
この水の性質を調べてみると，雨水そのもので
ある水蒸気よりも，酸性度が高いことが分かり
ます。雨水が酸性である理由を実験を通して調
べていく過程で，人間の営みが酸っばい雨と関
係していることを示す教材です。

V95059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 色の研究 0時間10分

　感覚的な面から色のもつ感情，現象，機能，
仲間の４つの問題を取り上げ，実生活に結びつ
いた造形知識・感覚の育成に役立つように描い
ています。

V95060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ポスタ－のアイデア 0時間10分

　ポスタ－制作の指導のプロセスのうち，この
編では，前半のテ－マにしたがってアイディ
ア，構想のたて方について解説しています。

V95061

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

用具を使った運動シ
リ－ズ　なわとび運
動（たんなわ） 0時間12分

　なわとび運動は，遊びの場面で広く生活化し
ていることを考慮，①運動の要点を示しはげみ
をもたせる。②組み合わせとびなども示し児童
が動きを楽しく工夫しやすいように解説してい
ます。

V95062

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水泳　（Ⅱ）小学生
の指導法　初級編 0時間30分

　小学生の水泳の初級編では
①水になじむ（顔づけ，呼吸，浮き身，蹴伸
び）
②板を使って（プ－ルサイドで，キック板を
使った呼吸，キック）
③クロ－ル
等が日本水泳連盟競泳委員下川幸治氏の指導に
より，わかりやすく解説されています。

V95063

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水泳　（Ⅲ）小学生
の指導法　中級編 0時間30分

　小学生の水泳の中級編では
①キック（自由形，背泳，平泳ぎ，バタフラ
イ）
②プ　ル（自由形，背泳，平泳ぎ，バタフラ
イ）
③コンビネ－ション（ストロ－ク，キック，呼
吸）
④スタ－トとタ－ン・１００ｍ個人メドレ－
等が日本水泳連盟競泳委員下川幸治氏の指導に
より，わかりやすく解説されています。
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V95064 道徳・国際理解
上村直己の夢と探険
～極点をめざして～ 1時間20分

　植村さん自身の撮影と極限まで同行取材した
プロカメランが綴る，冒険家の感動的ドキュメ
ント映像｡

①北極点犬ゾリ単独行

②植村直己さんの生い立ち

③エベレスト（８８１１ｍ）渡米して，野外学
校とマッキンリ－へ

④グリ－ランド３０００ｋｍ犬ゾリ単独行

⑤アコンカグラ（６９６０ｍ）

⑥エベレスト（８８１３ｍ）

⑦南極大陸

等がおさめられています。

V95065
保健衛生・性教
育・運動

片足の鉄人　もうひ
とつのトライアスロ
ン 1時間39分

　“鉄人レ－ス”フルトライアスロン。その経
路２２６．３ｋｍ，この過酷なレ－スに義足で
アタックする一人の青年，そしてこれを支える
技術者。これは二人の青年の２年半にわたるさ
わやかな挑戦の記録です。

V95066
交通安全・災害
防犯

たけし君の交通安全
日記 0時間20分

　交通ル－ルを知っているのに危ないめにあう
のはなぜでしょう。少年の生々しい体験を通し
て，安全教育は理屈より体で覚えることが大切
だということを実感的に訴える教材です。

V95067

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の古典文学シリ
－ズ
万葉集 0時間30分

　『万葉集』は，日本最古の歌集であり，二十
巻，四千五百余首の作者は，天皇から無名の庶
民に至るまで，あらゆる階層にわたります。そ
の部立が「相聞」「挽歌」「雑歌」であること
からも分かるように「万葉集」は，愛と死を
歌った歌集でもあります。人磨呂・狭野茅上娘
子・憶良・笠女郎・大伯皇女・穂積皇子ら代表
的歌人の「相聞」（愛の歌）・挽歌（死の歌）
を取り上げ，その愛と死の歌のなかから，万葉
集の豊かな生命観・自命観・自然観・世界観を
くみとることのできる作品です。

V95068

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本の古典文学シリ
－ズ
古今和歌集 0時間30分

　『古今和歌集』は，紀貫之等により編纂され
た最初の勅撰和歌集です。歌集では，四季の歌
や恋の歌が，斬新な趣向や複雑な修辞技法に
よって歌われ，近大にまで大きな影響を与えま
した。その優美繊細で典雅端正な美の世界，理
知的で感性的な言語の遊戯の世界を代表的な歌
人の歌を取り上げながら，解きあかし，その魅
力に触れています。

V95069

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の古典文学シリ
－ズ
源氏物語 0時間30分

　『源氏物語』は，平安時代半ば，紫式部に
よって書かれた一大長編物語です。主人公光源
氏の誕生から，恋いの遍歴を経て，栄華の地位
を確保する第一部，身辺にさまざまな事件が起
こり，深い悩みを抱いて一生を終わろうとする
第二部，次の世代の薫・浮舟などが登場して，
男女の悲劇的な人生が描かれる第三部から構成
されています。源氏と藤壺・六条御息所・紫の
上・明石の君など登場人物の極限的な人生の中
で，人を愛すること，人間として生きることの
意味が深く追求されていることを見ることがで
きます。

V95070

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の古典文学シリ
－ズ
枕草子 0時間30分

　『枕草子』は『源氏物語』とともに，平安女
流文学を代表する作品です。作者清少納言の新
鮮な感覚でとらえた自然や美的世界，宮廷貴族
の華やかな雅の世界，そして鋭い観察力によっ
てとらえられた人間の世界が描かれています。
その中から「雪のいとたかう降りたるを」と並
んで有名な「頭の中将の，すずろなるそらごと
を聞きて」（７８段）をとりあげ，この段に表
れた作者の才知を解きあかしていくとともに，
「文章を読むとはどういうことか」を考える作
品です。

V95071

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の古典文学シリ
－ズ
平家物語 0時間30分

　『平家物語』は平家の盛時・流離・滅亡を描
いた軍記物語です。物語には，平和な時代より
も乱世，平家の栄光よりも衰退・滅亡が語られ
ています。日本の歴史の中で最もドラマチック
の源平の争乱の時代を生き，時代の運命のあ
や，定めなき世の辛さをしたたかに体験した
人々の中から，義仲，知盛，建礼門院を取り上
げ，その生き方と死に至るさまを，故地を訪ね
ながら見ていきます。
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V95072

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の古典文学シリ
－ズ
徒然草 0時間30分

　『徒然草』が『枕草子』『方丈記』と並ん
で，日本文学史上「三大随筆」といわれるのは
何故でしょうか。作者兼好法師が描いた「世
俗」「仏道」「遁世」の三つの世界全２４４段
の中から，「能をつかんとする人」（第１５０
段）「城陸奥守泰盛は」（１８５段），「ある
人，弓射ることを習ふに」（第９２段）を中心
に取り上げ，その中で人間の実践的な生き方の
原理「理」「道理」が探求され，自覚され，確
立されているところに，中世文学としての意義
と価値を見いだす作品です。

V95073

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 狂　言 0時間30分

　舞台の狂言は民俗芸能とは対照的な洗練の極
地にある芸です。この作品では，人間国宝・野
村番万蔵の演じる「瓜盗人」を中心に「千
鳥」，「宗論」，「首引」，「葺」が狂言の面
白さを展開しています。狂言の舞台にその様式
美とともに，数百年のへだたりを忘れさせる新
鮮な笑いがあります。芸がどのように伝承され
ていくか，野村家の稽古風景がそれをみせてい
る作品です。

V95074

自然科学（生
物・天文）、環
境

世界の地理大系
イタリアの農業と
人々の生活 0時間20分

　地中海地方の農業を，イタリア南部のオリ－
ブ農家を例にして，自然環境と日常生活さらに
は，北部への出稼ぎ問題や南北格差といった問
題を描いています。

V95075

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

世界の地理大系
ライン川と人々の生
活 0時間20分

　国と国とが，陸続きで接している西ヨ－ロッ
パの自然環境の背景としてライン川の水路を捉
えながら，物の動き，人とのかかわりあいを描
いています。

V95076

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

世界の地理大系
イギリスの工業 0時間20分

　世界に先がけて産業革命をなしとげ，「世界
の工場」とよばれた英国の工業の歴史と現状を
さぐり，北海油田や先端技術の開発など，新し
い発展を目指しての動きを紹介しています。

V95077

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

世界の地理大系
北ヨ－ロッパ－自然
とくらし－ 0時間21分

　北欧の自然の特色を概観しながら，やせ地を
改良し開拓地を拡大した模範的な酪農畜産国を
つくりあげたデンマークの農業を中心に描いて
います。

V95078

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

世界の地理大系
ガーナの産業と人々
の生活 0時間20分

　西アフリカ海岸のガーナをとり上げ，自然，
資源と開発，人々の生活の特色や課題について
考えさせながら，海外青年協力隊や日本人医師
の活躍にもふれています。

V95079

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

世界の地理大系
ナイル川と人々の生
活 0時間20分

　ナイル川と深く結びつきながらエジプトの
人々の生活を，ナイル川流域の自然環境と歴史
的背景，川と農業，アスワンハイダム，とそれ
による開発の功罪などを通して描いています。

V95080

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  １　日本列島
と旧石器文化 0時間17分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①岩宿の発見

　②日本列島の形成と当時の自然

　③遺跡と出土した遺物

　④石器とそのはたらき

　⑤港川人の出現

　宮城県の高森遺跡の発掘のようすも取り上げ
ています。

V95081

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  ２　縄文人の
衣食住 0時間17分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①〈加曾利貝塚〉千葉県加曾利貝塚は日本最
大規模の貝塚。食生活の一端が見られる。

　②〈鳥浜貝塚〉福井県三方湖のほとりの貝塚
は湿地にあって保存状態がよく，主食だった木
の実のほかに，丸木舟や櫂も発見されている。
特筆される物としては，縄片や編み物片の衣服
の部分と思われるものがある。

　③〈尖石遺跡〉長野県八ケ岳山麓にある。数
軒の竪穴住居が復元されている。尖石遺跡は縄
文文化の最も高揚した時期で，華やかな文様の
目立った土器が作られている。
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V95082

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  ３  縄文人の
社会と信仰 0時間18分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①〈家族のくらし〉縄文時代のムラは，中央
の広場を囲むように環状に形成されていた。

　②〈縄文人の信仰と習俗〉縄文時代には数多
くの土偶が作られた。それらは，女性を表わし
た物が多い。屈葬や抜歯の風習があった。

　③〈ムラの祭り〉縄文人の精神生活は自然の
神への祈りであった。祭りの場と思われる跡な
どが発見されている。

　④〈ムラとムラのつながり〉石鏃の原石の黒
曜石を紹介して広く交易が行なわれていた。

V95083

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  ４  稲作文化
の伝来と広がり 0時間18分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①〈縄文晩期の稲作〉福岡県板付遺跡などの
縄文晩期の層から，水田跡が発見されている。
炭化した米や木製農具も出土しており，稲作が
縄文晩期に始まったといわれている。

　②〈稲作文化の伝来〉まとまって伝わった
ルートとしては，朝鮮半島経て九州北部へと考
えられており，青銅器や機器，ガラスの製造技
術も伝わってきた。

　③〈稲作のひろがり〉

　④〈登呂の稲作の様子〉

　⑤〈くらしと土器〉

V95084

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  ５　ムラから
クニヘ 0時間18分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①〈金印の発見〉後漢の皇帝，光武帝が奴国
王に与えたといわれる。

　②〈東アジアの状況と倭の国々〉漢書地理志
には「倭の国が百余国…」とある。

　③〈吉野ケ里遺跡①〉弥生時代の代表的な環
濠集落遺跡。

　④〈吉野ケ里遺跡②〉ムラの外につくられた
甕棺墓群，共同墓地。

　⑤〈青銅の神々〉島根県荒神谷遺跡から多数
の青銅器が発見されている。

　⑥〈卑弥呼と邪馬台国〉魏志倭人伝には邪馬
台国の女王卑弥呼のことが記されている。

V95085

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  ６  古墳文化 0時間19分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①〈前方後円憤の出現〉奈良盆地　三輪山を
背にした箸墓古墳。

　②〈竪穴式石室と副葬品〉前期古墳は竪穴
式。副葬品は鏡，玉，剣などであった。

　③〈巨大古墳〉４～５世紀には応神陵や仁徳
陵に見られるように巨大化してくる。副葬品も
鎧や兜など武具が多くなる。被葬者も政治的・
軍事的支配者に変わって行く。

　④〈横穴式石室と副葬品〉５～６世紀にかけ
て横穴式石室が登場する。副葬品も中国や朝鮮
から伝わった金銅製品も見られる。家族も一緒
に埋葬された。

　⑤〈古墳を飾る埴輪と壁画〉
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V95086

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料日本史 日本文化
の黎明と古代国家の
誕生  ７　ヤマト王
権の伸長と確立 0時間18分

　本ビデオシリーズは，日本列島に文化が芽生
えた時期から日本の古代国家，ヤマト王権が確
立するまでの時期を７つのテーマに分けて構成
したものです。

　①〈巨大古墳の分布による王権の力〉巨大古
墳が大和や河内に集中している。

　②〈東アジアの情勢とヤマト王権〉ヤマト王
権は百済を助けて進出する。　③〈好太王碑に
みるヤマト王権の動き〉中国吉林省にある好太
王碑の記述。

　④〈倭の五王〉雄略天皇が国土統一を進めて
いたことが記されている。　⑤〈鉄剣銘文にみ
る大王の存在〉雄略天皇と地方豪族の支配関係
が判明した。

　⑥〈磐井の乱〉九州筑紫で起こった乱は地方
豪族最後の抵抗。

　⑦〈首長居館と巨大倉庫群〉

V95087

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
プロロ－グ　大星夜
～はるかなる宇宙へ
の夢～ 1時間29分

　最新の科学とＳＦが合体。神秘と驚異の大宇
宙への旅。世界で最も星空の美しい南米チリの
標高２２８２メートルのアンデス山脈にあるラ
ス・カンパナス天文台の望遠鏡に超高感度カメ
ラを取り付けて撮影した作品です。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
が展開されています。

V95088

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
１　旅立ち　わが太
陽系 0時間59分

　２ＸＸＸ年。宇宙船ヘリオスは，地球を代表
する６人のクルーを銀河宇宙への旅にでまし
た。ヘリオスの旅は太陽と９個の惑星から太陽
系から始まり，太陽活動の過去５０億年の軌跡
は，太陽もまた激しく変動する星であったこと
を物語っています。その変動の中から生命が誕
生し，その変動に生命は左右されています。
我々にもっとも身近な宇宙・太陽。その『母な
る姿』の全貌がいま見えてくる作品です。

V95089

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
２　遭遇　超新星爆
発 0時間59分

　宇宙は星の死と誕生にあふれています。星を
輝かせてきた物質が燃え尽き，自らの重力で縮
み，衝撃波とともに一瞬のうちに爆発します。
太陽がおよそ５０億年燃やしてきたエネルギー
の１０００倍を，わずか１０秒で放出する途方
もない熱。星の死は，新たな星の誕生の準備で
す。爆発によって撒き散らされた物質は，重力
によって再び集まり，暗黒星雲となっていきま
す。そして気の遠くなるほどの時間をかけて，
再び星が生まれます。幾世代もの星々の輪廻の
うえに太陽や地球があり，私たちが誕生したの
です。

V95090

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
３　接近　ブラック
ホール 0時間59分

　『信じがたい天体や空間が存在してもよい』
といったのは２０世紀最大の科学者・アイン
シュタインです。ブラックホールは，彼の一般
相対性理論から導きだされた理論的産物です。
『あらゆる物質を飲み込み，光さえ脱出不能』
の驚異の天体，ブラックホール。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
つけており，我々の銀河系の中心にも巨大なブ
ラックホールが存在する可能性が高いことを指
摘しています。強い重力が生みだしたブラック
ホールに接近したヘリオスクルーの運命は？

V95091

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
４　交信　はるかな
るＥＴ 0時間56分

　１７世紀。ガリレオが初めて作った望遠鏡は
わずか３８ミリ。それから４００年，人類は５
メートルもの巨大望遠鏡を完成させ，より遠く
を見ることによって宇宙の大構造を描きつつあ
ります。地球を中心とした宇宙観から始まった
人間は，１６世紀。コペルニクスによって，太
陽中心の宇宙観へと大転換をとげます。２０世
紀初め，アンドロメダ銀河が銀河系の外にある
ことを発見した天文学者・ハップルの成果を契
機に，銀河宇宙は飛躍的に拡大した。コン
ピュータグラフィックスと望遠鏡の実像ととも
に銀河宇宙の神秘の世界を描きます。

V95092

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
５　飛　翔　超銀河
団 0時間59分

　『Ａｒｅ　Ｗｅ　Ａｌｏｎｅ？』『宇宙のど
こかに私たち以外に生命は存在するのだろう
か』。ＥＴ・地球外知的生命体を求めてヘリオ
スは，その可能性を探る旅に出ます。生命の存
在する条件とはなにか？最新の研究はこの太陽
系にも，地球以外に生命を許す環境が存在する
ことを示唆し始めています。宇宙のどこかに人
類のような文明を持った生命が存在すれば，か
れらは宇宙に向けて電波によるメッセージを
送っているかもしれません。地球の科学者達は
いま，本格的なＥＴとの交信に取り組んでいま
す。
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V95093

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
６　遡　及　ビック
バン 0時間59分

　『宇宙はいつ，どのようにして誕生したの
か？』『宇宙の未来はどうなるのか？』現代科
学は人類が問い続けてきた根源的な問いに挑み
続け，いま，熱く激しい宇宙の創世記を手にし
ました。それが『ビックバン宇宙論』です。現
代宇宙論のトップランナー，ステープンソン・
ホーキング博士へのインタービュー，ＣＧの世
界的な権威，イリノイ大学スマー教授の制作し
たビックバンＣＧ。宇宙誕生から２００億年，
いまその根源的な謎の一端があきらかになって
いきます。

V95094

自然科学（生
物・天文）、環
境

銀河宇宙オデッセイ
７　帰　還　母なる
宇宙 0時間59分

　『私たち人間は単に物質が生物学的に進化し
てできた存在ではない。……人間の知性を引き
付けてやまない。最も重要で魅力的なフロン
ティア，それが宇宙である。』（プリンストン
高等研究所フリーマン・ダイソン博士）宇宙へ
の限りない夢を追う人々。ピレネー山脈，標高
２８００メートルの山頂で太陽の素顔に迫って
きたピック・ドゥ・ミディ天文台。１９９０年
４月，宇宙空間に打ち上げられた天文観測の新
たな領域を広げ始めたハップル宇宙望遠鏡。星
雲のゆりかごで始まった生命は，宇宙を目指し
て探求を止むことはありません。

V95095

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅　  第１集 海か
らの創世 0時間54分

　サルと別れたヒトは，どこへ行こうとしてい
るのか………？時を越えてよみがえる誕生と進
化のドラマ。生命の起源を旅し，そのなりたち
と進化の謎を追うサイエンス・ドキュメンタ
リー。人類が今後，歩むべき道を考える上でも
必見のシリーズです。生命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。
微生物の墓場となった太古の地層などを旅し，
動植物すべての基本システムが形作られた２０
億年を蘇らせていきます。

V95096

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第２集 進化
の不思議な大爆発 0時間54分

　酸素というエネルギーを得た生物達は，どの
ような進化を遂げていったのでしょうか。カナ
ダのロッキー山脈に，その手掛かりが埋められ
ています。およそ５億年前には海底であったそ
の地層から，今では見られない奇妙な形の動物
たちが発見されています。その生き物たちを
追っていくと生き方が形を生み，形の選択がそ
の後の運命を決めて行く“生命の掟”が見えて
きます。

V95097

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第３集 魚た
ちの上陸作戦 0時間54分

　海で生まれた生命は，何を求めて陸を目指し
たのでしょうか。上陸という新天地開拓をどの
ようにしてなし得たのでしょうか。上陸にいた
るまでの生き物たちの化石をたどっていくと，
幾世代にもわたる苦難の歴史が見えてきます。
３～４億年前の陸はまだ暑く，乾燥して食料も
少ない過酷な地であり，さらに自らの体を支え
るために重力に逆らわなければなりません。そ
のために内臓を強化し，徐々に骨を硬くして上
陸に備えて行き，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驚かされます。

V95098

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第４集 花に
追われた恐竜 0時間54分

　６５００万年前の恐竜の絶滅は，巨大隕石の
衝突によって起きたと言われているが，それだ
けだったのでしょうか？極寒のアラスカにまで
恐竜は移り住んでいるが，それはなぜなので
しょうか，植物の変遷に沿って見ていくと，北
米大陸では巨大森林の減少とともに大型恐竜の
数が減り，小型恐竜がそれに替わります。さら
に花をもつ植物が誕生し，昆虫や哺乳類たちと
の新しい関係を生み，恐竜だけがそこからはみ
だしていったかのように見えます。恐竜の絶滅
を植物という観点から見ていくと，新しい花と
恐竜像が見えてきます。

V95099

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第５集 大空
への挑戦者 0時間54分

　鳥はどうして飛んだのでしょうか。羽がある
から？そう，でもその羽はどうしてできたので
しょうか。２億年前の始祖鳥の羽の復元。『体
を温めるために羽が生えた。木から木へ跳び
移っているうちに飛んでしまった。』など，さ
まざまな説の検証。被膜で飛んだ翼竜との比較
など，微妙で複雑な羽の謎に迫って行く，体を
軽くするために骨を中空にし歯を落とすなど，
すべてを飛ぶために賭けた究極の『生物マシー
ン』への道です。

V95100

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第６集 奇跡
のシステム”性” 0時間54分

　地球上の生き物たちは，なぜもこう個性があ
り多様なのでしょうか。このような個性は，自
分の同じコピーを生み出す分裂ではなく，互い
の遺伝子を交換する性の誕生によってもたらさ
れました。性の誕生は雄と雌。親子や兄弟など
の絆，相手を得るための熾烈な競争などと，他
者との密接な関係を生みました。いまや，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，さま
ざまな生き物の中に探っていきます。
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V95101

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第７集 昆虫
たちの情報戦略 0時間54分

　生命はどのようにしてこの世界を見，コミュ
ニケーションを行なっているのでしょうか。ミ
ツバチなどの昆虫は，紫外線でしか見えない花
の蜜への道しるべを知っているし，アリの集団
社会では指揮官もいないのに見事な秩序をつく
りだします。生き物は，自らが置かれている状
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。情報をどう捕らえるか
生きるための熾烈な知恵比べがここにありま
す。

V95102

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第８集 ヒト
がサルと別れた日 0時間54分

　ホモサピエンスと呼ばれる我々人間，我々は
ほかの動物とどこが違うのでしょうか。高度な
知能，複雑な道具を操るといった特徴の前にま
ず，まっすぐ立って，二本足で歩くという点が
あげられます。それでは，人間はなぜ二本足で
立って歩くようになったのでしょうか。その謎
をアフリカの地殻変動に追い求め，最も古いサ
ルの仲間といわれるプルガトリウスから，人類
の誕生，そしてその進化の歴史を再現します。

V95103

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命 ４０億年はるか
な旅    第９集 ヒト
は何処へいくのか 0時間54分

　今からおよそ１万年前，豊かな狩猟生活をお
くっていた人類は，大規模な気候変動に襲われ
ました。自ら食糧をつくりだす農耕を始めた人
類はやがて文字や暦を発達させ，複雑な社会構
造や文明を生み出していきます。そして，現在
人口は５６億をこえ，地球環境を破壊し，資源
を食べつくそうとしています。これらの危機
に，人類の経験と知性がどう生かされようとし
ているのでしょうか。

V95104

自然科学（生
物・天文）、環
境

生命　４０億年はる
かな旅
最終回　地球と共に
歩んで 1時間14分

　太陽系第三惑星，地球。４０億年前，その地
球に生命は生まれました。海から陸へ，そして
大空へ生命は果敢な挑戦を続けてきました。あ
るものは栄え，あるものは滅び，しかし，着実
に生命は地球と共に多様な歴史を積み上げてき
ました。最終回では，およそ４億年ごとに合体
と分裂を繰り返すといわれる大陸の移動が，生
命の進化にどう影響を与えてきたかなど，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ます。

V95105
保健衛生・性教
育・運動

「害」シリーズ
（１巻）タバコの害 0時間21分

　タバコの煙の中の有害物質。高校生への喫煙
教育の授業や実験をとおして，喫煙の習慣によ
る害について知らせます。妊娠中の女性の喫煙
と胎児への影響。他人のタバコの害と嫌煙権訴
訟。喫煙実験による学習能力の低下など。心身
共に成長期にある中・高校生の喫煙は非常にマ
イナス。きれいな肺できれいな空気を扱う人生
を過ごすように訴えています。

V95106
保健衛生・性教
育・運動

「害」シリーズ
（２巻）シンナーの
害 0時間22分

　シンナー体験者の談話や群馬大学医学部での
実験などにより，シンナーの害について理解さ
せます。幻覚，神経細胞の破壊，筋力や運動機
能の低下，シンナー吸引がもたらす事件・事故
死，延髄麻痺や中学生がシンナー吸引で急性中
毒死……。からだ全体がぼろぼろになり頭はぼ
んやり目はとろん，心臓どきどき，胃はむかむ
か。生殖機能の萎縮などと胎児にも深刻な影
響。シンナーは，覚醒剤や麻薬への延長線上に
あり，薬物に頼る気持ちは一生を台無しにして
しまいます。

V95107
保健衛生・性教
育・運動

「害」シリーズ
（３巻）覚せい剤の
害 0時間54分

　専門病院をたずねた１４歳の少女。覚醒剤を
使用して１年も経たないのに幻覚が……。動物
実験や乗用者の事例で，覚醒剤の害，人間の脳
に与える影響を知らせます。麻薬取締官，麻薬
Ｇメンの現場報告。暴力団と覚醒剤のつながり
など，思いがけないほど身近な誘惑の危険を訴
えています。

V95108

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

へんてこなボラン
ティア　字幕入 0時間46分

　読み書きができない老婆と知り合いになった
３人の中学生。差別されてきた生い立ちのその
老婆の「孫と文通がしたい」という話を聞い
て，彼等が始めたヘンテコなボランティアとは
………。

V95109
交通安全・災害
防犯

阪神大震災　被害者
の心 0時間20分

　阪神大震災で九死に一生を得た人や肉親をな
くした人たちの証言を通して，人の命の尊さや
ボランティア活動で発露された人間愛の素晴ら
しさを考えさせます。戦後最大の被害をもたら
した阪神大震災。その恐ろしさと哀しみは体験
した者にしかわかりません。計り知れない心の
傷を追った被害者のナマの声。決死の脱出と救
助，避難場での生活とボランティアへの感謝の
気持ち，肉親を失った哀しみ。ここから浮かび
上がってる生命の尊さ，助け合いの心，人間愛
の素晴らしさを分かちあってほしい作品です。

Page 259



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V95110

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 八十七歳の青春 2時間1分

　「私の８７年の長い人生の中で，一番記憶に
残っておりますのは母の面影でございます。母
親は，私の頭をなでながら『…女に生まれたの
が因果だからしょうがない。我慢しているん
だ』ということを申しました。母のなげきが私
の人生の出発点になってしまったように思うの
です。」明治，大正，昭和にわたって，女性の
地位向上のために闘い。女性の参政権を得るま
での過程を中心に，市川房枝さんがその生きて
きた道を語る長編記録映画。

V95111 道徳・国際理解 森の中の淑女たち 1時間41分

　事故のため森の廃屋で，共同生活を始めた７
人の老婦人の物語。健康な若者でも臆するよう
な廃屋での生活を彼女たちはそれぞれの個性・
人生経験，ウイットで切り抜けていきます。彼
女たちの生き方は，この廃屋を心豊かな不思議
な空間に作り変えていきます。初めは薬や，杖
に頼っていた老婦人たちが，美しい自然の中で
次第に生きる情熱を取り戻していく姿は実に感
動的です。

V95112

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

家族ってなんだろう
－高校留学生受入れ
家族の記録から－ 0時間30分

　交換留学プログラムによって，外国人高校生
を受け入れた家庭に生じる人間関係を，長期に
渡って取材しました。留学高校生たちはホスト
ファミリーの一員として生活する機会が与えら
れるが，受入れ側は，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姿を通
して，家族の在り方を考えさせる教材です。

V95113 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
１　死をみつめる 0時間30分

　高齢化社会を迎え，死とどう向き合うかとい
う問題はさけて通れないものとなっています。
自分の，そして身近な人の死にどう備えるか。
死への恐怖を乗り越え，よりよく生きていくた
めにはどうすればよいのか。日本で初めて「死
への準備教育」の必要性を主唱したデーケン教
授が，その死生学のすべてを語り，日本におけ
る死のタブー化の現状について考察する教材で
す。

V95114 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
２　悲嘆のプロセス
のなかで 0時間30分

　悲劇的な体験は，人生から希望や喜びを奪
い，残りの人生をうらみの中に閉じこめてしま
うことがあります。身近な人との死別体験は，
遺される者に深刻な衝撃を与えます。愛する対
象の喪失に伴なう「悲嘆のプロセス」には，１
２の段階があります。この悲嘆のプロセスにつ
いて学ぶ悲嘆教育は，予防医学の面からも今後
の重要な課題です。

V95115

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
３　伴侶を喪う前に 0時間30分

　配偶者の死によって生じる問題は実に多様で
あり，これに対応するためのプレ・ウィドウ
フッド・エデュケーション（配偶者を喪なう時
に備える教育）は悲嘆教育の重要な一環です。
問題点を具体的なチェック・リストにして心の
準備を整えてほしいと願っています。

V95116 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
４　死への恐怖を乗
り越える 0時間30分

　人間はだれでも死に対する恐怖や不安を抱い
ています。「死への準備教育」には，極端な死
への恐怖を和らげる効果がある死への恐怖に
は，創造性を育むといった積極的な役割を果た
す側面もありますが，過酷な恐怖はノーマルな
レベルにまで緩和することが必要です。「死へ
の準備教育」によって，適切な理解が得られま
す。

V95117 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
５　自分自身の死を
全うする 0時間30分

　動物の場合は，肉体的な衰弱のうちに，やが
て死にいたります。人間の場合，肉体は同じよ
うに衰弱していっても，精神的，人格的には成
長を続けて尊厳に満ちた死を迎えることが可能
です。Ｅ・キューブラーロス博士の有名な「死
へのプロセス」の５段階説の後に，第６の段階
として「期待と希望」を付け加え，その人らし
く死を全うした人たちの実例を挙げて，自分自
身の生命を，最後までどう生き抜くかを考える
教材です。

V95118 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
６　さまざまな死に
学ぶ 0時間30分

　人間はだれでも大きな潜在的能力を秘めた存
在です。ガンを人生の大いなる挑戦と受け止め
れば，自分の中の可能性を呼び覚ますきっかけ
にもなります。古今東西の文学・音楽・美術な
どの芸術作品の多くは，愛と死をその主要な
テーマに据えています。

V95119 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
７　「死」について
の生涯教育　（１）
～幼児から青少年の
よう 0時間30分

　子供に死を教えることは，生きる喜びと感謝
の心を育む教育です。子供が死という現象に疑
問を感じた時が親と子で死について語り合う
「死への準備教育」の絶好の機会となります。
諸外国の現状と実例も併せて紹介しています。
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V95120 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
８　「死」について
の生涯学習　（２）
～大学生・中高年に
むけ 0時間30分

　人生のそれぞれの時期に応じた「死への準備
教育」の方法として，まず大学生のための２つ
の演習の実例を紹介しています。中・高年期に
は，死というテーマがより現実性を帯びてきま
す。自分自身の人生の見直しと再評価を行なう
ことが必要です。

V95121 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
９　今、世界のホス
ピスでは 0時間30分

　ホスピス運動は「死への準備教育」の大きな
成果の一つです。ホスピスとは，同じように死
に向かう私たち人間同士の連帯感で結ばれた，
心と心の出会いの場だと言えます。ホスピスと
は，主に末期ガン患者が，最後までよりよく生
きられるように行なう援助プログラムのすべて
を指します。ホスピス運動の歴史に触れ，全人
的ケアをめざす音楽療法などの成果を語った
後，世界のホスピスの現状を探る作品です。

V95122 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
１０　日本のターミ
ナル・ケア 0時間30分

　生と死について考える時には，科学的アプ
ローチだけが万能ではないと思われます。ター
ミナルケアに携わるすべて人に必要なのは，人
為を超える神秘に対する素直な驚きと畏敬の気
持ちを持ち続けることではないでしょうか。末
期患者とその家族や医療関係者の間には，真実
を土台としたコミュニケーションが不可欠で
す。日本のターミナルケアのタブーを解消し，
日本人の心情に合ったターミナルケアと，遺さ
れた人たちへの悲嘆ケアあり方を考える作品で
す。

V95123 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
１１　死とユーモア 0時間30分

　ユーモアと笑いは，人間らしく生きるために
あらゆる場面で欠かせないというのが私の持論
です。これはもちろん，死に直面する時でも変
わりません。……私は人生の潤滑油としての
ユーモアの役割を，もう一度すべての人に見直
していただきたいです。死というテーマについ
て学ぶには，ユーモア感覚が必要です。死を前
にした恐怖や不安をやわらげるだけでなく，医
療関係者などの燃えつき症候群の予防にも役立
ちます。私たちはユーモアと笑いによって周囲
の人に愛と思いやりを示すことができるので
す。

V95124 道徳・国際理解

アルフォンス・デー
ケン死とどう向き合
うか
１２　死にまさる生
命 0時間30分

　死によってすべてが無に帰するとしたら，生
の営みも結局は不条理なものと考えざるを得ま
せん。死を新たな生への入り口と考えるなら
ば，人生の苦労も決して無駄ではないというこ
とになります。死後の生命を信じるというの
は，現在の生にも意義を見いだすことです。す
べての人がその人らしく生命を全うできるよう
な成熟した社会を創るために，生と死を考える
人の輪がさらに広がることが大切であることを
訴えています。

V95125

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんな仕事がしたい
んだ－精神障害者の
雇用をめざして 0時間33分

　現在，わが国にはおよそ１００万人の精神障
害者がいるといわれています。その多くの人が
仕事への希望を抱いています。彼らに対する社
会の理解の遅れもあって，精神障害者の雇用は
他の障害者の姿を通して，雇用に当たっての留
意点や配慮を見ていくとともに精神障害者への
基本的な理解を訴え，より一層の雇用の拡大を
ねらっている教材です。

V95126

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティア・ガイ
ド
①　高齢者編 0時間19分

　ボランティア活動は今や私たちの身近なもの
になりました。お年寄りに注意を向けて，この
教材は，身近な所でのボランティア，福祉施設
での活動，自宅で出来るもの，ボランティア活
動は，私たちが日常生活の中で行なう普通の活
動であって，特別な人が行なう特別な活動では
ありません。地域の中で困っている人がいた
ら，自分が出来る手助けをする。それがボラン
ティアではないでしょうか。

V95127

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティア・ガイ
ド
②　障害者編 0時間18分

　体に障害のある人の立場に立って周囲を見る
と，町は意外に不便なことが分かります。そう
した観点から見ると，自分が出来るボランティ
アが見えてきます。ここでは，「肢体が不自由
な人への支援」と「視聴覚に障害のある人への
支援」ついて考えています。

V95128

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティア・ガイ
ド
③　教育・環境・国
際協力編 0時間20分

　ボランティアはさまざまな分野に発展し，地
域や社会に潤いを与えています。その多彩な事
例を紹介する教材です。①社会・文化施設など
のボランティア。②子育て・教育の分野でのボ
ランティア。③環境保護とリサイクル。④国際
協力の分野におけるボランティア。⑤ボラン
ティア活動の新しい流れ。私たちの暮らしや地
域をより豊かにしていくために，私たちが出来
ることはまだまだたくさんあります。

V95129
交通安全・災害
防犯

なぜおきる交通事故
どうしてとびだした
の 0時間16分

　低学年の子供たちに多い，“とびだし”の事
故は，どのようにして起きるか，を豊富な実例
をもとにして，分かりやすく描き出している教
材です。
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V95130
交通安全・災害
防犯

震度７・阪神大震災
の教訓
１．ドキュメント神
戸７２ 0時間30分

　災害が発生したとき，救助活動は最初の７２
時間が勝負だといわれています。未曾有の大震
災に対して，消防・自治体・警察・病院などは
どのように立ち向かったのか。当時の映像を中
心に，時間を追って検証しています。

　〈主な内容〉

　発生時速報／火災の発生／災害対策本部／自
衛隊の出動避難・救急の医療／交通の混乱

V95131
交通安全・災害
防犯

震度７・阪神大震災
の教訓
２．ライフラインと
地震火災
～崩壊した市民生活
～ 0時間22分

　市民生活を支える基盤ともいえる水道，ガス
電気などのいわゆるライフライン。災害時に懸
念されるのは，そのシステムの崩壊。阪神大震
災での現実を検証するとともに，現代都市のラ
イフライン確保への課題について考える教材で
す。

　〈主な内容〉

　水道，電気，ガスの崩壊／救急医療の崩壊／
ガス会社，電気会社の対応／火災が広がった原
因

　ライフライン確保のための課題

V95132
交通安全・災害
防犯

震度７・阪神大震災
の教訓
３．家屋倒壊
～あなたの家は万全
か～ 0時間23分

　家屋の倒壊により多くの犠牲者を出した阪神
大震災。住宅の耐震性が改めて注目されて，家
屋が倒壊した原因を様々な角度から分析，地震
に強い住宅づくりや，耐震診断の仕方などを紹
介しています。

　〈主な内容〉

　木造家屋倒壊の原因／マンション倒壊の原因
／耐震基準／新築する際のチェックポイント／
自分の家の耐震診断／改築の具体例

V95133
交通安全・災害
防犯

震度７・阪神大震災
の教訓
４．グラッときたら
～いのちを守る防災
術～ 0時間21分

　地震発生時，まず何をするべきか？日常の備
えは？阪神大震災以後，災害時の防災マニュア
ルの見直しが叫ばれている。自分の命を守るた
めに知っておきたい行動規範や非常用携帯品な
ど，阪神大震災の教訓を生かした防災対策を紹
介しています。

　〈主な内容〉

　阪神大震災／地震７とは／家具の倒壊防止／
火の始末は？／緊急避難時の必要携帯品／情報
とデマ

V95134
保健衛生・性教
育・運動

震度７・阪神大震災
の教訓
５．こころのケアと
ボランティア
～避難生活への支援
～ 0時間22分

　阪神大震災では，高齢者などの災害弱者への
支援や心のケアにボランティアの人たちの活動
が目立ちました。復興のためにボランティア活
動の果たす役割について考える教材です。

　〈主な内容〉

　長引く避難生活／避難住民の要望～避難所ア
ンケート調査／ボランティアの活躍／高齢者と
ボランティア／今後のボランティア活動の課題

V95135

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ＯＪＴシリーズ　教
える 0時間21分

　部下を指導する場合，様々な方法がありま
す。その中で「教える」ことは最も直接的な方
法あり，指導の原点でもあります。その事例を
総務課の２人の係長が行なう新人教育の仕方と
課長の仕方と，課長の係長に対する指導の仕方
を通して，教え方のポイントを考えます。

V95136

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ＯＪＴシリーズ　部
下を叱る 0時間23分

　ある会社の企画課でのケース。課員各人が来
年度の計画案を提出し，検討することになてい
たが，一人だけ期日までに計画案を提出してい
ません。それに対する２人の課長の対の仕方を
描き，明日の成長につながる叱り方とはどうい
うことか考えます。

V95137

自然科学（生
物・天文）、環
境 昆虫ふしぎな図鑑 0時間25分

　①小さな猛獣たち………生きるためには容赦
はしない。華麗な殺しのテクニック。

　②小さなラブスト－リ－………昆虫だて恋を
する。虫たちの純愛物語。

　③お父さんだって………虫たちの世界でも男
女同権。父親だって子守をします。

　④昆虫たちのマイホーム………昆虫たちは働
き者，マイホームを作るために一生懸命仕事を
します。
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V95138

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

まんが世界昔ばなし
①マッチうりの少女
　イワンのばか 0時間22分

　①マッチうりの少女〈デンマーク／アンデル
セン〉

　雪の降る寒い夜。マッチを売り歩いてた少女
が，寂しさと寒さのあまり，マッチを１本とも
しました。すると……………。

　②イワンのばか〈ソ連／トルストイ〉

　正直で働きもののイワン。同じ町に住む悪魔
がの手この手でイワンを怠けものにしようとた
くらむ………。イワンはほんとうにバカと言え
るものでしょうか。

V95139
漫画・アニメー
ション

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 0時間22分

　①ヘンゼルとグレーテル〈ドイツ／グリム〉

　まま母に捨てられたヘンゼルとグレーテル。
森でお菓子の家を見つけますが，それは恐ろし
い魔女のワナでした。

　②おおかみと少年〈ギリシャ／イソップ〉

　『おおかみが来た。』と嘘ばかりついて村の
を驚かせていた少年。ある日，本当におおかみ
がやって来て叫ぶが，誰も信じてくれません。

V95140
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
③はだかの王様
　ねずみの嫁入り 0時間22分

　①はだかの王様〈デンマーク／アンデルセ
ン〉

　『正直者にしか見えない服』を詐欺師から
買った王様は，その服を着て国民の前に立つが
…………。

　②ねずみの嫁入り〈インド〉

　ねずみの娘を，世界一強い人のお嫁さんにし
ようとした仲良い夫婦は，太陽や雲などのとこ
ろに行き，誰が一番強いかを試すのだが………
…。

V95141
漫画・アニメー
ション

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 0時間22分

　①ブレーメンの音楽隊〈ドイツ／グリム〉

　年老いたロバがブレーメンの音楽隊に入るた
め旅に出ました。犬，猫，ニワトリも加わり楽
しい旅を続けるが悪者の住家を見つけて，さあ
大変………。

　②たなばたさま〈中国〉

　牛飼いの若者と天から降りて来た織女が，恋
をするが，織女には人間と結婚できないおきて
が…………。それでも二人は永遠の愛を誓い合
います。

V95142
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑤しらゆき姫
　まほうの子うま 0時間22分

　①しらゆき姫〈ドイツ／グリム〉

　森に住む七人の小人と幸せに暮らしていた白
雪姫は魔法使いのまま母に毒入りリンゴを食べ
させられ，深い眠りにつきました。

　②まほうの子うま〈ソ連／エルショフ〉

　少年はお礼にと，二頭の美しい馬と一頭の醜
い小馬をもらいました。人は醜い小馬をあざけ
り笑ったが，この馬こそ魔法の小馬でした。

V95143
漫画・アニメー
ション

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 0時間22分

　①おやゆび姫〈デンマーク／アンデルセン〉

　チューリップの花から生まれたおやゆび姫。
ガマガエルに連れ去られ，つらい日が続くが，
親切なツバメを助け新しい旅に出ます。

　②アルプスの名犬バリー〈スイス〉

　吹雪で遭難した旅人を助けるバリー。ある日
オオカミと間違えられ，バリーは命をかけて助
けを呼びに行くのだが。

V95144
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑦おおかみと７ひき
子やぎ
　わがままな巨人 0時間22分

　①おおかみと７ひき子やぎ〈ドイツ／グリ
ム〉

　お留守番をしていた七匹の子やぎがおおかみ
に食べられ，さあ大変。助かった末っ子やぎと
お母さんやぎが，おおかみをこらしめます。

　②わがままな巨人〈イギリス／オスカーワイ
ルド〉

　美しい遊び場から子供を追い出した巨人。子
供がいなくなった遊び場には，いつまでたって
も春がきません。
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V95145
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑧ジャックとまめの
木
　しりたがりやのと
ら 0時間22分

　①ジャックとまめの木〈イギリス〉

　牛を５粒の豆と交換したジャック。お母さん
は怒って豆を捨ててしまいますが，なんと次の
日の朝，豆の木が天までのびているではありま
せんか。

　②しりたがりやのとら〈中国〉

　雨もりがどういうものか知らないとらは，牛
どろぼうをアマモリという恐ろしい動物と勘違
いして大あわて。世間知らずのとらの愉快なお
話。

V95146
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑨幸福の王子
　おじそう様の赤い
目 0時間22分

　①幸福の王子〈イギリス／オスカー・ワイル
ド〉

　丘の上に立つ宝石で飾られた銅像の王子様
は，一羽のツバメに自分の体の宝石を不幸な
人々の所に届けてくれるように頼みます。

　②おじそう様の赤い目〈北朝鮮〉

　荒れた世の中をお嘆きになったお釈迦様は，
お地蔵様を下界に送ります。お地蔵様は汚い身
なりをしたお坊様になり，ある村に降ります
が。

V95147
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑩いばら姫
　金色のがちょう 0時間22分

　①いばら姫〈ドイツ／グリム〉

　お姫さまの誕生祝いに招待されなかった年老
いた妖精は怒って，お姫さまを深い眠りにつか
せる呪いをかけてしまいます。

　②金色のがちょう〈ドイツ／グリム〉

　お腹を空かしている小人を助けた男は，お礼
に金色のがちょうをもらう。その金色のがちょ
うは不思議な力をもっていました。

V95148
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑪三びきの子ぶた
　星のコスモス 0時間22分

　①三びきの子ぶた〈イギリス〉

　三匹の兄弟子ぶたが，麦わらの家，木の家，
レンガの家をそれぞれ作るが，そこへおおかみ
がやって来て…………。

　②星のコスモス〈ドイツ／グリム〉

　お母さんのお墓にコスモスを飾ってあげよう
と出かけたアンナは，困っている子供たちに，
服やパンを全てあげてしまいます。その時，星
が…………。

V95149
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑫ハメルンの笛ふき
　おしゃれなクジャ
ク 0時間22分

　①ハメルンの笛ふき〈ドイツ〉

　ねずみが増えすぎて困っている町に笛吹きが
やって来ます。金貨と交換に笛吹きは楽しい笛
の音で，ねずみを町から追い出すが，しかし…
……。

　②おしゃれなクジャク〈ギリシャ／イソッ
プ〉

　美しい姿を見せびらかしていたおしゃれなク
ジャクは，おしゃれにばかり気を取られ，空を
飛ぶことも，えさを取ることもできなくなりま
す。

V95150
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑬シンデレラ
　なかまはずれのこ
うもり 0時間22分

　①シンデレラ〈フランス／ペロー〉

　魔法の力で夢にまで見た舞踏会に行けたシン
デレラ。時のたつのも忘れダンスをする。が，
１２時を過ぎるともとの姿に。

　②なかまはずれのこうもり〈ギリシャ／イ
ソップ〉

　鳥と獣が戦争をした時，こうもりは鳥の仲間
になったり，獣の仲間になったり。ついには，
みんなから仲間はずれにされていまします。
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V95151
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑭フランダースのい
ぬ
　岩じいさん 0時間22分

　①フランダースのいぬ〈ベルギー／ウィー
ダ〉

　貧乏で画家になる夢も破れた少年ネロは寒い
吹雪の夜，大金を拾った。持ち主に届けさせよ
うと，飼い犬に大金を預けたが…………。

　②岩じいさん〈中国〉

　おじいさんの形をした岩に，話しかけながら
畑を耕していたシウメイ。いつものように岩に
話しかけると突然岩がしゃべりだし……。

V95152
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑮アラジンとまほう
のランプ
　さるのきも 0時間22分

　①アラジンとまほうのランプ〈イラク／アラ
ビアンナイト〉

　ひょんなことから，不思議なランプを手に入
れたアラジン。ランプをこすると大男が現わ
れ，どんな望みもかなえられてしまいます。

　②さるのきも〈タイ〉

　わにの奥さんが重い病気になってしまいまし
た。この病気にはさるの肝がきくと聞いたわに
の夫は，さっそく肝を求め，さるの国へと向か
うのですが………。

V95153
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑯ありときりぎりす
　鐘をならしたきじ 0時間22分

　①ありときりぎりす〈ギリシャ／イソップ〉

　冬の食糧の準備を忙しくする働き者のありを
バカにし，夏の間遊び続けたきりぎりすは，冬
をむかえ食糧にこまってしまいます。

　②鐘をならしたきじ〈韓国〉

　心のやさしい木こりが，きじを助けるため
に，ヘビを殺してしまいます。数年後へびの精
がばけて出て殺されそうになった時，助けたき
じは………。

V95154
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑰みにくいあひるの
子
　まほうのソーセー
ジ 0時間22分

　①みにくいあひるの子〈デンマーク／アンデ
ルセン〉

　あひるの赤ちゃんの中に汚い羽の色をした子
がいました。兄弟にはいじられてばかりで，そ
んな自分をいつも悲しんでいました。

　②まほうのソーセージ〈イギリス〉

　願ごとが三つだけがかなえられるようになっ
た，おじいさんとおばあさん。ソーセージが欲
しいと思うと，本当に出て来てびっくり仰天。

V95155
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑱にんぎょ姫
　長ぐつをはいたね
こ 0時間22分

　①にんぎょ姫〈デンマーク〉

　難破した船から王子を助けた人魚姫は，すっ
かりその王子に恋をしてしまい，自分の美しい
声と引きかえに人間になるのですが………。

　②長ぐつをはいたねこ〈フランス／ペロー〉

　貧しい飼い主を，あの手この手で公爵にした
てあげ，なんとお姫さまと結婚までさせてし
まった猫のお話。

V95156
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑲赤ずきんちゃん
　なし売り仙人 0時間22分

　①赤ずきんちゃん〈フランス／ペロー〉

　赤ずきんちゃんはおばあさんの家にお使い
に。しかし，家にはおばあさんになりすました
おおかみが待ちかまえていました。

　②なし売り仙人〈中国〉

　のどがかわいている老人に，ケチな梨売りは
ひとつの梨もあげようとしません。見かねた町
の人はひとつの梨を差し出しました。すると老
人は………。

V95157
漫画・アニメー
ション

まんが世界昔ばなし
⑳王様の耳はろばの
耳
　オルベウスのたて
琴 0時間22分

　①王様の耳はろばの耳〈ユーゴスラビア〉

　王様の耳はろばの耳だということを知ってい
る床屋は落ち着きません。このことを秘密にし
なければ，殺されてしまいます。しかし，どう
しても人に言いたくて………。

　②オルベウスのたて琴〈ギリシャ〉

　妻を失った悲しみをオルべウスは竪琴で奏で
ました。その音色を聞いたハデス王は，『ある
約束を守れたら妻を地上へ返す』と言いまし
た。
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V95158
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
①ライト兄弟
　ベーブルース 0時間22分

　①ライト兄弟

　・発明家／アメリカ（兄１８６７～１９１２
弟１８７１～１９４８）

　・自転車屋のウィルバー，オービルの兄弟が
いろいろな，実験の末１０９３年に世界最初の
動力飛行機に成功しました。

　②ベーブルース

　・野球選手／アメリカ（１８９５～１９４
８）

　・アメリカの子供たちの人気を集めた，大
リーグ史上空前の強打者。ホームラン７１４本
の記録を残しました。

V95159
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
②エジソン
　メンデル 0時間22分

　①エジソン

　・発明家／アメリカ（１８７４～１９３１）

　・わずか３カ月で小学校をやめ，その後は母
親の家庭教育で学び生涯に電話機，蓄音機，白
熱電灯などを発明しました。

　②メンデル

　・遺伝学者／オーストラリア（１８２２～１
８８４）

　・修道院の司祭から，のちに国立実科学校の
先生になって遺伝の実験を始め「メンデルの法
則」を発表しました。

V95160
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
③ヘレンケラー
　シートン 0時間22分

　①ヘレンケラー

　・社会事業家／アメリカ（１８８０～１９６
８）

　・２歳の時，大病のため目，耳，口が不自由
になってしまったが苦難を乗り越え，人々を勇
気づけました。

　②シートン

　・動物学者，文学者／イギリス（１８６０～
１９４６）

　・絵や博物学の書物に親しみ，鳥やけものの
自然観察を行ない自分でさし絵をかいた「動物
記」を出版しました。

V95161
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
④坂本竜馬
　リンカーン 0時間22分

　①坂本竜馬

　・江戸時代末期の志士（１８３５年～１８６
７年）

　・開明的思想をもち，明治維新の基礎を作っ
たが，志半ばに意見の違う人たちの刃に倒れて
しまいました。

　②リンカーン

　・政治家，第１６代大統領／アメリカ（１８
０９年～１８６５年）

　・ケンタッキー州にある開拓地に生まれ，州
議員，弁護士，国会議員をへて大統領になり，
奴隷解放をおこないました。

V95162
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑤ガリレオ・ガリレ
イ
　コペルニクス 0時間22分

　①ガリレオ・ガリレイ

　・物理学者／イタリア（１５６４年～１６４
２年）

　・望遠鏡を作り，天体の観測をし，教会の絶
対的権威や病にもめげず「それでも地球は回
る」と真理を探求しました。

　②コペルニクス

　・天文学者／ポーランド（１４７３年～１５
４３年）

　・医学，神学，天文学などを学び，生涯を僧
として送るかたわら天文学の研究を続け，地動
説を唱えました。
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V95163
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑥コロンブス
　一　休 0時間22分

　①コロンブス

　・探検家／イタリア（１４４６年（？）～１
５０６年）

　・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り，国名コロンビアは彼
の名からつけられました。

　②一休

　・室町時代の禅僧／日本（１３９４年～１４
８１年）

　・生涯一定の寺に住むことなく転々として武
士，町人などと自由に交際し人間的，民衆的な
禅を広めました。

V95164
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑦ニュートン
　ダーウィン 0時間22分

　①ニュートン

　・物理学者，数学者／イギリス（１６４２年
～１７２７年）

　・数学や光の研究を続け，反射望遠鏡を発明
し，りんごが木から落ちるのを見て万有引力の
法則を発見しました。

　②ダーウィン

　・生物学者／イギリス（１８０９年～１８８
２年）

　・医学や神学を学んだ後，南半球一周の航海
に出て旅行記や論文を書き，特に，有名な「種
の起源」では進化論を初めて唱えました。

V95165
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑧紫　式部
　マルコ・ポーロ 0時間22分

　①紫式部

　・平安中期の女流作家・歌人／日本（９８７
年～１０１４年推定）

　・文学的環境のなかで教養を身につけ，歌だ
けでは表現しきれず物語の形式で「源氏物語」
をつり上げました。

　②マルコ・ポーロ

　・旅行家／イタリア（１２５４年～１３２４
年）

　・「東方見聞録」で中国と日本の富と繁栄の
ありさまをえがき，ヨーロッパ人の東洋への好
奇心を刺激しました。

V95166
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑨アンデルセン
　ベル 0時間22分

　①アンデルセン

　・童話作家／デンマーク（１８０５年～１８
７５年）

　・苦学をしたのちに「マッチ売りの少女」な
ど多く傑作童話を書き，世界中の子どもたちに
親しまれています。

　②ベル

　・発明家／アメリカ（１８４７年～１９２２
年）

　・音声学の知識を生かして，ろうあ教育に当
たり，音声の電話伝送を研究して磁石式電話機
を発明しました。

V95167
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑩レオナルド・ダ・
ビンチ
　グーテンベルグ 0時間22分

　①レオナルド・ダ・ビンチ

　・美術家・技術家・科学者／イタリア（１４
５２年～１５１９年）

　・万能の天才で，美術ばかりでなく解剖学，
自然研究，器械設計に関する多くのスケッチを
残しました。

　②グーテンベルグ

　・発明家／ドイツ（１３９９年～１４６８
年）

　・活版印刷術の創始につとめた技術者。初期
に印刷した３６行のラテン語聖書は「グーテン
ベルク聖書」と呼ばれています。
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V95168
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑪野口英世
　レントゲン 0時間22分

　①野口英世

　・医学者・細菌学者／日本（１８７６年～１
９２８年）

　・左手におった大やけどの手術を体験して医
者になろうと決心し，数々の研究の成果をおさ
めました。

　②レントゲン

　・物理学者／ドイツ（１８４５年～１９２３
年）

　・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１回ノーベル物理学賞を
受章しました。

V95169
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑫モーツアルト
　ワシントン 0時間22分

　①モーツアルト

　・作曲家／オーストリア（１７３２年～１７
９１年）

　・幼児から神童といわれ，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ました。

　②ワシントン

　・政治家，初代大統領／アメリカ（１７３２
年～１７９９年）

　・イギリスと植民地との戦いでアメリカ独立
軍司令官として革命戦争を指導し，勝利へと導
き独立をなしとげました。

V95170
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑬キュリー夫人
　ゴッホ 0時間22分

　①キュリー夫人

　・物理学者，化学者／ポーランド（１８６７
年～１９３４年）

　・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後にもノーベル
化学賞を受賞しました。

　②ゴッホ

　・画家／オランダ（１８５３年～１８９０
年）

　・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
作品を残しました。

V95171
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑭夏目漱石
　ファーブル 0時間22分

　①夏目漱石

　・小説家，英文学者／日本（１８６７年～１
９１６年）

　・正岡子規を知り文学に親しみ，学校の先
生，留学など経験して小説を発表し、近代日本
文学に大きな影響を与えました。

　②ファーブル

　・昆虫学者／フランス（１８２３年～１９１
５年）

　・デューフルの論文を読んで感動し，昆虫の
研究に一生をささげる決心をして「昆虫記」を
書き続けました。

V95172
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑮ノーベル
　コッホ 0時間22分

　①ノーベル

　・化学者／スウェーデン（１８３３年～１８
９６年）

　・ニトログリセリンの研究をし，ニトログリ
セリン火薬を完成させ，ダイナマイトを発明し
ました。

　②コッホ

　・細菌学者／ドイツ（１８４３年～１９１０
年）

　・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，生理学賞を受賞しました。
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V95173
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑯ベートーベン
　ワット 0時間22分

　①ベートーベン

　・作曲家／ドイツ（１７７０年～１８２７
年）

　・貧乏に苦しみ耳の病気が絶望的になっても
人類のために高い芸術を作ることを決心し，感
動をよぶ名曲を生みました。

　②ワット

　・発明家／イギリス（１７３６年～１８１９
年）

　・２０歳で機械修理の店を出し修理や改良か
らいろいろな発明をつづけ，ピストン運動を利
用した蒸気機関を発明しました。

V95174
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑰福沢諭吉
　リンドバーグ 0時間22分

　①福沢諭吉

　・啓蒙思想家／日本（１８３４年～１９０１
年）

　・身分の低い武士の子として生まれたが，外
国でも勉強をし，一生涯学問や教育の発展につ
くしました。

　②リンドバーグ

　・飛行機／アメリカ（１９０２年～１９７４
年）

　・曲芸飛行士をしていたが，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
行に成功しました。

V95175
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑱グリム兄弟
　ロダン 0時間22分

　①グリム兄弟

　・童話作家，言語・民族学者／ドイツ（兄１
７８５～１８６３）弟１７８６～１８５９）

　・苦学して大学の教授となり「グリム童話
集」をまとめました。不滅の「ドイツ大辞典」
を著しました。

　②ロダン

　・彫刻家／フランス（１８４０年～１９１７
年）

　・１４歳から彫刻をはじめ，建物やかざり物
の彫刻の仕事をして近代芸術家としての地位を
確立しました。

V95176
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑲聖徳太子
　三蔵法師 0時間22分

　①聖徳太子

　・飛鳥時代の政治家／日本（５７４年～６２
２年）

　・１９歳で摂政となり，３０歳で十七条憲法
を制定し，国家のあり方や政治に従事する者へ
の訓戒をときました。

　②三蔵法師

　・唐の高僧／中国（６０２年～６６４年）

　・１３歳で出家し，中国各地で学ぶ。仏教を
学ぶためにインドへも旅立ち亡くなるまでに１
３３５巻を翻訳しました。

V95177
漫画・アニメー
ション

まんが偉人物語
⑳ナイチンゲール
　ミレー 0時間22分

　①ナイチンゲール

　・看護婦／イギリス（１８２０年～１９１０
年）

　・ドイツで看護法を学び，クリミヤ戦争では
敵，味方の区別なく負傷者の手当てをしまし
た。

　②ミレー

　・画家／フランス（１８１４年～１８７５
年）

　・サロンに出品した「乳入れを運ぶ女」で注
目され，貧苦と病弱にたえながら，農民の姿を
えがき続けました。
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V95178
漫画・アニメー
ション

アニメ文学館
①伊豆の踊子　川端
康成
　野菊の墓　　伊藤
左千夫 0時間50分

　①伊豆の踊子

　・伊豆の旅に出た旧制高校生と，旅芸人一座
の清純な踊子の間に芽生えた淡い恋物語。ノー
ベル文学賞受賞の著者代表作の１つ。

　②野菊の墓

　・矢切の渡しに近い田園を舞台に，大人たち
に仲を引き裂かれた，いとこ同士の純愛物語。

V95179

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
②高野聖　泉　鏡花
　怪談　小泉八雲 0時間50分

　①高野聖

　・高野の旅僧が，淫らな心で近づく男を畜生
に変えてしまう妖艶な美女に出会う幻想的物
語。

　②怪談

　・琵琶の名手・芳一は，壇ノ浦で滅んだ平家
一門の霊に招かれ，夜ごとその物語を弾き語り
ます。

V95180

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
③風立ちぬ　堀　辰
雄
　春琴抄　　谷崎潤
一郎 0時間50分

　①風立ちぬ

　・高原のサナトリュウムに病を癒す娘とその
恋人り心理を描きながら人間の生死を見据えま
す。

　②春琴抄

　・盲目の三味線師・春琴に仕える佐助は，同
じ暗闇の世界に入るため針で自ら両目を突きま
した。生涯をかけて，献身的な愛を捧げる奉公
人・佐助の生き方を描きます。

V95181
漫画・アニメー
ション

アニメ文学館
④太陽の季節
石原慎太郎
　オリンポスの果実
田中英光 0時間50分

　①太陽の季節

　・拳闘選手の津川とブルジョア娘・英子との
恋愛を描き，戦後世代の青春の孤独をえぐりま
す。

　②オリンポスの果実

　・オリンピックのボートの選手として渡米す
る青年の憧れや誇りを謳い出した青春のアニ
メーション映像。

V95182

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑤舞　姫　　　森
鴎外
　たけくらべ　樋口
一葉 0時間50分

　①舞姫

　・ドイツ留学中に知りあったエリスの恋情を
捨てて官途を選ぶ一著者の自伝的ロマンの物
語。

　②たけくらべ

　・遊女を姉に持った美登利と僧侶になる定め
の信如一思春期の淡い恋と人生への哀歓を綴っ
ています。

V95183

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑥あすなろ物語　井
上　靖
　人生劇場　　　尾
崎士郎 0時間50分

　①あすなろ物語

　・明日は檜になろうと念願しながら永遠にな
れない“あすなろ”の木に託した青春の小説。

　②人生劇場

　・飄吉の若さ溢れる多感な人生行路と青春の
心意気を多彩な人生群像の中に語る痛快小説。

V95184

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑦放浪記／林芙美子
　奉教人の死／芥川
龍之介
　高安犬物語／戸川
幸夫 0時間50分

　①放浪記

　・飢えと貧困にあえぎながらも向上心を失わ
ず強く生きる一人の女性の物語著者の若き日の
自伝。

　②奉教人の死

　・１６世紀の港・長崎を舞台に，若く美しい
切支丹奉教人の感動的な絵馬を謳う。

　③高安犬物語

　・大熊と格闘する烈しい性格や飼い主を慕う
強い愛情ー純血の高安犬を描いています。

V95185

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑧潮　騒　三島由紀
夫 0時間50分

　１８才の漁師・新治は島の青年会支部長の安
夫の妨害にもかかわらず，島へ戻ってきた初江
と恋に落ちました。青春の出会いとは何か。著
者が生涯に１つだけ書き残した純粋恋愛小説。
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V95186

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑨坊っちゃん　夏目
漱石 0時間50分

　「新任教師　怒る！」「赤シャツ退治」四国
の中学の数学教師として赴任した直情径行の青
年“坊っちゃん”が巻き起こす珍騒動，ユーモ
アと人情の機微にあふれた傑作。

V95187

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑩路傍の石　山本有
三 0時間50分

　「中学志望」「つらい日々」極貧の家に生ま
れた愛川吾一は，貧しさゆえに幼くして奉公に
だされます。厳しい境遇におかれながらも，純
真な心を失うことなく，自らの運命を切りひら
いていくひたむきな姿を描いています。

V95188
漫画・アニメー
ション

アニメ文学館
⑪ビルマの竪琴　竹
山道雄 0時間50分

　「埴生の宿」「別れの歌」ビルマ戦線にいる
日本軍の中に合唱が得意な小部隊がありまし
た。音楽学校出身の隊長が指揮を取り，水島上
等兵が竪琴を弾くというこの部隊は音楽のおか
げで，いくつかの危機を脱した琴がありまし
た。やがて終戦となり捕虜収容所に入れられた
部隊の中から，水島だけが特別任務を与えられ
ました。まだ，交戦を続けようと抵抗している
日本軍を説得する役目でした。

V95189

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑫姿　三四郎　富田
常雄 1時間15分

　「紘道館の風雲児」「必殺の山嵐」「右京ケ
原の対決」紘道館道場に入門した姿三四郎は，
やがて，四天王の一人として，壮絶な“山嵐”
で柔術諸流の挑戦を退けました。柔道一途の青
春編。

V95190
漫画・アニメー
ション

アニメ文学館
⑬屋根裏の散歩者
　心理試験
　赤い部屋
　
江戸川乱歩 1時間15分

　①屋根裏の散歩者

　・天井裏の節穴から他人のプライバシーを覗
き見しているうちに，ふと思いついた殺人計
画。

　②心理試験

　・被害者の心理分析を試みる「心理試験」を
めぐり狡猾な犯人と明智小五郎との対決。

　③赤い部屋

　・完全犯罪で９９人もの殺人を犯した男。プ
ロバビリティーノ犯罪と称した乱歩の傑作。

V95191
漫画・アニメー
ション

アニメ文学館
⑭ホームタウンの事
件簿
　天からの声
　
赤川次郎 0時間50分

　①ホームタウンの事件簿

　・団地を駆けめぐった”噂”。女たちのお
しゃべりから幕開く恐怖のホームドラマ。

　②天からの声

　・誰もいない部屋から夜中に音が聞こえてき
て，団地に住む偏屈な老人・中北をおびえさせ
ます。

V95192

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

アニメ文学館
⑮友情　　　武者小
路実篤
　学生時代　久米正
雄 0時間50分

　①友情

　・野鳥と親友の大宮は，同時に一人の女性を
愛してしまいます。青春期の友情と恋愛との相
剋を描いています。

　②学生時代

　・入試も恋も弟に先を越され絶望の果てに自
殺いる青年。受験期の心理と生活を描いていま
す。

V95193
漫画・アニメー
ション フランダースの犬 0時間35分

　１００年もの長い間，世界の人々に読みつが
れてきたウィーダの同名原作をアニメーション
で描いた作品です。少年ネルロと愛犬バトラッ
シュとの強い愛情を描きながら，社会の悪いと
ころや芸術の大切さなどを訴える，感動の名作
です。

V95194
漫画・アニメー
ション 美しいさいごの一葉 0時間19分

　オー・ヘンリーの同名の原作をアニメーショ
ンにしたものです。ニューヨークの下町のア
パート。肺炎になった女の子は，塀の蔦の葉が
散るのを見て悲観していました。嵐の夜，最後
の一葉が落ちました。階下の売れない画家は必
死に葉を描き、翌朝，残った一葉を見て，女の
子は回復したーという隣人愛を描いた作品。

V95195
漫画・アニメー
ション たぬきの糸車 0時間12分

　毎晩，やってきてイタズラをしていくたぬ
き。そのたぬきをワナから助けたおかみさんに
恩返しをする愉快なお話です。原作・きしなみ
のアニメーション童話。

V95196
漫画・アニメー
ション 白いぼうし 0時間13分

　タクシー運転手の松井さんは田舎のおかあさ
んが送ってくれたいいにおいのする夏みかんを
車にのせて走っていました。ふと車道のすぐそ
ばに小さなぼうしが落ちているのに気がつき，
ぼうしをつまみ上げるとその中には……。あま
んきみ子原作の同名童話を，色彩豊に描いた
ファンタジー・アニメーション作品です。
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V95197
保健衛生・性教
育・運動

子供は風の子太陽の
子～グリ－ンスポ－
ツのすすめ～ 0時間27分

　子供たちをとりまく現代社会の中で，低下し
た基礎体力を遊びを通じてとり戻そうとする計
画が各地で進められています。身近な公園や空
地，あるいは遊休地などを子供の遊び場の拠点
として，広場や施設を設け，子供たちが思い切
りわんぱくに遊べる場を確保して，野外活動の
手助けをするのがグリーンスポーツ構想です。

V95198
保健衛生・性教
育・運動

名刺のいらない仲間
たち－ｻﾗﾘｰﾏﾝのﾎﾞﾗﾝ
ﾃｨｱ活動－ 0時間30分

　今日，サラリーマンのボランティア活動への
関心が高まっているといわれます。しかし，積
極的な参加意識を持っている人はごく小数に過
ぎず，そのほとんどが時間的，精神的に余裕が
できたら……という条件がつきます。この作品
では，現在，企業人として社会の第一線で働い
ている人々のボランティア活動を通して，仕
事，地域，そして個人の関わりをもういちど見
直してみようとしています。

V95199

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

社会を支える－アメ
リカのボランティア
活動－ 0時間30分

　開拓の当初から人々の助け合いなくしては生
活が成り立たなかったアメリカでは，ボラン
ティア活動が日常生活の中にしっかりと根付い
ています。そういうアメリカで繰り広げられて
いる活動の実際をつぶさに描きボランティア活
動の心とは何かを考える教材です。

V95200

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

へんてこなボラン
ティア 0時間46分

　読み書きができない老婆と知り合いになった
三人の中学生。差別されてきた生い立ちのその
老婆の「孫と文通がしたい」という話を聞い
て，彼等が始めたヘンテコなボランティアとは
………。

V95201

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） デジタルのしくみ 0時間11分

　デジタルの技術を題材に，アナログとディジ
タルを比較し，その方式や原理を解説するとと
もに，コンピュータ，情報の記録。通信に応用
されている情況を紹介しています。

　「内容」

　①アナログとディジタルの比較

　②ディジタル方式とは

　③記憶媒体としてのＣＤの内部を見る

　④信号の読取り＝ＣＤの再生

　⑤ディジタル技術の応用

V95202
科学技術・物
理・化学・工学 洗剤の働き 0時間10分

　洗剤を題材に，アメンボやススを使って洗剤
分子の働きを紹介し，偏光顕微鏡により，洗剤
分子の働きを解説しています。この作品では必
ずしも定量的な扱いはせず，魅力的なデモ実験
と平明で正確なアニメーション，特種撮影によ
る洗剤の働きの観察を組み合わせて，洗剤の働
きのもとには洗剤分子の構造があることを印象
的に理解させることに主眼をおいています。

V95203

自然科学（生
物・天文）、環
境

自然の風景～地形と
その成り立ち～ 0時間11分

　日本の地形を題材に，代表的な火山，川，海
岸を紹介し，その成因についてレーダーの写真
や航空写真を利用しながら解説しています。新
しい火山活動として，雲仙普賢岳に関する映像
も取材されている。

　「内容」

　①日本の風景の特色

　②火山が作る風景

　③川が作る風景

　④海岸の風景

　⑤その他の風景

V95204

自然科学（生
物・天文）、環
境

一本の樹が支えるい
のち 0時間10分

　熱帯雨林の１本の木を題材に，地中，幹，葉
の上で暮らす着生植物，寄生植物，昆虫たちを
紹介し，木々を失うことの意味の重要性を解説
しています。「熱帯雨林の大規模破壊」の問題
を取り上げ，現状認識の基礎となる調和のとれ
た熱帯雨林の生態学敵環境を描き出そうとして
います。学習指導要領のこの項目は，環境教育
としてダイレクトに扱いうる部分なので，その
立場から制作されています。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V95205

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 長安と唐の文化 0時間21分

　７世紀初めから１０世紀にかけて，中国を統
一していた唐王朝は，その２００年にわたる支
配の中で，異色あふれる唐文化を育て上げまし
た。その中心となったが，都長安（現在の西
安）です。壮大な城郭をもつことの都は，シル
クロードを通ってやってきた西域諸国の人々を
はじめ，インドや南方，そして日本からも人々
が訪れ，国際色あふれ，文化交流の地として栄
えていました。これらの文化が東方にも伝わ
り，日本の平城京に天平文化を開花させたこと
にも言及しています。

V95206

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

総力戦という戦い～
第一次世界大戦～ 0時間21分

　１９１４年から，４年３か月にわたって繰り
広げられた第一次世界大戦。この大戦は，いろ
いろな意味で，人類が初めて体験する壮絶な戦
いでした。この映画は，第一次世界大戦を扱う
に当たって，両陣営の戦争の経緯や勝敗の行方
を追うのではなく，各国の国民が，どのように
戦争に参加し，かかわっていったかを探ろうと
したものです。これれら国民一人一人の立場に
たって，「総力戦」と呼ばれた第一次世界大戦
の意味を考えようとしたものです。

V95207

自然科学（生
物・天文）、環
境

サシバ～海を渡るタ
カ～ 0時間35分

　サシバはタカの仲間です。十数種類いるタカ
で渡りをするのは数種であるが，サシバはその
中の仲間にはいる。これは，サシバの日本での
生態を克明に記録したもので，環境と生物の関
わりなども考えさせられます。

V95208

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

のぞいてみようアメ
ンボの世界～ようこ
そ水の世界へ～ 0時間19分

　アメンボの名前での由来，その生活，どうし
て浮くのだろう？この作品は，実験を中心とし
て科学的にも小・中学生の理解しやすい手法を
とっています。昆虫の宿命である脱皮も生きて
いくための大切なサイクル。アメンボは大人に
とっても遠い昔の思い出であり，今の子供達に
とっても何時までも続く仲の良い友達です。

V95209

自然科学（生
物・天文）、環
境

みんなで回そうリサ
イクルの輪 0時間35分

　平成７年６月に「容器包装に係わる分別収集
及び再商品化の促進等に関する法律」いわゆる
「容器包装リサイクル法」が成立。この法律が
できた背景，ペットボトルや紙パックなどの容
器包装が再商品化される様子，分別収集やリサ
イクル商品の選択など，わたしたち消費者にで
きるリサイクルについて分かりやすく解説して
います。

V95210

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
ごうたれ保健婦参上 0時間22分

　新潟県守門村の保健婦，五十嵐松代さん（５
８歳）を紹介。健康に対する住民の関心を高め
るために，昭和６０年から手作りの巡回劇を開
始。また，村のガン検診の受診率を高めるため
に，村の家々をこまめに訪問し検診を受けるよ
うしつこい位言い聞かせます。「ごうたれ（強
情っぱり）」と言われながらも仕事に取組み成
果を上げている五十嵐さんの思い出を，美しい
村の風景を織り混ぜながら紹介しています。

V95211

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
秘境の郵便さん 0時間23分

　福原堅一さんは，新潟県と長野県の県境の谷
沿いに点在する集落に，一年を通じて郵便物を
届ける配達人。今年でもう４０年もこの谷に便
りを配り続けている人だ．『この谷の生活水準
を保つために配達はかかせない』と言い，地味
で単調なことは承知で郵便配達をする仕事ぶり
を紹介しながら，福原さんの郷土への思い，同
じ谷で生活する住民たちのあたたかいつながり
を描いています。

V95212

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
きょうの給食なあ
に？ 0時間21分

　青森県東通村野牛地区。人口１８０人の小さ
な集落。赤井みよさん（５７歳）が勤める野牛
小学校はこの地区の中心にあり，この小学校で
２３年間，一人で給食を作り続けています。養
護教諭と一緒に考える毎日のメニューは，食材
も地元で採れた物も多く，子供達の好きなカ
レーなどバラエティーゆたかです。毎日こつこ
つと給食を作り続ける赤井さんを子供達や他の
先生との触れ合いを通してさわやかに描いてい
ます。

V95213

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
次郎医者トキ医者の
５０年 0時間23分

　福島県南会津郡南郷村の渡部病院は，村で唯
一の医療機関。村の人達から次郎医者・トキ医
者と呼ばれ慕われている渡部次郎さん（７４
歳），トキさん（７２歳）夫婦を紹介する。現
在，次郎の大成さん（４３歳）が院長を務めて
いるが，７０歳を越えた今も，二人は現役の医
者として診療にあたっています。「健康で長生
きすれば，それだけ長く地域の人とつきあえ
る」というトキさんにとって，望みは心の慰め
になる医者となること。二人の生き方と地域の
人達との交流を，長い冬が終り春を迎えた南郷
村を舞台に描いています。
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V95214

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
名物課長　奮闘記 0時間22分

　全国一の生産を誇るサクランボの里・寒河江
市。このサクランボを体験観光の核として位置
付け，園地拡大・観光客の誘致に全力を傾けて
いるのが，ＪＡ寒河江・西村山農協の工藤順一
さん４９歳。工藤さんは，次々にユニークな商
品を開発し，周年観光の構築に力をいれてきま
した。行政と民間が一体となって，現在では，
３０のメニューに年間１４万人の観放光客を呼
び込んでいます。ＪＡの職員という立場を越
え，鋭く将来を見据える農業観，農家との触れ
合いを紹介しています。

V95215

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
８１歳の恋文 0時間23分

　９５年２月１４日のバレンタインデー。秋田
県二つ井町福祉会館で，「きみまち恋文祭」が
開催され，「第１回きみまち恋文全国コンテス
ト」の表彰式典がありました。同町が活性化対
策の一つとして開催され，国内外から７０３５
通もの応募があり，大賞には，戦死した夫への
思いをつづった秋田県の柳原タケさん（８１
歳）の「天国のあなた」が選ばれました。戦前
世代の恋情，それに，ユニークな発想で町興こ
しにかける。二ツ井町の今後の取組みなどを取
り上げています。

V95216

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
南国の肝っ玉母さん 0時間24分

　外国出身ながら地域に積極的に溶け込もうと
努めてきた宮城県名取市在住の主婦，武井ラッ
シーニさん（４９歳）を紹介します。南太平洋
の島国トンガ王国で，日本人のご主人と知り合
い結婚，来日当時は慣れない日本語や生活習慣
に悩んだ事もありましたが，ラッシーニさんは
持ち前の明るさを発揮，ボランティア活動や町
内会やＰＴＡにも積極的に参加し，すっかり地
域に溶け込んでいます。地域や社会に，明るく
溶け込んでいる姿を紹介しながら，「みんなと
家族のように付き合って明るく暮らしたい」と
いう思いを描いています。

V95217

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

『今，きらめいて』
ダイちゃん，遊ぼ！ 0時間24分

　岩手県大東町で，腹話術サークルや人形劇団
の代表者を努めている藤野静枝さん（４３歳）
の活動を紹介します。東京で過ごした大学生時
代，友人と人形劇サークルを結成し，現在，手
話や人形劇，腹話術を使ったボランティア活動
を地域で続けています。腹話術で使う人形の名
は「ダイちゃん」。今ではすっかり町の子供達
の人気者になっている。腹話術は，心を開かな
い児童などに対する治療（セラピー）にも効果
があるといい，藤野さんは現在，腹話術を利用
したセラピー協会を岩手に結成したいと意欲を
みせています。

V96001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の酪農－流通・
消費編－ 0時間20分

　牛乳や乳製品は，日本人の健康や体位の向上
に大きく貢献してきました。ことに最近は，高
齢者の骨粗鬆症の増加などで，カルシウムが豊
富な牛乳や乳製品が改めてクローズアップされ
ています。このビデオでは，酪農家に搾られた
「牛乳」が，牛乳や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，栄養価について分かりやすく解
説しています。

V96002

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の酪農－生活編
－ 0時間20分

　牛乳や乳製品は，日本人の健康や体位の向上
に大きく貢献してきました。ことに最近は，高
齢者の骨粗鬆症の増加などで，カルシウムが豊
富な牛乳や乳製品が改めてクローズアップされ
ています。このビデオでは，我が国の酪農家が
より美味しくて，より安全な「生乳」を生産す
るために，良質な飼料づくり・衛生的で高率的
な飼料管理・搾乳などに取り組んでいる姿を紹
介しています。

V96003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ならんで一緒に歩き
たい 0時間16分

　「女性はいま，本当の意味での平等を手にし
ているか」をテーマに，日本の女性が抱えてい
る問題や世界の女性たちが置かれている現状，
また，どうしたら男女共同参画社会づくりが実
現擦るかなど，分かりやすく解説しています。

　〈主な内容〉

　①プロローグ（向井千秋さんや土井たか子さ
んなど，世界的な舞台で活躍する女性たち）

　②日本の女性たちのこれまでの歩み

　③日本の女性が抱える諸問題

　④世界の女性が抱える諸問題

　⑤女性の問題は男性の問題
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V96004

自然科学（生
物・天文）、環
境

せまってみよう！3つ
のキーワード・－日
常生活と科学技術 0時間32分

　現代社会を理解する手掛かりとなるキーワー
ドの名かから，３つの言葉を取り上げていま
す。

　①リサイクル

　地球を汚さない。そして傷付かない処分

　②再利用の科学技術

　（例・バイオプラスチック・核燃料のリサイ
クル）

　③自然エネルギー

　自然をもっと有効に生かす科学技術。（例・
太陽熱・波動）

　④情報化社会

　人工衛星やオンラインの活用など。（例・人
工衛星による地球環境のデータ・天気予報への
活用・情報収集とネットワーク）

V96005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みやぎ生活文化再発
見シリーズ⑤　農家
の景 0時間23分

　農作業の近代化・機械化という社会の変化に
ともない，自然と共存しながらの農作業も変化
し，いろいろあった講や農作業の目安としてい
たその地方の暦も消えつつあったり，形を変え
てきています。それでも，宮城県内の各地に残
る講や，自然の変化を見逃さない農作業の様
子，伝承されている地方の祭事，四季折々の植
物の様子と農作物の収穫の占いなどを記録して
います。このビデオテープは，地域の文化振興
に役立てる事を目的に作成された教材です。

V96006

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

豊かさを運ぶ海の道
－エネルギー資源－ 0時間20分

　まわりを海に囲まれた日本は，古くから海の
道を使って外国と交流し，文化や経済を発展さ
せてきました。貿易量の増大にともない，船は
専用化すると同時に大型化し，一度に大量の貨
物を早く安全に運べるようになってきました。
このビデオでは，原油を運ぶタンカーと天然ガ
スを運ぶＬＮＧ船の安全性の工夫や技術を分か
りやすく紹介し，資源に乏しい日本にとって，
一度に大量の物を運んでくれる船は，我が国と
遠い国との頼もしいパイプラインである事を具
体的に解説しています。

V96007

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

みちのくの冬は今－
雪国の暮らしを支え
る道－ 0時間18分

　日本の総面積の１８％をしめる東北地方。美
しい自然と資源が多く，豊かな暮らしが実現で
きる地域として注目されています。昔の東北地
方は冬になると道路は雪に閉ざされていた。現
在では，雪国の暮らしを支える道路に様々な工
夫や機器を導入し，通年通行の確保がはかられ
ています。現在の冬季の除雪・融雪のための対
策や，今後，考えられる道路に付随した新しい
事業などを紹介しています。

V96008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

太陽の子メグちゃん
の農業案内　お米･野
菜編-わたしたちの食
生活と農業 0時間15分

　わたしたちが毎日食べているお米や野菜それ
らはどのようにして作られ，わたしたちの食卓
にのぼるのでしょうか。この作品は，お米と野
菜の生産から流通までを，小学生でも理解でき
るように解説しています。

V96009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＡＰＥＣとは何？
ＡＰＥＣの目指す方
向と日本の役割 0時間26分

　人口で世界全体の４割，国内生産で同じく５
割を越えるまでになったＡＰＥＣ（アジア太平
洋経済協力）は，その重要性は益々高まってい
ます。その「ＡＰＥＣ」にスポットをあて，歴
史とあらまし，１９９５年１１月に開催された
大阪会議の意義と成果，２１世紀に向けたわが
国の役割などを描いています。ＡＰＥＣを通し
て「世界の中の日本」についての理解を深める
うえで，大いに参考になる作品です。

V96010
科学技術・物
理・化学・工学

橋は生きている－児
島・坂出ル－ト架橋
技術－ 0時間34分

　この作品は，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）の記録映像
で，長大吊橋のもつ柔構造，生きているかのよ
うにしなやかに動く鉄道緩衝桁や橋の風への対
応，列車走行試験の映像など，普段なかなか見
ることのできない貴重な映像が記録されていま
す。

V96011
科学技術・物
理・化学・工学

明石海峡大橋－１９
９５年１０月 0時間21分

　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，現在急ピッチで
建設が進められています。ここは潮流がとても
激しい上，多数の船舶が行き交う厳しい建設環
境です。完成すれば，世界一の吊橋となるこの
橋の，主塔基礎・アンカレッジの建設・ケーブ
ル・補剛桁架設などの工事記録を迫力ある映像
で描いています。
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V96012

自然科学（生
物・天文）、環
境 健康に役立つ微生物 0時間21分

　人間の腸内には，１００種　１００兆におよ
ぶ腸内細菌が住んでいて，体によい働きをする
善玉菌と悪い働きをする悪玉菌と，このどちら
ともいえない細菌があります。何らかの原因で
体調をそこなうと悪玉菌が活発になり，腸内細
菌のバランスが崩れ下痢や腸炎を起こし，長い
年月のうちにガンや早期老化へとつながる恐れ
があります。私たちが健康で長生きするために
は，腸内細菌のバランスを常に善玉優勢にして
おくことが大切である事を描いています。

V96013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

技をつたえる－伝統
工芸　鳴子こけし－ 0時間18分

　小学校５年生の社会科「伝統的な生かした工
業」の学習の地域教材として制作され，内容
は，伝統工芸品として鳴子こけしを取り上げ，
その歴史，製造過程，問題点などについて取材
し教材化した作品です。鳴子町は古くから温泉
町・こけしの故郷ともいわれていて，こけしは
江戸時代の文化・文政時代の頃から作られ，現
在，木地職人は８０名位おり，湯治客の土産物
として，また，こけし愛好者に収集されていま
す。（平成7年度宮城県教育委員会委託自作視
聴覚教材　制作　西小野田小学校視聴覚グルー
プ）

V96014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） かやぶき屋根 0時間13分

　現在では，蔵王町でも珍しくなった茅葺き屋
根のふきかえ作業を，使用する道具を紹介しな
から，作業の様子を分かりやすく記録していま
す。この記録は，１５年ぶりに行なわれた。国
指定重要文化財の我妻家住宅（江戸中期，この
地方の大農家の屋敷）における“差し茅修理”
を映像として記録し，先人の文化遺産を大切に
保存するための啓蒙資料として活用できる教材
です。（平成7年度宮城県教育委員会委託自作
視聴覚教材　制作　蔵王町視聴覚教材制作グ
ループ）

V96015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

われらふるさと宮城
探検隊 0時間15分

　平成７年８月７日から１０日までの３泊４日
で，宮城県米山町平筒沼の「Ｙｏｕ　Ｙｏｕ
館」をベースキャンプにして，平成７年度青少
年ふるさと学習事業「われらふるさと宮城当者
探検隊´９５」として実施された青少年野外活
動事業の記録です。    ジュニアリーダーの育
成，子供会成人指導者の研修，社会教育担当職
員の研修などに活用できる教材です。（平成7
年度宮城県教育委員会委託自作視聴覚教材　制
作　登米地域自作教材制作グループ）

V96016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） せみね歴史散歩 0時間17分

　瀬峰町の歴史や文化財を分かりやすく映像化
し，町内はもとより，郡内・県内の方々に分
かっていただくと共に，これを後世に正しく伝
える事をねらいとして制作されました。瀬峰町
は宮城県栗原郡の南東に位置し，人口６０００
人程の町です。ここには，埋蔵文化財や遺跡・
石碑等，多くの歴史遺産が残されています。
（平成7年度宮城県教育委員会委託自作視聴覚
教材　制作　瀬峰町 自作教材制作グループ）

V96017

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 北の茶づくり 0時間12分

　お茶栽培の経済的北限である桃生のお茶栽培
の歴史と，その苦労を紹介し，郷土の歴史・風
土・文化を理解してもらうことを目的に制作さ
れました。桃生郡は北上川の流域にあり，藩政
時代には石巻から仙台まで，水路を利用し，特
産物のお茶を藩主に献上したという記録も残っ
ています。（平成7年度宮城県教育委員会委託
自作視聴覚教材　制作　石巻自作教材制作グ
ループ）

V96018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 伝統工業－炭焼き－ 0時間12分

　昭和３０年代まで，日常生活に欠かせない貴
重なエネルギーであった木炭。急激な石油と天
然ガス需要増加により，山村の基幹産業であっ
た炭焼きは姿を消しました。１９９５年夏，大
和町吉田の三畑地区の住民と分校職員が，地域
活性化事業と子供達の体験学習の場として，炭
焼きを蘇らせる計画が実施されました。窯作り
から始まる一連の炭焼きの仕事を復活させ，日
本の伝統工業としての視点から改めて見つめ直
した記録です。（平成7年度宮城県教育委員会
委託自作視聴覚教材　制作　黒川自作教材制作
グループ七ｯ森）
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V96019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

地名の由来（２）
くらしの風習 0時間15分

　日本人の生活の中に，祝事や物事の節目の時
に，神様に手を合わせ祈る習慣があります。地
域によって内容や方法は違っても，生活の中に
神にかかわった行事や習慣がたくさんあり，現
代の生活では，これらの行事は，神様をまつる
祀るというよりイベントとして行なわれ，意味
も分からずに行なわれているのも多くありま
す。くらしの風習はどうして生まれたのか，ど
んな意味が込められているのかなど，昔の人々
の生活を振り返りながら映像化し解説している
教材です。

　（平成7年度宮城県教育委員会委託自作視聴
覚教材　制作　亘理映像制作愛好会）

V96020

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 開口 0時間18分

　隆盛をきわめた唐桑町の水産業も，現在では
水産資源の減少などにより低迷の一途をたどっ
ています。そこで，冬の風物詩であるアワビの
開口を通して，とるだけの漁業から，つくり育
てる漁業への移行について映像化し，環境保護
の必要性について考えさせる内容です。減少す
る水産資源を考え，美しい自然を次の世代に残
すために，何に取り組んでいかなければならな
いかを考えさせる教材です。（平成7年度宮城
県教育委員会委託自作視聴覚教材　制作　写真
サークルあすなろ）

V96021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝統を受け継ぐ－熊
野新宮社－ 0時間12分

　名取熊野三山の一つ熊野神宮は，本殿が県指
定の文化財となっているとともに，神楽殿で舞
う神楽とその雅楽は，県指定の無形文化財と
なっています。貴重な文化財の保存修理の映像
などを通して，郷土の優れた伝統が受け継がれ
ていくことの大切さを訴えています。（平成7
年度宮城県教育委員会委託自作視聴覚教材　制
作　名取市自作教材グループ）

V96022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

竹細工　升澤孝雄さ
んの技術 0時間30分

　竹細工職人として，１３歳の頃から父親のも
とで修業した升澤隆雄さん（昭和４年生）の卓
越した技術を，分かりやすく理解できるよう制
作された教材です。升澤さんは実用的な籠・笊
だけでなく，民芸的な竹細工を幅広く製作して
います。仙台市では，昭和の初め頃まで８５軒
程あった竹細工の店も，現在では数えるほどし
かなくなり，仙台七夕の籠類は半年で３６００
個も製作し，七夕で使用する籠類の７０％は升
澤さんおの作品です。ここでは，竹細工の工程
を分かりやすく，インタビューも交えて記録し
ています。

V96023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

火と語り鉄の心を知
る 0時間32分

　このビデオは，打刃物職人，千葉久さん（昭
和４年生）の卓越した技術を，分かりやすく理
解できるよう制作された教材です。千葉久さん
は，昭和２０年，１４歳で長町の安達源吾鍛冶
に弟子入りし，鋏と刀以外の打刃物の製作と幅
広い技術を持っています。ここでは菜っ切り包
丁の製作工程を紹介して要る。銘は師匠のと自
分の名前から取って『郷久』としている。ここ
では，打刃物作りの工程を分かりやすく，イン
タビューも交えて記録されています。

V96024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

引きついでいく私た
ちの歴史－仙台市歴
史民俗資料館－ 0時間12分

　このビデオは，榴ケ岡公園の一角にある仙台
市歴史民俗史料館の紹介ビデオです。仙台市歴
史民俗史料館の建物は，歩兵第４連隊の兵舎と
して，明治７年に建築されたものの一部で，日
本に残っている最も古い洋風兵舎でもあり，貴
重な文化遺産でもあります。展示室には，昔の
人々の生活に使われた生活道具がたくさん収集
され，身近な生活の歴史を知るための歴史的遺
産として展示されています。このほか昔のおも
ちゃなどもあって，手にとって遊ぶ事もできま
す。小学生などの見学の事前指導にも活用でき
る教材です。

V96025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

桶づくり　高橋長三
郎さんの技術 0時間26分

　このビデオは，桶作り職人高橋長三郎さん
（大正２年生）の卓越した技術を，分かりやす
く理解できるよう制作された教材です。高橋長
三郎さんは，桶作りの職人だった父親のもと
で，１５歳から桶作りをはじめ，主に，おひつ
や洗い桶・風呂桶などを『仙台上杉桶長』の名
で制作しています。ここでは，桶作りの工程を
分かりやすく，インタビューも交えて記録され
ています。

V96026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） かんじのはなし 0時間7分

　小学校１学年，国語教材「かんじのはなし」
を，アニメーションで分かりやすく伝え，初め
ての漢字との出会いを，楽しく印象深い学習に
しようという意図から制作された教材です。基
本的な流れは教科書にそい，漢字の練習コー
ナーをつけています。
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V96027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

どうして六郷なの？
－地域にある昔のも
のをさがして－ 0時間12分

　仙台平野の東部に位置する六郷地区は，水田
が広がり自然豊かな地域です。近年，他地域か
らの移入が増えるに従って「六郷」という地域
性は薄れつつあります。普段何気なく使ってい
る「六郷」という地名を題材に取り上げること
により，児童の自分たちの住んでいる地域に興
味を持ち，名前の由来を調べて歩きながら六郷
地区を再認識していく教材です。（制作　六郷
小学校視聴覚教材制作委員会 ）

V96028

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 大東苑の人たち 0時間15分

　特別養護老人ホーム「大東苑」のケースワー
カーやボランティアの仕事の内容を紹介し，自
分たちは何ができるのか，また，何をすべきな
のかを考えさせ教材です。（制作　馬場小学校
視聴覚教材グループ）

V96029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） たんけんにいこう 0時間10分

　生活科の指導では，児童の興味・関心を大事
にしながら，学習を進めていくことが大事で
す。指導上難しいのが導入段階での児童への意
欲づけです。そこで，導入段階で効果的な資料
提示の方法としてビデオ教材を作成しました。
ここでは，「ホタルの里」へ探検に行く計画を
立てるところから，その事後活動までを記録と
してまとめたものです。（制作　幸町小学校視
聴覚部）

V96030

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

いずみの水と緑「松
陵環境学会」 0時間15分

　泉区内の市民センターでは，平成３年度から
環境保全問題を取り上げ，講座の統一テーマと
して取り組んできました。平成７年度の「水と
緑」というテーマでこの講座の記録を通し自然
環境の現状を知り，私たちにできる環境を守る
生活について考えさせる内容です。（制作　松
陵市民センター ）

V96031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝統工業に生きる
ー町のかじやさんー 0時間12分

　伝統的な工業を守り続けてきた人々の努力
や，自分たちとのかかわりについて考える事が
できるように，仙台市内に残る身近な鍛冶屋さ
んの様子を映像化した教材です。鍛冶職人の制
作の様子だけでなく，それを仕事に使用してい
る人へのインタビューなども入れ，伝統的な技
術を生かして物を作っている職人の気持ちも児
童に伝えようとしています。（制作　仙台市小
学校教育研究会視聴覚研究部会地域学習ソフト
制作委員会）

V96032

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

身近な自然をのぞい
てみよう－顕微鏡を
使う－ 0時間8分

　都市化の進む現代，自然が少しずつ減ってき
ており，子供達も自然との触れ合う機会が少な
くなってきています。この現状を踏まえ，より
深く自然に対する興味を持たせたいと考えこの
教材は制作されました。より小さな世界へ興味
を持たせる事を考え，笊川に生息する野生のメ
ダカと，小さな生き物の様子，顕微鏡の使い
方，上流から下流までの様子や自然を調べる内
容で構成しています。（制作　仙台市小学校教
育研究会視聴覚研究部会地域学習ソフト制作委
員会）

V96033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

くさむら塚－ききん
と農民－ 0時間15分

　仙台市若林区河原町にある桃源院に残る石碑
を手がかりに，江戸時代後期の飢饉と農民社会
の破綻の様子とその社会的影響について考えさ
せる教材です。天明・天保の大飢饉をきっかけ
に始められ，現在も続いている行事「広瀬川灯
ろう流し」を取り上げる事で，児童が歴史を身
近に感じる事ができるようにするとともに，歴
史の連続性を実感させる内容です。（制作　南
小泉小学校　教諭　菅原弘一）

V96034

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

西多賀あたりのむか
しむかし 0時間13分

　旧名取郡北部に位置する太白区東部は，縄
文・弥生期の古墳群，古代律令時代の鎮所跡，
鎌倉期の地頭職の居館跡などが歴史教材として
考えられます。そこで，今も太白区に残されて
いる三神峯遺跡・裏町古墳・兜塚古墳などを取
り上げ教材化しました。（制作　金剛沢小学校
自作教材研究グループ）

V96035

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

レクイェム・５０
北千島最北端・占守
島の戦後 1時間37分

　第２次世界大戦末期，占守島の守備について
いた日本兵士が，終戦３日後に突如攻め込んで
きたソ連軍と交戦状態となりました。そのた
め，終戦により帰還を目前にしていた数多くの
日本軍兵士が還らぬ人となりました。それから
５０年，厚生省主催による日本兵の遺骨収集と
慰霊巡拝がようやくのことで実現し，遺族や関
係者が現地を訪れる事ができました。この作品
は，その記録です。（提供　学校法人東海大
学）

V96036

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

小さな発見・青葉区
～くらしのイントロ
ダクション ～手話付
き 0時間17分

　青葉区が進めている，魅力あるまちづくり推
進事業への理解をいただくため制作された教材
です。内容は，青葉区内での暮らしに役立つ情
報の収集箇所や，施設の利用方法などを紹介し
ています。
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V96037

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

笑顔かがやいて～キ
ラキラふくし探検隊
総集編～ 0時間40分

　宮城県では，日本一の福祉先進県づくりに取
組み，この県に住んでよかったと思えるような
地域づくりを目指しています。キラキラふくし
探検隊は，県内各地の福祉施設やイベント生き
生きと生活している方々を紹介しながら，本当
の幸せについてて考えています。ここでは，地
域に根ざした福祉活動に取り組む人々，高齢者
や障害者自身の生き生きとした様子を紹介して
います。

V96038

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 福祉の宮城　発信！ 0時間18分

　宮城県では，日本一の福祉先進県づくりに取
組み，この県に住んでよかったと思えるような
地域づくりを目指しています。宮城県では平成
７年度から，「２４時間対応巡回型ホームヘル
プサービスモデル事業」が南郷町（県単独補助
事業）と塩竈市（国庫補助対象）でスタートし
ました。

V96039 道徳・国際理解 Ｖサイン 0時間45分

　道徳教育推進指導資料　新シリーズ「ビデオ
資料とその利用２」（平成４年刊行）中学校編
『Ｖサイン』として文部省が企画したもので
す。これは「道徳教育推進指導資料（指導の手
引き）」（文部省編）の中から，読み物一編を
選んで映像化しました。道徳の授業に活用でき
る「資料編」と，この資料を使った授業例を収
録した「活用編」の二部構成の形式をとってお
り，職員研修だけでなく一般の方々にも道徳教
育の実情を理解していただく資料として活用で
きる教材です。

V96040
科学技術・物
理・化学・工学 音をみる　１ 0時間10分

　日常生活の中で，音は情報伝達や音楽などに
いろいろ利用されています。目に見えないため
に理解しにくい音の発生，音の伝わり方，音の
聞こえる仕組みをハイスピードで撮影，マルチ
ストロボ撮影，アニメーションを使って目で確
かめるとともに，オシロスコープでいろいろな
楽器の音色や音の高低，強弱などを波形で調べ
録音と再生，パソコンで音楽を作るなど音の性
質の応用にも触れ，音についての理解を深め，
身近な事象について科学的な考え方や見方がで
きるようになることをねらいとしています。

V96041
科学技術・物
理・化学・工学

鉄をつくる　－金属
の精錬－ 0時間10分

　現代の私たちは，各種の金属を手に入れ，そ
れを加工・利用することによって豊かな生活を
営んでいますが，ほとんどの金属は材料として
すぐ使えるような金属単体の状態で自然界に存
在するわけではありません。金属の化合物から
単体の金属を取り出すことを金属の精錬という
が，ここでは鉄を例に，精錬の概要を解説しな
がら，“還元”という化学の概念の基礎的理解
をねらいとしています。※この作品の制作にあ
たり，仙台市立根白石中学校が撮影協力をして
います。

V96042

自然科学（生
物・天文）、環
境

雑木林－人と自然の
共生－ 0時間11分

　人間が手を加えつつ恩恵をこうむってきた雑
木林。その豊かさとしくみを紹介し，人間と自
然の共生はどうあるべきかを問いかけていま
す。雑木林は，クヌギ，コナラなどをはじめと
したいく種類もの落葉広葉樹を中心とし，アカ
マツなどの常緑樹からなる混交林です。雑木林
は，四季折々の美しい姿を見せ，人間は様々な
形で雑木林を利用してきましたが，現在は雑木
林はほとんど見捨てられ，荒廃が進んでいま
す。しかし，かっての雑木林の姿は，人間が自
然とどうかかわっていくべきかのヒントを与え
てくれます。

V96043
科学技術・物
理・化学・工学

酸性雨
ーそのでき方と影
響ー 0時間10分

　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」をと取り上げ，その発生の化
学的過程を解明し，あわせてその影響を紹介し
ています。酸性雨の原因が化石燃料の燃焼によ
る二酸化硫黄や窒素酸化合物であることは，高
校生なら知っていますが，それらがどんなに水
に溶けやすく，容易に酸をつくるのかというこ
とは大部分の生徒には未知のことです。ここで
は，題材として酸性雨を選び，とくにその生成
の化学的過程を見ることに多くの時間を割いた
構成をとっています。

V96044

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

王の墓　埋もれた都
市 0時間22分

　古オリエント，大河の流域に栄えた二大文明
メソポタニアとエジプトの遺跡や出土物を通し
ての特質を探ります。古代文明のうち最も早く
成立したオリエント文明は，メソポタニアとエ
ジプトの二つの文同時に際立った対照性が見出
だされ，二つの文明のそれぞれの特質を探り，
さらに古代統一帝国にも言及しています。
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V96045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自然の音から音楽の
音へ 0時間21分

　人間は，古くから自然の音とかかわり合い，
そこから自分たちの感性に合った音をすくいあ
げ，また，新たな音を創造し，音楽という文化
を育んできました。この映画は，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，
各民族の楽器の特徴などを探り，その中から描
く民族の音の感受の特色や，音楽表現などの独
自性を考え，これからの音楽教育に役立つ内容
です。

V96046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

イスラムの信仰と生
活 0時間22分

　人口８億を越えるといわれているイスラム圏
は，唯一神アッラーを信じるひとつの世界で
す。その中心にあたる中東諸国を訪ね，「イス
ラムの信仰」とは何か，その歴史とともに，信
仰を軸とした「イスラムの生活と文化」とはど
のようなものなのかを，分かりやすく紹介し，
南東アジアからアフリカに至るイスラムの多様
性にもふれています。

V96047

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

「上を向いてWalking
Talking ｝
－緑まるかじり・国
立磐梯青年の家－ 0時間17分

　国立磐梯青年の家は，磐梯山麓の豊かな自然
を生かしながら，いろいろな体験と仲間づくり
ができる魅力いっぱいのコミュニケーション施
設です。そんな国立磐梯青年自然の家の自然の
美しさ・豊かさを織り込みながら，「青年の家
ではこんなことができる」といったことを紹介
しています。具体的な例として，夏の活動のメ
インとなる磐梯山登山を中心に，オリエンテー
リングやキャンプファイヤーなど，いろいろな
野外活動を紹介しています。

V96048
保健衛生・性教
育・運動

ひたろう・ふれあお
う・みつめよう　大
自然の中で 0時間14分

　国立花山少年自然の家を利用する団体等へ，
施設と自然を紹介する目的で制作されたビデオ
です。自然の家の周辺の自然と地域行事も含
め，四季折々の自然の様子をえがき，自然の家
でできる活動例などが紹介しています。

V96049

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 小春ちゃんちの人々 0時間25分

　この作品は「家族と社会保障」をテーマに，
どこにでもある家族の生活の様子を中学３年生
の小春ちゃんの目を通して見たコメデータッチ
のドラマで，介護や年金，育児などの社会保険
制度の問題について，中学生にも分かりやすい
ように映像化したものです。この作品を通し
て，少子・高齢社会における社会制度のあり方
を一人でも多くの人々に考えてもらうことをね
らいとしています。

V96050

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の山村　明日に
向かって 0時間20分

　この作品は，北海道南富良野市，新潟県入広
瀬村，群馬県上野村，埼玉県両神村，熊本県小
国町の５ケ所を取り上げ，それぞれの地域の特
色を生かした都市の人達との様々な交流の様子
を，美しい山村の景色を織り込みながら描いて
います。日本の山村のよさを改めて見直すと共
に，山村と都市との豊かな交流を図っていくう
えで参考になる教材です。

V96051

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 女性，豊かな猟と魚 0時間14分

　この作品は，北海道別海町・野付の漁協婦人
部が進めている植樹運動「百年かけて百年前の
浜を」，三重県鳥羽市・神島漁協婦人部による
１５年前からの沿岸清掃活動などが紹介されて
おり，豊かな海と漁場作りに励む女性たちの活
動の姿に光を当てています。環境教育の映像教
材として，また，水産始原の保護や環境保全に
おける女性たちの社会的役割などを考えるうえ
で参考になる作品です。

V96052 道徳・国際理解

ともだちでいようね
①　どっちがキレ
イ？編 0時間30分

　「平家ポンキッキ」シリーズ。（Vｰ96052～
96055　第１話から第２６話まで）ともだちっ
て何だろう？そんな身近なテーマをネコクンの
目を通して語りかける作品です。

　第１話どっちがキレイ？

　第２話ニャーゴのすきなうた

　第３話ねんにいちどのおともだち

　第４話トリサンってすごい　他２編

V96053 道徳・国際理解

ともだちでいようね
②　たのしかったら
編 0時間30分

　第７話いつかまほうが……

　第８話いいの？わるいの？

　第９話みんなでたべれば

　第１０話クッキーはいかが？

　第１１話ワシにはわかるんや

　第１２話危ないよ

　第１３話たのしかったから
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V96054 道徳・国際理解

ともだちでいようね
③　いかだにのって
編 0時間30分

　第１４話いかだにのって

　第１５話まよなかってどんなの？

　第１６話おねしょうじゃないよ

　第１７話わたしのおうちに！

　第１８話はやくあしたに…

　第１９話たべたの，だあれ？

V96055 道徳・国際理解

ともだちでいようね
④　きっとまたあえ
るね編 0時間30分

　第２０話　ふたりでさかなつり

　第２１話　たいせつなオルゴール

　第２２話　そんなつもりしほゃ…

　第２３話　ぼくのながいみち

　第２４話　あめのひもたのしく

　第２５話　たびにでたいや

　第２６話　きっとまたあえるね

V96056

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おもちゃをつくろう
シリーズ　　①野山
であそぼう 0時間10分

　〔関連単元　小１・２年身近なものでつく
る〕野山に出かけ，草や木の実を集め，いっぱ
い集めた草・葉・実を利用して，おもちゃ作
り。やじろべえ・首飾り・どんぐりこま……お
もちゃで遊びながら，野山での遊びの楽しさを
知ろう。

V96057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おもちゃをつくろう
シリーズ　　②おも
ちゃをつくろう 0時間10分

　〔関連単元　小１・２年身近なものでつく
る〕磁石を使ったおもちゃ……クリップ電車・
魚つり・筒形人形，おもちゃを使ったおもちゃ
……ティッシュペーパー空箱利用のやじ々え・
転がるおもちゃ作り作ったおもちゃでみんなで
遊ぼう。

V96058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おもちゃをつくろう
シリーズ　　③風の
かっちゃん 0時間10分

　〔関連単元　小１・２年身近なものでつく
る〕始めはよく回らなかった風車。それでも改
良を加えてよく回るようになっり，紙飛行機や
たこなど風で動くおもちゃで遊びました。

V96059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おもちゃをつくろう
シリーズ　　④すて
きなおくりもの 0時間10分

　〔関連単元　小１・２年身近なものでつく
る〕何かくらしに役立つものを作って，友達に
プレゼントしようということになったり，より
実用的な形を考えたり，装飾性を考えて，えん
ぴつ立て・貯金箱などを作りました。

V96060

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） おかねの話 0時間14分

　おかね，つまり貨幣が作られるまでのプロセ
スを昔の貨幣やその歴史をたくみに組み合わせ
ながら，小学校高学年向けに分かりやすく興味
深く描いています。社会科「日本の工業」の中
には，工業生産のしくみの学習があります，手
工業生産とは違った大量生産のしくみなどを考
えるにもよい作品です。

V96061

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

大仏を作る－奈良時
代－ 0時間20分

　この映像教材は，奈良・東大寺の大仏を取り
上げながら，奈良時代の国と力と仏教中心の様
子を，具体的に示しています。とくに，大仏の
鋳造の工程を具体的に示したり，昭和大修理落
慶供養の様子を記録映像で再現したりして，大
仏の造営が国家的な大事業として進められたこ
とを実感としてとらえる事ができる教材です。

V96062

自然科学（生
物・天文）、環
境

モンシロチョウの生
活 0時間19分

　卵・幼虫・蛹・成虫という完全な変態の順序
を詳しく説明し，さらに，このライフサイクル
を繰り返すことによって，種の生命が連続する
ことに気づかせてくれる教材です。

V96063

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） たのしいおんぷ 0時間19分

　漫画のおもしろさの中で，まず音符に親しみ
を覚えさせ，その音符を駆使して，だれにでも
できるような表現活動に導くことをねらいとし
ています。

V96064

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　①　楽しい家
庭科 0時間20分

　家庭科を始めて学ぶにあたって，家庭生活に
おける朝から夜までの１日の様子を見つめ，
衣・食・住に関する家庭科の学習内容を把握さ
せるとともに，身の回りの生活に目を向けさせ
ることをねらいとした教材です。

V96065

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　②　被服の着
方と選び方 0時間20分

　被服は人体を保護するとともに，社会生活を
していくうえで大切な役割があることを理解さ
せ，生活の場や目的に応じた日常の着方ができ
るようにするとともに，学習を発展させ着用目
的に応じて被服を選んだり購入したりして，自
分の身なりを工夫して整えることができるよう
にすることをねらいとした教材です。
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V96066

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　③　いろいろ
な縫い方 0時間20分

　布を縫い合わせるには，手縫いとミシン縫い
による方法があります。手縫いによる布と糸と
針の取り扱い方，布の縫い合わせ方を製作用具
の使い方，名前の縫い取りを小物作りを通して
理解させ，被服製作に関する初歩的な知識と技
能を習得させる教材です。また，ミシン縫い
は，ミシンの取り扱い方の特徴を方や縫い方の
特徴説明しています。

V96067

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　④　被服の手
入れ 0時間20分

　児童が日常に着用している被服を必要に応じ
てすぐ取り出せるように，整理・整頓のし方を
工夫したり，ボタンなどを付けることができる
ようにする教材です。これらの学習を通して，
自分の身なりを整え，日常着を手入れして気持
ちよく被服を着用しようすることをねらいとし
ています。

V96068

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　⑤　袋やエプ
ロンの製作 0時間20分

　第５学年の袋，第６学年のエプロンやカバー
の製作は，被服製作の基礎的な技能を習得させ
る教材です。

　（内容〉

　①　いろいろなふくろやエプロン（５年生・
６年生）

　②　ふくろ作り（５年生）

　③　エプロンの製作（６年生）

V96069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　⑥　食物と健
康 0時間20分

　毎日の食事が自分たちの成長にとって重要な
ものであり，健康を保つうえで大切な働きをし
ていることを理解させ，食生活を見直す目を養
うことをねらいとしています。そのために，栄
養素の種類と働きや食品に含まれている栄養素
などについて解説し，望ましい食事の方法につ
いて考える。また，簡単な食事の計画がたてら
れるようにする教材です。

V96070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　⑦　調理用具
の扱い方 0時間20分

　近年，児童の家事体験が乏しく，調理用具の
名前も使い方も知らない場合が多くあります。
用具の使い方や片付け方は，実習を通して身に
つけさせる礎的的な技能であるが，初めての実
習では，作って食べることに興味が集中しがち
であり，技能の習得が徹底しなくなる心配があ
ります。

V96071

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　⑧　いろいろ
な調理 0時間20分

　５年生では，いろいろな卵料理と野菜の油い
ためを中心に，フライパンの取り扱い方も含め
て，基礎的・基本的な調理技能を理解させま
す。６年生では，いろいろなじゃがいも料理
と，魚や肉の加工品を使った調理を中心に，創
意工夫して応用発展させる意欲を育てることを
ねらっています。加工品の調理のところでは，
その選び方についても解説し，よい品を選ぼう
とする態度を養い，それぞれの食品の栄養的な
価値にもふれ，関心を深めるようにする教材で
す。

V96072

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　⑨　計画的な
家庭生活 0時間20分

　家庭にはさまざまな仕事があります。自分が
できる仕事を見直すとともに，生活時間の使い
方を工夫することによって，家庭とともに過ご
す時間を生み出し，家庭生活を明るく楽しいも
のにすることが大切です。また，身の回りにあ
る不用品の適切な処理の仕方が分かり，さら
に，必要なものを購入する場合は，消費者とし
て計画的に生活することができる能力や態度を
育てることをねらいとしています。

V96073

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしく学ぶ小学家
庭科　⑩　快適な住
まい方 0時間20分

　快適に住むためには，整理・整頓・掃除，ご
みの処理を適切にするなど，清潔の面に気をつ
けることが大切です。また，季節に合った住ま
い方を工夫することによって，近隣の人々へも
配慮することが必要であることも分かるように
することをねらいとしています。
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V96074
保健衛生・性教
育・運動

小学生のための性教
育シリーズⅠ導入編
①おとこのこおんな
のこ
②こんにちはあか
ちゃん 0時間18分

　①どこがちがうの？（７分）

　男女の基本的な体の違いを，かわいいキャラ
クターやイラストで楽しく見せます。

　②こんなときどうする？（２分）

　性的被害防止のための知識と対処法を身に付
けさせます。

　③どうぶつのあかちゃん（３分）

　かわいい動物の赤ちゃんたちがいろいろと登
場。そのかわいらしさや違いを見せます。

　④うまれる前のおはなし（６分）

　私たちも母親の胎内で発育し，周囲の愛情の
中で育まれてきたことを教えます。

V96075
保健衛生・性教
育・運動

小学生のための性教
育シリ－ズ　Ⅱ生理
編③すてきなおとな
になるために 0時間20分

　①おとなになる体（４分）

　二次性徴期の体の変化を，コンピュータグラ
フィクスなどを使って説明します。

　②自分らしさを考える（７分）

　性別にとらわれない，自分らしい生き方の大
切さを教えます。

　③初経と精通のしくみ（６分）

　月経と射精のメカニズムをイラストなどで分
かりやすく描きいています。

　④月経の時に（３分）

　月経時の処置の仕方と過ごし方を具体的に指
導します。

V96076
保健衛生・性教
育・運動

小学生のための性教
育シリ－ズ　Ⅲ生殖
編⑤いのちを伝える
－生物のあゆみ－ 0時間18分

　①地球上に生命が誕生して４０億年。生物は
様々な方法で子孫を残し，いのちを伝えてきま
した。その過程を微速度撮影などの多彩な映像
で描きながら，ヒトの「性交」をとらえます。

　②たった一つの卵と，たった一つの精子が出
会い，ヒトの形になっていきました。生命の４
０億年の歴史を繰り返しているとも言われるそ
のドラマを顕微鏡などの貴重な映像によって再
現しています。

V96077

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　①　マッ
トあそび（低学年
１・２年編） 0時間10分

　平らなマット、坂マット、跳箱などを使い、
いろいろな転がりに挑戦させ、マット運動を楽
しくできるように描き，ゆりかごやブリッジな
ど９種目の技について解説しています。

V96078

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　②　マッ
ト運動（中学年３・
４年編） 0時間10分

　マット，坂マット，落差のあるマットを使い
側転，開脚前転，頭倒立など９種類の技と，技
の組合わせを，スローモーションやストップ
モーションを駆使して描いています。

V96079

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　③　マッ
ト運動（高学年５・
６年編） 0時間10分

　伸膝後転，ロンダート，倒立，片足旋回など
の９種目と技の組合わせをビデオの特殊効果を
駆使して，分かりやすく描き，「技」を達成し
た喜びを味わわせる教材です。

V96080

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　④　とび
ばこあそび（低学年
１・２年編） 0時間10分

　いろいろな高さの跳箱や平均台，椅子，ロー
ルマットで運動場面を設定し，とび上がり，と
びおり，うさぎなど，楽しく基本の運動を学習
していく様子を描いています。

V96081

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　⑤　とび
ばこ運動（中学年
３・４年編） 0時間10分

　いろいろな高さのとびばこや階段状にセット
したとびばこを設定し，とび上がり，とびお
り，台上前転などの練習の仕方や学習のポイン
トをビデオの特殊効果を駆使して描いていま
す。

V96082

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　⑥　とび
ばこ運動（高学年
５・６年編） 0時間10分

　跳箱をいろいろな高さに変えたり，縦，横の
向きに配置したり，ゴムひも等を用いて，開脚
とび，かかえ込みとびなどを楽しく練習し，
「技」にチャレンジする姿を，分かりやすく描
いています。

V96083

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　⑦　てつ
ぼうあそび（低学年
１・２年編） 0時間10分

　ジャングルジムや高鉄棒，低鉄棒，登り棒な
ど８種目の鉄棒あそびを紹介し，楽しく基本の
運動について学んでいく様子を分かりやすく解
説しています。
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V96084
保健衛生・性教
育・運動

小学校器械運動シ
リーズ　　⑧　鉄ぼ
う運動（中学年3･4年
編） 0時間10分

　いろいろな高さの鉄棒に補助員なども設置し
て，鉄棒のにぎり方から逆上がり，だるま前回
りなど，１２種目について，分かりやすく解説
し，組合わせ技へと発展していく様子を描いて
います。

V96085

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学校器械運動シ
リーズ　　⑨　鉄棒
運動（高学年５・６
年編） 0時間10分

　難しい技に挑戦し，練習する様子を，逆上が
りや，ももかけ上がり，前方支持回転など，１
０種目について詳しく解説し，ビデオの特殊技
法を駆使して，分かりやすく描いています。

V96086 道徳・国際理解
お母さんのせいきゅ
う書 0時間20分

　たけしは小遣い欲しさに請求書を作りまし
た。しかし，母の請求書はたけしの心を激しく
揺さぶりました。たけしが書いたお母さんへの
請求書は留守番をしたり，買い物に行ったりし
たお手伝いの請求書です。それを見た母親は，
今度はたけしに請求書を渡しました。金額は０
円。初めはその意味が分からなかったが……母
と子のやりとりを通して，父母への敬愛の念を
深め，家族の一員として，家庭生活に積極的に
かかわる大切さを訴えます。

V96087 道徳・国際理解 校長先生が泳いだ 0時間20分

　水泳大会に出場することになった足の不自由
な明るい少女とその仲間たちの感動の物語。

　身体にハンデをおった少女が，何事にも負け
ないと頑張る中，それを見守る仲間も，決して
揶揄することなく励まします。山間いの廃校と
決まった分校での，先生と子供たちの暖かい物
語を通して，人を思いやる心の素晴らしさ，大
切さを訴えます。「頑張るんだ！」なつみは泳
ぐ，懸命に泳ぐ。再び会場は大声援につつまれ
ていきました。

V96088
交通安全・災害
防犯

負けへんで！６年３
組の阪神大震災 0時間23分

　いま私たちに問いかける，人の温もり，生き
ることへの感謝！。１９９５年１月１７日……
６３００人もの尊い命を奪っていったあの阪神
大震災。西宮市立樋ノ口小学校６年３組も，か
けがいのないクラスメートを失いました。学級
通信「ばこちん」に残された亡くなったクラス
メートの最後の作文。そして，どうすることも
できない深い悲しみの中，「ばこちん」を書く
ことで，少しずつ癒され，快復していく生徒た
ち。命って何だろう？にんげんて何だろう？地
震から卒業までを描く，６年３組，「心」の記
録です。

V96089

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域社会と小学生シ
リ－ズ　①　障害を
持った人とのふれあ
い 0時間20分

　①集団への所属感を深め，学校生活の充実と
発展に資する体験的な活動を行ないます。

　②社会奉仕の精神を涵養する体験活動を行な
います。目や耳の不自由な人，知的障害のある
児童と交流している小学生が相手を理解し，助
け合えるように成長して行く姿をえがいていま
す。■水戸市立赤塚小学校の場合■横浜市立星
川小学校の事例■清瀬市立清瀬第三小学校の
ケース

V96090

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域社会と小学生シ
リ－ズ　②　お年寄
りとのふれあい 0時間19分

　独り暮らしや老人ホームなどで暮らすお年寄
りとの交流を続けている３つの小学校グループ
の姿を描き，いろいろな人や社会とかかわるこ
とが，いかに意義のあることかを示していま
す。■青梅市立藤橋小学校のケース■長野県南
信濃村和田小学校■川崎市の南生田小学校の事
例

V96091

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） やさしい合唱指導法 1時間0分

　①指揮・指揮者・指揮法について

　②夏の思い出（平均運動／しゃくい／予備運
動／中間予備運動，他）

　③踊ろう楽しいポーレチケ（腕全体による叩
き／下膊による叩き他）

V96092

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料現代史－２０世
紀の時代　①　第一
次世界大戦とロシア
革命 0時間19分

　①大戦前夜＝２０世紀初頭のバルカン半島，
ゲルマン・スラブ民族紛争

　②サライェヴォ事件

　③第一次世界大戦＝ドイツ，オーストリアの
同盟国とフランス，イギリス，ロシアの連合国
との間で大戦勃発

　④ロシア革命＝３月革命，レーニンによる１
１月革命が起こる
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V96093

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料現代史－２０世
紀の時代　②　ヴェ
ルサイユ体制下の欧
米・ファシズムの台
頭 0時間19分

　①パリ講和会議と国際連盟＝平和維持のため
の国際連盟発足

　②ワシントン会議＝列強の軍縮会議

　③１９２０年代の欧米諸国＝繁栄するアメリ
カ，経済危機のヨーロッパ

　④世界経済恐慌＝ニューヨーク株式暴落

　⑤ファシズムの台頭＝ムッソリーニ，ヒト
ラーの登場

V96094

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料現代史－２０世
紀の時代　③　第二
次世界大戦 0時間19分

　①第二次世界大戦＝ミュンヘン会議，独ソ不
可侵条約を経て，ドイツ，イギリス，フランス
連合軍に宣戦布告

　②太平洋戦争＝日独伊三国同盟を結び，日本
は真珠湾攻撃，アメリカと対立

　③連合国の勝利＝緒戦は同盟国が大勝する
が，アメリカの参戦により大敗，降伏

V96095

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料現代史－２０世
紀の時代　④　東西
対立と冷戦 0時間19分

　①国際連合＝第二次世界大戦の反省に立って
国際連合発足

　②東西対立＝アメリカとソ連がドイツなどの
戦後処理で対立　ソ連鉄のカーテンをひく

　③ドイツの悲劇＝西ドイツと東ドイツに分裂

　④中国の対立＝中華民国と中華人民共和国に
分裂

　⑤朝鮮戦争＝勃発

V96096

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

資料現代史－２０世
紀の時代　⑤　第三
世界の自立と多極化
する世界 0時間19分

　①アジアアフリカ会議＝第三世界が自立を唱
え，バンドンで開催

　②アラブの民族運動＝イスラエルとアラブ諸
国との紛争絶えず

　③ラテンアメリカとキューバ革命

　④東西の雪解けと東欧諸国の危機

　⑤中ソ対立と文化大革命

　⑥インドシナ戦争からヴェトナム戦争

V96097

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境教育シリ－ズ
①　第二の自然環
境・水田 0時間16分

　弥生時代の頃から始まった稲作と水田の様
子，水田が人類にもたらして来たさまざまな恩
恵，その水田が今，いろいろな意味で危機に瀕
していること，そこから派生するいろいろな弊
害を描き，水田を守ることが豊かな環境と文化
を未来に伝えるということを強く訴える教材で
す。

V96098

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境教育シリ－ズ
②　森は海の恋人 0時間16分

　気仙沼湾に面したカキ養殖漁民が大川の源，
室根山に植林をしています。そうした運動を描
きながら，森林資源の伐採によって山の機能が
喪失し，ひいては海の生物も育たなくなるほど
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教材です。

V96099

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境教育シリ－ズ
③　山の中の大煙突
－公害克服への道－ 0時間17分

　公害問題は今も昔も我々にさまざまな問題を
投げかけているが……　明治の昔，日立鉱山の
経営者久原房之助が公害に苦しむ地域住民と話
し合いながら，公害を少しでもなくそうと住民
と共に闘った感動的なエピソードを通して，環
境問題と取り組む姿勢を考える教材です。

V96100

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境教育シリ－ズ
④　新しい公害－産
業型から都市・生活
型－ 0時間16分

　私たちはさまざまな公害を克服して来たが，
最近，新しいタイプの公害が問題になって来ま
した。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当て，都市・生活型公害と
はどういうものか，どうしたら防げるか，その
現状と問題解決の方向を探る教材です。

V96101

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境教育シリ－ズ
⑤　江戸のリサイク
ルに学ぶ 0時間16分

　今，日本は増え続けるゴミヤ下水処理に困惑
しています。そこで現代の人にはとても想像が
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る教材です。

V96102

自然科学（生
物・天文）、環
境

環境教育シリ－ズ
⑥　私たちのラム
サール条約 0時間16分

　ラムサール条約とは水鳥の生息地を世代に残
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同
じ主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考
え，自然保護に目覚めていく過程を描いていま
す。
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V96103
科学技術・物
理・化学・工学

電気の利用と安全な
使い方 0時間16分

　①発電所から家庭へ

　家庭で利用する電気は発電所から高圧線で町
の近くまで送り，電圧を下げて工場や学校，家
庭に送られる。

　②電気と安全

　電気の事故を防ぐしくみ。家庭の分電盤と屋
内配線の様子。漏電や感電の危険。それを防ぐ
アースの原理屠蘇の危険性。

　③電気機器の点検

　電気機器の点検の仕方とそのポイント。多く
見られる故障あれこれ。

V96104

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

家庭電気器具のしく
み 0時間20分

　①光に換えるしくみ

　発熱によるもの（電球）と，放電によるもの
（蛍光灯）

　②熱に換えるしくみ

　電線の抵抗によって熱を発生（抵抗発熱）さ
せる炊飯器，アイロン

　③動力に換えるしくみ

　モーターを利用した洗濯機，掃除機

　④音に換えるしくみ

　マイクで電気の波に変換し，スピーカーで音
に換える。

　⑤情報に換えるしくみ

　ワープロやパソコンなどで文字や絵を記録
し，印刷する。

V96105

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水泳の安全管理と応
急処置 0時間21分

　事故防止について（指導の心得・指導と監
督・水泳事故）応急処置について（救助の仕
方・人工呼吸）

V96106
保健衛生・性教
育・運動

君たち，エイズをど
こまで知っている？
（中学生） 0時間39分

　エイズ予防教育ビデオシリーズの。
「エイズはなぜこわいか。」「うつるとなぜ死
ぬのか。」「どのようにしてうつるのか。」
「どうしたら予防できるか。」「エイズ感染を
確認するには。」という疑問に答えます。そう
して，正しい知識を身につけて自分の命を大切
にすることを教えています。

V96107 道徳・国際理解 いつも一緒に 0時間21分

　ふとしたことから，こわれた友情。二人の中
学生の心の動き・反省・動揺を描き，心から信
頼できる友だちを持つことの大切さ，友情を育
てていくことの大切さを示唆しています。

V96108 道徳・国際理解
勇気ある選択－許す
ないじめ－ 0時間25分

　いじめは卑劣な行為で，犯罪とも言えます。
こうした基本的人権を踏みにじった行為を根絶
するために，問題が起きた時どうしたらよい
か，その糸口をみんなで考える教材です。

V96109

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

魅惑の林檎
～１０代のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学
習入門 0時間20分

　「ボランティアとは林檎のようなもの。一口
も食べるとそのおいしさに魅せられる」この作
品は，全国各地でボランティア活動を展開して
いる中，高校生たちへのインタビューを中心
に，ボランティア学習の魅力，楽しさを浮き彫
りにし，中，高校生のボランティア活動の推進
を図ろうというものです。

V96110

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 共に生きる 0時間18分

　人間性に溢れた福祉社会を実現するために，
地域の中でのボランティア活動への期待感が高
まっています。この作品は，初めは家事をぎせ
いにしてまで，他人の世話をする母親に疑問を
もっていたものの，母親の行動を見つめていく
うちに，しだいにボランティア活動の真の意味
あいに目覚めていく中学２年の百合子の姿を描
きながら，みんなで共に助け合い，励まし合っ
て「共に生きる」という精神の大切さを考えさ
せる教材です。

V96111
交通安全・災害
防犯

中学生期に多い交通
事故－原因を探る－ 0時間10分

　中学生期に多い交通事故は，歩行中の事故と
自転車乗車中の事故です。それらについて具体
的な例を取り上げ，人的要因，車両要因そして
環境要因がどのように事故につながっているか
を分析し，解説します。さらに，なぜ中学生に
多いのかについて，中学生の心身の状態を解剖
しながら追求しています。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V96112 道徳・国際理解
ゴン太と森の仲間た
ち 0時間20分

　ふとしたことから魔法使いがくれた「しあわ
せの花」の種を育てることになった３人の森の
仲間たち　ー　この作品は，彼らの行動を通し
て，仲良く協力するとはどういうことか，お互
いに助け合う心，がんばりぬいて何かをやりと
げるとはどういうことか，について考えさせる
作品です。対象は主として幼稚園児から小学校
低学年生です。

V96113
漫画・アニメー
ション りゅうのあめ 0時間10分

　昔，印旛沼に竜が住んでいました。ふしぎな
ことにこの竜は，春になると人間の子供に，夏
になると逞しい若者に，秋祭りの頃には美しい
娘に，また冬になると老人に化身して，村人た
ちの暮らしを手伝うのでした。ある夏のこと，
村は大旱魃におそわれた。若者に化身した竜は
天の竜王の許しがないのに雨を降らせて村人を
救ったが，竜王の怒りにふれて体をバラバラに
されてしまいました。竜の頭と腹と尾が落ちた
所に，今もお寺が残っている。このお話を南画
風の動画で描いた作品です。

V96114
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・山の太郎グマ
・カカミジシ 0時間49分

　【山の太郎グマ】

　放し飼いにしている熊の“太郎”と春夫少
年，炭焼きをしている鎌吉じいさん，孫の勘太
の生活から，熊と人間のふれあいを通して，愛
と勇気を教えています。

　【カガミジシ】

　シシ狩りの名人とカガミジシとの対決に，動
物の生きるひとへの知恵が，自然を通して語ら
れています。

V96115
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・片耳の大シカ
・黒いギャグ 0時間49分

　【片耳の大シカ】

　片耳の大シカをリーダーとして，仲良く寄り
添って自然の脅威から身を守っている姿に，団
結の力強さが伝わってきます。

　【黒いギャング】

　森の中の餌場争いに，雛をかばい死んでいく
鶏の姿を見て，人間の心に生命の尊さを教えて
います。

V96116
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・山の大将
・チビザル兄弟 0時間49分

　【山の大将】

　少年と熊の心のなかに，自然の掟の大切さが
分かります。

　【チビザル兄弟】

　森林開発が進み，人里近くの餌場で生活する
猿の知恵と愛情は………。

V96117
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・やせ牛物語
・山へ帰る 0時間49分

　【やせ牛物語】

　心のやさしいお光に育てられた，やせ牛の
モー吉が，闘牛にと育っていきます。傷つく体
を心配する少女のやさしい気持ちが………。

　【山へ帰る】

　人間に飼われていたサルが，野性の群れに戻
ろうとした時，仲間から敬遠されて……。

V96118
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・金色の足あと
・森の王者 0時間49分

　【金色の足あと】

　山から拾われて来た子ギツネは，与える餌を
食べないのに元気でした。両親ギツネが夜の間
に餌を届けていたのです………。

　【森の王者】

　ジョージの危機に敢然と立ち向かう狼犬ロッ
キーの姿に，心のつながりの大切さが描かれて
います。

V96119
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・王者の座
・みかづきとタヌキ 0時間49分

　【王者の座】

　軍用犬と野犬の群れの対決。野犬の王者に
なった軍用犬ナチの一生を通して，愛の尊さを
うたっています。

　【みかづきとタヌキ】

　村の悪童につかまえられた母子ダヌキ。母ダ
ヌキは毛皮商人に，子ダヌキポン太は曲芸団に
売られ，悲しい別れをしました………。
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V96120
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野生のさけ
び
・消えた野犬
・カワウソの海 0時間49分

　【消えた野犬】

　野犬の群れに襲われた正一少年。救ったの
は，正一がかわいがっていた犬でした。しか
し，一度犬となった犬は………。

　【カワウソの海】

　自然の中で育ったカワウソが，人間の作った
檻の中で生活するようになりました。仲間がそ
れを助けにくるのですが………。

V96121
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野性のさけ
び
・犬塚
・森の友だち 0時間49分

　【犬塚】

　狩人がイノシシを追って崖から転落してしま
します。猟犬のアカは，主人のために水や食料
を運びますが………。

　【森の友だち】

　大ワシに母親を奪われた子ザル。子ザルを奪
われた母ザル。二匹が，いつか本当の親子のよ
うになっていきます。

V96122
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野性のさけ
び
・マヤの一生
・白いサメ 0時間49分

　【マヤの一生】

　太平洋戦争の食料難の時代に，犬を飼うこと
は，非国民呼ばわりされていました。犬のヤマ
の行動に平和の大切さを問う作品です。

　【白いサメ】

　伝説の巨大な白サメに賞金がかけられまし
た。二人の少年の対立と友情を描いて，友達の
すばらしさをうたっています。

V96123
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野性のさけ
び
・南島のシシ白耳
・月の輪グマ 0時間49分

　【南島のシシ白耳】

　奄美大島に白耳と呼ばれる知恵のあるイノシ
シが住んでいました。それを退治しようとし
て，イノシシの子供をつかまえてオトリとした
のですが………。

　【月の輪グマ】

　クマに一発の銃弾も撃てずに殺された狩人の
父親に息子は失望していました。しかし，真実
は子供を救うために，自らを犠牲にしたのでし
た。

V96124
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野性のさけ
び
・底なし谷のカモシ
カ
・子ジカのホシタロ
ウ 0時間49分

　【底なし谷のカモシカ】

　伝説の狭い谷に向かう一群を無事にひきいる
ために，リーダーは死をかけていました。その
責任感の力強さに心うたれます。

　【子ジカのホシタロウ】

　海に飛び込む勇気がなかったばかりに，母ジ
カを野犬の犠牲にしてしまった子ジカのホシタ
ロウ。

V96125
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野性のさけ
び
・野獣の島
・赤い霜柱 0時間49分

　【野獣の島】

　たった一人の身内である兄の命を奪った大鹿
を追っているうちに，大鷲に危うく命を落とし
そうになった少年狩人健次を救ったのは……
…。

　【赤い霜柱】

　兎とネズミのために，山は芽や根を荒らさ
れ，次第に枯れ山になっていきます。山枯れを
防ごうと立ち上がる少年たちの勇気は………。

V96126
漫画・アニメー
ション

椋鳩十　野性のさけ
び
・大空に生きる
（前編・後編） 0時間49分

　【大空に生きる】
みなし子の兄弟ワシがいました。兄ワシは人間
に捕らわれ，飼い馴らされましたが，妹ワシ
が，自由の大空に飛び立てと呼びかけます。失
いかけた野生を取り戻し，大空に飛び立ちます
が………。野生動物の本当の自由とは何かを，
スケールの大きな映像で語りかける作品です。

V96127
漫画・アニメー
ション

狼（おいの）森とざ
る森，ぬすと森 0時間19分

　宮沢賢治の作品，岩手山麓に実在する３つの
森，狼森，ざる森，ぬすと森を舞台に昔の開拓
農民の苦労と自然への畏敬の念を，季節ごとの
労働と景観美のなかに描いています。そこに
は，人間の営みは自然の力によって支えられて
いることが民話風に語られています。
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V96128

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いいこといいこと考
えた－遊びで広がる
数量の世界－ 0時間21分

　幼児の知的好奇心の１つである数量が遊びの
中にどのくらいあらわれているか，先生はどん
な関わり方で，数量の世界を子供のなかに広め
深めていくか，現実の保育の中から考えていく
教材です。

V96129

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

みどりぐみこ・じ・
げ・ん・ば
ー幼児の自己充実を
もとめてー 0時間21分

　子供から，自然や路地や空地が奪われて精一
ぱいあそぶことがなくなりました。幼稚園に上
がる前に兄弟ゲンカも，近所の子供と遊んだこ
ともない一人っ子や，団地の部屋でテレビ相手
に育った子が増えています。無気力，無関心，
無責任を売れ憂える中で，目を輝かして活動す
る子，子供の自己充実を考える保育は現代の大
きな課題です。都市化，核家族化の中で，この
作品はこの問題を一緒に考えています。

V96130

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子育て－叱ること
ほめること－ 0時間25分

　「叱ることとほめること」の具体的事例をア
ニメーションでまとめ，理解しやすさと，発展
性のある内容で「子育て」（特に叱る，ほめ
る）を考える教材です。

V96131

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

のぞみ５歳－手づく
りの子育て日記－ 0時間45分

　家族とは－いまそれが問われている時代で
す。金沢に住む，繁男さん怜子さん夫婦は，全
盲という障害を乗り越えて，一人娘（のぞみ）
ちゃんを育ててきました。５年目の春を迎えた
いま，家族３人は固い絆に結ばれています。子
育てをとおして家族とは何か，その原点を見つ
めた５年間の感動の記録です。

V96132

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

マザ－ズロボット
表情のない子どもた
ち 0時間30分

　子供の将来を想い，待ち受けているきびしい
競争社会を想うと，ついわが子を管理し，意の
ままにコントロールする育て方をしてしまいが
ちになります。しかし，そのことが人間にとっ
て，もっとも大切な自立心や感性の発達を阻害
してしまうことがあります。子育ては，一歩さ
がって，ゆとりをもって進めることが大切であ
ることを示唆する内容です。

V96133

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめ早期発見
チェックポイント３
５～子供たちを守る
ために～ 1時間0分

　教育関係者やいじめっ子・いじめられっ子の
家族全員が，いじめの実態を認識し，言葉や暴
力によって傷つき挫折していく子供たちの切実
な悩みをいかにして早期発見できるか，そのポ
イントとなる項目を，これまでの実例に基づい
たドラマ形式で再現・構成したものです。〈主
な項目〉いじめの種類／いじめの構造／家族に
おけるいじめ発見35のポイント／いじめられっ
子の特徴／家庭における対応の仕方・良い例・
悪い例／いじめっ子の親の対応・良い例悪い例
／教育相談機関リスト（全国）

V96134

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

心の叫びがきこえま
すか－いじめ，自殺
を考える－ 0時間35分

　命の大切さをしっかり見つめよう！いじめは
犯罪であり，人権を侵害します。今こそ学校，
家庭，地域が力を合わせて立ち上がるとき。中
学２年生の男子生徒が，いじめを苦に自殺して
しまいました。同様の自殺事件は，その前後に
も起こっている。この映画は，いじめに悩み抜
いて死を選んだ男子中学生と自殺未遂に追い込
まれた女子中学生の，２人の両親の痛恨の思い
を通して，いじめを決して許してはならないこ
とを検証します。早い段階で救うべき親のあり
方家庭，学校，地域が互いに力を合わせていじ
めをなくすことの大切さを強くアピールしてい
ます。

V96135

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめゼロをめざし
て－家庭と学校の連
携－ 0時間30分

　お父さん……お母さん……先生……届いてい
ますか，子供たちの心の叫び。現在のいじめは
見えにくいといわれています。子供たちは大人
を信用せず，それを必死に隠そうとするからで
す。一方，大人たちは子供たちの行動の裏に大
人社会の孕みが大きく影響していることに気付
いていません。いじめ事件が起きたとき，親は
どう対処したらいいのか。学校は親や子供にど
う対応したらよいのか。親や教師の責任と役割
を考え，いじめゼロを目指して子供たちのＳＯ
Ｓを少しでも早く」キャッチする努力を呼びか
けています。

V96136

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室に行けない－登
校拒否のシグナル－ 0時間30分

　学校へ行っても教室に行けず，学校生活の大
半を保健室で過ごす「保健室登校」の子供たち
がます。こうした子供たちの登校拒否のシグナ
ルをとらえるためにはどうしたらよいのか，ま
た，そうした子供たちを立ち直らせるにはどの
ように対応すればよいのかを考える上で参考に
なる教材です。
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V96137

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

ベンポスタ子ども共
和国 1時間39分

　地球は愛の星だから‐スペイン発・生きる歓
び。〈ベンポスタ子ども共和国〉は，スペイン
のオレンセ市郊外にあり，学ぶことと働くこと
と生活することを同時に行なっている共同体で
ある。ここでの生活の３つの要素は，学校と労
働とサーカスの練習です。サーカスは約１４０
人の国民全員が団員で，世界各国で公演し，彼
らの理想である「生きる歓びと博愛」を人びと
に伝えます。彼らの生活に溶け込むことによっ
て，〈子ども共和国〉の魅力と感動が伝わり，
身のまわりの問題に立ち向かう勇気と豊かな創
造力が得られます。※ビデオプロジェクター上
映不可

V96138

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自然にはばたく－躍
動する青少年教育施
設－ 0時間30分

　青年の家と少年の家が果たす教育的役割を明
確にし，ゆとりある学校生活の一環として，ま
た，青少年の人間形成の上からも，今，必要な
施設であり，活動であることを描くきょうざい
です。

V96139

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ゆとりある老後をめ
ざして－生涯学習で
自立－ 0時間27分

　人生８０年代になり，我が国は世界一の長寿
国となりました。２５年後には，４人に１人は
６５歳という超高齢化社会も到来することか
ら，高齢化の過ごし方が真剣に考えられるよう
になりました。そして高齢者なりの自立した生
き方とか，地域の中で支え合い共に生きる必要
性が指摘されています。この作品は，生涯学習
を仲立ちとして，このことと１０年間取り組み
今日では，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
潟大学塾の事例を描いたもので，高齢化社会に
おけるひとつのあり方を示しています。

V96140

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

明日への学び－生涯
学習社会をめざして
－ 0時間21分

　生涯学習という概念の正しい理解と，誰もが
生涯自由に学習の機会を選択して学ぶことがで
き，その成果が適切に評価されるような事例を
描き，その健全な育成に役立つ作品です。

V96141
保健衛生・性教
育・運動

仲間たちがいて喜び
がある 0時間30分

　各地で行なわれている公民館活動４０年の実
践を通して，公民館の役割とその存在意義を浮
き彫りにし，生涯学習が着実に広まりつつある
今日，公的社会教育施設としての公民館の果た
す役割の重要性を訴えています。公民館におい
て，地域課題学習をめざして学級講座が開か
れ，継続学習の未学習者による自主サークル活
動に発展し，環境改善や住民の交歓，住みよい
まちづくくり，お年寄りの福祉の向上等々に行
政の協力のもと，それらの実現に努力する様々
な住民の主体的活動を中心に描いたものです。

V96142

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＨＫ名作１００選
・奥飛騨白川郷～合
掌屋根を葺く～ 0時間50分

　岐阜県白川村では，春を迎えて村人総出で屋
根の葺き替えが行なわれました。合掌造りの屋
根の葺き替えは５０年に一度，しかもそれは古
い屋根をはがした翌日，１日で仕上げられる６
０度もの急勾配の屋根に取りついて，カヤ１万
束を葺く２６０人の村人の活力と知恵。冬から
春の奥飛騨の自然を織り込みながら克明に記録
したものです。

V96143

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＨＫ名作１００選
・大雪山・花紀行～
「神々の庭」の短い
夏～ 0時間45分

　北海道の屋根に広がる日本最大のお花畑。大
雪山系高山植物群落と広大な湿原は今なお自然
の姿を守り続けています。五色ケ岳の斜面に広
がる幅２㎞のお花畑では，７月中旬の２週間あ
まりに，高山植物がいっせいに開花します。人
知れず秘境で短い夏を過ごす生き物たちの生命
のドラマを伝える作品です。

V96144

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＨＫ名作１００選
・豪雪地帯～新潟・
松之山町の１０日間
～ 0時間50分

　生活のすべてを埋め尽くす雪。出稼ぎや老齢
化に泣くこの町には屋根の雪下ろしをする人手
は少ないです。雪国の暮らしは経験をしたもの
でなければわからないといいわれています。近
来にない豪雪に見まわれた昭和５９年の松之山
町。６３７㎝という記録的な積雪と闘う人々の
暮らしを伝える作品です。

V96145

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＨＫ名作１００選
・遠野物語をゆく～
柳田国男の風景（第
１部）～ 0時間50分

　日本民俗学の祖・柳田邦男にとっての生涯の
テーマは，〈日本人の本当の幸福とは何か〉で
した。柳田民俗学の原点となった〈遠野物語〉
に描かれている様々な伝説を素材に，山河の風
景や四季の変化を通して，自然の中で生きる日
本人の心を探求する作品です。

V96146

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＨＫ名作１００選
・遠野物語をゆく～
柳田国男の風景（第
２部）～ 0時間50分

　日本民俗学の祖・柳田邦男にとっての生涯の
テーマは，〈日本人の本当の幸福とは何か〉で
あった。柳田民俗学の原点となった〈遠野物
語〉に描かれている様々な伝説を素材に，山河
の風景や四季の変化を通して，自然の中で生き
る日本人の心を探求する作品です。
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V96147

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ＮＨＫ名作１００選
・深海6000メートル
の驚異～初めて見た
巨大地震の巣～ 0時間50分

　太平洋の海底プレートが日本列島に沈み込む
ところが世界有数の深海，日本海溝であり，活
発地殻活動から巨大地震の巣となっています。
この深海底に，１９８５年の夏，日仏の科学書
が世界最新鋭の深海潜水船〈ノチール号〉で挑
みました。房総沖６０００ｍの初めて発見され
た生物群や，活発な地殻活動の痕跡などを紹介
しています。

V96148

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中国文明と風土　①
漓江を行く 0時間50分

　広西省チワン族自治区を流れる漓江は，山水
画の故郷。その長い歴史と現代の姿を山水画を
おりまぜながら紹介する作品です。

V96149

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中国文明と風土
②長城と運河 0時間50分

　世界的な文化遺産である長城と，中国の富み
を運ぶ動脈である運河に関係の深い地を訪ねそ
の長い歴史と人々の知恵を紹介する作品です。

V96150

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢工房シリーズ　Ⅰ
いきいき粘土遊び 0時間50分

　まず，手や叩き板や竹筒などを使って粘土を
のばし，粘土板をつくります。こうした単純で
ダイナミックな作業を通して，子供たちはダイ
レクトに粘土という素材に出会うことができま
す。次に，その粘土板をもとに，お皿やお面な
どの平面的なものから，土の人形や土鈴・土笛
などの立体的な形の政策へと発展させていきま
す。最後に，できたものを野焼きで焼き上げる
様子を紹介しています。

V96151

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢工房シリーズ　Ⅱ
縄文土器をつくろう 0時間50分

　変化に富んだ文様や見事な装飾をほどこした
土器を生んだ縄文時代。山梨県釈迦堂遺跡博物
館を訪ねて，同博物館の小野先生にその作り方
を聞いています。中央自動車道の工事現場から
発掘された縄文土器を見ながら，蛇文深鉢をモ
デルにした参考制作を行ない，土器づくりの基
本となる技法や，土器作りに欠かせない土のこ
と，縄文の装飾用具のことなどを詳しく紹介し
ています。

V96152

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢工房シリーズ　Ⅲ
ゆかいに動く紙のお
もちゃづくり 1時間0分

　水野先生は紙に命を与える達人です。切った
り，折ったりした紙が，飛んだり歩いたりす
る，思いがけない生き物に変わります。しゃく
とり虫やカニが這い，犬が歩き，馬が走る。紙
の小鳥がさえずり，新聞紙の河童が大きな口を
開けて獲物を食べる。こうした愉快に動く紙の
おもちゃ作りの他，飛ぶ原理に基づいたユニー
クな形や飛び方の飛行機作りなどを紹介してい
ます。

V96153

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢工房シリーズ　Ⅳ
楽しい切り紙造形 0時間50分

　切り紙造形は，作る楽しさと遊ぶおもしろさ
が一体となって，子供たちの好奇心をかきたて
てくれます。四角い紙を折って，鋏で切ると，
たちまちいろいろな形の葉っぱができます。魚
のモビール，止まり木のオウム，カラカラと音
の出そうな骸骨など，今までの切り紙の常識を
越えた創造的な楽しさでいっぱいです。創造と
造形の原理に基づきながら，自由な発想で展開
する水野先生の紙の造形をまとめて紹介してい
ます。

V96154

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢工房シリーズ　Ⅴ
誰にもできる新しい
張子づくり 0時間50分

　張子の型に油粘土を使い，フォルモ（石を砕
いて作った粘土）で表情をつけると，一つの型
からさまざまなイメージのお面が生まれてきま
す。この技法を発展させて，新聞紙などの身近
な材料を使って，愉快な虫から大きな動物まで
個性的な張子を作り，紹介します。水野先生
は，張り子の伝統的な方法をより自由に，誰に
でも楽しめるものにして紹介しています。

V96155

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

夢工房シリーズ　Ⅵ
紙パックでハガキを
つくろう 0時間50分

　牛乳パックの再利用を考える活動の中心に
なってきた平井初美先生の指導と実演を交えな
がら，牛乳パックから良質のパルプを再生し，
手すきハガキを作る方法とそれを発展させた古
紙り再生や草木染ハガキ，色紙などの作り方を
まとめて紹介する教材です。台所用品など身近
にある道具や材料を活用して，子供からおとな
まで誰でもオリジナル手すきハガキづくりが楽
しめるように構成されています。

V96156

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 落葉広葉樹の森 0時間20分

　この作品は，落葉広葉樹の森が私たちにどの
ような恩恵をもたらしているかを描き，森を
守っていくことの大切さを訴えています。

　①落葉広葉樹の森ー幾重にも積み重なった落
ち葉は，栄養豊富な腐葉土を作り，そこから豊
かな生態系が築かれていきます。

　②森がもたらす恩恵ー「緑のダム」とも呼ば
れる落葉広葉樹の森。多くの生命を育むこの母
なる森の大切さを強く訴えかけます。
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V96157

自然科学（生
物・天文）、環
境

身近な環境問題を考
える 0時間30分

　人類が直面している地球環境問題は掘り起こ
し方によっては，解決可能な身近な問題として
とらえることができます。この視点で，地球環
境問題の現状や対策，実践可能な対応の仕方な
どを，ひとつひとつ整理しながら分かりやすく
描いている地球環境問題を考えていくジェネラ
ルガイダンスです。（１９９２年制作）

V96158

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

リサイクル文化都市
をめざして 0時間21分

　今，どこでも問題となっているのがゴミ処理
の問題です。この作品は，それを資源の再生と
して考え，リサイクル社会を目指す町田市の場
合を実例としながら，現状の分析とその対策，
将来の展望を探ります。そして，ゴミ問題を契
機とした新しい共同体意識の芽生えなど，住民
ひとりひとりに関わる問題として，ゴミ問題を
一緒に考えていこうとするものです。

V96159

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

法廷劇「自然の権
利」訴訟 1時間-2分

　奄美の森を守るため，クロウサギやルリカケ
スがゴルフ場の開発差し止めを求める裁判をお
こしました。「自然の権利」は，動物や鳥，植
物などの生物をはじめ，山や川や谷などの自然
物にも存在し続ける権利を認めるというもの
で，それらが構成する生態系に重大な影響を及
ぼすほどの開発（破壊）を受けそうなときに，
自然物になりかわって人間が差し止め裁判をお
こせるという考え方です。この「自然の権利」
について分かりやすく紹介しています。

V96160
交通安全・災害
防犯

トラちゃんの消防隊
長 0時間15分

　ストーブのある暖かい部屋にいるトラちゃ
ん，ヨッちゃん。飛ばした紙飛行機がストーブ
に入って火事になり，近所の人たちの手際よい
消火で鎮火しました。その夜，夢の中で消防隊
長になったトラちゃんが大活躍するお話です。

V96161
交通安全・災害
防犯 暴走の報い 0時間28分

　関本卓治（１７）はオートバイに夢中です。
グループでローリングに出かけ，仲間と別れた
後も指定速度を越えて走っていた卓治は，ライ
トの中に横断中の人影をとらえ，急ブレーキを
かけたが間に合いませんでした。この悲劇，も
ともと言えば，ただスピードの快感のみを追求
し，交通ルールとマナーそして安全運転の心を
欠いたライダーの無謀運転から，起こるべくし
て起こったものです。被害者とその家族は……
加害者の一家……。「安全運転の心」の大切さ
を説く作品です。

V96162

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

あなたにもできる
車椅子の介助 0時間9分

　健常者が何気なく歩いている街も，車椅子で
行動しようとすると，さまざまな障害に出会い
ます。本作品は，車椅子とともに町を歩きなが
ら，さまざまなケーススタディを通して車椅子
の介助の仕方を描き，介助を必要としている人
を見かけたらまず声をかけてみるなど，何事も
コミュニケーションから始まることを教えてい
ます。

　①段差の越え方

　②溝などの越え方

　③坂道では

　④でこぼこ道や悪道では

　⑤階段の昇り降り

　⑥電車に乗り込むとき

V96163

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

視覚障害者の介助－
その誘導の仕方－ 0時間10分

　視覚障害者は決まったルートなら介助者がい
なくても，目の役割をする白杖や点字ブロック
を頼りに移動することができます。しかし，現
実の街中ににはいろいろな障害があって困る場
合が多々あります。そういう人を見たらどうす
ればよいのでしょうか。さまざまな事例を通し
て誘導の仕方を具体的に示して紹介してます。

　①視覚障害者が困ること，分からないこと

　②誘導の仕方とやってはいけないこと

　③階段の昇り降り

　④エスカレーターに乗るときの介助の仕方

　⑤レストランでは
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V96164

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

聴覚障害者とのコ
ミュニケーション 0時間9分

　聴覚障害者は見た目だけでは識別も，どう
困っているのかも分かりにくいだけに対応法も
むずかしいです。そこで，コミュニケーション
を図り，日常の情報を提供することは耳の不自
由な人にとってたいへんな助けになるが，その
ために心得ておきたい点を紹介します。

　①聴覚障害者は自分の発している声を識別で
きない。

　②会話は手話だけでなく対面で声を出して行
なう

　③文字は簡潔，文章は明確にまた，道の教え
方や電話連絡の介助の事例を紹介します。

V96165
保健衛生・性教
育・運動

それからの季節－自
然の時のめぐり更年
期を考える－ 0時間30分

　ある人は子育てが終わって子離れを体験する
ころ，ある人は生き方のスタイルの変換につい
て意識し始める頃に，女性は更年期を迎えま
す。その時期に起こるホルモンの急激な減少と
それによる体の変調，そして閉経。この時期の
女性は思いがけず精神的・肉体的にバランスを
崩すことが多いです。ここでは，更年期の体と
心についての医学的な情報を伝えるとともに，
４人の女性に体験を語ってもらうことで更年期
を実感で捉えてもい，。生き生きと生きていく
ために女性が自らの体と心に耳を澄ましてみよ
うと提案しています。

V96166
保健衛生・性教
育・運動

骨髄移植　いのちの
ボランティア 0時間34分

　これは，ある患者の闘病過程を追いながら，
骨髄移植の過程を記録した作品です。ドナー
（骨髄液の提供者）登録した人，実際に骨髄を
提供した人などの話を交え，映像を通して将来
ドナーとなる可能性をもつ若い人たちをはじめ
一般の人々にも広く骨髄移植への理解と支援を
求めるものです。

V96167

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

東北の電気物語　時
の流れ「宮城編」 0時間28分

　このビデオは，宮城県の電気事業の歴史を，
当時の人々の生活や産業活動との関わりを中心
に紹介しています。生活の向上や産業発展に貢
献してきた電気の役割，ひいては電気事業の地
域における役割について，一般の方々に認識を
深めてもらうことをねらいにして制作された教
材です。

V96168

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

橋本総理の外交記録
Ⅰ 0時間30分

　（社）ニュース映画制作者連盟の製作による
広報ビデオです。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（ＡＳＥ
Ｎ）日米首脳会議，リヨン・サミットなどの外
交舞台で積極的な提案を行い，世界の平和と繁
栄に向けて精力的な外交活動を展開していま
す。これは，これらの橋本総理の外交活動をま
とめて紹介するビデオです。

V96169
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
ママだって満たされ
たい！ 0時間30分

　年中無休の母親業，息切れを感じることはあ
りませんか。子供も大切だけれども自分も大
切。そんな思いはどうすればよいのでしょう
か。　中耳炎（放送日　平成８年１０月５日東
北放送テレビ）

V96170
保健衛生・性教
育・運動

すこやかさんこんに
ちは　・お熱ってな
あに 0時間30分

　子供の病気の症状の中で，最もありふれてい
るのに，心配してしまうのが発熱です。その仕
組みや意味を知って，上手につき合う方法を考
えてみましょう。　おねしょとひん頻尿（放送
日　平成８年１０月１９日東北放送テレビ）

V96171

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　論理的な
話し方 ﾃﾞｲﾍﾞｰﾄ 0時間6分

　①ディベートとは言語運用能力を育成するた
めの一方法として注目されている一種の競技で
す。この作品は論理的な話し方を身につけるた
めの一方法として，国語科の授業における取組
みを提案しています。

　②現代の生活で，私たちは潤いのある感性豊
かなやまとことばでしか表せない心を見失って
はいないでしょうか。やまとことばの世界に注
目し，一語一語にこめられた意味の奥行きや広
さに触れながら，その根底にある日本人の心や
考え方を再認識して見ましょう。

V96172

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

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 0時間45分

　イギリスの伝統文化の象徴，英国王室は今も
馬の文化と深く関わっています。この王室を守
り，ともに歴史を築いてきたのが，ホース・
カーズと呼ばれる英国王室近衛騎兵。バッキン
ガム宮殿を出た女王陛下の馬車は，近衛兵に守
られてロンドンの都大路をゆっくりと進みま
す。今も中世騎士道の伝統と誇りを守り続ける
現代の騎士たち，英国王室近衛騎兵の姿を華や
かなトゥルーピンク・ザ・カラーを舞台に描い
ています。
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V96173

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　いっぱい　あ
そぼう 0時間30分

　楽しく自由に遊ぶことで子供たちの世界は広
がっていきます。豊かなこころは遊びをとおし
て育まれています。

　①すこやか健康メモ

　②自家中毒

　③小さな人形劇の会　ベベ

　④作品紹介（放送日　平成８年１１月２日東
北放送テレビ）

V96174
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　みんな　違っ
ておもしろい 0時間30分

　人は赤ちゃんの時からお乳の飲み方もおも
ちゃの好き嫌いも違う，豊かな個性を持ってい
ます。そのすてきな違いを，育児においても大
切にしていくことがたいせつです。

　①すこやか健康メモ

　②咽頭炎と偏桃炎

　③祖父母学級

　④お便り紹介（放送日　平成８年１１月１６
日東北放送テレビ）

V96175

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　お口に入れな
いで 0時間30分

　子供の手に届くところに，危ないものはあり
ませんか。誤飲の防止とその応急手当てについ
て考えてみましょう。

　①すこやか健康メモ

　②成長痛

　③なにわのお母ちゃんの会

　④お便り紹介（放送日　平成８年１１月３０
日　東北放送テレビ）

V96176

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　おいしく　食
べよう 0時間30分

　きょうは，何のメニューにしよう？おいし
くって，栄養があって，簡単にできるもの！
幼児期の食事を考えます。

　①すこやか健康メモ

　②インフルエンザ

　③ママと双子ちゃん

　④お便り紹介（放送日　平成８年１２月１４
日　東北放送テレビ）

V96177

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

炎の証言－打ち続い
た空襲－ 0時間30分

アメリカ軍の日本本土への攻撃は，昭和２０年
８月１５日正午の玉音放送が始まる直前まで続
き，一般市民だけでも数十万の方々が犠牲にな
りました。このビデオは，今日の平和と繁栄の
礎として，当時の証言を集めたものです。

V96178

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

うっかり奥様のＰＥ
Ｔボトルリサイクル 0時間18分

　ＰＥＴボトルのリサイクルには，使用済みの
ものを加工して再利用するマテリアルリサイク
ル，焼却して発生する熱エネルギーを利用する
サーマルリサイクルなどがります。このビデオ
は，マテリアルリサイクルについての理解を深
めてもらうことを目的として制作された教材で
す。

V96179

自然科学（生
物・天文）、環
境

資源が生きるＰＥＴ
ボトルリサイクル 0時間16分

　ＰＥＴボトルはもはやごみではありません。
ＰＥＴボトルのリサイクルのノウハウと，効果
的な利用法を完全リポート。今，限りある資源
を有効に使うために，全国規模で様々なリサイ
クルが始まっています。このビデオは，その中
でも特に注目されているＰＥＴボトルのリサイ
クルの近況を報告しています。また，リサイク
ル工場の実際や，そのノウハウ更に，その成果
としての再利用品を併せて紹介しています。
企業・提供ＰＥＴボトルリサイクル推進協議会
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V96180

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

くらしとともに造幣
局 0時間20分

　造幣局はめ明治４年に創業，平成８年で１２
５周年を迎えました。このビデオは，これを記
念し造幣局の事業を一般に紹介する目的で制作
されたものです。

　〔主な内容〕

　①貨幣の製造

　②プルーフ貨幣の製造

　③勲章・褒賞の製造

　④金属工芸品の製造

　⑤貴金属製品の品位証明

　⑥貨幣のセットの販売

　⑦研究・技術開発

V96181
保健衛生・性教
育・運動

あなたを待っている
人がいる -血液の難
病から命を救う骨髄
移植- 0時間15分

　骨髄移植は，“血液のがん”といわれる白血
病をはじめとする血液難病の有効な治療法で
す。このビデオは骨髄移植を受けて社会復帰し
た患者，骨髄移植を支えるドナー，医師などを
通して，ドナー登録への意欲を喚起し，骨髄移
植について具体的に分かりやすく解説していま
す。

　〔主な内容〕

　①骨髄移植とは

　②骨髄移植を受けた人のコメント

　③骨髄バンクの役割

　④ドナー体験者の声

　⑤ドナー体験者の声ドナー登録への呼びかけ

V96182

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・お父さんの
役割 0時間30分

　父親は，子育てにどうかかわるべきなので
しょう。母親とは違うその存在と役割を考えま
す。すこやか健康メモ　　グループ（咽頭炎）
パパ・ママのキッズふれあいクラブ　　『布の
絵本　はらべこあおむし』の紹介（放送日　平
成９年１月１１日　東北放送テレビ）

V96183
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは　・じゃれあい
ふれあい　たっぷり
と 0時間30分

　仲間との交わりは，全身を使って泣いたり，
笑ったり。時には厳しいけんかも。子供達はお
互いの自己主張のぶつけあいから，人との付き
合い方を学びます。すこやか健康メモ　歯の話
パパ・ママのキッズふれあいクラブ　向山の
『のぞみ文庫』の川端英子さんの紹介（放送日
平成９年２月８日　東北放送テレビ）

V96184

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは　・あっあぶな
い 0時間30分

　子どもたちの身のまわりには危険がいっぱ
い。事故は生命を脅かす第一の原因です。子供
を事故から守るためには？すこやか健康メモ
腸重積パパ・ママのキッズふれあいクラブ（放
送日　平成９年１月２５日東北放送テレビ）

V96185

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 働くお母さんへ 0時間30分

　働くお母さんは育児と仕事のつながり。仕事
と育児を楽しく自信を持って両立させるには…
…すこやか健康メモパパ・ママのキッズふれあ
いクラブ（放送日　平成９年２月２２日東北放
送テレビ）

V96186

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やっぱり子どもを育
てたい！ 0時間16分

　少子化問題の現状と，子育ての社会支援をめ
ぐる動きを紹介しています。育児への不安や負
担感を訴える若いカップルが増えるなか，行政
は，地域社会は企業は，安心して子どもを生み
育てることができる社会環境を目指して，それ
ぞれ新しい子育て支援に取り組んでいます。こ
こでは，国が進めている少子化支援策のエンゼ
ルプランに基づいて，大きく変わりつつある保
育の現場と，いきいきと育児に励む父母たちと
それを支える人々の姿を紹介しています。

V96187

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

地に山に海に－農林
水産リポート－ 1時間0分

　このビデオは，私たち日本人の生活の基本で
ある農林水産業の現状と，現在の世界の農林水
産業の流れを，農業・林業・漁業・食料サミッ
トの順に紹介しています。

V96188

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 まなびピア福岡´96 0時間24分

　平成８年１１月６日～１１月１０日に，北九
州市・福岡市・大牟田市・久留米市・飯塚市
・田川市・宗像市を会場に，第８回全国生涯学
習フェスティバルが開催されました。このビデ
オは，愛称を『まなびピア福岡´96』，大会
テーマ『未知とわたしの出会う道』として開催
された『第８回全国生涯学習フェスティバル』
の記録です。
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V96189

自然科学（生
物・天文）、環
境

動いた！波力エアポ
ンプ 0時間22分

　第３８回科学技術映画祭において，科学技術
長官賞を受賞した作品です。

　〔内容〕

　①進行波と定常波の水の運動と波力エアポン
プ（１２分）

　②連結位相板と波力エアポンプ（５分３０
秒）

　③曲面反射板　波力エアポンプ（４分３０
秒）

V96190

自然科学（生
物・天文）、環
境 教えて！ボルタ先生 0時間24分

　ミニ四駆で遊んでいた仲良し３人組が，電池
切れをきっかけに自分たちで電池を作ろうとし
ます。納戸にあった昔の本で調べようとする
と，３人は２０００年前の本の世界に吸い込ま
れてしまいました。なんとそこは，電池を発明
したボルタ先生の実験室。３人はボルタ先生先
生の手ほどきを受けながら実験をはじめます。
創造性は，自分で作り考えながら実験する過程
で生まれます。レモン電池のような手軽な実験
を通して，子供達は本当の科学の楽しさ，不思
議さを理解してもらう教材です。

V97001

自然科学（生
物・天文）、環
境 おもしろ科学大発見 0時間18分

　科学技術の不思議を解き明かし，具体的な実
験を通して，科学を身近に感じてもらえるよう
に分かりやすく解説しています。身近な材料を
使って，だれもが気軽に楽しめる「シャボン
玉」。シャボン玉に隠された科学の謎を，科学
の実験名人として活躍しているサイエンス・プ
ロデューサーの米村田傳治郎さんに登場してい
ただき，家庭でだれもが気軽に楽しめる「シャ
ボン玉の実験」を紹介している作品です。

V97002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

橋本総理の外交記録
Ⅱ 0時間35分

　このビデオは，中南米諸国歴訪，国連総会出
席，ＡＰＥＣ首脳会議出席，東南アジア諸国歴
訪，日・ペルー首脳会議（於；カナダ）など，
積極的な外交を展開している橋本総理の外交活
動を取りまとめたものです。

V97003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

未来へ夢をつなぐ貞
山運河 0時間12分

　貞山運河の歴史やかかわりの深い人物，現在
の様子，使われ方を紹介し，地域の歴史的価値
にふれることで未来への展望を持たせ，地域へ
の認識を深めさせることを意図して制作された
教材です。（制作 　六郷小学校視聴覚教材制
作委員会）

V97004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台七夕をささえる
人－竹細工職人－ 0時間12分

　伝統的な工業の学習は，これに携わる人々が
どのような工夫や努力をしているのかを考えさ
せる事が大切です。ここで教材化した竹細工
は，仙台に古くからある伝統工業の一つです。
この伝統的な工業を守り続けてきた人々の努力
や，自分たちの生活との関わりについて考える
ことができるように，竹細工の工程を記録した
ビデオです。（制作　仙台市小学校教育研究視
聴覚研究部会 地域ソフト制作委員会B部会）

V97005

自然科学（生
物・天文）、環
境

月－満ち欠けがかた
る光のドラマ 0時間0分

　小学校５学年の理科で学習する「月の満ち欠
け」は平面の図や写真で説明するだけでは，な
かなか理解しにくい内容のひとつです。このビ
デオは，月の満ち欠けの不思議を，モデル実験
及び実写をとおして探っています。（制作
六郷小学校 　教諭　山口薫）

V97006

自然科学（生
物・天文）、環
境

身近な自然をのぞい
てみよう－天気図を
調べる 0時間7分

　昔の人々の生活は，現在の生活以上に天候に
左右されています。仙台地方にも，昔から天気
に関する諺が伝えられています。特に，農作業
は天候と関係が深く，地域に天候に関する言い
伝えがあります。身近な自然を注意深く観察し
ていく方法を紹介しており，学習に生かせる内
容です。（制作　仙台市小学校教育研究視聴覚
研究部会 地域ソフト制作委員会会A部会）

V97007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

いずみの歴史探検Ⅰ
－満興寺，白石城址
－ 0時間12分

　仙台市泉区根白石地区の古刹『満興寺』に伝
わる七不思議伝説を取り上げ，その周辺の歴史
探訪記録と史跡の掘り起こしを中心とした，地
域情報発信を試行制作された教材です。また，
簡単なガイドもかね，市民が地域の歴史に興味
を持ち，自分自身の足で実際に探検してもらい
たいとの願いも込めた作品です。（制作　松陵
市民センター）

V97008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

立ち上がる民衆－仙
台の米騒動 0時間14分

　大正時代に起きた仙台の米騒動の概要を，当
時の絵画・写真・新聞などの資料から教材化
し，社会に与えた影響を考え，大正時代の学習
課題つくりの契機にするのに適した教材です。
（制作　南小泉小学校　映像教材研究グルー
プ）
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V97009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくらのかかしまつ
り 0時間15分

　農業を生業とする家庭の多い地域の児童たち
が，秋祭りを調べ，話を聞き，参加したりし
て，自分たちだけの収穫祭をつくりあげ，郷土
芸能を体験的に学ぶ活動を記録したものです。
（制作 　実沢小学校 　視聴覚教育部）

V97010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

秋保電鉄と沿線の歴
史を探る 0時間15分

　かつて，仙台市の長町から秋保温泉の間を結
んでいた電車，『秋保電鉄』は西多賀地区の生
活に関係の深いものでした。この作品は，『秋
保電鉄』の足跡を実地踏査し，その様子を記録
し地域情報として活用するために制作されたも
のである。（制作 　西多賀市民センター）

V97011

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

太陽の子メグちゃん
の水産業案内 0時間15分

　魚や貝，海草は，どうやって私たちの食卓に
やってくるのでしょうか。この作品は，漁業の
種類，水産加工品，流通，これからの日本の漁
業などを，アニメーションを使って小学生にも
理解できるよう，やさしく解説している教材で
す。

V97012
保健衛生・性教
育・運動

じょうぶな骨をつく
ろう 0時間8分

　国民栄養調査，カルシュウムの摂取量を下
回っています。最近，学校においては，ささい
な原因で児童のけがや骨折が多くなっていま
す。このことについて，カルシュウムの摂取不
足が原因の一つと考えられています。そこで，
丈夫な骨づくりのために，児童の視覚にうった
える栄養指導教材として，このビデオは制作さ
れました。（制作 　古川市学校栄養士会ビデ
オ制作班）

V97013

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

亘理の漁場－海で働
く人達－ 0時間20分

　亘理荒浜港には，様々な種類の魚が水揚げさ
れています。このビデオでは，その漁の方法
や，そこで働く人たちの様子を紹介していま
す。仙台湾でとれるカレイは味のよいことで知
られ，秋には，地元でとれた鮭を使った『はら
こめし』は全国的に有名になり季節料理であ
る。ここでは，地元でとれる魚介類を紹介しな
がら，漁業の現状や普段見ることの出来ない漁
の様子を紹介しています。

V97014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 栗原歴史マップ 0時間18分

　このビデオは，栗原郡内各町村教育委員会発
行の社会学習資料（副読本）の単元『大むかし
のようす，大むかしの人々のくらし』の映像化
を試みたものです。文化財等の映像資料を通し
て，古い時代の事象に興味や関心を持たせると
ともに，身近な文化財や遺跡を調べようとする
意欲を高める教材として制作されました。（制
作 栗原地域広域行政組合視聴覚教材センター
専門部会）

V97015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

荒れ野に水を
ー八志田ぜき用水ー 15分

七ツ森の麓に広がる大和町吉田の田園地帯・八
志田原は吉田川より２０メートルも高いところ
を流れている。今から４００年以上も前に，こ
の高低差を克服して，何と３キロメートルも上
流からトンネルを掘り，沢には樋をかけて水を
引いて来た人がいる。その工夫と苦労の様子を
絵や図で表現しその後の，水にまつわる人々の
暮らしとこれからの役割などを，インタビュー
と映像で表現した。（大和町教育委員会編･社
会科副読本『わたしたちの大和町』に準拠）
（制作 　黒川自作教材制作ｸﾞﾙｰﾌﾟ　七つ森）

V97016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ふたつの北上川－旧
北上川と北上川－ 0時間13分

　石巻で海に注ぐ北上川の水は多くの水田を潤
し，川沿いの広い地域の発展に大切な働きをし
ています。ところが北上川の流れは，昔から現
在のように流れているわけではなく，現在の地
図を見ると旧北上川と北上川が，その秘密を知
る人は多くありません。そこで，北上川改修と
川村孫兵衛や明治の国策について知らせ，郷土
の歴史を理解させる教材です。（制作 　石巻
自作教材グループ）

V97017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

石越の芸術と文化Ⅲ
「寛圃とその作品」 0時間15分

　石越出身の明治時代の日本画家・寛圃の紹介
とともに，数々の作品をビデオに納め，町の文
化財への正しい理解と愛護意識の普及，そし
て，文化財の永久的な記録保存をねらいとして
制作された教材です。実存した人物を描写する
にあたり，制作段階で判明している姿を，その
まま表現することで貴重な絵画に触れる機会を
与えてくれます。制作 　石越町文化財ビデオ
制作ｸﾞﾙｰﾌﾟ）

V97018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

『笠島はいづこさ月
のぬかり道』
ー「おくのほそ道」
と名取」ー 0時間15分

　松尾芭蕉の「おくのほそ道」の中で，名取市
は「笠島」「藤中將実定」「箕輪」「道祖神」
「かた見の簿」を通して紹介されています。こ
こでは「おくのほそ道」を中心にたどること
で，郷土の歴史的・文学的価値に触れ，郷土の
素晴らしさを確認させたいとのおもいで制作さ
れた教材です。（制作 名取市自作教材グルー
プ）
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V97019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 村田のひなまつり 0時間17分

　村田町は，江戸時代から明治・大正時代にか
けて，県南地域の商業の中心地として，また交
通の要衝地として栄えました。町の中心部に立
ち並ぶ土蔵群は，その当時の繁栄ぶりを伝える
ものです。村田町の蔵の中には，古いひな人形
がたくさん残っています。『どうして，こんな
に村田にひな人形が現存しているのか』を紹介
し，より一層ふるさとの歴史に関心を持つ契機
になることを願い制作された教材です。（制作
村田町歴史みらい館視聴覚研究会）

V97020

自然科学（生
物・天文）、環
境 カタクリ賛歌 0時間19分

　ユリ科の植物カタクリは，落葉樹林の林床に
咲く早春を代表する花であす。雪国の花『カタ
クリ』の芽生えから，一斉に開花するまでを，
周りの自然と人々の暮らしの中でとらえていま
す。そこには，共生するたくましさ，草木や山
神に対する人々の祈りがありました。（制作
気仙沼自作教材グループ）

V97021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして　自己紹介
から始まるあなたと
私 0時間18分

　「自己紹介から始まるあなたと私」

　出会いは、言わば一瞬のチャンスです。人と
人との触れ合いの大切さに気付き，積極的に仲
間作りができるようにするために，『自己紹
介』の効果的な実践について考えさせる教材で
す。

　〔あいさつが心を結ぶ〕

　『あいさつ』は，人間関係を築くためのコ
ミュニケーションのきっかけとして重要な意味
を持ちます。このビデオは，人々が改めてコ
ミュニケーションの基本とは何かを考え，『あ
いさつ』の意味を再確認するよう提案していま
す。

V97022

自然科学（生
物・天文）、環
境 エネルギーの未来 0時間18分

　現在，エネルギー問題について，化石燃料の
枯渇や地球環境問題への対応等の観点から，再
生可能で環境負荷の少ない，新エネルギーの開
発が重要な課題となっています。このビデオ
は，中学校学習指導要領の理科第１分野
「（６）運動とエネルギー」の「ウ仕事とエネ
ルギー」と「エ科学技術の進歩と人間生活」お
よび第２分野「（６）大地の変化と地球」の
「ウ地球と人間」に着目し，エネルギー利用と
地球環境問題との関連から，エネルギー開発の
意義と現状についてわかりやすく解説している
教材です。

V97023

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

窯の火はきえたけど
－堤町と焼き物 0時間25分

　伝統的な景観を次々と消し去りながら，拡大
を続ける政令都市仙台。その市街地に隣接した
堤町は，江戸時代寛文年間までおかれた足軽町
で，奥州街道の北の出入り口にあたりますがこ
こで，仙台の風土に根差した焼き物が作られて
いることは，私たちの記憶から徐々に遠ざかり
つつあります。この堤焼きの操業を，最後まで
続けた佐大商店の佐大窯は，佐藤達夫氏が収集
した堤焼に関する資料と共に，現在も当時のま
ま残されており、このビデオでは現在も操業が
続けられている堤人形の制作の様子を紹介して
います。

V97024

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 仙台浜の漁業 0時間25分

　私たちの暮らす仙台の町のすぐ前には，魚の
湧きあがる海が広がっています。この海に面し
た若林区荒浜は江戸時代以来の集落で，農業と
共に漁業が営まれてきました。ここは，仙台の
唯一の海水浴場でもあります。ここの沖合で行
なわれる小型定置網の漁業は，猟師の高齢化や
後継者不足でやや陰りが見えてはきたが現在も
健在です。このビデオでは，魚を追う漁師さん
の営みと，今も受け継がれている地域に残る行
事や習慣などを紹介しています。
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V97025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

出帆！夢航路未来号
～県政推進の方向と
成果 0時間20分

　県政推進の方向と成果をとりまとめた，宮城
県の広報ビデオです。県民一人一人の夢を大切
に

　①日本一の福祉先進県づくり

　②次代を切り拓く人づくりと文化・スポーツ
の振興　地域の夢を育む

　③個性と誇りに満ちた地域の創造と県土の均
衡ある発展

　④恵み豊かな自然と共生する書いてきた環境
の創造　日本，そして世界の夢につなぐ

　⑤変革に挑戦する「みやぎ」の産業経済の活
性化

　⑥アジア・太平洋の拠点「みやぎ」の基盤整
備

V97026 道徳・国際理解
ブランコ乗りとピエ
ロ 0時間54分

　小学校高学年の授業に直接使える（資料編）
と，これを使用した授業例（活用編）で構成さ
れています。『小学校道徳教育推進指導資料
（読み物資料とその利用）２』（平成４年刊
分）所収の「ブランコ乗りとピエロ」をビデオ
教材化したものです。アニメーション映像と音
響効果により，感動的な作品になっています。
資料編の後に，授業に生かせる静止画像が添え
られていおり，活用編では，３つの授業をもと
に，さまざまな指導方法を紹介しています。
（資料編は１５分）

V97027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

世界を結ぶ日本の海
運 0時間30分

　四面を海に囲まれた，輸出入物資のほとんど
を海上油送に依存する日本にとって，長大な海
の道はまさに生命線です。日本の外航商船は，
瞬時も休みなく地球上を，物資と文化を運んで
世界を駆け巡っています。しかし今，日本の海
運は，激化する国際化競争の真っ只中に有り，
激しい試練にたたされています。今，日本の海
運は，胎動するアジアの明日を見据え，グロー
バルかつ高品質のサービスに応え，豊かな国民
生活に寄与すべく，２１世紀に向けて的確に針
路をとりつつあります。

V97028 道徳・国際理解
世界の中の日の丸・
君が代 0時間27分

　世界の国々の国旗・国歌は，独自の歴史と理
想が込められています。　我国の国旗「日の
丸」・国歌「君が代」の歴史をたどり，そこに
込められた日本の心を探ります。

　主な内容〕　◎世界各国の国旗・国歌に込め
られた歴史や理想を紹介。　◎学校ではいかに
教えられているか，米国・タイの現地レポー
ト。　◎千年以上の古い由来を持つ「日の丸」
「君が代」。武士から庶民まで広く親しまれて
きた歴史と国旗・国歌制定のいきさつをたどり
ます。

V97029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

品井沼干拓「水との
たたかい三百年」 0時間20分

　品井沼干拓事業は，３００年以上前の元録時
代から始められ，沼の水を排出して，広大な谷
地を田畑にしようというもので，機動力のな
かった当時としては大変な事業たったと思われ
ます。この教材は，教師の教材研究や事前指導
の一環として活用できます。

（制作　鹿島台家庭教育学級Ⅰ期会）

V97030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 海の恵みと日本人 0時間30分

　現在，日本の漁業は「とる漁業」から「資源
管理型漁業」への移行が大きなテーマになって
います。しかし，日本の各地には古くから「資
源保護・漁場保全」の考えに基づいた漁業を営
んでいたところが残っています。これらの漁
村・漁業者に伝わる独自の歴史・思想・文化・
漁法を通して，先人達が育んできた「海の恵み
を活かす日本人の知恵」に焦点を当てながら，
日本の各地に伝わる「自然と共存・共生」する
漁業の実際を描き，その重要性の認識を深めて
ほしいと考え制作されたものです。

V97031
交通安全・災害
防犯

どうろのあるきか
た・わたりかた 0時間10分

　子どもの交通事故で，いちばん多い飛びだし
事故。飛びだし事故の多い場所や気をつけるこ
と，また雨の日に歩くときの注意など，安全な
歩行のルールやマナーを分かりやすく描いてい
る教材です。

V97032
交通安全・災害
防犯 はじめての自転車 0時間10分

　自分の体にあった自転車の選び方をはじめ，
運転の仕方や走るときの注意点。またマナーや
点検の仕方など，自転車にはじめて乗るときに
必要な知識を，分かりやすい映像で紹介してい
ます。
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V97033
交通安全・災害
防犯

ドクターＸの自転車
安全セミナー 0時間21分

　危険な自転車の乗り方をしていた少年たちを
相手に，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，具体的に分かりやすく描いていま
す。

V97034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ディベートを楽しも
う
ーわたしたちの学校
の昼食は，べんとう
がいいか給食がいい
かー 0時間20分

　ディベートは，一つのテーマを賛成，反対の
２チームに分かれて，試合形式で論議を戦わ
せ，賛成・反対の主張のどちらが説得力がある
かを審判が判定して，勝ち負けが決められま
す。ディベートを通して，こどもたちの聞く
力・話す力・理解する力・考える力は，格段に
アップするといいます。実際のこどもたちの
ディベートを通して，その方法・ルールを紹介
します。

V97035

自然科学（生
物・天文）、環
境

植物のつくりとはた
らき－水の通り道－ 0時間15分

　根，茎，葉の構造とはたらきを観察し，水が
根から茎を通り，葉の気孔から蒸散するまでを
実験やアニメなどの特殊撮影などで分かりやす
く理解できる教材です。

　①根から水とり入れる

　②葉から出ていく水

　③茎を通っていく水

V97036

自然科学（生
物・天文）、環
境

星の動き　１　夏の
空の星 0時間15分

　七夕などの興味深い星座の話から，天の川，
夏の大三角，白鳥座，さそり座などを実写アニ
メなどビデオ技術を駆使してわかりやすく説明
している教材です。また，星座早見を使っての
観察の仕方もビデオで理解できる教材です。

　①星座

　②星の明るさと色

　③星の動き

　④星座早見の使い方

V97037

自然科学（生
物・天文）、環
境

星の動き　２　冬の
空の星 0時間15分

　オリオン座の動くようすを時間を縮めた撮影
で見せています。また，北斗七星，冬の大三
角，北天の星，南天の星，全天の星の動きも実
写やアニメ，コンピュータグラフィックスでわ
かりやすく理解できる教材です。

　①星のならび方と動き方

　②空全体の星の動き

　③北の空の星の動き

V97038

自然科学（生
物・天文）、環
境

土地のつくり　１
土地のつくりとでき
方 0時間15分

　各地の地層の観察により，奥行きや広がりを
理解できます。また，ボーリング資料による地
下の様子，地層の中の小石と石との比較，アン
モナイトの化石がヒマラヤで発見されたことな
どから，大地の変動が理解できる教材です。

　①土地のつくっているもの

　②地層のでき方

　③化石

V97039

自然科学（生
物・天文）、環
境

土地のつくり　２
火山のはたらきと岩
石 0時間15分

　火山の噴火の様子や，ローム層など火山に
よっててきた各地の地層，火成岩のできる様子
を実写やアニメで理解できるとともに，たい積
岩と火成岩の違い，身近な生活で岩石が利用さ
れている場面を理解できる教材です。

　①火山のはたらきでできた土地

　②たい積岩と火成岩

V97040

自然科学（生
物・天文）、環
境

からだのつくりとは
たらき１　呼吸・血
液循環 0時間15分

　魚がえらで呼吸するなど，動物が呼吸して酸
素を取り入れる様子を，特殊撮影やアニメで分
かりやすく見られるとともに，肺のつくりとは
たらきや呼吸によって二酸化炭素をはきだして
いることを実験によって実証しています。心臓
のはたらきや血液の流れとその働きもたやすく
理解できる教材です。

　①呼吸

　②血液循環

V97041

自然科学（生
物・天文）、環
境

からだのつくりとは
たらき２－食べ物の
消化と吸収 0時間15分

　食べ物を消化する唾液の働き，食べ物の違い
による人と動物の歯の比較，フナの解剖をして
の食べ物の消化のようすやレントゲン撮影など
の特殊撮影により，食べた物が消化され体内に
取り入れられるまでのしくみが理解できる教材
です。
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V97042

自然科学（生
物・天文）、環
境

からだのつくりとは
たらき３－骨格と運
動－ 0時間15分

　人の頭骨，背骨などを他の動物と比べなが
ら，役割とつくり，働きを学ぶことができま
す。また，人が二足歩行できる骨組み，骨盤，
かかとの役割を理解し，さらに人は手を自由に
使えるなど骨と骨のつながり方にも触れていま
す。

V97043

自然科学（生
物・天文）、環
境

人の生活としぜんか
んきょう　① 生物の
くらしと食べ物･水 0時間15分

　日光と水で養分を作る植物。その植物を食べ
て生きている動物。人，植物，動物がつりあい
ながら生きていることを，魚を食べるカワセミ
など豊富な映像例で解説しています。また，生
き物が生き続けるために必要な水を，すみかと
しての水，生物に含まれている水や，体の中を
循環する水など生物と水との係わりを理解させ
る教材です。

　①生物のくらしと食べ物

　②生物のくらしと水

V97044

自然科学（生
物・天文）、環
境

人の生活としぜんか
んきょう　② 生物の
くらしとかんきょう 0時間15分

　生物は呼吸して酸素を取り入れ，二酸化炭素
をだしていることなど，空気と係わりながら生
きていることを実験で分かりやすく説明してい
ます。また，自然の中でたくさんの生物がたが
いに関わりながら生き続けるために，かけがい
のない地球を守ることを学ぶことができます。

　①生物のくらしと空気

　②かけがえのない，わたしたちの地球

　③人の生活と自然かんきょうとのかかわり

　④自然かんきょうを大切にしよう

V97045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 戦後５０年の歩み 0時間20分

　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。その足跡を，当時
のニュースや写真などの資料でたどりながら，
これらの日本の進むべき道をさぐる教材です。

V97046

自然科学（生
物・天文）、環
境

マグマからできる岩
石－火山岩と深成岩
－ 0時間19分

　マグマが固まってきた火成岩の中で，火山岩
と深成岩はどのように成因の違いがあり，どの
ような特徴があるのか，偏光顕微鏡撮影や結晶
生成実験などにより理解させる教材です。

V97047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

その時君なら－ある
いじめの体験から－ 0時間20分

　中学生の大根田は，同じクラスの石川を中心
とするグループのいじめの対象になり，誰にも
相談できずに一人悩んでいました。鹿島は大根
田に同情したが，何もしてやれず悩みますが，
担任もいじめに気づき，女生徒の提案で，クラ
スでいじめについて緊急学級会が開かれまし
た。「学級にいじめがあるか」の発言な，石川
のいじめを恐れてだれも手を上げませんでした
が，鹿島がすっと手を上げました。この勇気あ
る行動にクラスの皆は一人，また一人と手を上
げはじめました。そして………（この作品終了
後に出演者の意見が収録されています。）

V97048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめを考える被害
者の心の叫び 0時間16分

　つらい，寂しい…死んでしまいたい！　でも
誰にも言えない。多くの痛ましい体験をもと
に，被害者の苦しみと心に刻まれた傷の深さを
伝えます。いじめがいかに非人間的な行為であ
るか，そして人の心の痛みを自分のこととして
受け止める事の大切さを考えさせる教材です。

V97049

自然科学（生
物・天文）、環
境

性と生命の自然史vol
１　性と本能と生態 0時間40分

　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
のでしょうか？この章では，性について基本的
な事柄を探求しています。

V97050

自然科学（生
物・天文）、環
境

性と生命の自然史vol
２　パートナーの選
択 0時間40分

　さまざまな雄と雌との生活手段と交尾の形態
を見ています。高度な知力と統率された社会を
持つ動物たちの求愛行動は，どのようなもので
しょうか。

V97051

自然科学（生
物・天文）、環
境

性と生命の自然史vol
３　性の動機と性行
為 0時間40分

　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，どの様な影響を与え
るかのでしょうか？ここでは，さまざまなケー
スを見ています。

V97052

自然科学（生
物・天文）、環
境

性と生命の自然史vol
４　生命の誕生と出
産 0時間40分

　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
物によって違いがありますが，どれも感動的で
す。

V97053

自然科学（生
物・天文）、環
境

性と生命の自然史vol
５　子育てと本能 0時間40分

　子供は，どのようにして育てられていくので
しょうｊ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見ていきます。

V97054

自然科学（生
物・天文）、環
境

性と生命の自然史vol
６　ヒトの性行為と
意義 0時間40分

　最後のエピソードは，特に人間とそれに近い
種について考えています。私たち人間と，動物
は，どんな違いがあるのでしょうか？
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V97055

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

できるもん！ひとり
で 0時間15分

　基本的生活習慣の中でも，排泄の習慣の自立
はとても大切なことのひとつです。この作品，
主人公のさやかちゃんと猫たちの楽しいアニメ
を通して，毎日みんなが使うトイレに関心をも
たせ，トイレを気持ち良く使うことの大切さを
気づかせ，人や物に対する思いやりと，自分の
事は自分でしようとする自立心を育てる教材で
す。

V97056
漫画・アニメー
ション

瓜っこ姫とアマン
ジャク 0時間19分

　瓜から生まれた瓜っこ姫とおじいさん，おば
あさん，森の動物たちが力を合わせてアマン
ジャクのいたずらをこらしめる愉快なアニメー
ションです。

V97057
漫画・アニメー
ション

ナオミさんはふたり
前！？ 0時間20分

　小学校作文コンクールで文部大臣奨励賞を受
けた国松亜理沙さんの作文を素材に映画化した
ものです。

　家事，育児そして歯科医として忙しく，いつ
も苛々している母親と，そんな母に反感を抱い
ている女の子とのかかわりあいの姿を描いてい
ます。この作品の素晴らしさは，母娘が一つの
危機を乗り越えて，分かりあっていくプロセス
が４年生の娘の視点から，ユーモラスに描かれ
ている点です。

V97058
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１）
・花咲か爺さん
・夢を買う 0時間25分

　①花咲か爺さん

　正直者のじいさんとばあさんが，かわいがっ
ている犬のシロ。「ココ掘れワンワン！」そこ
を掘ってみると大判小判がざくざく。それをみ
た意地悪じいさんばあさん，シロを借りて裏の
畑へ……。

②夢を買う

　旅先で絵かきのみた夢を買ってしまう商人。
夢の絵をたよりに長者の家を探しだし，白い椿
の花が咲く日を待っている。絵かきの夢では，
その根もとに，黄金が埋まっているはずなのだ
が………。

V97059
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２）
・さるかに合戦
・たのきゅう 0時間25分

①さるかに合戦

　正直者のカニをいじめてばかりいる，ならず
者のサル。それを聞いたハチは怒って，ちから
持ちのウスどん，勝ち気なクリどん，知恵者の
牛のフンどんと協力して，サルをこらしめま
す。

②たのきゅう

　大男に化けたウワバミに，山でおそわれた役
者の「たのきゅう」。ウワバミのにがてはタバ
コの煙，たのきゅうの苦手は小判と教え合う。
それを村人に知らせたことを怒ったウワバミは
………。

V97061
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４）
・わらしべ長者
・田植地蔵 0時間25分

①わらしべ長者

　ころんだひょうしに，偶然つかんだ「ワ
ラ」。そのワラはみかんに，みかんは絹に，絹
は馬に，そして最後には長者にまで成り上がり
ます。運のなかった男が，優しい心で運をつか
みます。

②田植地蔵

　田吾作どんは，息子がケガをして田植えがで
きず困っていた。そこに見知らぬ小僧さんが現
われ，手伝ってくれます。夕方，寺の鐘がなる
と。田植え歌の由来を説く，心あたたまるお
話。

V97062
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５）
・浦島太郎
・絵姿女房 0時間25分

　①浦島太郎

　助けた亀に竜宮城へと案内された浦島太郎。
夢のような楽しい時を過ごし，乙姫様から玉手
箱をもらって陸に帰ります。そこで信じられな
い現実を知った太郎は，乙姫様との約束を忘れ
て……。

　②絵姿女房

　貧しい農夫「ひょうろく」は美人の女房の顔
をながめてばかりで仕事をろくにしません。こ
まりはてた女房は自分の似顔絵をかいて渡しま
すが，この絵姿が事件をまきおこしてしまいま
す。
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V97063
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（６）
・一休さん
・髪長姫 0時間25分

①一休さん

　安国寺の小僧さん「一休さん」のユーモアあ
ふれるとんちのやりとりは，京の都で評判とな
りました。最後には将軍さまにも「あっぱれ
じゃ」と言わせてしまう，ほほえましいお話。

②髪長姫

　子宝に恵まれなかった夫婦の間にやっと生ま
れた女の子。三年たっても髪が生えないことを
心配した両親は宿命に立ち向かい，やがて美し
い髪が生えた娘は「髪長姫」と呼ばれ，幸せに
……。

V97064
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（７）
・三枚のお札
・そこつ惣兵衛 0時間25分

　①三枚のお札

　栗拾いに出かけた山寺の小僧さん。山ん婆に
おそわれ，和尚のくれた三枚のお札のおかげ
で，どうにか寺まで逃げ帰りました。「小僧を
出せ」と呼ぶ山ん婆に，和尚は術くらべを挑み
ます。

　②そこつ惣兵衛

　そこつ者の惣兵衛さん。朝，みそ汁で顔を
洗って畑に行き，朝日と夕日をまちがえ，牛に
逆にまたがって帰った先は隣りの家。そこつの
病を治すために，お参りに行く決心をしますが
………。

V97065
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（８）
・分福茶釜
・湖の怪魚 0時間25分

①分福茶釜

　人がめったに来ない山寺の和尚は，なんとか
村人がお寺に集まるようにと，安い茶釜を手に
いれます。ところがこの茶釜，夜になると踊り
だしてしまいます。訳を聞いた心優しい和尚は
……。

　②湖の怪魚

　北海道の山奥の美しい湖に現われる怪魚「チ
ライ」。そのチライがおこす被害に，勇者「カ
ンナカムイ」が立ち上がります。強いものに立
ち向かう，真の勇者の勇気をうたっています。

V97067
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１０）
・カチカチ山
・大沼池の黒竜 0時間25分

　①カチカチ山

　裏山に住むイタズラたぬきは里に出て悪さば
かりしています。いつかたぬきをこらしめよう
と心に誓ううさぎ。まわりに迷惑ばかりかけて
いると報いが来ると教えてくれます。

②大沼池の黒竜

　大沼池に住む黒竜が城主の姫に恋をします。
約束が破られ怒った竜は村に大洪水を起こす
が，姫の優しい心が黒竜の怒りを静めます。

V97068
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１１）
・金太郎
・宝の下駄 0時間25分

①金太郎

　足柄山でクマやシカを友達によく遊びよく眠
り，すくすくと育った金太郎。１０才になると
クマとすもうをとっても負けない力持ちで心優
しい子になっていました。ある日，大イノシシ
が現われると……。

②宝の下駄

　仙人から，ころぶと小判の出る高下駄をも
らった男の子。教えを守って「すってんころり
ん，チャリーン！」それを聞いたごんぞうおじ
いさん，「ずってんころん」さて，どうなるこ
とやら……。

V97069
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１２）
・おむすびころりん
・馬方とタヌキ 0時間25分

　①おむすびころりん

　正直で働き者のおじいさん。山でおむすびを
ふしぎな穴に落してしまいました。すると，
「おむすびころりんすっとんとん」かわいらし
い歌声が聞こえてきました。もう１つ落して見
ると……。

　②馬方とタヌキ

　ある村の貧乏な馬方さん。子ダヌキが村の子
供たちにいじめられているのを見て，かわいそ
うに思い，逃してやりました。その夜，馬方さ
んが寝入った頃，誰かが戸をたたく音で目が覚
めます。
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V97070
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１３）
・養老の滝
・雀とキツツキと山
鳩 0時間25分

　①養老の滝

　山奥に住む気だての良い孝行息子。たきぎを
取りに山にはいり，甘い良い香りのする滝を見
つけてその水を持ち帰り病気の父に飲ませまし
た。美濃の国養老の滝にちなんだお話。

　②雀とキツツキと山鳩

　妹の雀は気だてのがやさしく働き者。姉のキ
ツツキはわがままで見栄っぱり。２人は白い布
を織り色とりどり染めて着るのを楽しみにして
いました。そんな時父さんからの手紙が届きま
した。

V97071
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１４）
・こがねの斧
・蛙の恩返し 0時間25分

　①こがねの斧

　貧乏で正直な働き者のきこりのじいさん。斧
を淵に落としてしまって困っていると，水神さ
まが現れ，黄金の斧と自分の斧をもらいまし
た。それを聞いた欲ばりでなまけ者のじいさん
……。

②蛙の恩返し

　蛇にくわれそうになっていた蛙を助けてやっ
たおじさん。３人の娘の誰かを嫁にくれと蛇に
言われ，約束してしまいます。助けられた蛙が
やってきて，娘に知恵を授けます。

V97072
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１５）
・七夕さま
・さだ六とシロ 0時間25分

　①七夕さま

　天女を嫁にしてしまった行商の男。子供を連
れて天に帰ってしまった嫁さまに会いたくて，
わらじを千足編み竹の根元に埋めました。する
と，竹はどんどん伸びて天の国に近づいていき
ます……。

　②さだ六とシロ

　名うての猟師さだ六と，雪のようにまっ白な
秋田犬の猟犬シロ。ある大雪の日，見たことも
ない大きな青イノシシに出くわし，夢中で追っ
ているうち，隣の領地にはいってしまいまし
た。

V97073
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１６）
・河童の雨ごい
・イワナの怪 0時間25分

　①河童の雨ごい

　人間の仲間に入れてもらえず，悪さばかりし
ている河童。旅の坊さんから，人間に生まれ変
わるにはどうしたらいいのかを聞きました。そ
の年の夏，日照りが続くと河童は村にやってき
ました。

　②イワナの怪

　南会津の山奥で，ふしぎな坊さんが止めるの
も聞かず，「ねながし」をした４人の木こりた
ち。大漁に喜び，大イワナがいるといわれる
「底なしの淵」にも，毒を流し込んでしまいま
した。

V97074
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１７）
・耳なし芳一
・月見の枝 0時間25分

　①耳なし芳一

　源平の合戦を語るのが得意な，目の見えない
琵琶ひきの法師「芳一」あるむし暑い夏の夜，
芳一がひとりで琵琶のけいこをしていると，ど
こからともなく「芳一，芳一」と呼ぶ声がしま
す。

　②月見の枝

　山奥の貧しい村に住む吾作どん。村はずれの
松の木の上に，それは美しい月が出るのを毎晩
楽しみにしていました。ところがある夜，何と
月が２つ出ていることに気がつきました。さて
は……。
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V97075
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１８）
・三年寝太郎
・ひょうたん長者 0時間25分

　①三年寝太郎

　ある村に，１日中寝てばかりいる男がおり，
村人から「寝太郎」と呼ばれていました。３年
目の夏，村は日照り続きで「天罰じゃ」と怒っ
た村人は寝太郎の家に押しかけました。すると
……。

　②ひょうたん長者

　観音さまの石段でふしぎなひょうたんを拾っ
て帰ったおじさん。ひょうたんから出てきた兄
弟のおかげで何不自由なく暮らしていました。
それを聞いた隣村の欲ばりな馬方がやってきて
……。

V97076
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（１９）
・舌切り雀
・龍の淵 0時間25分

　①舌切り雀

　じいさんは，けがをしている子すずめを連れ
て帰り，手あてをしてかわいがっていました。
ところがある日，「チュン子」はばあさんのせ
んたくのりを食べてしまいます。怒ったばあさ
んは……。

　②龍の淵

　日向の国の山奥でうるしとりでくらしをたて
ている兄弟。ある日，兄は深い淵の底に上うる
しがたまっているのを偶然見ました。兄は弟に
取られまいと，木彫りの竜を淵に沈めますが…
…。

V97077
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２０）
・おいてけ堀
・河童のくれた妙薬 0時間25分

　①おいてけ堀

　魚を釣ると「おいてけー，おいてけー。」と
いう声がすると言われている「おいてけ堀」。
ろくに仕事をしない怠け者の男が，幼なじみの
魚屋の金さんとある賭けをして，夜釣りに出か
けました。

　②河童のくれた妙薬

　子供相撲の横綱「吾作」は，デコ山を負かし
た河童の子と「はっけよい，残った，のこっ
た。」吾作のじいさんは河童のこを川の上流の
河童のじいさんの所に連れて行ってやることに
しました。

V97078
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２１）
・うばすて山
・芋ほり長者 0時間25分

　①うばすて山

　ある国の片田舎に暮らす，元気者のおっかあ
とその息子。その国の掟では，６１歳になった
年寄りはみな，「うばすて山」にすてなくては
ならぬ。でも，おっかあはもう６１歳。そこで
息子は……。

　②芋ほり長者

　加賀の国の山芋掘り名人，藤五郎のもとに，
長者の娘が嫁にきました。ところが世間にうと
い藤五郎，嫁さまの持参した小判を村人に配っ
てしまいます。金沢の地名の由来を説くお話で
す。

V97079
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２２）
・だんだらぼっち
・ムカデの使い 0時間25分

　①だんだんらぼっち

　三重県波切の沖，大王島に住む大男「だんだ
んらぼっち」。たびたび村にやってきては暴れ
るので，村人たちは困りはててしまいますう。
そこで，村一番のいたずら小僧，一平が考えた
名案とは。

　②ムカデの使い

　秋のある夜，虫たちが集まって煮込み汁を食
べていると，急にカマキリどんが「腹がいて
え」と大騒ぎ。医者のもぐら先生の迎えに，足
が多くて速いムカデどんが選ばれました。とこ
ろが……。

Page 305



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V97080
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２３）
・屁ひり女房
・旅人馬 0時間25分

　①屁ひり女房

　ある村に嫁いできた娘。働き者で孝行な嫁ご
で，息子もおっかあも大のお気に入り。ところ
が，何やらがまんしているようで，体の具合が
悪そう。心配したおっかあがたずねてみると…
…。

　②旅人馬

　兄弟のように仲の良い栄助と五郎。二人は旅
に出ますが，気味の悪い宿のおかみが作った団
子を食べた栄助は，馬にされてしまいます。栄
助が馬として売られる前に助けようと，五郎は
……。

V97081
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２４）
・八郎潟の八郎
・猿の恩返し 0時間25分

　①八郎潟の八郎

　岩手の雫石に住む八郎は，仲間のぶんのイワ
ナを食べたせいで竜になってしまいます。水を
求めて十和田湖に行きますが，恐ろしい術を使
う坊さまに追われ，秋田の男鹿の浜に向かいま
す。

　②猿の恩返し

　九州の大名の家来，飛騨の勘助。江戸へ向か
う途中興津の峠で，大蛸にさらわれた猿を助け
ました。ところが将軍に献上する刀が折れてし
まい，困っていると，猿が一本の刀を差し出し
ました。

V97082
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２５）
・塩ふきうす
・あとかくしの雪 0時間25分

　①塩ふきうす

　

強欲でなまけ者の兄と，働き者の弟。貧しい弟
は願ものが出てくるふしぎな石臼を手に入れ，
一夜にして長者になりました。それをねたんだ
兄は……。海の水が塩からい訳を説くお話で
す。

　②あとかくしの雪

　貧しい村を通りがかったり空腹で倒れてし
まった旅人を助けたおばあさん。どこからか大
根を持ってきて旅人に食べさせます。翌朝見る
と，足跡が意地悪な庄屋の畑に続いているまし
た。

V97083
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２６）
・羅生門の鬼
・大蔵の火 0時間25分

　①羅生門の鬼

　京の都の四天王の一人，渡辺綱，ある夜，羅
生門に現われる鬼退治に向かった綱は，鬼の腕
を切りおとしました。しかし鬼は「七日の間に
必ず取り戻す」と叫び空高く舞い上がってしま
います。

　②大蔵の火

　一年中絶やしてはならぬ囲炉裏の火が大晦日
の晩に消えてしまいます。困ったお嫁さんはふ
しぎな人々の焚火を見かけ火種を分けてもらう
のですが，「そのかわり………。」

V97084
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２７）
・雪女
・岩屋の娘 0時間25分

　①雪女

　山奥の村に住む漁師の親子，茂作と箕吉。あ
る吹雪の夜に泊まった山小屋で，茂作は雪女に
命を奪われてしまいます。それから一年が過ぎ
たある晩，箕吉の前に，お雪という娘が現われ
まし。

　②岩屋の娘

　見知らぬ老婆に頼まれ，薬を買ってきた若
者。老婆に誘われてついていくと，神社の大岩
の中で病気の美しい娘と暮らしていました。娘
に心ひかれてゆく若者に，ある日老婆がうちあ
けます。
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V97085
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２８）
・かしき長者
・ソラ豆の黒いすじ 0時間25分

　①かしき長者

　貧しい島のぼんやりした少年，佐助。親方に
頼んで「かしき」として船に乗ります。何年か
たったある夜，いつものようにみんなの食べ残
しを小魚たちにやって，船蔵へ戻ろうとしたそ
の時………。

　②ソラ豆の黒いすじ

　ソラ豆さんと炭さんとワラどんが連れだっ
て，お伊勢参りに出かけます。日本一の富士山
を見たりネズミにおそわれたりしながらも，３
人は楽しく旅を続けます。ところが川を渡る時
………。

V97086
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（２９）
・小太郎と母龍
・オオカミと娘 0時間25分

　①小太郎と母龍

　信濃の国，産川を流れてきた赤ん坊。ばあさ
まに拾われ，小太郎と名づけられて成長しま
す。やがて，ばあさまが病で亡くなり，小太郎
は本当の母を探して，筑摩の湖へと旅立ちま
す。

　②オオカミと娘

　秋田と岩手の境の村にやってきた母と娘。宿
を高請うて村はずれの寺を訪ねるが，ことわら
れてしまい，本堂の床下に泊まります。その
夜，嵐が吹き荒れ，村をオオカミがおそいま
す。

V97087
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３０）
・タヌキと彦市
・ねずみの嫁 0時間25分

　①タヌキと彦市

　とんち上手な彦市どん，裏山の性悪ダヌキ
に，「おら，まんじゅうが怖い」と言うと，翌
朝にはどっさり山積み。喜ぶ彦市どんを見てタ
ヌキは怒り，村中の石を彦市どんの畑に放り込
みますが……。

　②ねずみの嫁

　世界一の嫁ごを探して旅をしているねずみさ
ん。娘ねずみに「てんとうさんが一番じゃ」と
言われる。ところがてんとうさん，「お月さん
の方がよかろう」するとそのお月さん「世界一
は………。」

V97088
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３１）
・八っ化け頭巾
・クラゲの骨なし 0時間25分

　①八っ化け頭巾

　ひょうきんでいたずら好きの和尚，キツネを
だましてまんまと化け道具を手に入れ，うれし
くてたまりません。そこに寺の見まわりの偉い
僧正様がやってきました。さあ，いたずらの始
まり，始まり。

　②クラゲの骨なし

　ある海辺に暮らす仲良しの猿と亀。ところが
ほうびに目がくらんだ亀は，乙姫の病をなおす
生き肝をとるため，猿をだまして龍宮へ連れて
行きます。クラゲとカレイからそれを知った猿
は………。

V97089
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３２）
・座敷童子
・ナマズの使い 0時間25分

　①座敷童子

　みちのくの岩手でのこと。ひとり旅を続ける
六部が，ある長者屋敷に一夜の宿を願い出ま
す。夜がふけても寝つけないでいると，屋敷の
あちこちを走りまわるようなふしぎな音が聞こ
えてきました。

　②ナマズの使い

　福島の磐梯山に住む明神様。地震のたびに昼
寝のじゃまをされるので，ナマズに地震が来そ
うになったら知らせるように頼みました。とこ
ろがたびたび知らせに来るのに怒った明神様は
………。
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V97090
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３３）
・鉢かつぎ姫
・一軒家の婆 0時間25分

　①鉢かつぎ姫

　河内の国の気立ての良い美しい姫君。お母様
が病で亡くなる前に，幼い姫のゆく末を案じ
て，頭に鉢をかぶせてしまいます。ところがそ
の鉢がとれなくなり，姫の人生は大きく変わる
のです。

　②一軒家の婆

　町へ用足しに，夜明け前の山道を行く重兵
衛。見かけた狐をおどかして淵に落としてしま
います。帰りの山道，急にあたりが暗くなって
困っていると，一軒の山小屋の灯が目にはいり
ました。

V97091
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３４）
・ねずみ経
・にんじんとごぼう
とだいこん 0時間25分

　①ねずみ経

　あるいなかの村で，毎日仏様を拝んで暮らし
ているおばあさん。にせ坊主にあげてもらった
ありがたいお経を覚えて，毎晩唱えています。
ところがある晩，この家にどろぼうが忍び込む
と…。

　②にんじんとごぼうとだいこん

　野菜の神様につくられた，仲良し三人の野菜
たち。あるお祭りの日，いっしょにお風呂には
いりますが……。だいこんはまっ白，ごぼうは
まっ黒け，にんじんはまっ赤になった訳を説き
ます。

V97092
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３５）
・くわず女房
・蛙になったぼた餅 0時間25分

　①くわず女房

　とてもけちんぼの炭焼きが，せっせと働くが
飯を食わない女を嫁にしました。ところがこの
女，実は鬼女房だったからさあ大変・五月の節
句に菖蒲の葉を飾るようになったいわれを説い
ています。

　②蛙になったぼた餅

　田植えが終り，ばあさまと嫁さんが，ぼたも
ちを作って食べました。食い意地のはったばあ
さまは，残ったぼたもちに「嫁さんの顔を見た
ら蛙に馴れ」と言いつけて寝ます。さて翌朝…
……。

V97093
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３６）
・むりどん
・小僧がま 0時間25分

　①むりどん

　埼玉の村はずれの一軒家に住むおじいさんと
おばあさん。ある日，空腹の狼が二人を見つけ
ますが，二人は，「狼よりもむりどんの方が怖
い。」と話し合っています。さて，そのむりど
んとは………。

　②小僧がま

　島根の広瀬の山奥，布部という小さな村に住
む鍛冶屋の清べエさん。村人のために，もっと
固い鋤や鍬が作れないものかと悩んでいます。
するとある夜，椿の枝を持った小僧さんが現わ
れます。

V97094
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３７）
・きつねの嫁入り
・熊と狐 0時間25分

　①きつねの嫁入り

　山奥の一軒家に住むおっとう。油を買いに村
へ行く途中できつねを助け，その帰りの山道で
華やかな嫁入り行列が現われ，おっとうはみと
れ行列についていってしまいました。

　②熊と狐

　深い山奥で狐と熊がいっしょに畑づくりを始
めます。狐は土の下のものを，熊は土の上のも
のをとると決めました。ところが実ったものは
大根。今度は狐が土の上。熊が土の下と決めた
のですが………。
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V97095
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３８）
・うぐいす長者
・ミソサザイは鳥の
王様 0時間25分

　①うぐいす長者

　山道の梅の花のわきで四人の美しい娘に出
会ったお茶売りの男。立派な屋敷に案内され
て，長女の婿になります。ある日，四つめの蔵
だけは見てはならぬと言い残し，娘たちは出か
けました。

　②ミソサザイは鳥の王様

　鳥たちが酒盛りをしながら「鳥の大将は鷹さ
まだ。」と話し合っています。そこに酔っ払っ
たミソサザイがケチをつけます。結局，猪を
やっつけた方が本当の大将，ということで。さ
て翌日………。

V97096
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（３９）
・カサ売りお花
・船幽霊 0時間25分

　①カサ売りお花

　傘を売り歩く働き者のお花。暗い夜道を歌い
ながら歩いていると，おばあさんが現われまし
た。ところがこのおばあさん，実は女川の主で
お花をさらって黒川の主へのみやげにするつも
りでした。

　②船幽霊

　お盆の夜に漁に出ると船幽霊に襲われるとい
う言い伝えを聞かず，船を出してしまった若い
猟師たち。急に雲行きが変になると，船幽霊た
ちが「ひしゃくをくれえ」と言って追ってきま
した。

V97097
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４０）
・赤ん坊になったお
婆さん
・水神さまと虹の橋 0時間25分

　①赤ん坊になったお婆さん

　いたわりあって仲良く暮らす，じいさまとば
あさま。あるカンカン照りの日，山で道に迷っ
たじいさまは，冷たくて甘い水のわく泉を見つ
けました。それが若がえりの水だと知ったばあ
さまは………。

　②水神さまと虹の橋

　ある山あいの村はずれに住む川婆さん。「川
を汚せばバチかぶる」と暇さえあれば川ざらい
をしていましたが，村人たちは川に物を捨てる
ことをやめようとはしません。ところが，ある
夏のこと………。

V97098
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４１）
・牛方と山んば
・よくばり和尚 0時間25分

　①牛方と山んば

　牛方が干した魚を運んでいると，腹をすかせ
た山んばが現われ，「魚こか，べこか，おめえ
か，どれか食わせろ」とせまります。牛方は魚
を一本ずつ山んばにやって，その間に山道を急
ぎますが………。

　②よくばり和尚

　山奥の村の貧乏でばか正直なじじとばば。あ
る日，ばばが亡くなりましたが葬式をだす金が
ありません。墓を掘っていると小判のつまった
金の釜がでてきました。それを知った欲ばりな
和尚は………。

V97099
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４２）
・爺婆かぼちゃ
・水の種 0時間25分

　①爺婆かぼちゃ

　三重県の桑名に一人で暮らす娘。お爺やお婆
がいれば教えてもらいたいことが沢山あるのに
と思っていました。そんなある日，山から赤鬼
が落ちてきて，かぼちゃまの種と小槌を娘にく
れます。

　②水の種

　稲をつくる水がないので，たいそう貧しい村
に住む男。ある日，子供達のいじめている白蛇
を助けてやったお礼に龍宮城へ招待され，お土
産に「水の種」が入っている「とっくり」をも
らいました。
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V97100
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４３）
・みそ買い橋
・言うなの地蔵 0時間25分

　①みそ買い橋

　飛騨の山あいの村に住む貧しい炭焼きの長
吉。ある夜夢の中で「高山の町へ行き，みそ買
い橋の上に立っていると，いい話が聞ける
ぞ。」と仙人が告げる。さっそく高山の町へ行
くのだが………。

　②言うなの地蔵

　小さな村里に住む律義な清次郎どん。和尚さ
んに使いを頼まれた帰り道，お地蔵さんに供え
られたまんじゅうを全部平らげてしまいまし
た。「他言は無用に願います。」とお地蔵さん
に頼むと………。

V97101
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４４）
・猿地蔵
・エビの腰はなぜま
がったか 0時間25分

　①猿地蔵

　深い山の中の村に住む働き者の爺さま。猿た
ちが畑を荒らすので，地蔵さまのふりをして猿
を捕まえることにしました。ところが，畑に
座って待っているうちに居眠りを始めてしまい
ます。

　②エビの腰はなぜまがったか

　この世で一番大きいと思っている大蛙。お伊
勢参りに行こうと一日中飛び跳ねた道は，大蛇
の背中でした。その大蛇がひと休みした日影は
大鷲の影，そして大鷲が海で羽を休めた棒は…
……。

V97102
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４５）
・狐　森
・乞食のくれたてぬ
ぐい 0時間25分

　①狐森

　森を通る人々をだます狐たちを乱暴者の権さ
んが石をぶちかましてこらしめます。困った狐
たちは相談し，婆さん狐が，町一番の美人と評
判の武州屋のおかみさんに化けることになりま
す。

　②乞食のくれたてぬぐい

　江戸の海産物問屋の女中，お梅どん。器量は
良くないが，気立ての良い優しい心がとりえ，
ある日，乞食におにぎりをあげたお礼に手ぬぐ
いをもらいました。ところが，それで顔を拭く
と………。

V97103
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４６）
・蛸八長者
・千亀女 0時間25分

　①蛸八長者

　兵庫の蛸とりの猟師が金比羅参りにでかけ
た。風呂の中で大阪の鴻池の大長者と話をした
が，蛸壷千壷を千坪の屋敷と勘違いした長者
は，「末の娘を嫁に」と話がとんとん拍子に進
む。

　②千亀女

　鹿児島，志布志の美人と評判の千亀女。母親
は娘を連れて町を歩くのを楽しみにしていま
す。ところが，寺に美しい観音様が迎えられ
人々は「千亀女は二番」と噂しました。それを
聞いた母親は………。

V97104
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４７）
・にせ本尊
・きつね女房 0時間25分

　①にせ本尊

　檀家から帰る途中，狐にだまされていつも土
産を取られてしまう和尚さん。そこで，小僧さ
んが，狐をうまくだまして寺に連れてくると，
狐は御本尊さまに化けてしまいました。そこで
二人は………。

　②きつね女房

　ある山里に住む，働き者の成信という若者。
夏の暑い日，遠くの山から来たという病気の娘
を助けました。やがて二人は夫婦になり，玉の
ようにかわいい男の赤ちゃんが生まれますが…
……。
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V97105
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４８）
・としがみさま
・すりばちをなめた
猫 0時間25分

　①としがみさま

　年の晩に一軒一軒家をまわって人々に歳を配
る役目のとしがみさま。村はずれに住むお爺さ
んとお婆さんは，「もう歳はいらん。」と竹や
ぶに隠れてしまいます。さて，困ったとしがみ
さまは………。

　②すりばちをなめた猫

　土佐の野川に住む要蔵という男。疫病神の野
良猫が家に住みついてからは，何をやってもう
まくいきません。ところがある日，谷川へアマ
ゴ釣りに出かけると久しぶりに笑顔が戻ってき
ました。

V97106
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（４９）
・宝のおお釜
・雷と月と日 0時間25分

　①宝のおお釜

　家の守り本尊と言い伝えられてきた，とてつ
もなく大きな釜が家にある吾作。盗人に持ち去
られてはご先祖様に申し訳ないと，心配でたま
りません。そこで，釜の中で寝ることにします
が………。

　②雷と月と日

　ある夏，いつもは顔をあわせることがないお
日さんとお月さんと雷さんが，三人そろってお
伊勢参りの旅にでました。宿につくが雷さんの
いびきがあまりにひどいので，二人は眠れませ
ん。

V97107
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５０）
・大年の客
・天福地福 0時間25分

　①大年の客

　村のはずれに住む働き者のばあさま。やっと
実らせた米を持って地主の屋敷に年末のあいさ
つに行きますが，地主は，にわとりにやってし
まいます。それを見た地主のところの七福神た
ちは………。

　②天福地福

　小さな里に住む欲ばり爺さんと正直爺さん，
どんな初夢をみたのか三日の朝に話しあうこと
にしました。正直爺さんは天から福を授かる夢
をみたのですが，それを聞いた欲ばり爺さん…
……。

V97108
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５１）
・かぐまのちから石
・白狐の湯 0時間25分

　①かぐまのちから石

　栃木，小木須の山の中でなかよく暮らす木こ
りのおじいさんと犬のアカ。山へたきぎを取り
に行った時，足にけがをして動けない熊を見つ
けて，手あてをしてあげました。やがて回復し
た熊は………。

　②白狐の湯

　岐阜，瑞浪を流れる土岐川のほとりに，小さ
な庵を作って，山水を相手に暮らすお坊さん。
庵を前にまつるた祀った弁天様の前で，白狐が
お経を静かに聞いているのを見て，白狐とある
約束をしました。

V97109
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５２）
・念仏天狗
・猫檀家 0時間25分

　①念仏天狗

　富山，小矢部の村の大きな一本杉に住む，子
供たちが大好きな天狗。村で夫婦げんかが始ま
ると，その家の子供をかわいそうに思って，身
を隠して仏壇の鐘を鳴らし，念仏を唱えること
にしています。

　②猫檀家

　ある山寺のいねむり和尚さん。ある日，かわ
いがっていたトラ猫が「長いことお世話をかけ
たお礼に村の長者どんの葬式で一芝居うって恩
返しをしたい」と言いだしました。その芝居と
は……。
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V97110
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５３）
・かじ屋のばばあ
・百合若大臣 0時間25分

　①かじ屋のばばあ

　千匹狼が出るといわれる峠の木のうえで，一
晩を過ごすことになった飛脚。夜ふけに狼たち
が次々と襲ってきました。やがて，狼たちは
「かじやのばばあ」と呼ぶ鍋をかぶった大狼を
連れてきました。

　②百合若大臣

　無人島に置き去りにされた，九州豊後の国の
大臣，百合若。ある日，かわいがっていた鷹
が，島に飛んできました。三年後，弓の競技会
で誰にも引けぬ弓を，「わしが引いてやらう」
と言う男が現われ……。

V97111
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５４）
・大蔵と天狗どん
・蛸薬師 0時間25分

　①大蔵と天狗どん

　長崎，八天岳のふもとで，天狗どんを相手に
毎日すもうをとって強くなった大蔵。日本一の
すもうとりにならうと，江戸に上り「稲妻大
蔵」として勝ち進みます。さて明日は，いよい
よ，千秋楽……。

　②蛸薬師

　比叡山の修業僧，善行。母親のことが心配に
なり山をおりますが，重い病いにかかった母親
は「蛸が食べたい」と言いました。困った善行
は薬師様にお願いして許しを乞い，魚屋に行き
ますが……。

V97112
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５５）
・梨山の大蛇
・念仏の鼻 0時間25分

　①梨山の大蛇

　石川，珠洲の梨山のわきにある大きな沼に住
む大蛇。千年がたち，いよいよ海に出る時が
やってきました。しかし，地主さまは守り神に
出ていかれては困ると，鉄の杭で沼を囲んでし
まいます。

　②念仏の鼻

　親子の船頭が突風で立ち往生し，瀬戸内海に
浮かぶ小さな島に上がりました。すると大きな
やまんばが出てきて，親子のたき火にあたりな
がら「どちらから食ってやろうかな」つぶやき
ます。

V97113
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５６）
・へび女房
・幽霊飴 0時間25分

　①へび女房

　ある村に住む一人の男。山のふもとでぐった
りしている女を見つけて一晩とめてあげまし
た。よく気がつく女で，やがて男と女房になり
ますが，出産が近づくと納屋にとじこもってし
まいました。

　②幽霊飴

　三重，桑名のおいしいと評判の飴屋の飴忠。
夜ふけに「飴を一文おくれ」とやってくる女が
います。ふしぎに思った飴屋のおやじは，三日
目の雨の夜，女の後を追ってみることにしまし
た。すると……。

V97114
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５７）
・雷と悪者
・安珍清姫 0時間25分

　①雷と悪者

　伊兵，八兵衛，六助，同い年の三人の男が厄
払いに善光寺参りに出かけた帰り道，ものすご
い雷にあいました。古寺に逃げ込みますが，三
人のうち一番の悪者が，寺の外に出ることにな
りました。

　②安珍清姫

　熊野詣でに行く途中，紀州の国で清姫に思い
をよせてしまう修業中の若い僧，安珍。僧侶に
心の迷いを悟られ別の道で帰るが，待ちこがれ
ていた清姫は，大蛇に姿を変えて後を追いまし
た。

Page 312



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V97115
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５８）
・かみそり狐
・佐吉舟 0時間25分

　①かみそり狐

　人をたぶらかしては，頭をつるつるに剃って
しまういたずら狐の一族。退治に乗り出した才
造は，野原で女狐が嫁さまに化けるのを見て，
杉の葉の煙でいぶして正体をださせようとしま
すが………。

　②佐吉舟

　八丈島の腕のいい猟師，佐吉と太平。なかよ
しの二人は，船主に「稼ぎのいい方に嫁をやろ
う」と言われてから仇同志のようになってしま
います。ある日，佐吉の舟が沈んでしまいます
が……。

V97116
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（５９）
・はなたれ小僧さま
・山伏石 0時間25分

　①はなたれ小僧さま

　山奥に住む薪き売りのじいさん。売れ残った
薪を竜神さまにさしあげるとそのお礼に「はな
たれ小僧さま」という汚い子供をもらいます。
ところが何と，その小僧さまが，一回鼻をすす
ると……。

　②山伏石

　平泉，中尊寺の戸河川に沿って歩いている山
伏。女の人に上の淵まで背負ってほしいと頼ま
れました。途中，ふと見ると，女の腕にはうろ
こが…。山伏と妖怪のすさまじい戦いが始まり
ます。

V97117
漫画・アニメー
ション

まんが日本昔ばなし
（６０）
・木仏長者
・夢地蔵 0時間25分

　①木仏長者

　金仏が自慢のある村の長者どん。いつも磨い
ては光らせて，来る人ごとに見せびらかしてい
ます。ある日，風呂炊き奉公の信心深い若者が
拝んでいると木仏と，すもうをとらせることに
しますが……。

　②夢地蔵

　埼玉，比企の高坂に住むばくち好きで怠け者
の百姓，長太。川越の殿さまが見まわりに来る
のに，まだ田植えが済んでいません。そこで坊
さんを賭けでだまして，田植えをさせることに
しますが……。

V97118
交通安全・災害
防犯

大好きな友だちそし
て学校　阪神大地震
と子どもたち 0時間43分

　阪神・淡路大震災は，子供たちをも恐怖と悲
しみの，どん底につきおとしました。この子供
たちに，明るさと勇気をよみがえらせたのは，
友だちと学校の存在でした。そしてこの子供た
ちによって学校から家庭に，そして地域へと広
がり，明るさと希望を回復するのに大きな役割
を果たしたといわれます。この映画は，阪神大
震災を生きた子供たちの体験を通して，友だち
と学校に対する子供たちそれぞれの思いつめ，
元気に明るく生きる震災後の子供たちにせまる
作品です。

V97119
漫画・アニメー
ション

むくはとじゅうの名
犬物語 0時間20分

　南アルプスの美しい自然を背景に，友情の尊
さをさわやかに描いています。母を亡くした少
年と山犬の愛情…その強い絆は，純朴さと鋭さ
ゆえに，見る人の心を強烈に揺さぶります。

V97120
漫画・アニメー
ション

わたしおてつだいね
こ 0時間19分

　買物を終えて夕食の支度にテンテコ舞いのお
母さんは思わずつぶやいてしまいました。「あ
あ忙しいこと。ネコの手も借りたいぐらいだ
わ」その時，玄関のチャイムが鳴り，出てみる
と目の前に風呂敷包みを持った，しましま模様
のネコが立っていました。お手伝いの大好きな
「ねこさん」が引きおこす，失敗の数々と，そ
れをやさしく見守る周囲の親切な人々の交流を
描いています。

V97121
漫画・アニメー
ション かえだま日曜日 0時間48分

　ふとしたことから，従兄弟の勇介の替え玉と
して，ある駅伝チームに参加することになった
小学６年の少女・ユミを主人公にしながら，彼
女が，日々，仲間と走り抜くことの中から，人
間的に成長していく姿を描いています。彼女と
仲間たちの爽やかな触れ合いを通して，今日の
子供たちに最も必要とされる，真の友情や思い
やり，友に助け合うことの大切さ……などを，
躍動的に溢れた映像によって，力強く訴えよう
とするものです。

V97122

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

なぜ？非行にそまる
子供たち 0時間25分

　普通の家庭の子供がごく軽い動機で非行に染
まります。こうした現代の背景をふまえて，親
子関係のあり方，非行グループとの交友，シン
ナー，覚せい剤乱用等の諸問題をからめて，少
年たちを立ち直らせるための大人の姿勢を改め
て問うものです。
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V97123 道徳・国際理解
ママごめんね　あっ
こちゃんの日記 1時間0分

　３才で急性白血病になり，１１才まで９度の
入院。輸血，骨髄検査，脊髄注射，頭痛，腹痛
などの激痛に絶え，頭髪の抜けなどの副作用な
どにも負けず同病の子を励まし続けました。臨
終に「ママ，ごめんね」と感謝していった少女
の闘病がもとで，骨髄バンク運動が起こり現在
の広がりになっています。命の尊さ，友情の美
しさ，思いやりの大切さを切々と訴えている作
品です。

V97124
漫画・アニメー
ション

がんばったねお母さ
ん 0時間30分

　働く母に不満をもっていた小学４年の女の子
が，母の会社勤め１０周年を機に，母の立場を
理解していく姿を描き，家族が互いに助け合っ
ていくことの尊さを訴えています。

V97125

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

もしもし－電話の奥
の甘いワナ－ 0時間23分

　電話は相手の見えないため，その匿名性から
巧みな宣伝に乗って好奇心から電話してくる未
成年の少女がだまされる被害は増加の一途を
辿っています。この背景には，大切に育てられ
ているようで，何か忘れさられている現代の少
年たちと，その満たされない心の透き間につけ
込み利用しようとする大人がいます。単にテレ
クラは危険だという情報だけを与えて啓発する
だけでなく，見たあとに心の中に何かが残り考
えてもらうタイプの作品です。

V97126

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ゆとりある老後をめ
ざして－健康は自ら
つくる－ 0時間25分

　わが国は，世界一の長寿国になりました。し
かし、人生８０年時代の後半を寝たきりで過ご
すとかボケてしまうということでは，せっかく
の長生きが悔やまれることにもなりかねませ
ん。この作品は，生涯を通じた健康こそ高齢社
会における最も重要な要素ととらえ，それを若
いうちから，自らの老後まで見通したうえで，
心身共に健全な生き方を考え，実行していく必
要性を訴えています。

V97127
保健衛生・性教
育・運動

Ｏ－１５７と食中毒
－家庭での予防 0時間16分

　平成８年夏，全国で集団発生した病原性大腸
菌Ｏ－１５７による食中毒で９千名以上が感染
しました。その恐ろしい事実は我々の記憶に深
く刻み込まれています。その原因となる細菌は
普段食べている食品についています。家庭で，
日々の暮らしの中でどんなことに気をつければ
よいのか。また幼稚園，学校などで衛生教育を
どのように行なえばよいか。最新の正確な情報
をもとに，Ｏ－１５７を防ぐ食中毒対策を具体
的に分かりやすく示している作品です。

V97128
保健衛生・性教
育・運動

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 0時間30分

　この作品は，ボランティア活動と生涯学習が
深くかかわりあっている各地の実践活動を紹介
し，それらを通して，ボランティア活動は生涯
学習そのものであり，また生涯学習を支える活
動でもあることを訴えようとしています。ボラ
ンティア活動と生涯学習の魅力を引き出し，そ
れらの活動への参加意欲をかきたてることが，
この作品の大きなねらいです。

V97129

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもの本音聞こえ
ますか 0時間28分

　親の理想を押しつけられ，その価値観の違い
に戸惑い，苦しみ，反発し，やがて家庭の中に
居場所を見失う子供たち。子供１１０番（電話
相談室）には毎日，切実な相談が寄せられてい
ます。親が聞けばエッと驚くような親や大人へ
の批判や反発悩みや不安……二つの家庭のケー
スを通して，親子の信頼を築き上げていくため
に親は何をなすべきかを考える作品です。

V97130
漫画・アニメー
ション 君は素晴らしい 0時間30分

　「コツコツと働く」「黙々と仕事をする」か
ゆて，私たちの周囲には，人生に対して真摯で
純粋な人の在りようを示す言葉が生きていて，
実際にそんな人も多くいました。この作品は，
父が子に，人間の在りようをごく自然に示し，
「君は素晴らしい」という自信を与えた事実を
もとにドラマ化したものです。人間が人間らし
く生きるために，失ってはならない人の在りよ
うを，そして真摯に生きることの素晴らしさ
を，家族愛の中で考えています。

V97131

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こどもたちの食事
なぜひとりで食べる
の 0時間50分

　子供たちが描いた１０００枚の絵がありま
す。両親がいるのにひとりで食事をしている絵
……。想像以上に子供たちは孤独に暮らしてい
ます。この絵を鍵に据え，子供たちの食卓での
〈孤立化現象〉の実態と，それが子供たちの
〈心〉と〈体〉に与える影響を追う作品です。

V97132

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールインアク
ション魅力あるプロ
グラムづくり 0時間20分

　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。この作品は魅力あるボ
ランティア学習を進めていくためのヒントを，
実際に学習を体験している中学生たちの姿を例
に紹介しています。学校教育や社会教育の現場
で，中学生たちが楽しく意義深いボランティア
学習を実践していくことを願って制作されてい
る教材です。愛知県乙川中学校の取り組みを例
にボランティア学習の魅力あるプログラム作り
について見ていきます。
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V97133

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

生涯をかけた情熱と
表現
　フィンセント・
ファン・ゴッホ 0時間24分

　異様な画家というイメージがゴッホにつきま
とっています。このビデオではゴッホを異様な
画家としては扱っていません。生きることに夢
と情熱を持って懸命に絵を描き続けた姿，アイ
ンデンティティを絵に求め続けた懸命に生きる
一人の人間の姿として描いています。

V97134
科学技術・物
理・化学・工学

ベイエリアの新しい
モニュメント　鶴見
のつばさ橋 0時間24分

　首都高速湾岸線の大黒埠頭と扇島間に建設さ
れた鶴見つばさ橋は，全長１，０２４メートル
の一面吊り斜張橋で，わが国の架橋技術の粋が
結集されています。本映像は，さまざまな制約
を伴う海上での長大橋の建設記録を通して，台
風や地震に強い構造の鶴見つばさ橋を紹介し，
職員などの技術研修に利用するものです。

V97135
科学技術・物
理・化学・工学 静電気のはたらき 0時間11分

　衣服が足にまとわりつくなど，身近に起きる
静電気の現象を実験で確かめ，それは物質の摩
擦によって生ずる静電気の引き合う力や反発す
る力によって起こることを説明しています。さ
らに発砲スチロールのコップでコンデンサーと
静電気モーターを作り，静電気モーターは
（＋）（－）の電気の力が次々と働きあい回っ
ていることを理解させている教材です。

V97136

自然科学（生
物・天文）、環
境 天気の変化と予報 0時間10分

　雲のでき方や流れ，降雨，風といった気象現
象と，天気の変化の規則性について説明すると
ともに，気象庁における気象観測の方法，さま
ざまな気象情報を活用した天気の予報と天気図
の作り方について具体的にとらえ説明したもの
です。複雑な気象の変化もいくつかの原理にも
とづき予測できることを理解させる教材です。

V97137
科学技術・物
理・化学・工学

燃焼とは……
〔ビデオ　　２本〕
〔１６ミリ　１本〕 0時間11分

　燃焼には高い温度と酸素が必要であること，
また，空気に触れる面積が多いほど速く燃える
ことを，ろうそくや灰，スチールウール，炭粉
などさまざまな物質の燃焼実験により説明した
ものです。燃焼とは，物質がはげしく熱と光を
だしながら，酸素と結びついて新しい物質がで
きる化学反応であることを理解させている教材
です。

V97138

自然科学（生
物・天文）、環
境

遺伝のしくみ
〔ビデオ　　２本〕
〔１６ミリ　１本〕 0時間10分

　翅紋の異なるナミテントウ虫の交配を通し，
親の持つ遺伝子が，子や孫に伝わる場合どのよ
うな法則性があるのか説明し，さらにマツバボ
タンの純系の赤と白の交配実験を通し，遺伝子
の優性・劣性にかかわらず，親から子へと性質
を伝えていく仕組みは同じであることを理解さ
せている教材です。

V97139

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

パリの革命
〔ビデオ　　２本〕
〔１６ミリ　１本〕 0時間22分

　絶対王政を倒し，共和国家を誕生させたフラ
ンス革命。その革命の流れをたどりながら，パ
リの民衆は革命の時代をどのように生きてきた
か，そして今に何を伝えているのか，当時を語
る絵画など関連する資料をもとに説明したもの
です。自由・平等・博愛という理念に基づき進
められたフランス革命とその意義についてとら
えています。

V97140

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 革命のロシア 0時間23分

　第一次世界大戦によるロシア帝国の疲弊，３
月革命とレーニンの登場，１１月革命，一党独
裁国家の誕生，そしてレーニンの死とスターリ
ンの台頭などロシア革命の経緯とその実態を，
当時を語る記録フィルムや写真，新聞など関連
する資料をもとに説明したものです。ロシア革
命のもつ歴史的意義を今日的視点からとらえて
います。

V97141

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

橋本総理の外交記録
Ⅲ 0時間29分

　平成９年４月から平成９年６月にかけての橋
本総理の外交記録として，活動をまとめて紹介
しています。

　１．米国・ニュージランド歴訪

　【平成９年４月２４日～５月　１日】

　２．ペルー訪問

　【平成９年５月　９日～５月１２日】

　３．デンヴァー・サミット等出席

　【平成９年６月１９日～６月２８日】

V97142
保健衛生・性教
育・運動

平成９年度 ビデオ厚
生白書
「健康」と「生活」
の向上をめざして 0時間55分

　このビデオは，『「健康」と「生活」の向上
をめざして』というテーマで編纂された平成９
年度版・厚生白書」の内容を，映像を通して分
かりやすく伝える目的で制作された作品です。

　〈主な内容〉

　「第１部　新たな感染症時代の到来」

　「第２部　高齢化をめぐる課題」
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V97143

自然科学（生
物・天文）、環
境

海との共生をめざし
て

-消費者は漁業のパー
トナー- 0時間14分

　日本は世界一の魚消費国である。スーパー
マーケットや鮮魚店には多くの魚介類が並んで
います。でも，これらの魚介類のすべてが日本
沿岸の海で獲れているのではなく，国からの輸
入に頼っています。この作品は，「消費者と漁
業者が一体となって，豊かな海の資源を次世代
に残すこと」をテーマに，わかりやすく解説し
ている教材です。社会科や家庭科の学習，環境
教育の映像教材として，また水産資源の保護や
環境保全を考える上で，大いに参考になる作品
です。

V97144

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

世界の人と馬の文化
シリーズ１０
悠久の大地を駆ける
中央アジアの少年と
馬 0時間45分

　中央アジアに位置するカザフスタンとキルギ
スタン。ここには「天馬伝説」に相応しい黄金
色に輝く美しい馬「アハルタケ」がいます。騎
馬遊牧民族の少年達の夢は「アハルタケ」を自
由に操り，風のように草原を駆けること。そし
て，雄大な大地で行われる競馬レース“バイ
ゲー”。少年達は騎馬遊牧民族の誇りと名誉を
かけ，スタートを待ちます。馬とともに生きる
民族の伝統は，こうして受け継がれ，何世紀に
も渡って守り続けられています。

V97145

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ボランティア－はじ
めての一歩－ 0時間17分

　「ボランティア活動ってなんですか？」…
…。答えは人それぞれ。でも，どこか共通する
ものがあるのでは。「ボランティアってなんだ
ろう」と思ったときから，あなたはもう，はじ
めの一歩を踏み出しているのです。そこから，
さらに一歩前へ……。

　［さまざまな活動事例紹介］

　子どもたちのボランティア活動／点訳活動／
飼育ボランティア／ガイドボランティア／国際
交流活動／障害者のスポーツ活動支援ほか

V97146
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
どの絵本読もうか
な？ 0時間30分

　絵本は子供の心を育てるとても大切なもので
す。家庭での本の選び方や絵本の読み聞かせに
ついて，小さき花幼稚園の京けい子園長先生の
お話しを伺いながら，幼児と絵本・絵本の読み
聞かせとその効果などについて考えます。

　［すこやか健康メモ］赤ちゃんの発熱

　［いっしょに作ろう］パックとんぼ

　※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成９年１０月４日　東北放送テ
レビ）

V97147
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
頼もしいな　お父さ
ん 0時間30分

　家庭における親子のふれあいや，父親が育児
に参加することによるの心のゆとりなどについ
て，お人形社第二幼稚園の横澤行夫園長先生の
お話しを伺いながら，父親の役割を考えます。
親子ふれあいさわやかキャンプ（会場　岩出山
町）や，父親を考えるフォーラム（会場　柴田
町）での父親の役割についてのインタビューも
紹介しています。

　※幼児の親を対象にした『ﾃﾚﾋﾞ育児相談番
組』

　（放送日　平成９年１０月１８日　東北放送
テレビ）

V97148
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
予防接種を受けま
しょう 0時間30分

　乳幼児の免疫は３～４ケ月過ぎると少しずつ
失われます。病気から身体を守るには，赤ちゃ
ん自身が免疫を作っていかなければなりませ
ん。その時の大切な役割が予防接種。定期接種
と任意接種・対象年齢・接種時期や主な副作用
の症状と対策・予防接種を受ける上での注意事
項などについて，仙台逓信病院小児科の田沢二
三代先生にお話しを聞きました。

　※幼児の親を対象にした『テレビﾞ育児相談
番組』

　（放送日　平成９年１１月１日　東北放送テ
レビ）

V97149

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

全国植樹祭（第４８
回） 0時間50分

　平成９年５月１８日，天皇・皇后両陛下をお
迎えして，国立南蔵王青少年野営場を会場に開
催された，第４８回全国植樹祭の記録ビデオで
す。今後の，県土緑化活動推進などの資料とし
て活用してほしい教材です。
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V97150

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
お手伝いって楽しい
な 0時間30分

　「わたしやりたい」「ぼくやる」自分で何で
もやりたがる，こんなときから手伝いをさせま
しょう。生活の知恵や技術を学び，家族の一員
としての責任感も育つものです。このことにつ
いて，宮城教育大学助教授の猪平眞理先生のお
話しを交えながら，番組が進められています。

　※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成９年１１月１５日　東北放送
テレビ）

V97151
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
個性とは？しつけと
は？ 0時間30分

　かわむらこどもクリニック院長　川村和久先
生のお話をうかがいながら，子供の個性ついて
考える作品です。今，子供の個性を伸ばすこと
が，子育てに求められています。ともすれば，
個性という意味が誤解されがちです。

　※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成９年１１月２９日　東北放送
テレビ）

V97152

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

すこやかさんこんに
ちは
おじいちゃんおばあ
ちゃんと 0時間30分

　多くの人とかかわって成長できる子は幸せで
す。経験豊かな世代との交流やその知恵を生か
しながら，子育てを見詰め直してみませんか。
小さき花幼稚園長　京けい子先生のお話しをお
聞きしながら考えてみます。

　※幼児の親を対象にした『テレビﾞ育児相談
番組）

　（放送日　平成９年１２月１３日　東北放送
テレビ）

V97153

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ふだんぎのままで－
心のふれあいを求め
て－ 0時間30分

　「巧く書く事を排し」「仲間とお互いに励ま
しあって」「普段着のままで」自分の身辺語ろ
うという活動が全国に広がって３０年あまり。
必ずしも上手とは言えない，しかし一人一人が
自分自身の言葉で綴った文章が仲立ちにって，
たくさんの人を結び付けています。この「ふだ
ん記グループ」の人々の活動を通し中高齢の
方々が生きがいを求め，人生を楽しく過ごす手
立ての一つを提案しています。

V97154

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

炎の証言－鎮魂の祈
り－ 0時間30分

　太平洋戦争が終わりを告げてから，半世紀が
過ぎ去りました。しかし，両親や我が子，兄弟
を目前で亡くされた人たちの無念と心痛は，今
なお癒えるとはありません。このビデオは，平
和で豊かな今日にあっても，なお涙を流し続け
ている人たちが，鎮魂祈りを捧げ思いを語った
証言です。

V97155

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の山村　わたし
たちのくらしと山村 0時間20分

　山村の自然を守りそこで暮らす人々と，それ
を支援する都会の人々との交流を通して人間の
営みと自然との調和をテーマに制作されていま
す。ここでは，長野県根羽村，岩手県山形村，
愛知県小原村，愛媛県久万町の４か所を取り
げ，山における植林や水資源の確保，農産物産
地直売など，それぞれの地域の特色を生した
様々な試みを紹介し，人々の生活にかかわる山
村の持つ大切な役割を，四季折々のしい風景を
織り込みながら描いています。

V97156

自然科学（生
物・天文）、環
境

ようこそ国立天文台
へ－宇宙の神秘に挑
む天文学者たち 0時間23分

　国内に６か所ある国立天文台の観測所の，そ
れぞれの観測・研究内容・特徴などを紹介てい
ます。
・岡山天体物理観測所　・野辺山電波観測所・
乗鞍コロナ観測所
・堂平観測所・水沢観測センター・三鷹キャン
パス　ホームページ　http://www.nao.ac.jp

V97157

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ストップ！地球温暖
化　こうして減らそ
う家庭のＣＯ２ 0時間18分

［［主な内容］

　①地球温暖化防止京都会議の議定内容

　②地球温暖化のメカニズムと影響

　③家庭から排出されるC02 の総量

　④C02 削減のための様々な取組み

　⑤C02 削減のための様々な取組み　→家庭の
チェックポイント／環境家計簿／エコハウ身の
回りの家電製品や自動車の使い方などを見直
し，エネルギーを節約する事は，少しつでも確
実に地球温暖化を防ぐことになる。
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V97158

自然科学（生
物・天文）、環
境

宮城の音・すずむし
－すずむしの生態と
飼育法 0時間0分

　『すずむしの里づくり事業』は，「新しい杜
の都づくり宮城野区協議会」の事業の一環で
す。平成６年度より岩切市民センターを飼育拠
点として，鈴虫の人工飼育を行い，配会・交換
会・実験放虫などを行っています。宮城野区の
『すずむしの里づくり事業』を広く区民・市民
に広めるためと，生態研究なの一助になるよう
作成され，内容の中心は，春の孵化から冬を迎
えるまでの生態と，鈴の飼育法が中心となって
います。

V97159
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
『やめて！』と言え
る子に 0時間30分

　自分のからだは自分のもの。幼いうちから，
大切な自分自身を守るために「やめて！」「Ｎ
ｏ！」が言える子にするには，どうしたらよい
のでしょうか。

　※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成１０年１月１０日　東北放送
テレビ）

V97160
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
子供の病気うそとほ
んと？ 0時間30分

　病気に対する誤解は，子供の症状を悪化さ
せ，保護者のストレスにもつながります。子供
と自分のために，病気に対する誤解をといてい
きます。

　※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成１０年１月２４日　東北放送
テレビ）

V97161
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
子供と食事 0時間30分

　子供時代によい食習慣をつけることが，健康
な生活への第一歩。飽食の時代といわれる現代
社会で，おとなはどんなふうに子供もたちの食
生活をとらえていけばよいのでしょうか。

　幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成１０年２月７日　東北放送テ
レビ）

V97162
交通安全・災害
防犯

すこやかさんこんに
ちは
みんな一緒に 0時間30分

　力の強い子供弱い子供，障害を持った子供，
みんな一人一人大切な仲間です。日々の生活や
遊びの中で，ぶつかり合いながら人を理解し，
思いやる心が育っていきます。

　※幼児の親を対象にした『テレビ育児相談番
組』

　（放送日　平成１０年２月２１日　東北放送
テレビ）

V97163

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

人や物を運ぶ船
－直樹君と梨絵さん
の夏休み－ 0時間14分

　人や品物の共に，トラックなどの自動車を運
ぶカーフェリーを通して，野菜の生産地と消費
地を結ぶ船の働きを具体的に理解できます。ま
た，東京湾をはじめ，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のか
かわりに気付かせようとする教材です。

V97164
科学技術・物
理・化学・工学

光の正体をさぐって
みよう 0時間21分

　光の性質をさぐるいろいろな実験を紹介し，
太陽の光やランプのあかりで実験しながら，自
然界のことや未来の科学に思いをはせることが
できる『わくわく感』いっぱいのビデオです。

V98001

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） おしえて！アグリ 0時間45分

　このビデオは，平成９年度に制作されたテレ
ビ番組『おしえて！アグリ』の総集編。世界の
食糧事情，日本の食糧事情・農林水産業の現状
を認識してもらうことをねらいとして制作され
た教材です。

　①私たちの食生活と食料

　②農村と農業のいろいろな役割

　③日本の農業の担い手・後継者
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V98002
保健衛生・性教
育・運動 脳科学への招待 0時間24分

　１９９７年，科学技術庁の最重要プロジェク
トとして，大規模かつ総合的な脳科学研究が開
始されました。このビデオは，脳科学研究の最
前線を支える個性豊かな研究者の生の声を紹介
しながら，脳科学研究の現状と未来を展望して
います。

　①脳を知る

　人類の永遠の命題「こころ」を極める

　②脳を守る

　脳の疾病を治す

　③脳を創る

　革新的情報処理システムを創る

V98003
保健衛生・性教
育・運動

ここがポイント－家
庭の食中毒予防－ 0時間16分

　人間が生きていくためには，毎日の食事は欠
かす事ができません。安心して食べられる食事
を提供すること。その重要さは外食でも家庭の
食事でも同じです。このビデオは，一番身近な
家庭の食事を食中毒から守るための手引きとな
る教材です。

［主な内容］

　①食中毒の恐ろしさ

　②日本で発生している主な食中毒

　③食中毒を防ぐための６つのポイント

　④気をつけたい食中毒

V98004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

橋本総理の外交記録
Ⅳ 0時間28分

　橋本総理大臣は，平成９年９月から１２月に
かけて，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多
彩な首脳外交を積極的に展開しています。これ
らの外交の様子をまとめて紹介しています。
１．中国訪問　［平成9年9月4日～7日]　２．
ロシア訪問　[平成9年11月1日～2日]　３．サ
ウディアラビア王国訪問　[平成9年11月8日～
11日] 　４．ヴァンクーヴァーＡＰＥＣ出席及
びオタワ訪問　[平成9年11月24日～28日]
５．ＡＳＥＡＮ首脳会議等　[平成9年12月14日
～16日]

V98005

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

太陽の子メグちゃん
の林業案内
～わたしたちのくら
とし林業～ 0時間15分

　わたしたちのくらしと深い関わりがある林
業。しかし，子供たちの目にふれる機会はめっ
たにありません。この作品では，森林を守り育
てることの大切さや森林のもつはたらき，木材
のすばらしさなどを，アニメーションをまじえ
ながら小学生にも興味をもてるようにやさしく
解説しています。寄贈　農林放送事業団

V98006

自然科学（生
物・天文）、環
境

実験で知るエネル
ギーの世界 0時間20分

　実験や観察を通して，エネルギーの基礎概念
や原理についての理解を深めるとともに，新エ
ネルギーについての開発情況や環境保全に向け
た取組みなどを紹介し，エネルギー・環境問題
に対する関心と主体的な取組みを喚起すること
をねらいとして制作された教材です。［高等学
校　学習指導要領］（総合理科）（２）ウ
（３）ア，イ（物理ⅠＡ・Ｂ），（物理Ⅱ），
（地学ⅠＡ）　　　　　寄贈　環境教育情報セ
ンター

V98007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伊達政宗ってどんな
人？

A Step Back
inHistory Date
Masamune the
Founder of Sendai 0時間7分

　このビデオは，仙台の藩祖公　伊達政宗の生
立ちや生涯を，今に残る建造物・構造物などを
とおして紹介しています。（※このビデオの音
声は，英語と日本語の多重音声で録音されてい
ます。）提供　企画局情報統計課

V98008

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 市民センターって？ 0時間13分

　小学校社会科　３学年のねらいの中の『私た
ちの生活は，地域にある公共施設の働きや，地
域の人々の協力によって支えられている』こと
を理解させるのに適した教材です。また，一般
の方々に，社会教育における市民センターの位
置づけや役割を理解していただけるよう，泉区
内の市民センターを例にして紹介している教材
です。（制作　仙台市泉市民センター）
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V98009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 国分寺をつくる 0時間15分

　仙台市内にある史跡，陸奥国分寺跡をとおし
て，奈良時代の学習の課題づくりのきっかけと
なる教材ビデオです。．．この作品の中には，
国分寺建設のために働いた当時の人々の様子な
どもイメージできるような映像も取り入れ，歴
史の中の人々に共感を持つ一助になるよう工夫
されています。（制作　仙台市立南小泉小学校
映像教材研究グループ）

V98010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

清い流れはつきるこ
となく
～岩切簡易水道～ 0時間15分

　小学校４学年　社会科『郷土を開いた人々』
の指導に役立つビデオ教材です。岩切地区は昔
からよい水を得るのに苦労してきました。昭和
２６年，水質・水量ともに十分な水脈が，岩切
小学校敷地内で発見されました。岩切今市の
人々が簡易水道組合をつくり，仙台市の上水道
に引き継がれるまでその水を利用してきまし
た。これらの歴史を物語る石碑が，今も岩切小
学校敷地の隅に立っています。　（制作　仙台
市立岩切小学校　視聴覚教材制作グループ）

V98011

自然科学（生
物・天文）、環
境

彗星　宇宙のトラベ
ラー 0時間12分

　ヘール・ボップ彗星の地球への大接近は，都
会の空でもその姿を見る事ができました。その
時は，天文台等の施設はもとより，多くの小・
中学校でも観察会が開かれたりして，それまで
あまり星に関心や興味のない人々にも，宇宙へ
の目を向けさせました。このような事をきっか
けにして，興味関心を天文に向けてもらいたい
との願いと，彗星についての知識を深めさせよ
うと制作された教材です。（制作　仙台市立高
森中学校　市川　仁）

V98012

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

いずみの歴史探検Ⅱ
松森城址とその周辺 0時間15分

　泉区内の史跡や古い建造物などをビデオカメ
ラで撮影し，それを記録に残すだけでなく，映
像を見ることにより，市民が，身近な地域や仙
台市の歴史に興味を持つようにという意味もこ
めて制作されています。このビデオで，史跡や
古い建造物などに興味を持ち，自分自身の足で
実際に探検してもらいたいとの願いと，簡単な
ガイドとしての意味を持つ教材です。（制作
仙台市松陵市民センター）

V98013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

おいしい野菜の作り
方教えます 0時間10分

　団地の中にある高森市民センターでは，平成
７年度から，地域のニーズにこたえる事業の一
つとして，農業実践家を講師に迎えて『ミニ農
園講座』を実施しています。これらの講座や実
技の様子を記録し，これから，野菜の栽培など
をと考えている地域の人々の参考資料にもなる
ようにと制作した教材です。（制作　仙台市高
森市民センター）

V98014

自然科学（生
物・天文）、環
境

仙台で見られる化石
たち 0時間14分

　仙台市内の化石の産地として『竜の口渓谷』
が有名ですが，近年，渓谷内の崖崩れがひどく
危険なため立ち入りが禁止されています。この
ような事もあり，このビデオでは仙台市内で身
近に化石の見られる場所などを紹介していま
す。自分たちが住んでいる大地のできかたに興
味を持ち，この映像資料などを手掛かりに，身
近に見られる露頭を観察し，化石や堆積岩につ
いて調べ，それぞれの特徴についてとらえるよ
うにさせることをねらいとしています。　（制
作　仙台市小学校教育研究視聴覚研究部会　教
材制作員会）

V98015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

宮城野萩筆－伝統を
伝えて－ 0時間12分

　小学校５学年　社会科の『伝統的な技術を生
かした工業』の学習においては，原料や土地の
条件・技術などを生かして，『製品の生産がど
のように行われているのか。』・『伝統的な工
業に携わる人々がどのような工夫や努力をして
いるのか。』などを児童に考えさせる事が大切
です。ここでは，宮城県伝統工芸品に指定され
ている『宮城野萩筆』の製作工程と制作者の作
業の様子などを紹介しています。（制作　仙台
市小学校教育研究視聴覚研究部会　教材制作員
会）

V98016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

林子平の生きた時代
－移り変わる社会幕
府政治のいきづまり
－ 0時間12分

　小学校６学年　社会科の『日本の歴史・江戸
時代中期「移り変わる社会」』の学習教材とし
て制作された教材です。鎖国時代の日本で地球
規模の世界観を持ち郷土の歴史に関わる人物と
して，「林子平」を取り上げ，ただ人物を紹介
するだけではなく，時代背景なども挿入し，小
単元全体で活用できるよう工夫されています。
（制作　地域視聴覚教材制作グループ）
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V98017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 能舞台をつくる 0時間20分

　狂言は能と共に能舞台で演じられるので，
能，狂言の上演に際して能舞台は欠くことので
きないものです。世界に誇れる日本の古典芸能
である能・狂言・仕舞いは，立派な能楽堂が無
くとも能舞台としての条件が整えば何処でも演
じられるものです。ここでは，実際に１０年続
いた多賀城薪能を取材し，舞台設営と古典芸能
「能」が演じられる場として重要な能舞台と，
日本の古典芸能である能・狂言・仕舞いについ
て理解するための貴重な教材です。　（制作
木村忠志）

V98018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 炭窯作り 0時間20分

　炭焼きは中山間地域に伝わる伝統産業で，木
炭はかっては家庭の主燃料でした。今，再び除
湿・防臭・水質浄化・土壌改良などと新しい使
われ方が生まれてきています。このビデオは，
青葉区の市民センターが，「森の恵み」自然観
察と炭焼き体験の講座を開いた時に記録におさ
めたものである。約３か月にわたり取材し，窯
作りから炭焼き，炭出しまでを記録した教材で
す。（制作　仙台市メディアボランティア　ビ
デオ班　鈴木　亨）

V98019 道徳・国際理解 一番星 0時間45分

　文部省編『道徳教育推進指導資料（指導の手
引き）　３』（平成５年刊行）所収の中から読
み物『一番星』を選んでビデオ教材化したもの
です。道徳の授業に活用できる「資料編」と，
この資料を使った授業例を収録した「活用編」
の二部構成の形式をとっており，職員研修だけ
でなく一般の方々にも道徳教育の実情を理解し
ていただく資料としても活用することができま
す。

V98020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ある日突然に　君に
「いじめ」は似合わ
ない 1時間18分

　中学一年生の卓也は，いじめの現場を突然見
た事から，ある日突然に…いわれなきいじめを
受けはじめました。誰にも言えない卓也の心は
閉ざされていきました…。そんな卓也の変化
に，両親は苦悩します。一方，教師の森本と石
橋は，いじめの解決に向け「いじめは恥ずかし
い事。いじめの見える人になってほしい」と生
徒たちに訴えるのでした。父は，閉ざされた卓
也の心を開くため………………。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…。

V98021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

伝統の手業－中新田
草刈鎌－ 0時間19分

　中新田鎌は，刀鍛冶の伝統技術を使って製作
されています。切れ味の鋭い中新田鎌製作のほ
とんどの工程は，手作業と言っても言い過ぎで
はありません。宮城県の伝統工芸品に指定され
ている中新田鎌が，どの様にして作られ，そし
て，どの様な特徴があるのかを映像化した教材
です。中新田鎌の伝統技術と職人の手業を，広
く町民・県民にも知らせたいとの思いから，こ
のビデオは制作されました。
（制作　中新田図書館ビデオクラブ）

V98022

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

松尾芭蕉　宮城を行
く（後編） 0時間19分

　松尾芭蕉の足跡を，できるだけ忠実にたど
り，各地のゆかりの記念碑・建物・風景などを
映像化した作品です。中・高校生・社会人がこ
のビデオを視聴することによって，芭蕉への関
心を持ち，足跡を訪ねたいという気持ちを持っ
てもらいたいとの願いから制作されました。
（制作　古川工業高等学校定時制録画グルー
プ）

V98023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙南地方の年中行事
－お盆－ 0時間19分

　庶民の間に，これまで長い間受け継がれてき
た年中行事は，年々簡素化・省略されてきてい
ます。お盆の行事もその一つです。仙南地方の
お盆の本来の姿を，記録しています。お盆の行
事の一つ一つには，それぞれに意味があり，庶
民の願いが込められ，それは，先祖に対する感
謝であり慰めでもあります。これらの事を現在
の若者にも知らせたいとの願いが込められた作
品です。　　（制作　ふるさとの文化サークル
「おはこ」）

V98024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ふるさとのお正月
消えゆく家々のまつ
り 0時間19分

　伊具地方で行われてきた伝統的な年中行事
が，だんだん廃れようとしています。こうした
年中行事の中から，正月行事をとりあげ，正月
行事の本来の意味と，私たちの先祖の祈りや願
いを探るとともに，ふるさとの民俗行事を記録
保存し，後世に伝えようと制作された教材で
す。（制作　丸森町視聴覚教材制作グループ）
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V98025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 石越に伝わる絵馬 0時間15分

　このビデオは，石越町文化財ビデオ制作グ
ループが，ここ何年かにわたり『いしこしの芸
術と文化』として制作されたシリーズの作品で
す。今回は，「石越に伝わる絵馬」を題材に
し，石越町内の神社に伝わる多くの絵馬にス
ポットを当てています。絵馬の歴史や主な神社
の絵馬を紹介しながら，絵馬を通して人々の願
いや祈りを表現することなどを紹介していま
す。　　　　　（制作　石越町文化財ビデオ制
作グループ）

V98026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

葛西氏と山内首藤氏
－北上川下流の中世
史－ 0時間20分

　歴史上の人物や文化遺産などの学習におい
て，「身近な地域」への関心を育てることが求
められています。しかし，石巻地区の「中世の
歴史」についてはあまり知られていません。そ
こで，中世の当地を所領した「葛西氏」の歴史
と，源頼朝や後醍醐天皇，豊臣秀吉との関係
や，それに関わる文化遺産，古文書に残る「永
正の合戦」（山内首藤氏との戦国時代の下剋上
の風潮の中の合戦）などを教材化し，中世の学
習に具体性と親近性を持たせるよう構成されて
います。　　　　　　　　（制作　石巻地区自
作教材制作グループ）

V98027

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

緑のダム－栗駒山の
水資源－ 0時間13分

　小学校　４学年の社会科の単元「住みよいく
らしをささえる」の小単元「くらしをささえる
水」の学習教材として制作された作品です。私
たちの現在の生活では，多量の水を使用するよ
うになってきています。何気なくみんなが使っ
ている生活用水に関心を持たせ，水を大切にし
自然を大切にしていこうとする心を養うことを
目的として制作されている教材です。（制作
栗原地域行政事務組合視聴覚教材センター専門
部会）

V98028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

おらが村のお地蔵さ
ん～中野地蔵物語～ 0時間17分

　七ツ森の麓に位置し，「宮人の住む里」とい
われてきた大和町宮床。ここで生れ育った父
が，我が子を連れて里帰りした日は，中野地蔵
尊の宵祭りでした。初めて見た宵祭りに驚く我
が子に，父は中野地蔵尊にまつわる話を，幼
かった頃の自分を思い出しながら語って聞かせ
ます。「ふるさと」は姿を変えていくが，誰の
心の中にも変わらない「ふるさと」がある。そ
んな「ふるさと」を伝えたいとの思いから制作
された教材です。（制作　黒川自作教材グルー
プ　－七ツ森－）

V98029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 海を渡った御城米 0時間20分

　江戸時代には，米を江戸に運ぶには大変な苦
労があり，仙台藩からの輸送には，陸路で半年
近くもかかりました。川村瑞賢や渡辺友以が阿
武隈川の河川を改修し航路を開いたことは，江
戸時代の米の輸送に大きな改革をもたらし，亘
理町荒浜港から江戸に向かって，多くの御城米
が運ばれました。阿武隈川の舟運と東廻り航路
をたどり，当時の御城米輸送の苦労を探る作品
です。（制作　山下第一小学校自作教材制作グ
ループ）

V98030

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

史蹟公園　雷神山古
墳 0時間8分

　国の史跡指定を受けている雷神山古墳は，昭
和５６年度から保存修理が行われました。この
保存修理は単に現状保存ではなく，地域の特性
を生かし，市民が親しみやすい調和のとれた史
跡の保存を図るために，史跡公園としての整備
でした。この史跡公園『雷神山古墳』を通し
て，史跡保存の重要性，文化財保護の大切さを
考える教材です。（制作　名取市自作教材グ
ループ）

V98031

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

わたしたちの海－佐
賀県小川島を訪ねて
－ 0時間14分

　佐賀県の小川島を例にして，環境と調和する
漁業と中間育成事業などを紹介しています。
今，明日の日本の漁業のため，藻場や干潟の回
復など生態系に配慮した海域環境の維持・修
復・創造を進めるため『マリン・エコトピア２
１』構想を策定し，海の環境保全の普及と推進
に努めています。このビデオでは，人の生活と
海の環境とが調和した新しい小川島の姿が，
シュミレーション画像によって描きだされ，自
然のサイクルを大切にした漁場づくりは，２１
世紀の沿岸漁業の繁栄につながるものです。

V98032

自然科学（生
物・天文）、環
境

世界のペットボトル
リサイクル事情 0時間15分

　1996年のアメリカの統計によると，ペットボ
トルの原料となる樹脂の消費量は109.1万トン
で日本の消費量の約５倍にあたります。リサイ
クル先進国アメリカのペットボトルの回収量は
25.9万トンで回収率は約23％にあたります。ア
メリカにおける自治体のリサイクルプログラム
の指導や支援の現状が紹介されています。※
［（①カーブサイド方式　②デポジット方式③
リデンプション方式）］　リサイクルを進めて
いくには，一人一人の環境保護に対する高い意
識が必要として，幼児期からの教育の必要性を
訴えています。
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V98033

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球の歌，まだ聞こ
えますか 0時間16分

　豊かな海を育てるのは森，森は天然のダム，
森と海は密接にかかわっています。いま大量消
費・大量廃棄によって環境が危機に瀕していま
す。ペットボトルのリサイクルを例に，『容器
包装リサイクル法』を分かりやすく説明してい
ます。

V98034

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

豊かさを運ぶ海の道
－コンテナ船－ 0時間21分

　物流の主力輸送機関である海運の課題は，い
かに低コストで，安全で，決められた日時に目
的地に運ぶかと言う事です。そのために海運界
は長い間，工夫と技術開発にしのぎを削ってき
ました。その最も顕著な例がコンテナ船です。
『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，分かりやすく
描いている作品です。

　①コンテナ船はこうして生まれた。

　②さまざまな種類のコンテナ

　③荷物の流れ

　④世界を結ぶコンテナ

　⑤ネットワーク

　寄贈（財）日本船主協会

V98035

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 悟空の著作権入門 0時間21分

　天竺への冒険の旅を終えた悟空，ハッカイ，
サゴジョウの三人は，その後たいした冒険の旅
もなく，自分たちの天竺への旅を漫画本にして
それを売って生活をしていましたが,漫画は全
然売れません。ある日，三蔵の家で自分たちの
漫画がテレビで放送されていることを知った悟
空たちは，自分たちの著作物を無断で使用して
いる者を探す宇宙への旅に出ることになりまし
た。悟空たちの冒険を楽しみながら「著作権」
についての理解が深まるアニメーションビデオ
デです。

　寄贈　文化庁

V98036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子どもに向き合う心 0時間20分

　それまで問題のなかった子供が，突然暴力を
ふるい，ナイフで人を傷つける。そんな『いき
なり型』の非行が増えているといわれていま
す。

　しかし，そうした子供たちは，本当に『何の
問題もなかった子』なのでしょうか。このビデ
オは，見えにくい子供たちの心の問題を考え，
子どもたちが非行に向かうサイン（前ぶれの行
動）と，親が子どもたちの心にきちんと向き合
うことの大切さについて，学校や地域社会など
からの声を紹介しています。

　寄贈　日本広報協会

V98037

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 漁場環境の保全 0時間21分

　海洋資源の利用や，人口漁礁の投入による漁
場の造成，そして栽培漁業など，安定した資源
の生産に努力している日本の漁業について説明
しています。近年，重油流出事故などによる海
洋汚染の実態と，それによる生態系への悪影響
といった海洋環境の悪化について具体的にとら
え漁場環境の保全の重要性について説明してい
る教材です。

V98038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自分らしさを求めて
表現の工夫 0時間21分

　絵画や工芸において，自分らしい表現とはな
にかを，作品の鑑賞や，絵画や工芸に取り組む
中学生の姿，そして日本画家の田淵氏へのイン
タビューをまじえ解説しています。一人ひとり
が，個性を生かして自分らしい表現をすること
の大切さを教えています。

V98039
保健衛生・性教
育・運動

健康に生きよう－成
長期の心と体を飲む
アルコール 0時間21分

　理性や判断力を弱める，脳細胞を破壊するな
どのアルコールによる脳への影響や，アルコー
ルの有毒性と急性アルコール中毒，肝硬変，妊
娠中の飲酒と胎児への影響といった，飲酒によ
る体に及ぼす害について医学的にとらえ説明し
ている教材です。

V98040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

さまざまな声の魅力
を探る 0時間20分

　アルプスのヨーデルやモンゴルのホーミーの
歌声，日本の天台声明の優雅な旋律，そしてグ
レゴリオ聖歌など，世界の各地に聞かれるさま
ざまな声を取り上げ，声による表現は，民族や
地域によって違いがあり，それぞれに独自の美
しさと，多くの魅力を秘めていることを説明し
ている教材です。
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V98041
交通安全・災害
防犯 とびだしちゃダメ！ 0時間20分

　小さな子供たちは，歌や踊りが大好き。交通
安全をテーマに，思わず踊りだしたくなるよう
な，楽しい歌を全編にちりばめたミュージカル
スタイルのアニメーション。可愛らしい動物の
キャラクターたちの活躍に見入るうちに，自然
に交通安全の基本を身につけるような，新しい
形の教材です。

V98042
漫画・アニメー
ション ホシガリ姫の冒険 0時間20分

　豊かな時代に育った現代の子供たちは，物や
お金を粗末に扱うなど，ともすると正しい金銭
感覚を見失いがちだといわれています。我がま
まに育ち贅沢に慣れてしまったカトリーヌ姫
が，魔法使いのマーサおばさんに，懲らしめの
ため姿形を変えられてしまいます。そして貧し
いジャンの家で暮らすうちに，しだいに地道で
堅実な子供になっていく過程を描きながら，貯
蓄心や健全な生活習慣を身に付ける事が，いか
に大切かを浮かび上がらせています。

V98043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

にじいろのふしぎな
いし 0時間20分

　幼い子供たちは，家庭という安らぎの場所か
ら，初めて社会である保育園や幼稚園に入り，
人との交わりを学びながら自我を育てていきま
す。しかし，人との交わりに不慣れな子供たち
は，知らず知らずのうちに，言葉や行為で相手
を傷つけることがあります。生活の中での言葉
や行為が相手を傷つけることや，一人よりも友
達と一緒に遊ぶことの楽しさなどに気づき，
「相手の立場を考え，思いやる気持ち」を育ん
でくれることを願い制作された教材です。やさ
しさと勇気をくれる『にじいろのいし』を求め
魔女の待つ洞窟への旅。

V98044

自然科学（生
物・天文）、環
境

天気の変化　①－気
温の変化と天気－ 0時間15分

　晴れの日，雨の日，１日の気温の変化，気温
は太陽高度との関係があること,また，雲，風
と気温の変化，数日間の天気の変化とひまわり
の雲画像によって，天気は西から東へ変化する
ことを分かりやすく説明しています。さらに，
天気を予報するいろいろな習わしにも触れてい
ます。

　①天気と気温

　②太陽の動きと気温

　③雲・風と気温

　④天気の予想

V98045

自然科学（生
物・天文）、環
境

天気の変化　②－四
季の天気と変化－ 0時間15分

　気象衛星ひまわりの雲映像による台風の動
き，台風と各地の天気，典型的な四季の映像と
ひまわりの雲映像，天気の情報が生活に活用さ
れる場面を，映像で分かりやすく見せていま
す。

　①台風と天気

　②春の天気

　③夏の天気

　④秋の天気

　⑤冬の天気

V98046

自然科学（生
物・天文）、環
境

メダカの成長
－魚のたんじょう・
水中の小さな生物－ 0時間15分

　メダカの雌雄の見分け，求愛行動，おすとめ
すが体を寄せ合って，めすがたまごをうむよう
す，放精，たまごの中の心臓の動き，血液の流
れ。誕生の瞬間，生命の連続を理解させる教材
です。また，メダカのえさとしての水中の小さ
な生物が動く姿も映像化されています。

　①メダカの産卵

　②メダカのたまごの変化

　③メダカのたんじょう

　④魚のえさ，水中の小さな生物
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V98047

自然科学（生
物・天文）、環
境

植物の成長－実や種
のでき方 0時間15分

　花のつくりと花粉，受粉を説明し，受粉のよ
うすや結実の仕組みをさせた花の子房の育ち方
の実験や，おしべがめしべを追い越すようすを
特殊撮影などで分かりやすく説明しています。
また，スギなどのいろいろな花粉や植物の生命
が連続していることにも触れています。

　①花のつくり

　②おしべとめしべ，おばなとめばな

　③花粉のはたらきと受粉

　④子ぼうの育っていくようす

　⑤いろいろな花粉

V98048

自然科学（生
物・天文）、環
境 月と太陽 0時間15分

　月と太陽の位置の関係を実写，アニメ，実験
などで分かりやすく説明し，三日月，半月，満
月などの満ち欠けや，周期的な月の動きを説明
しています。さらに太陽のプロミネンスや黒点
の映像によって，太陽と月の表面を比較してい
ます。

　①昼間の月の動き

　②夜の月の動き

　③月や太陽の形と表面のようす

V98049

自然科学（生
物・天文）、環
境

動物や人のたんじょ
う 0時間15分

　サケの巣作りから，産卵，放精，受精，誕生
まで，また，いろいろな動物のおす，めすの違
い，イヌの受精と誕生。人の男女のちがい，精
子と卵子，受精卵，母体内での胎児の成長，誕
生，成長，男女の体形の変化，生命の連続を理
解させる教材です。

　①動物のおす・めすのちがい

　②動物のたんじょう

　③人と成長とたんじょう

V98050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきものとあそぼ
う！①
水の中のいきものモ
ンシロチョウ・アゲ
ハほか 0時間24分

　自然の世界を「見て，あそぶことで体験す
る」。これができて始めて子供は学ぶことがで
きるのでしょう。『いきものとあそぼう！』①
～⑥は，いきものの誕生シーンなど，貴重な映
像を盛り込みながら，『いきものと私たちのか
かわり方』を提案しています。

　①モンシロチョウのすみか，食べ物，一生，
体のつくり，育て方

　②モンシロチョウのオス・メスの違い・りん
ぷんの実験

　③アゲハの成長・育て方

　④その他の，みつに集まるチョウと虫を見て
みよう

V98051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきものとあそぼ
う！②
水の中のいきものザ
リガニ・カメ・カエ
ルほか 0時間24分

　自然の世界を「見て，あそぶことで体験す
る」。これができて始めて子供は学ぶことがで
きるのでしょう。『いきものとあそぼう！』①
～⑥は，いきものの誕生シーンなど，貴重な映
像を盛り込みながら，『いきものと私たちのか
かわり方』を提案しています。

　①ザリガニの種類，食べ物，見かける，一
生，体のつくり，育て方

　②ザリガニは何処で呼吸しているの？

　③子ザリガニはお母さんがわかるの？

　④ゼニガメをそだてよう

　⑤その他の，水田にすむいきもの
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V98052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきものとあそぼ
う！③
身近ないきものア
リ・テントウムシ・
ダンゴムシほか 0時間24分

　自然の世界を「見て，あそぶことで体験す
る」。これができて始めて子供は学ぶことがで
きるのでしょう。『いきものとあそぼう！』①
～⑥は，いきものの誕生シーンなど，貴重な映
像を盛り込みながら，『いきものと私たちのか
かわり方』を提案しています。

　①アリの種類や特徴，育て方

　②テントウムシの食べ物，得意技

　③テントウムシはどうやって寒い冬をこす
の？

　④ナナホシテントウの一生と育て方

V98053

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきものとあそぼ
う！④
秋にかつやくする虫
スズムシ・カマキ
リ・バッタほか 0時間24分

　自然の世界を「見て，あそぶことで体験す
る」。これができて始めて子供は学ぶことがで
きるのでしょう。『いきものとあそぼう！』①
～⑥は，いきものの誕生シーンなど，貴重な映
像を盛り込みながら，『いきものと私たちのか
かわり方』を提案しています。

　①秋にかつやくする虫のすみかや食べ物

　②鳴き声のちがいがわかるかな？（スズム
シ，キリギリス，トノサマ

　バッタ，エンマコオロギ，ナキイナゴなど）

　③スズムシの一生，育て方

　④オオカマキリの持ち方，育て方

　⑤カマキリは餌取りの名人！

V98054

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきものとあそぼ
う！⑤
こん虫の王者カブト
ムシ 0時間24分

　自然の世界を「見て，あそぶことで体験す
る」。これができて始めて子供は学ぶことがで
きるのでしょう。『いきものとあそぼう！』①
～⑥は，いきものの誕生シーンなど，貴重な映
像を盛り込みながら，『いきものと私たちのか
かわり方』を提案しています。

　①カブトムシのすみか，食べ物，見かける時
間，一生，体のつくり

　②せい虫やよう虫の育て方

　③世界のカブトムシの紹介（ケンタウルスオ
オカブト……アフリカの

　大形カブトムシ）（ヘラクレスオオカブト…
…世界で一番大きいカブ

　トムシ）（ゾウカブト……世界で一番重いカ
ブトムシ）

V98055

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いきものとあそぼ
う！⑥
ぞうきばやしに集ま
る虫クワガタムシ・
セミ・ハチほか 0時間24分

　自然の世界を「見て，あそぶことで体験す
る」。これができて始めて子供は学ぶことがで
きるのでしょう。『いきものとあそぼう！』①
～⑥は，いきものの誕生シーンなど，貴重な映
像を盛り込みながら，『いきものと私たちのか
かわり方』を提案しています。

　①クワガタムシのすみか，食べ物，見かける
時間，一生，体のつくり

　，育て方

　②世界のクワガタムシとけんか（アフリカク
ロツヤクワガタ……黒光

　りするおおきいクワガタ）（オウゴンオニク
ワガタ……金色に光る，

　数が少ないクワガタムシなど）

　③セミの鳴き声を聞いて見よう

　④その他の雑木林に集まる虫
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V98056

自然科学（生
物・天文）、環
境

水をよごさず大切に
しよう（地球にやさ
しい暮らし） 0時間15分

　住宅地近くの水路，そこから流れ込む川の水
は，見た目にも汚れ，臭いすらしています。
いったい何が汚れの原因なのでしょうか。小学
生たちは，川の水は見た目の汚れだけだではな
く，見えない汚れもあること，川の汚れの大き
な原因の一つに家庭からの雑排水があることに
気づき，水を汚さないためには，どんなことを
したらよいか工夫し，またむだにしない工夫に
もいどみます。

V98057

自然科学（生
物・天文）、環
境

消費エネルギーを減
らそう－限りある資
源と暮らし－ 0時間15分

　地球のまわりに，「二酸化炭素」というガス
が増え続け，地球温度を上昇させています。こ
のまま増え続けると，地球の温度は上がり，気
候は変わり，農業や動植物の生命にも大きな影
響がでてきます。この事を知った守君は，家族
会議を開いて，省エネに取り組み，家族みんな
の協力で，守君の家の電気やガスの使用量は１
か月後大きく減りました。どんな工夫がされた
のでしょうか。

V98058

自然科学（生
物・天文）、環
境

ごみを見直してみよ
う－快適で安全な暮
らし－ 0時間15分

　ある小学校の家庭科の授業で「私たちの学区
域の環境調査」が行われました。その結果とし
て，「ごみ」の問題がいちばん多くありまし
た。そこで，ごみの量を減らすには，どうした
らよいかを考えました。リサイクルできるごみ
は徹底的にリサイクルすること，リサイクルで
きないと思われたごみも，リサイクルできる方
法があること，ごみを出さないためにはどうし
たらよいか，児童たちは考えていきました。

V98059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生の体育（Ⅰ）
基本の運動 0時間40分

　体育学習指導のための研修資料　（小学校
低学年指導者）

　①マット遊び（前回り，後ろ回り，倒立遊
び）　※練習法と，楽しみ

　方の工夫

　②跳び箱遊び（踏み越し，やさしい開脚跳
び）　※練習法と，楽しみ

　方の工夫

　③鉄棒遊び（握り方や基本的な考え方などの
指導，さか上がり，だる

　ま前回り）※予備的遊びと，練習法など

V98060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小学生の体育（Ⅱ）
機械運動 0時間40分

　体育学習指導のための研修資料　（小学校
中・高学年指導者）

　①鉄棒（ひざかけ上がり，後方ひざかけ回
転，前方支持回転，こうも

　り振り下がり）※練習の段階的指導法と発展
技，そのポイントの指導

　②跳び箱（抱え込み跳び，頭はね跳び）※練
習の段階的指導法と発展

　技，そのポイントの指導など

V98061
漫画・アニメー
ション きつねとぶどう 0時間11分

　坪田譲治の名作を美しいアニメで映像化。母
狐の優しい愛情と同時に厳しいしつけも学ばせ
ます。母狐は子狐を連れて山ブドウを探すが，
サルに取られて一房しかとれません。空腹の子
狐のために危険をおかして人里におりたが人間
にみつかり猟犬に追われ漁師にうたれてしまい
ます。数年後，子狐は以前になかったブドウを
見つけました。それは母狐が射たれる前に地面
にかくしたブドウから実ったすばらしい愛情の
ブドウでした。

V98062
漫画・アニメー
ション 花さき山 0時間11分

　斎藤隆介の名作をアニメ化したもので，他人
への温かい気持ちが，知らないところで大切な
ものをつくっているという美しい心の物語で
す。貧しい農家に生まれた「あや」は一生懸命
母親の仕事を手伝っているが，自分の妹の「そ
よ」のために自分はがまんして着物を買っても
らいます。

V98063

自然科学（生
物・天文）、環
境 光の星 0時間11分

　浜田廣介の名作をアニメ化したもので，他の
人々やすべての生き物に対する優しい気持ちの
大切さに気づかせる作品です。天の川のほとり
の三つの星：赤い星，青い星，弱い光の星たち
の毎日の仕事は天の川の水汲みでした。ある
日，傷ついた泥まみれのカササギに出会いまし
たが，かわいそうだと思い大切な水を使ってき
れいにし助けたのは弱い光の星でした。また水
を汲みにもどったが，汲んだ水には金色の美し
い星が映っていました。
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V98064

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくだってきれいに
したいんだ 0時間15分

　学校生活では外見的な容貌，身なりなどで疎
外したり，軽蔑したりするといったことがおこ
りがちです。服装のよごれから「すすけのマ－
ヤン」とあだ名され，差別に苦しむ小３の正夫
の例を取り上げ，そうした差別の不当さや傍観
的な周囲の児童の態度も問題にしながら，いじ
めを解決していきます。学校に来なくなった正
夫を級友の「みさき」が立ち上がり学級会で話
し合い解決していきます。

V98065

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 生きている 0時間15分

　尊い「命」について主人公の少年の目を通
し，「生きている」ことへの感動と家族愛，希
望，友情を見つめていきます。小２のツヨシは
ふとしたことから，自分の家のアルバムから落
ちた一枚の写真に驚きました。父母の話から亡
くなった兄のハジメのことがわかり死別した兄
に想いをよせます。夢のなかでハジメに会い兄
との遊びに歓声を上げるが，突然，兄は霧の中
に消えていきます。目覚めたツヨシは新鮮な感
動を覚えるのでした。

V98066 道徳・国際理解 わたしだけが 0時間15分

　学級生活で特定の子供が不当な差別を受け，
悲しい苦しい思いをするといったことがよくお
きます。いわれない差別をうける小６の秋子を
めぐる他の児童たちのさまざまな対応の姿を描
きながら，みんなで差別を見逃さず，追求して
いくことの大切さを訴える作品です。小６の新
学期に雪江のクラスに転入した秋子は，なぜか
他の仲間から嫌われていました。雪江はそんな
秋子のことが気になり友達になろうとするがつ
い軽率な行動をとりがちになるのでした。

V98067 道徳・国際理解 世界の仲間たち　① 0時間20分

　同世代の世界の仲間たちは，どんな日常生活
を送っているのでしょう。生徒の興味と関心を
引き付ける映像で構成している教材です。

　①自然でわかりやすい英語のナレ－ション
と，生き生きとしたオリジ

　ナルの音声でスト－リ－を展開しています。

　②教室での活用が容易な会話表現をふんだん
に挿入しています。Ｎｉ

　ｃｅ　ｔｏ　Ｓｅｅ　Ｙｏｕ　（Ｈｏｍｅ
ａｎｄ　Ｓｃｈｏｏｌ）

V98068 道徳・国際理解 世界の仲間たち　② 0時間20分

　同世代の世界の仲間たちは，学校や社会でど
んなことをしているのでしょう。ボランティア
活動などの実態を紹介します。

　①自然でわかりやすい英語のナレ－ションと
生き生きとしたオリジナ

　ルの音声でスト－リ－　－を展開していま
す。

　②教室での活用が容易な会話表現をふんだん
に挿入しています。Ｎｉ

　ｃｅ　ｔｏ　Ｓｅｅ　Ｙｏｕ　（Ｆｏｒ　ａ
Ｂｅｔｔｅｒ　Ｌｉｆｅ）

V98069 道徳・国際理解 世界の子供たち 0時間20分

　世界の子供たちは，どんな学校に通いどんな
暮らしをしているでしょうか。日本と深い関係
にある多くの国々で育つ同世代の子供たちの日
常生活を通して異文化に触れ，国際理解・国際
協調の重要性を明らかにします。

　①地球には国境はあるか。

　②登校風景

　③さまざまな授業

　④子供たちと宗教

　⑤放課後の子供たち

V98070
交通安全・災害
防犯

自転車の安全な乗り
方 0時間10分

　自転車は歩行者に対しては危険な乗り物にな
ることや，自転車に乗るときに守らなければな
らない交通ル－ル，また，２人乗りなどの危険
性など，さまざまな実験をとおして自転車の安
全な乗り方を考える教材です。
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V98071

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

映像でつづる昭和史
①　昭和元年～１６
年 0時間50分

　昭和の初め－都会では，鉄筋コンクリ－トの
ビルが続々と立ち始め，地下鉄，飛行船など新
しい文明の利器が登場しました。また，百貨
店，遊園地，カフェ，ダンスホ－ル，巷を闊歩
するモガやモボなど，新しい庶民文化や風俗が
新時代の到来を告げています。しかし，昭和４
年ニュ－ヨ－ク・ウォ－ル街に始まる世界大恐
慌の荒波は，やがて新時代を迎えた日本をも呑
みこむことになりました。

V98072

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

映像でつづる昭和史
②　昭和１６年～２
０年 0時間50分

　昭和の歴史を振り返った時，太平洋戦争の３
年８ケ月は決定的に重い意味をもっています。
昭和１６年の真珠湾攻撃から破竹の進攻を続け
た１７年の前半まで，どのように戦勝報道が行
なわれ，人々はその報道にどれほど沸き立って
いたのか。次第に戦争の局面が暗転した昭和１
８年以降，どのような戦意高揚の宣伝が行なわ
れていたのか。当時のニュ－ス映画の映像は，
それをあますところなく伝えてくれます。

V98073

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

映像でつづる昭和史
③　昭和２０年～３
５年 0時間50分

　日本は無残な敗戦からどのように立ち上がり
今日の繁栄の礎を築いたのか・・・終戦から３
５年にいたる１５年間は，占領から独立へと歩
みを進めた日本が，激しい東西対立の中で，
はっきりと西側・自由主義の陣営の一角に位置
づけられた時期でもありました。終戦直後の焼
け跡，闇市，浮浪児，引揚者，進駐軍，民主主
義，青空教室，そしてリンゴの唄これらは今で
は，懐かしい戦後風俗史の一コマとなっていま
す。

V98074

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

映像でつづる昭和史
④　昭和３５年～平
成元年 0時間50分

　昭和３５年後半に始まる，池田内閣の高度経
済成長の政策は，その後の日本の進路に大きな
影響を与えました。日本は昭和４０年代５０年
代を通じ，ドルショック，オイルショック，円
高，貿易摩擦などいくつかの障害に出会いなが
らも，それを乗り越え，ひたすら今日の経済大
国への一筋道を進んで来ました。経済力の大き
さと科学水準の高さ。しかしその反面，人々の
生活文化の水準は，決して高いとはいえませ
ん。

V98075

自然科学（生
物・天文）、環
境

生物のつながりと植
物連鎖 0時間0分

　落葉広葉樹の森で繰り広げられる生物どうし
の複雑に絡み合った食べる食べられるの関係
や，生産者・消費者・分解者の働きを観察し，
自然界の物質循環と生物どうしのつながりを理
解させる教材です。

　①様々な食物連鎖

　②自然界の生産者と消費者

　③自然界の分解者

　④物質の循環と生物のつながり

V98076

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第１巻　新しい地球
儀 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメ－ジです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。人工
衛星を使うことにより我々の地球の新しい姿を
知ることができる教材です。

V98077

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第２巻　５５億人の
生活圏 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメ－ジです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。地球
のどこに，どのような人々がくらしているか，
過密する都市の生活型公害などを通して人口問
題について考える教材です。

V98078

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第３巻　鳴動する大
地 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメ－ジです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。火山
はどこに存在し，地震の起こりそうな場所はど
こか，人口衛星から地球がもつはかりしれない
エネルギ－を観察することができます。

V98079

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第４巻　世界都市 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメ－ジです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。地球
はひとつの大きな市場です。国ごとの貧富の差
がひろがる中で，環境問題という転換期を迎え
た世界市場について考える教材です。
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V98080

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第５巻　天候と大気
の流れ 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメ－ジです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。人工
衛星からの画像でみる気象変動の実態，そして
そこから導かれる地球の温暖化の予測と温室効
果を防ぐ方法を考える教材です。

V98081

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第６巻　生きている
海洋 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメージです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。汚染
が進む海，人工衛星がとらえた海の汚染状況の
実態と，それが生命にどのような影響を与えて
いるかを探る教材です。

V98082

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第７巻　大河のゆく
え 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメージです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。アメ
リカのミシシッピー川や旧ソ連の干上がり始め
たアラル海などを例に自然をコントロールする
難しさを探る教材です。

V98083

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第８巻　消えゆく森
林 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメージです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。森林
を破壊することなく，有効に利用するには，熱
帯森林の減少が問題視される中で，森林の保護
と開発のバランスを考えることが大切です。

V98084

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第９巻　飽食と飢餓 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメージです。このビデオでは，我々
人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同体の
乗組員であることを認識させてくれます。今後
地球の人口は爆発的に増加すると予想されてい
ます。植物の生態や動物の研究から将来におけ
る飢餓を防ぐ方法を模索する教材です。

V98085

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙船地球号
第１０巻　地球の未
来のために 0時間26分

　「宇宙船地球号」というのは，宇宙で生物が
存在する星という意味で，ＮＡＳＡによってつ
くられたイメージでする。このビデオでは，
我々人類は誰もが宇宙・地球号という運命共同
体の乗組員であることを認識させてくれます。
人類の歴史と宇宙船地球号をすみずみまで見守
る人工衛星。環境問題と子供たちの未来のため
に，我々に何ができるかを考える教材です。

V98086
保健衛生・性教
育・運動 スポーツ医療 0時間35分

　①ねんざ

　②腕の骨折，足の骨折

　③肩の脱きゅう

　④突き指

　⑤アキレス腱断裂・ひざ関節のけが

V98087
保健衛生・性教
育・運動 テーピング 0時間50分

　①テープの種類

　②ひざ関節のテーピング

　③足関節のテーピング

　④足部のテーピング

V98088

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめ
第１巻ドキメント
「１０００の叫び」 0時間30分

　１９９４年，いじめを苦に自殺した大河内清
輝君の父祥晴氏が「いじめがどんなに苦しいの
か，教えてほしい」と呼びかけました。全国か
ら１０００通を超す手紙が寄せられ，そこに
は，今まで誰にも打ち明けられなかった子供た
ちの叫びがつづられています。「いじめとは一
体何か」手紙を様々な角度から追い，いじめを
考えるひとつの手立てとして，またいじめを解
決するキッカケに役立てられることを願いとし
て制作されている教材です。

V98089

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめ
第２巻ドラマ
「僕は死にたくな
い」 0時間30分

　いじめには、常に多くの傍観者がいます。
「見てみぬふり」派。彼らには彼らの言い分が
あり「傍観者がなぜ悪いのだ」と。しかし，彼
らの存在こそがいじめの有無に極めて大きな関
わりがあるとも言われています。これは，そう
した彼らが主人公となって展開されているひと
つのドラマです。ある日，親友正男がいじめに
遭っているのを目撃する勇介。どうしようかと
友達に相談するが，そのうち学校に出てこなく
なる正男。勇介の心は？
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V98090

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いじめ
第３巻問いかけ
「大人たちへのメッ
セージ」 0時間30分

　いじめの本当の責任はどこにあるのか。

　〈内容〉

　①いじめの実態を統計から見た特徴

　②手紙による子どもたちの声

　③教育専門家，カウンセラー，精神科医等に
よる分析

　④学校と親の責任とは？

　⑤大河内祥晴氏の問いかけ「いじめを決して
許さない大人の姿勢と責任」

V98091

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生の進路指導シ
リ－ズ　１
自分の将来を考えよ
う 0時間17分

　目標をもって人生を歩む人と，目的もなく歩
む人とでは，いろいろな意味で差が出てきてし
まいます。充実した人生を送るには，今のうち
から進路を考え，準備をしておくことを生徒に
動機づけをし，そのためにはどうしたらよいか
を考えさせる作品です。今すぐ自分の将来を決
めるのは無理かも知れないが，どんな生き方を
したいか，それにはどんな仕事を選ぶべきかを
考えておくことが大切であることを示していま
す。

V98092

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生の進路指導シ
リ－ズ　２
自分の将来の計画を
立てよう 0時間20分

　高校に入ったのに中途退学してしまう人，就
職したのにすぐ辞めてしまう人が毎年相当数出
ています。これは本人にとって大変な損失にな
ります。将来についての目標を持ち，それを実
現するためにしっかりした計画性をたてること
が大切であることを示しています。

V98093

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生の進路指導シ
リ－ズ　３
自分の進路を考えよ
う 0時間20分

　中学校卒業後，進学する人もいますが，いず
れは社会に出て働くことになります。そこで将
来どんな職業につきたいかという目標によって
進路の選び方が違ってきます。男女各４名によ
る「働く意義」についての話し合いや，漠然と
考えている将来の目標を考える基準を例示し，
４人の生徒がそのデータをもとにキャスター宮
崎淑子が具体的な進路指導のケーススタデイを
展開しています。

V98094

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生の進路指導シ
リ－ズ　４
自分を生かせる進路
を目指そう 0時間18分

　中学生が将来の進路を自分で選ぶのは初めて
の経験だから不安がつきまといます。どんな点
に迷い，悩むのか……キャスター宮崎淑子が何
人かの生徒にインタービューをしながら彼等の
悩みや迷いを受けとめ，具体的な進路相談のモ
デルケースを展開している教材です。

V98095

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生の進路指導シ
リ－ズ　５
自分の進路を選ぼう 0時間19分

　中学校卒業後のコースは大別すると七つあり
ます。それぞれの進路にはどんな特徴があるの
でしょうか。どんなことを勉強し，卒業した後
はどうするのでしょうか。高校生の在校生への
インタビューを含めて，それぞれの学校を選ん
だ理由や卒業後の進路などを聞き，進路選択の
参考にできる教材です。

V98096

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

中学生の進路指導
・進路指導シリーズ
有効活用の手引き 0時間17分

　進路指導の理念と実際について・これまでの
進路指導の問題点・文部省通知の中味・これか
らの進路指導について解説しています。これか
らの進路指導については，指導要領の改定に伴
い　①進路適性の吟味　②進路情報の理解と活
用　③望ましい職業観の形成　④将来の生活の
設計　⑤適切な進路の選択について五つのポイ
ントから解説しています。

V98097

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

中学生のボランティ
ア学習マニュアル 0時間20分

　人や自然とのふれあいをとおして，社会にあ
る様々な課題を学び，社会のー員としての役割
を探るボランティア学習。ボランティア学習の
進め方は大きく「事前学習」「実践学習」「相
互学習」「自己評価」の４段階に分かれていま
す。この作品は，実際にボランティア学習を体
験している中学生たちの姿を例にその進め方を
紹介しています。学校教育や社会教育の現場
で，中学生が学習の流れや方法をしっかりと把
握し，意義深いボランティア学習を実践するこ
とを願って制作されています。

V98098
漫画・アニメー
ション

グリンーヴァレー物
語－空をとんだポウ
さん－ 0時間8分

　グリーンヴァレーとは，その名のとおり緑の
谷のことです。原生林の中にある美しい谷は，
綺麗な水が流れる小川と，四季折々には花が咲
き，小鳥やモグラ・リス・ウサギなどの小動物
だけがすんでいます。この物語の主人公モグラ
のポゥさんは、両親と祖父と妹たちとー緒にく
らす元気な男の子。ポゥさんを中心にしたモグ
ラ家族のやさしさと，勇気と，楽しさで綴られ
た物語が春夏秋冬に分けて展開されています。
この作品は，その春編です。
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V98099
漫画・アニメー
ション 新・泣いた赤鬼 0時間20分

　村の人たちと仲良くなりたいという，友だち
の赤おにの願いをかなえてあげようと，わざと
悪者のふりをして嫌われものになる青おに……
心の優しいおにたちの交流を感動的に描いて，
友情の大切さを謳い上げた浜田廣介の童話の代
表作を，心温まる美しいアニメーションで描い
ています。

V98100
漫画・アニメー
ション 七夕さま 0時間20分

　「僕のお願いも飾って」と言いながら，姉
（小１）の笹竹に短冊を結びつけている四歳の
弟。その仲良し姉弟に，お母さんが七夕にまつ
わる織姫と彦星の話をしてくれます。夜空にキ
ラめく二つのお星様が天の川をはさんで再会す
るというロマンチックな物語です。

V98101
漫画・アニメー
ション

神様がくれたクリス
マスツリー 0時間12分

　今年は，ツリーなしのクリスマスになりそう
です。村長たちの困った顔を見て，その原因を
作った幼い兄弟は，雪の降る夜，広場の大きな
モミの木に登って飾りつけを始めるのですが…
…。クリスマスにまつわる心温まる物語を通じ
て，真心の美しさを贈る作品です。

V98102
漫画・アニメー
ション クリスマスキャロル 0時間29分

　チャールズ・ディケンズ原作の「クリスマス
キャロル」は，冷酷で，けちん坊なスクルージ
老人が，クリスマスの日に，夢の中で幽霊たち
から過去・現在・未来にわたる自分の姿を見せ
られて，やさしい心を取り戻し人間性に目覚め
ていくという物語です。この作品はそのディケ
ンズのストーリーを特に，現代の子供たちも興
味をもって見ることの出来るようなアニメー
ションとして再構成し，他の人々への思いやり
の心がいかに大事かという，今にも通じるメイ
ンテーマを，浮かび上がらせようとするねらい
で制作されています。

V98103
漫画・アニメー
ション ぼくときどきぶた 0時間25分

　則安くんたちはクラスの発表会で紙芝居をや
ることになりました。話を考えるのは大変だけ
ど，作るのも見るのも面白く，皆が楽しめるの
が紙芝居のいいところです。しかし，発表会の
当日，紙芝居から魔王がぬけ出して，皆がぶた
にされてしまいました…！

V98104
漫画・アニメー
ション ぼくへそまでまんが 0時間25分

　いつも失敗ばかりの則安くんは，自分の失敗
をまんがの日記にすることに。今までははずか
しく思っていたことが，まんがにするとぜんぜ
ん平気，気にすることなんて何もない。それか
らの則安くんは，なんでもまんがに書いていく
のですが……。

V98105
漫画・アニメー
ション

いじめっ子ザルと正
直カニさん 0時間12分

　仙人が森の動物たちに「さるカニ合戦」の話
をしています。この昔話を終えて仙人と森の動
物たちは，いじめについて話合いをします。森
の動物達から様々な意見が出されます。「嘘を
つつくな弱いものをいじめるな。いじめはかっ
こ悪い。自分に負けるな。親切の方が気持ちい
い。」最後にサルが「もう嘘はつかないでごザ
ルよ……」と，反省すると，このたった一言で
物語全体の筋書きがどんどん良い方向に変わっ
ていくことに気がつかされる作品。

V98106
漫画・アニメー
ション うまれるよ！ 0時間12分

　三人姉妹はもうすぐ赤ちゃんが生まれてくる
のを楽しみにしています。「お父さんもおへそ
があるから赤ちゃんだったの？」お父さんもお
母さんもおばあちゃんから生まれた赤ちゃん
だったことに驚きます。待ちに待った出産の
日，わくわくしながら助産院へ行きました。陣
痛に姉はそっと涙を拭います。お母さんも赤
ちゃんも頑張ってついに男の子が誕生！皆に喜
びが広がります。やっぱりへその緒がちゃんと
つながっていました。

V98107
漫画・アニメー
ション セロひきのゴーシュ 0時間20分

　賢治童話の傑作として名高い「セロひきの
ゴーシュ」をアニメ化した作品。セロがうまく
弾けるように，あきらめない努力を続けるゴー
シュの姿と，いろいろな動物との出会いを描い
た，楽しいファンタジー。

V98108
漫画・アニメー
ション

ロビンソンクルー
ソー・無人島の冒険 0時間40分

　無人島の大自然のなか，知恵と勇気で立ち向
かうロビンソン……この作品は，無人島でのサ
バイバルのようすや，他国人との出会いを中心
に，現代の子供たちにも理解しやすい形に再構
成し，大自然の中で，たくましく成長していく
ロビンソンの姿を浮かびあがらせようとしてい
ます。
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V98109
漫画・アニメー
ション

水墨画のアニメ　マ
マ！ママはどこ？他
２編 0時間55分

　朗読‥ジュデイ・オング　水墨画が動くコン
ピュータを超えた世界に類を見ない匠の技の映
像です。

　①ママ!?ママはどこ?－おたまじゃくしの大
冒険

　おたじゃくしがお母さん蛙を捜しに旅にでて
成長していく姿。

　②仔鹿と少女と鈴の音

　人里離れた奥深い山の中，両親のいない少
女，両親を見失ってしまった仔鹿の出会い。

　③山の音　琴の詩

　旅人と少年のふれあい。

V98110
漫画・アニメー
ション

イソップ物語　①
北風と太陽他５編 1時間6分

　①北風と太陽

　暴れ回る北風，にこにこしている太陽。

　②りこうなニワトリ

　きつねに狙われているニワトリ。そこで…
…。

　③キツネとツル

　食べ方も，食べ物もまるでちがうキツネとツ
ル。

　④アリとハト

　ハトに命を助けてもらった兄弟アリが，ハト
に恩返し。

　⑤馬とロバ

　強いものが弱いものの味方になれば，両方助
かるという話。

　⑥王様を求めるカエルたち

　カエルたちは王様を，決めることが出来ませ
ん。そこで……

V98111
漫画・アニメー
ション

イソップ物語　②
きこりとヘルメス他
５編 1時間6分

　①きこりとヘルメス

　正直者のきこりはヘルメスから金と銀のおの
をもらうが…。

　②うそつきの羊飼い

　いつも「オオカミがきたぞ！」と，嘘をつい
ていた羊飼いは…。

　③イノシシとキツネ

　キツネから，なぜ，きばをとぐのかとたずね
られたイノシシが…

　④シカとぶどうの木

　猟師から追われた鹿は自分の身をぶどうの木
の葉でかくしたが。

　⑤ライオンとウサギ

　欲張りな親子ライオンはウサギも鹿も一度に
つかまえようと…。

　⑥おばあさんと医者

　目を悪くしたおばあさんが呼んだ医者は，家
のものを盗んで…。
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V98112
漫画・アニメー
ション

イソップ物語　③
金の卵を生むニワト
リ他５編 1時間6分

　①金の卵を産むニワトリ

　ある日，ニワトリが金の卵を産みました。そ
こで…。

　②欲ばりな犬

　肉をくわえた犬が水面をのぞくと，もう一匹
の犬が…。

　③ロバとオンドリとライオン

　ライオンは，オンドリのなき声がとてもにが
て。

　③農夫とその子どもたち

　農夫は死ぬ前に子供たちにぶどう園を掘りか
えすよう言う。

　④オオカミと子ギツネ

　知ったかぶりでミエっぱりのオオカミは，本
当は……。

　⑤キツネとキコリ

　猟師に追われたキツネが木こりの姿をみつけ
て……。

V98113
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　①
ピノキオの冒険 0時間44分

　やさしいおじいさんに作られた，木でできた
ピノキオ。家をとびだし行った先は，いろいろ
な苦難と驚きの連続。でも，最後はやさしい人
間の子供になれました。

V98114
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　②
あしながおじさん 0時間42分

　孤児院育ちのジェルーシャという少女が，作
文が上手なことから，ある金持ちの紳士に認め
られ，資金援助を受けて大学に入り，入学の日
から卒業まで大学生活のすべてを，その紳士
に，手紙で報告していきました……。

V98115
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　③
オズの魔法使い 0時間42分

　少女ドロシー・キコリ・ブリキ・ライオン
は，魔法にも負けない冒険の旅に……。

V98116
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　④
クオレ　愛の学校 0時間44分

　ぼくはエンリコ。きょうから小学校の４年生
になったんだ。新しい先生はベルボーニ先生。
ほんとうは『なんだか気むずかしそうで好きに
なれそうにないな……。』なんておもってたん
だけど，ある日学校でとんでもない事件が起
こっちゃったんだ。ベルボーニ先生いったいど
うするんだろう……。

V98117
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　⑤
トム・ソーヤの冒険 0時間42分

　古きよきアメリカの雄大なミシシッピー川の
ほとりを，舞台にいたずらっ子トムと，その仲
間たちが，ゆかいな大冒険をくりひろげます。

V98118
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　⑥
若草物語・不思議の
国のアリス 0時間44分

　①若草物語

　お父さんが戦争にいったマーチ家では，お母
さんと四人姉妹が留守を守っています。貧しく
ても明るく心の温かいこの一家に，いろいろな
ことが起こります。そして，お父さんは無事
戻ってくるでしょうか？

　②不思議の国のアリス

　常識をこえた面白さと子供への励まし，うさ
ぎを追いかけていたアリスは，不思議の国へ迷
いこんでしまいました……。

V98119
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　⑦
宝島・にんじん 0時間44分

　①宝島

　さあ！宝さがしの旅にでよう。ある老海賊が
残した宝島の地図をめぐって，一人の少年を主
人公に展開されるスリルと冒険に満ちた海洋ア
ニメ。

　②にんじん

　真っ赤な髪の毛の少年にんじん。どうしてお
母さんが，自分に辛いことや，いやなことをお
しつけてくるのかわかりません。しかし，自分
なりの方法でその環境をかえようと考えます。
それはまた少年の自立への一歩です。
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V98120
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　⑧
ロミオとジュリエッ
ト・少女コゼット 0時間44分

　①ロミオとジュリエット

　モンタギュー家のロミオとキャピュレット家
のジュリエットは，舞踏会で出会った時から愛
し合うようになります。しかし，ふたりの家は
家来でさえけんかをするような仲の悪さ。悲し
い結末が……。

　②少女コゼット

　みなしごになってしまったコゼット。あずけ
られた小さなホテルの主人にこきつかわれなが
ら，暮らすこの不幸な少女に救いはあるので
しょうか。

V98121
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　⑨
家なき子・アンクル
トムの小屋 0時間44分

　①家なき子

　レミは，捨て子。やさしい旅芸人のビタリス
じいさんといっしょにいろんな町をまわりま
す。ところがある日そのおじいさんも死んでし
まって…。

　②アンクルトムの小屋

　奴隷のハリーが借金のかたに売られることに
なりました。それを知ったハリーの両親はハ
リーの手をひき自由の地をもとめて逃げだすの
ですが…。

V98122
漫画・アニメー
ション

世界名作アニメ　⑩
そんごくう・くるみ
割人形 0時間44分

　①そんごくう

　岩から生まれた孫悟空は三蔵法師というえら
いお坊さんのおともをして旅するのですが，猪
八戒や沙悟浄があらわれて…。そんごくう誕生
の巻。

　②くるみわり人形

　それは夢のお話。悪いねずみの手からくるみ
割り人形をたすけようとしたクララは，一人の
王子さまと出会いました。ところがその夢がや
がて…。

V98123

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

生きもの地球紀行
①　大地と海に躍る
生命 1時間13分

　季節の移り変わりの中，厳しい大自然と闘い
ながら生き抜く動物たちの姿。世界各地で出
会った珍しい生きものたちの貴重な映像，失わ
れいく自然とそれを回復させようとする人間の
姿を収録。登場する動物…ホッキョクグマ，カ
リブー，ザトウクジラ，ゾウアザラシ，ヒグ
マ，シマフクロウ，エルク，ラッコ，ダチョウ
など

V98124

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

生きもの地球紀行
②　親子の愛・旅立
ち 1時間5分

　動物の親子愛。それは言い換えるならば，生
きるための術の伝授とも言えます。なぜなら，
彼らは，いずれ独り立ちして生き抜いて行かね
ばならないのだから…登場する動物…タテゴト
アザラシ，セイウチ，オロロン鳥，ミツユビナ
マケモノ，オラウータン，ハチドリ，ガラパゴ
スゾウガメ，ザトウクジラ，キツツキフィン
チ，グーリンアーノルトカゲなど

V98125

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

生きもの地球紀行
③　野生とのふれあ
い 1時間8分

　柳生博さん，宮崎淑子さんが，リポーターと
してカリフォルニアとマダガスカル島を訪ねま
す。その他これまで放送本編では紹介しきれな
かった映像も合わせて収録。登場する動物…コ
ククジラ，キツネザル，シファカ，ハクガン，
マンタ，イワトビペンギン，コウノトリ，コモ
ドドラゴン，パタスモンキー，アイアイ，オッ
トセイ，アムールヒョウ，ヒグマ，アフリカゾ
ウなど

V98126

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

生きもの地球紀行
④　生命をはぐくむ
水 1時間6分

　すべての生命の源である水。ここでは，「水
惑星・地球」をテーマに，生きものと水との関
わりを求めて南米イグアスの滝，紅海を訪ねま
す。また日本の四季と水との風景も合わせて描
いていきます。登場する動物…バラクーダ，ナ
ポレオンフィッシュ，ドクウツボ，オショロコ
マ，オオムジアマツバメ，オニオオハシ，エゾ
リス，イシガキフグ，ヨコシマクロダイ，ザト
ウクジラ，サシバなど

V98127
保健衛生・性教
育・運動

食生活の自己防衛シ
リーズ　遺伝子組み
替え食品ってなに 0時間43分

　知らぬ間に食卓に上がる遺伝子組み換えとは
何かを明らかにし，その利用の実態をアメリカ
やＥＵに取材し，遺伝子組み換え食品登場の背
景，その光と陰を浮き彫りにします。また，世
界の市民運動や生協，農家の持続的な農業と安
全な食を求める新しい動きも紹介し，いま安全
な食生活を実現するためにどうしたらよいのか
を考える教材です。
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V98128
保健衛生・性教
育・運動

食生活の自己防衛シ
リーズ　それでもあ
なたは食べますか 0時間30分

　食品添加物に囲まれる現代の食生活。その危
険な実態を食品テストなどにより暴き，食品添
加物の害を防ぎ，安全な食生活を築くための実
践を訴える教材です。

V98129

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子どもを育む遊び 0時間28分

　豊かな遊びの体験が失われつつある今，まず
は大人たちが遊びの効用を認識し，そして地域
で積極的に“遊び”に関わっていくことの大切
さを訴えます。地方都市の埼玉県新座市「あそ
びの学校」，大都市の住宅街・東京都世田谷区
「羽根木プレーパーク」，山々に囲まれた自然
環境の栃木県足利市－自然学校「ノザップ」，
商店街が賑わう下町の東京都足立区－千住あそ
び祭…それぞれの住環境における“遊び”の実
践例を紹介しています。

V98130

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

思いちがいの子育て
《上巻》
あなたは子供を飼育
していないか 0時間30分

　知らず知らずのうちにあなたは子供を「飼
育」してしまっています。飼育されて大きく
なった子供は，社会で要求される意欲や創造
力，応用力などが備わらず，やがては挫折する
ことに…。こうした思いちがいにハッとさせら
れる『子育てワンポイントチェック』で自己を
振り返り，正しい子育てに気づかせてくれる教
材です。

V98131

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

思いちがいの子育て
《下巻》
「ことば」と「遊
び」が心を育てる 0時間30分

　子供の心の成長に大事なのが「ことば」と
「遊び」。現代っ子には，これが一番不足して
います。思いやりのない子供，犯罪を犯してし
まう少年，登校拒否やいじめの問題も，その原
因の多くはここにあります。人間同士のふれあ
いや遊びがいかに大切か，母親はどうあるべき
かを豊富な例をあげて紹介しています。

V98132

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いい子・わるい子－
反抗期と心の成長－ 0時間28分

　反抗期。それは子供たちが甘え，もがきなが
ら親離れをしていく時。何にでも反抗するこの
時期の子供は親にとって「わるい子」に映りま
す。しかし，それは人間が生きていく上で大切
な自立心が芽生えている証拠。この反抗期に親
の言う事をよく聞く，親にとって「いい子」ほ
ど問題を抱えている場合が多いです。この作品
では，親にとって都合の「いい子」が抱える問
題点を探り，自立心ややる気が芽生え始める時
期の親の対応の大切さを示唆しています。

V98133

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わが子の心が見えな
い 0時間32分

　“いじめ”によって同級生を自殺に追い込ん
だ中学２年生の息子を持つ母親を主人公とし
て，ラジオのパーソナリティーとして，『放課
後の悩み相談室』を担当し，子供たちの気持ち
については，よく理解しているはずの，彼女の
息子の心に，一体，何が起こったのか？…を，
彼女とともに探り，見つめていく過程を通し
て，親は，わが子の心を，どのようにして開
き，理解していったら良いのかを考えてみよう
とする教材です。

V98134
保健衛生・性教
育・運動

家族－忍び寄る覚醒
剤の恐怖 0時間36分

　近年，非行は低年齢化が進み，急激な増加が
みられ，本人や家庭破壊にとどまらず，少年犯
罪が事件や社会不安に，大きくかかわるように
なってきました。特に，数年来，中・高生の間
に増えてきた覚せい剤汚染が注目され，憂慮さ
れています。この作品は，グループに誘われる
ままに覚せい剤とは知らずに手を染め，やがて
は断ち切れずに身も心も傷つき，病床に横たわ
る娘とその家族がたどった，怒りと悲しみ，そ
していたわり支えあった再起への長い闘いの記
録を通して，覚せい剤の恐怖と，根絶を強く訴
えています。

V98135

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 街 0時間36分

　『少年は街の本当の姿を知らなかった。街が
動き出す生き生きとした瞬間を知ったとき少年
の心は開かれた。』人と人との関係性をテーマ
としています。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，更生保護事業従事者（保護司，更正保護
婦人会員，ＢＢＳ会員等）の活動を具体的に描
写し，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，併せて更
生保護事業への理解と参加を呼びかける作品で
す。

V98136

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本一短い「愛」の
手紙 0時間32分

　あの，ベストセラーを１１編のアニメ・ファ
ンタジーで綴る。…手紙文化の発信基地とし
て，丸岡町がおこなった「日本一短い手紙」の
コンクール。全国から３２，２３６通の「母へ
の想い」が寄せられました。「普通の人々が
綴ったこの短い手紙」には，誰もが共有できる
「母と子の真実の物語」がある。どんなに時代
が変わっても，忘れてはならない「人生の糧」
があります。詩情豊かな音楽とアニメファンタ
ジーの組み合わせによって，小さなお子さんか
らお年寄りまで幅広い方々に鑑賞してもらえる
作品です。
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V98137

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本一短い「母」へ
の手紙 0時間23分

　第三回「日本一短い『愛』の手紙」より，四
編の手紙をアニメ化し，詩情豊かなオムニバス
形式でお届けします。「夫婦愛」「兄弟愛」
「親子愛」そして，「家への愛」をテーマとし
た作品を，まるごと短編小説を読むように味わ
い深くご覧いただけます。様々な問題を抱えた
難しい時代だからこそ，もう一度，「にんげ
ん」を，そして，「愛」を見つめる機会が必要
です。それぞれの物語から，ぜひ，あなた自身
の『愛』を見つけてみてください。

V98138

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

セクシャルハラスメ
ントと女性の人権 0時間24分

　近年，女性の職場進出には目覚ましいものが
ありますが，一方で企業の理解不足や男女間の
意識のずれによる職場での性的嫌がらせ（セク
シュアル・ハラスメント）が問題視されるよう
になってきました。この作品は，「セクハラと
はどういうことなのか」，具体的事例を示しな
がらその実態に迫ります。さらに，「なぜセク
ハラが起きるのか」，「セクハラを起こさない
ためにはどうしたら良いのか」，「セクハラに
あったらどうすればよいのか」等を示すととも
に，考察を深めていく構成になっています。

V98139
漫画・アニメー
ション

おじいちゃんのトマ
ト 0時間39分

　このアニメでは，一人の少年のまわりで起こ
る様々な人権問題をめぐって，少年やその家
族，そして周囲の人たちが悩み苦しんでいきま
す。けれども，体の不自由な祖父の生きること
への情熱や考え方に触れ，命の尊さや相手の気
持ちを思いやる優しさに気づきはじめます。…
人は，一人ひとり違っていることを認識したう
えで，相手の気持ちを思いやり，共に悩み，考
え，生きることを喜び合える，そんな「共に生
きる」ことの大切さについて考える作品です。

V98140

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 友ある老後 0時間24分

　新潟市の広川サツさん，清瀬市の中高年の社
会参加を考える会，小平市のやすらぎの家，東
京都千代田区の熟年のためのパソコン通信教
室，佐野市のシルバー奉仕員などのケースを描
きながら，高齢化社会最大の敵，孤独を追放す
るための方策をさぐる教材です。

V98141
保健衛生・性教
育・運動

家庭介護シリーズ
（入門編）
おとしよりと暮す 0時間18分

「お年寄りと暮す－ゆとりある老後のために
－」お年寄りと暮すとはどういうことなので
しょうか。元気なお年寄りとリハビリに励むお
年寄り，そして寝たきりのお年寄り。それぞれ
の家庭での生活を通して考える。○元気なお年
寄りと暮す○寝たきりを防ぐ家庭介護○寝たき
りのお年寄りとともに

V98142
保健衛生・性教
育・運動

家庭介護シリーズ
（自立編）
寝たきりストップ 0時間14分

　「寝たきりストップ　－自力を助け，リズム
ある生活を－」お年寄りを寝たきりにさせな
い，お年寄りに優しい住宅をモデルルームから
学ぶとともに自立を助けるリハビリの方法や介
護サービスの利用の仕方を紹介。さらに介護者
のリフレッシュ方法等についても考える。○高
齢者住宅モデルルーム　○寝たきりゼロへの十
ケ条○毎日が寝たきりへの分かれ道

V98143

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

家庭介護シリーズ
（実際編）
毎日の安心介護 0時間14分

　「毎日の安心介護－無理のないケアをめざし
て－」現在，寝たきりのお年寄りを介護してい
る斎藤澄さんの家庭を例に，家族の関わり方と
対応，便利な介護洋品，介護のノウハウ等を紹
介します。○寝たきりの介護の実際○介護者の
リフレッシュ

V98144

自然科学（生
物・天文）、環
境

プラスチックのリサ
イクルと油化 0時間17分

　主に石油を原料にしてつくられるプラスチッ
クは，私たちの生活に欠かせない素材で，社会
のあらゆるところに使われています。日本にお
けるプラスチックの生産量は，現在１年間に
１，５００万トンにもなっています。現在，地
球の環境保全は私たちにとって大きな課題とな
り，プラスチックも様々なリサイクルが進めら
れてきました。このビデオでは，廃プラスチッ
クを石油に戻す『油化』の，新しく開発された
次世代油化技術について紹介しています。

　寄贈　日本視聴覚教材センター

V98145

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

とっておきの芸術祭
in せんなん -すてき
だねピュアな世界- 0時間19分

　平成９年１０月，３回目を迎えた『とってお
きの芸術祭』が『えずこホール』で開催されま
した。そのときの，障害者と健常者の交流を図
る芸術祭を紹介している作品です。（制作　平
成９年１２月）

V98146

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

宮城大学～
Hospitality &
Amenity 0時間20分

　『知的で，明るく，たくましく』，世に知的
な貢献を目指す，宮城県立の宮城大学。平成９
年３月，ホスピタリティとアメニティを基本理
念にして開学し，２１世紀を先取りする宮城大
学を紹介する作品です。（制作　平成１０年１
月）

V98147

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

みやぎものづくりま
るごとﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ
～みやぎらしいもの
づくりを目指して 0時間17分

　平成９年１２月に開催されたイベントを中心
に，宮城県の優れた工業製品・技術などを紹介
しています。（制作　平成１０年２月）
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V98148

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みやぎの福祉・夢プ
ラン
～日本一の福祉先進
県づくり～
（※手話つき） 0時間23分

　平成１０年度から計画期間である宮城県福祉
施策の実施計画の内容を，映像をもちいて詳し
く解説しているます。（制作　平成１０年３
月）

V98149

自然科学（生
物・天文）、環
境

森林から見た日本の
気候 0時間21分

　これまでの気候の学習は，世界については植
生・森林と関連づけて理解を図っているが，日
本については，気候と降水量のグラフでとらえ
させる傾向が見られます。そこで，このビデオ
教材は，森林が気候を総合的に反映し，森林の
姿によって気候の違いが眼でとらえられること
を確認した上で，日本についても森林分布に着
目して，日本の気候の特色や区分を眼でとらえ
ることを試みています。
寄贈　国土緑化推進機構

V98150

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

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－ 0時間45分

　華の都パリ。石畳の道を騎兵連隊が行進しま
す。彼等を世界的に有名にしているのが王朝時
代から伝わっている伝統的な古典馬術の演技で
す。華やかなパリの文化，美しいノルマン
ディー地方の牧場，今も馬を大切にしている貴
族の暮らし，世界の馬術界の頂点に立つソ
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兵連隊の伝統と誇りを
受け継ぐ男達の姿を追いかける作品です。寄贈
農林放送事業団

V98151

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

新・首都機能ステー
ジＭＩＹＡＧＩ
未来は「みやぎ」か
ら 0時間20分

　未来とみどりが融け合うほくとう新都市

　みやぎ新都市のアピールポイント

　●緩やかな丘陵・みどり・風土に溶け込む環
境共生都市

　●仙台と相互補完する連立都市

　●小さな政治行政都市を表象する軽装都市

　●“ひと”が主役の生活文化都市

　●風情を残すハイテク都市

　ホームページのアドレス
http://www.pref.miyagi.jp./syuto

V98152

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

水産物の品質管理
－鮮度保持と衛生管
理－ 0時間26分

　古来より日本人は，動物性蛋白質の供給源の
大部分を水産物に求めてきました。魚介類を生
で食べる習慣があり素材が新鮮であることが求
められます。品質をいかに維持し鮮度保持が重
要視されてきました。水産物の生産・加工・流
通課程における品質管理に焦点をあて，その鮮
度保持と衛生管理について，化学的な分析を加
えながら分かりやすく解説している教材です。
寄贈　（財）東京水産振興会　　※１９９８年
教育映像祭　優秀作品証受賞　他

V98153
科学技術・物
理・化学・工学

対決！エレクとマグ
ネの真剣勝負 0時間25分

　ケンタのゲームマシーンが突然動かなくなり
ました。そこに現れたのは，電気の化身「エレ
ク」と磁気の化身「マグネ」。二人は様々な電
気と磁気の実験で対決していきます。はじめは
仲が悪い二人だが，実験が進むにつれ，二人の
間の意外な関係が明かに。さて，その関係とは
………。寄贈　社団法人日本広報協会

V98154

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

旅たびトラブル－事
前の情報収集が決め
手－ 0時間18分

　日本人の海外旅行のスタイルは，パッケージ
旅行から個人旅行まで人さまざま。訪れる国や
地域，旅行の目的なども多様化しています。こ
のビデオでは，渡航先に関する情報収集の仕方
や，海外でのトラブル防止のポイントなど，海
外旅行の安全対策に役立つ情報を紹介していま
す。あなたも素晴らしい海外旅行を。寄贈　社
団法人日本広報協会

V98155

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

春風亭柳昇の若返り
のすすめ 0時間44分

　落語家の春風亭柳昇さんは７８歳ですが毎日
元気に高座を勤め，毎年富士登山もされていま
す。師匠によれば，みんなでわいわい，がやが
や，わくわくするような毎日が大切と。師匠が
実践している趣味や旅行・登山の楽しみ方，若
い人との交流，恋愛小説を読む，俳句・川柳，
笑いの効用など”と，若返りの方法を楽しく紹
介しています。最後に，師匠の創作落語「結婚
式」（１４分）も収録されています。寄贈　テ
レビ朝日福祉文化事業団

V98156

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 広瀬川の想いで 0時間30分

　「魅力あるまちづくり推進事業」の一環とし
て，仙台市青葉区が企画し制作された物です。
広瀬川沿いの美しい自然や人々の暮らし，名物
や残しておきたいまちの風物詩なとどを幅広く
収録しています。「メディアボランティア仙
台」　撮影協力。寄贈　仙台市青葉区

Page 338



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V98157

自然科学（生
物・天文）、環
境 ほたる舞う青葉の里 0時間18分

　「魅力あるまちづくり推進事業」の一環とし
て，仙台市青葉区が企画し制作された物であ
る。青葉区内で見られるほたるや，ほたるの舞
う自然豊かなまちにしようと活動を続ける市民
の姿が収録されているます。寄贈　仙台市青葉
区

V98158

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

明日への伝言－私た
ちは戦争を知らない
－ 0時間21分

　このビデオは，先の大戦おける日本本土の空
襲などの情況や，それに伴う被害の情況を戦災
体験者の生の声を聞き記録しています。戦争を
知らない子供たちが戦争をどのように思ってい
るのか，そして何を今なすべきかをいっしょに
考え，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たい
との思いから制作されました。寄贈　社団法人
日本戦災遺族会

V98159

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

日本の山村　森の贈
り物 0時間20分

　一人の少女の目をとおして，山村に暮らす
人々の生活が森の惠により支えられてきたこと
や，その人々がその森を守り育ててきたことを
紹介しています。森の中には花や樹木などが生
息し，地面・樹上・水中には，微生物・昆虫・
鳥・魚など，様々な動物が住んでいます。そし
て，生物が互いに自然の摂理として森を形成し
ていることを知り，人間の暮らしもまたその恩
恵の中にあることを理解して，自然と共存して
いくことの大切さを描いている作品です。企画
全国山村振興連盟　　寄贈　日本視聴覚教材セ
ンター

V98160

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

新時代の図書館ル
ネッサンスの旗手－
宮城県図書館－ 0時間20分

　平成１０年３月，従来の図書館機能に多様な
プログラム提供可能な文化センター性，憩いや
楽しさのある公園性，明るい未来の象徴性を加
えた新しい型の図書館像をイメージし，建設地
の地形や自然の森をよく保存し，生かして建造
され開館した宮城県図書館と，これからの新し
い図書館の在り方を紹介している作品です。

V99001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

健康にとって砂糖と
は… 0時間34分

　砂糖について，「肥満，糖尿病など生活慣病
に関わる」「カルシュウムを奪う」「体が酸性
になる」「子供がキレる原因になる」などの俗
説や情報が流れています。そこで，事実はどう
なのかを専門分野の異なる５人の医学・生化
学・栄養学・生活科学など，関連する分野の専
門家のお話を収録してあります。健康教育・栄
養教育・食物教育にあたる方や，学校教育・生
涯教育・消費者教育にあたられる方々に利用し
ていただきたい教材です。
寄贈　株式会社記録映画社

V99002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） くるま１００年 0時間28分

　日本に自動車が初めて渡来したのは今からお
よそ１００年前の明治３１年（１８９８年）の
事だといわれています。自動車の登場から１０
０年間で，私たちの日常生活と生活様式に自動
車が時代ごとにどのように関わってきたかを，
現存する貴重な映像（動画・写真）で振り返
り，自動車が日本人の生活の豊かさや文化に貢
献していることを紹介している教材です。
寄贈　自動車工業振興会

V99003

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

世代をこえて
みんなでつくる高齢
社会 0時間20分

　１９９９年は国連が定めた「国際高齢者
年」。このテーマは「すべての世代のための社
会をめざして」です。このビデオでは，高齢者
と若い世代との世代間交流にスポットを当て，
「老い」の現実と向かい合うさまざまな世代の
姿と声を紹介している教材です。
［インタビュー：岡村清子氏（千葉大学助教授
／社会老年学）］
寄贈　社団法人　日本広報協会

V99004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 頑張れ！お父さん 0時間16分

　子供たちが「生きる力」と「豊かな人間性」
を身につけ，新しい時代を切り拓く心をはぐく
めるよう，それぞれの家庭で，できることから
始めませんか。子育ては家族全員が一致協力す
ることが重要。そして，父親の影響力も大切で
す。実際に，子育てを経験しているお父さんの
姿を追いながら，「父親の子育て参加」を考え
る教材です。
寄贈　文　部　省

V99005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 子どもとしつけ 0時間16分

　子供たちが「生きる力」と「豊かな人間性」
を身につけ，新しい時代を切り拓く心をはぐく
めるよう，それぞれの家庭で，できることから
始めませんか。「悪いことは悪いとしっかり言
うこと」「自分の行いに責任があることを気付
かせる事」あたりまえのことだけれど，おろそ
かにしてはいませんか。ユニークなキャラク
ターでおなじみのＫＯＮＩＳＨＩＫＩさんとア
ニメのテディが，しつけのポイントを楽しく解
説します。

　寄贈　文部省
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V99006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ゆっくり，ゆったり 0時間17分

　子供たちが「生きる力」と「豊かな人間性」
を身につけ，新しい時代を切り拓く心をはぐく
めるよう，それぞれの家庭で，できることから
始めませんか。子供の個性を大切にし，未来へ
の夢をもたせるためには……。他の子供や平均
値と比べず，そのこの良さを見つけて伸ばすこ
と，生活に遊びと自由な時間を与えること，そ
して子供と一緒に楽しむことなど，親にできる
ことは決して難しいことではありません。７人
の専門家たちが登場，育児のコツを伝授しま
す。

　寄贈　文部省

V99007

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

まなびピア兵庫´９
８
第１０回　全国生涯
教育フェスティバル
ｉｎ兵庫 0時間24分

　平成１０年９月３０日～１０月４日，『第１
０回　全国生涯学習フェステバルｉｎ兵庫『ま
なびピア兵庫´９８』が神戸市のほか８市おい
て開催されました。この大会のテーマは『「学
び－生活創造」未来を創るわたし色』。このビ
デオは，この期間に開催された事業を記録した
もので，大会の概要がつかめるようまとめられ
ています。

　寄贈　第１０回全国生涯学習フェスティバル
実行委員会

V99008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

太陽の子めぐちゃん
の畜産業案内
～わたしたちのくら
しと畜産業～ 0時間15分

　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
のかを，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
と子供たちの目を通して分かりやすく解説して
います。小学生から大人まで，日本の畜産業に
ついて理解を深めることのできる作品です。
企画　農林水産省　寄贈　日本視聴覚教材セン
ター

V99009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台の木綿染－染師
の町を訪ねて－ 0時間28分

　仙台市の舟丁と南材木町周辺の七郷堀沿いに
は，南染師町という地名も残っていることから
も分かるように，伝統を守りそして時代に応じ
た新しい機械なども取入れて，現在も染め物業
が営まれています。このビデオでは，旗・のぼ
り・手ぬぐい・法被などの染め物の作業などの
様子を取材し映像化している教材です。

　※参考

　　Ｖ－８６４１

　　伝統工業

　　－そめもの－

　寄贈　仙台市歴史民俗資料館

V99010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

小渕総理の外交記録
Ⅰ 0時間29分

　小渕総理大臣，平成１０年９月から平成１１
年１月にかけて，第５３回国連総会，ロシア連
邦訪問，クアランプールＡＰＥＣ出席，ＡＳＥ
Ｎおよびベトナム公式訪問，フランス・イタリ
ア・バチカン・ドイツ訪問出席など多彩な首脳
外交を積極的に展開しています。このビデオ
は，これらの小渕総理の外交活動をまとめて紹
介しています。

　寄贈　総理府

V99011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

長崎における仙台市
電１００型の軌跡 0時間48分

　仙台市電は昭和５１年３月廃止され，廃止と
同時に電車は長崎電気軌道株式会社に譲渡さ
れ，５輌譲渡されたうちの２輌は長崎市内で現
在も現役で活躍しています。このビデオはその
様子を撮影したもので，路面電車のファンの集
まりである『長崎路面電車の会』より寄贈され
たもののうちの一本です。

　寄贈　長崎路面電車の会

V99012

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 宮城情報天才異才塾 0時間18分

　平成１０年８月１７日から２２日，宮城大学
を会場にして，小学生・中学生を対象にして３
日間ずつ，将来の情報分野をになう人材の育成
を目指して開講された『みやぎ情報天才異才
塾』の様子を紹介している教材です。道具とし
てのパソコンのおもしろさや楽しさを体験し，
それぞれ３日間の塾でホームページつくりやイ
ンターネットを体験しました。

　※平成１０年度制作　宮城県広報ビデオ　寄
贈　宮城県広報課
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V99013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

アクセス　ｔｏ　Ｍ
ＩＹＡＧＩ 0時間13分

　宮城県の自然・産業・特産品などをホーム
ページの形で紹介しています。大部分は，映像
とテロップで表現し，何人かの人へのインタ
ビューを交えています。終りの部分で，県政の
ビジョンや方向性，『２００１年新世紀みやぎ
国体について』の紹介もしています。

　※平成１０年度制作　宮城県広報ビデオ　寄
贈　宮城県広報課

V99014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

パートナーシップ－
みやぎの女性たち－ 0時間26分

　男女共生の考え方を理解してもらうと共に，
何人かの女性に登場してもらい，様々な生き方
を紹介している教材です。

　①１８才で農家に嫁いだ女性

　②２８才で８代目の醸造元の当主となった女
性

　③昭和１９年，宮城県で始めて医師となった
女性

　④高性能林業機械オペレーター

　⑤女性初の仙台市青年会議所副理事長　※参
考資料紹介　『みやぎの女性史』（平成１１．
３．河北新報　発行）　※平成１０年度制作
宮城県広報ビデオ　　寄贈　宮城県広報課

V99015

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

自立のためのサポー
ト
－みやぎのケア付住
宅－ 0時間19分

　車椅子で生活する名取市に在住する男性の生
活を紹介しながら，障害者をサポートしている
人々や，障害者が地域の中で自立できる，県営
の柴田槻木住宅にあるバリアフリーの住宅を紹
介しています。ここには，障害者ケア付住宅
５戸，高齢者向け住宅１０戸，一般住宅　６４
戸があります。引戸・押しボタン式のスイッ
チ・ムービングキッチン・介護リフト・コール
ボタン等，様々な福祉機器が備えられていま
す。

　※平成１０年度制作　宮城県広報ビデオ　寄
贈　宮城県広報課

V99016

自然科学（生
物・天文）、環
境

２０世紀の科学技術
を振り返って
”不思議“がひらく
科学のとびら 0時間38分

　かつてない科学技術の進歩を遂げた２０世紀
を振り返りその成果を映像化しました。科学技
術の進歩は，科学者が抱く旺盛な好奇心と疑問
から始まります。科学の出発点は「なぜだろ
う，不思議だな」という素朴で純真な驚きと興
味です。このビデオでは，そうした不思議の種
を探しながら扉を一つ一つ開けていき，その成
果を具体的に映像で紹介しています。

　［主な内容］

　①・かけ足で見る２０世紀の科学

　②地球をさぐる

　③医療・生命での成果

　④先端科学の成果

　⑤宇宙への飛翔　など

　寄贈　科学技術庁

V99017

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ほんの少しの勇気
－高校生の防災ボラ
ンティア体験－ 0時間20分

　阪神・淡路大震災では，発生からのおよそ１
年間に，延べ１４０万人もの人々が全国各地か
ら駆けつけ，『ボランティア元年』と呼ばれま
した。

　このビデオは，平成１１年１月に行われた
『高校生防災ボランティアスクールｉｎ　ＯＳ
ＡＫＡ』に参加した高校生立ちの活動の様子や
意見の発表，日常生活の中のボランティアに取
り組む姿や周囲の人々の声を紹介しています。
高校生にはボランティア活動へのアプローチと
して，また，指導者の方々には防災やボラン
ティアの普及・啓発に活用していただきたい教
材です。　寄贈　国土庁
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V99018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 東北歴史博物館 0時間12分

　多賀城政庁跡地の近くに，平成１１年１０月
開館した『東北歴史博物館』を紹介するビデオ
です。宮城県と東北地方の旧石器時代から近世
までの歴史が学べるよう展示されています。博
物館のメーンとなる，『総合展示室』『特別展
示室』『映像展示室』『こども歴史館』『図書
情報室』『講堂』『屋外展示』などがあり，パ
ソコンで歴史のデータベースを調べたり，イン
タラクテイブシアターで大きなスクリーン映写
される情報を見ながら，楽しく歴史が学べる博
物館です。

　寄贈　宮城県・東北歴史博物館

V99019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ビックバンファミ
リー
Ｖｏｌ．１金融ビッ
クバンなに？ 0時間17分

　「金融ビックバン」をコメディドラマで愉快
で分りやすく解説しています。金融ビックバン
の基礎知識がないゆえに，家族同士が仲違いし
てしまう高井さん一家に天使が住みついきまし
た。この天使は，人間で言えば万年平社員のＣ
級天使。この天使が『金融ビックバンとは』
『新たに登場する金融商品やサービス』『自己
責任』などを具体的に説明します。

V99020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ビックバンファミ
リー
Ｖｏｌ．2金融商品・
金融機関の選び方 0時間20分

　「金融商品・金融機関の選び方」をコメディ
ドラマで愉快で分りやすく解説しています。
『金融商品の性格や選択の基準』『金融機関の
経営情況をチェックする方法』『金融商品の保
護』などを，天使が新たな魔法を駆使して解説
します。ところが，物語は意外な方向へ！家族
の幸せの行方は，天使の出世は………。

　寄贈　貯蓄広報中央委員会

V99021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・いぬ
・ねこ 0時間27分

　①いぬ

　いぬはぼくらのたいせつななかま。においを
かぎとる力や，あたまのよさは，ほかのどうぶ
つにまけないぞ。

　②ねこ

　かわいいねこ，だいしゅうごう。うごくもの
にはじゃれついてしまいます。ねずみとまちが
えているのかな。

V99022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・らいおん
・きりん 0時間27分

　①らいおん

　ひゃくじゅうの王，らいおん。ふだんのんび
りしているけれど，えものねらうときは，すば
やく強い。

　②きりん

　長い首と，長い足のきりん。高い木のはっぱ
もぺろりと食べます。しまうまも近くにすんで
いるよ。

V99023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・ぞう
・ごりら 0時間27分

　①ぞう

　ぞうは，にんげんの手のようにやくにたつは
なをもっています。体が大きいから，えさもた
くさんたべるよ。

　②ごりら

　ごりらは体が大きすぎて，あまり木にのぼり
ません。やくそうを食べたりするようすは，に
んげんそっくりだね。

V99024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・とら
・くま 0時間27分

　①とら

　とらは林の中でめだたないように，しまもよ
うがついています。音もなくえものにちかづい
て，がぶり。

　②くま

　くまにすききらいはありません。木のみやは
ちみつ，小さなどうぶつや魚など，なんでもも
ぐもぐおいしそう。

V99025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・ふくろう
・わしたか 0時間27分

　①ふくろう

　夜にかつどうするふくろうは，昼はじんじゃ
の森などで休みます。鳥なのに顔が人間みたい
だね。

②わしたか

　わし，たか，とんびは，みんなわしたか科の
なかま。つばさをひろげて空をとび，小さなけ
ものをねらいます。
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V99026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・にほんざる
・うさぎ 0時間27分

　①にほんざる

　なかまでくらすにほんざるは，えさをさがし
てたびをします。さむい雪山のおんせんで，さ
あ，ひと休み。

　②うさぎ

　うさぎは前足にくらべてとても長い後足で。
ぴょんぴょんはねます。とってもかわいいどう
ぶつですね。

V99027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・らっこ
・かば・わに 0時間27分

　①らっこ

　あおむけにぷかぷかうかんでいるらっこ。む
ねにおいた石に，貝をうちつけて，わってから
食べます。

　②かば・わに

　かばはお日さまに弱いから，昼間はすいちゅ
うでのんびり。わには，すいめんから目だけだ
しているね。

V99028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・ぺんぎん
・かめ 0時間27分

　①ぺんぎん

　ぺんぎんは鳥のなかまだけれど，空は飛べな
いんだ。つばさをひれのようにつかって，すい
ちゅうをおよぐんだ。

　②かめ

　かたいこうらでみをまもるかめ。うみがめ
は，すなはまにあなをほってたまごをうみおと
すんだよ。

V99029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・うみのにんきもの
・くじら 0時間27分

　①うみのにんきもの

　いるかやあざらしは，魚ではなくて，ほにゅ
うるいのなかま。みんな水中でたのしそうだ
ね。

　②くじら

　くじらのしおふきは，息をはいているところ
なんだ。えらじゃなくてはいでこきゅうしてい
るんだよ。

V99030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

どうぶつ図鑑
・ふしぎなどうぶつ
・あつまれあかちゃ
ん 0時間27分

　①ふしぎなどうぶつ

　ぼくらがしらない。ちょっとふしぎなどうぶ
つたち。みーあきゃっとはてきをみはって二本
足で立つんだ。

　②あつまれあかちゃん

　どうぶつのあかちゃんたちの，かわいいすが
たをだいとくしゅう。おかあさん，しっかり
守ってあげてね。

V99031
保健衛生・性教
育・運動

ココとララの健康安
全シリーズ　①
第１話　はぶらしが
んばれ！
第２話　ニンジン・
タマネギ・ピーマン 0時間15分

　〈第１話〉ココは歯をみがくのが大きらい。
ある夜ココはうそをついて歯をみがかずに眠っ
てしまいました。真夜中，虫歯菌たちはゴソゴ
ソ集まり歯に穴を開けて道路工事を始めまし
た。あまり痛いので助けを求めると，スーパー
ハブラシが現れて………。

　〈第２話〉ある日，留守番をしていたココと
ララは二人でお昼を食べることになりました。
でも，きらいな野菜を残して好きなものばかり
食べて出かけてしまいました。食べ残されたニ
ンジン・ピーマン・タマネギは相談して，おい
しいケーキに変身します。

V99032
保健衛生・性教
育・運動

ココとララの健康安
全シリーズ　②
第３話　おふろだい
すき！
第４話　ココのしっ
ぱい！ 0時間15分

　〈第３話〉

　ココはお風呂が好きではなく，入るのがいや
で外へ逃げ出してしまいます。キキとミミのと
ころへ遊びに行きましたが２人とも留守です。
しょんぼりして家に帰ると，おふろ場からキキ
とミミの声がします。あんまり楽しそうなの
で，おふろ嫌いのココも……。

　〈第４話〉

　食事のあとすぐに遊びにとび出したココは急
におなかがいたくなってしまいます。みんなが
あわてているととおりがかったやぎのおじさん
が「しばらく休んでいればなおる」と教えてく
れました。痛みの止まったココはまた元気に遊
び家に帰りましたが……。
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V99033
保健衛生・性教
育・運動

ココとララの健康安
全シリーズ　③
第５話　あぶないこ
ともうしない！
第６話　とびだし
ちゃだめ！" 0時間15分

　〈第５話〉ココとミミとキキが公園で遊んで
います。ブランコこぎ競争をしていたキキとミ
ミはバランスをくずしてハッ！とします。木登
りをしていたココも木から落ちてしまいます。
「危ないことをしてはだめよ」と注意された三
人は，また工事現場に入り遊び始め…。

　〈第６話〉遊歩道の噴水の前に仲良し仲間が
集まってきました。キキとミミは曲がり角でぶ
つかりおでこにたんこぶを作ってしまいます。
ブブは家からとびだしたとたん，走ってきたド
ドの自転車にぶつかり，ひざにすりきずを作っ
てしまいました。ココはトラックに…。

V99034

自然科学（生
物・天文）、環
境

小学校理科３年生１
モンシロチョウをそ
だてよう 0時間10分

　モンシロチョウの産卵，ふ化，幼虫，脱皮，
さなぎ，羽化をクローズアップの映像で見られ
ます。食べ物やふんの比較。幼虫が殻から出て
殻を食べる様子など興味深い映像でモンシロ
チョウの育つ様子が理解できます。

　①たまごからよう虫へ

　②さなぎからせい虫へ

V99035

自然科学（生
物・天文）、環
境

小学校理科３年生２
昆虫のからだのつく
り
－そだちかたとから
だのつくり－ 0時間10分

　感動的なアゲハチョウの羽化の瞬間のクロー
ズアップの映像を通して自然科学への興味を起
こさせます。また，不完全変態としてのコオロ
ギを取り上げ，完全変態との育ち方を比較しま
す。体のつくりではこん虫をダンゴムシ，クモ
と比較します。そしてトンボなどで食べ物やす
みかと体のつくりとの関連を興味深く学習でき
ます。

　①アゲハチョウの羽化

　②いろいろなこん虫と食べもの，すみか

　③いろいろなこん虫のからだ

V99036

自然科学（生
物・天文）、環
境

小学校理科４年生１
流れる水のはたらき 0時間10分

　川の上流，中流，下流，河口，川原のようす
や，水中での石のようす，同一場所での雨が
降っている時と降っていない時の川や，春と夏
の川での水量の違いの撮影，また川が曲がって
いるところの内側と外側のはたらきの違いを実
際の川の実験で分かりやすく理解でき，流れる
水のはたらきによる土地の変化の学習ができま
す。

　①雨水の流れとはたらき

　②水の流れの変化とはたらき・川の水の流れ
とはたらき

　③川の水の量の変化とはたらき

V99037

自然科学（生
物・天文）、環
境

小学校理科４年生２
空気中の水の変化 0時間10分

　自然界の水が水面や地面から蒸発し空気中に
含まれていること，空気中に水分が存在し川霧
が発生するなど，空気中の水が雨，雪，雲，
霧，霜，ひょう，ダイヤモンドダストになるこ
となど，自然界での水の三態変化，水の循環が
分かりやすく映像で見られます。

　①見えなくなる水

　②空気中の水じょう気

　③空気中の水の変化

V99038
科学技術・物
理・化学・工学 物体の運動 0時間15分

　小型ビデオカメラを利用し，物体の運動を新
しい視点でとらえる教材です。

　①ビデオカメラで運動の様子を調べてみよ
う。

　②運動を紙に記録してみよう。

　③力と運動の関係

V99039
科学技術・物
理・化学・工学 光の反射と屈折 0時間15分

　①物体が見えるということは，物体にあたっ
た光が目に飛び込むから。

　②媒質の境界面での屈折，反射，入射角と屈
折角，反射角の関係。全反射。

　③乱反射。鏡を細分化していくと乱反射する
表面となる。
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V99040

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙～地球と太陽系
～
第１巻　地球の自転
と天体の動き 0時間14分

　地球は自転する。

　－天動説と地動説など生徒の興味あることか
ら地球が自転していることの証拠を追及しま
す。また，地球が自転することによって起こる
現象としての太陽，星，月の日周運動をＣＧや
実写などのビデオ技術を駆使して分かりやすく
説明します。

　①惑星地球の姿

　②天動説と地動説

　③地球の自転とその証拠

　④太陽と月の日周運動

V99041

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙～地球と太陽系
～
第２巻　地球の公転
と季節の変化 0時間14分

　季節による太陽高度の違い。夏至，冬至，春
分，秋分の太陽が沈む位置の違い。数か月の午
後８時のオリオン座の位置の違いなどと地球の
公転の関係。また，地軸の傾きと太陽光線の角
度の変化と気温による季節変化を学びます。

　①太陽の年周運動

　②星の年周運動

　③地軸の傾きと季節の変化

V99042

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙～地球と太陽系
～
第３巻　太陽系の天
体と地球 0時間14分

　グランドで太陽系の多いさを実感し，太陽系
についての理解を深めます。また，生命が宿る
恵まれた星の条件を学びます。さらに，彗星，
流星，小惑星にまで説明を広げ生徒の興味に応
えます。

　①太陽系の形と大きさ

　②太陽のすがた

　③惑星の世界

　④彗星，流星，小惑星

V99043

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙～地球と太陽系
～
第４巻　月の満ち欠
けと惑星の運動 0時間14分

　月面の映像で月に対する興味を深めます。ま
た，モデル実験で月の満ち欠けを理解します。
さらに，金星や火星もモデル実験や実写で満ち
欠けや視運動を理解します。

　①月の満ち欠け

　②月の表面のようす

　③金星の満ち欠け

　④火星の動き

V99044

自然科学（生
物・天文）、環
境

宇宙～地球と太陽系
～
第５巻　四季の星座
と星の世界 0時間14分

　四季による星座の変化，各季節の星座とその
見つけ方を解説します。また，星座を作る星ま
での距離や，天の川銀河の構造，そして星雲や
星座など宇宙の広がりを分かりやすく解説し，
さらに宇宙のはてとビッグバンなど宇宙の構造
にまで及びます

　①四季の星座

　②宇宙の広がり

　③宇宙の構造

V99045

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの水
第１巻　『水源の森
を守れ』 0時間30分

　「川と私たちの暮らし」を研究していたグ
ループが，上流の水源林に注目し，杣人の案内
で山にはいっていきます。スポンジのような腐
葉土。いくつもの沢から流れる豊かな水。子供
たちは山の土に触れながら保水性や洪水防止効
果などを学んでいくが，一方では山の荒廃など
山林保護の重要性も痛感します。やがて，子供
たちは上流と下流との新たな共存の道を探りは
じめます。

V99046

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの水
第２巻　『水の神様
を探せ』 0時間30分

　ふとしたことから水神様マップを作ることに
なったグループが中流の田園地帯に調査に行き
ます。洪水多発地帯で生きる人々の知恵。川と
共に生きる農村。グループは「水の神」は，
「田の神」でもあり「山の神」であることを教
わり，さらに上流の山間地へ向かいます。やが
て，子供たちは流域全体を視野に入れていくよ
うになり水の循環や自然と共に生きることの意
味を学んでいきます。
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V99047

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの水
第３巻　『生き物の
つながりの中にはい
ろう』 0時間30分

　「川の生き物調べ」を始めたグループが川の
下流域の調査を始めます。やがて干潟や葦原が
生き物にとって重要な拠点であることを知った
子供たちは生態系について考えていくようにな
ります。また川や海の漁師と触れ合い水質環境
の重要性に気が付いていくようになり，自分た
ちが積極的に川と付き合っていく方法を探りは
じめます。

V99048

自然科学（生
物・天文）、環
境 川の自然と私たち 0時間19分

　一滴の雨水は，やがて集まった川の流れとな
り，下流へと下っていきます。川はさまざまな
生き物たちを育み，私たちの生活をも支えてい
ます。その川の姿を豊富な映像で紹介し私たち
と地球環境との関係に着目させることをねらい
としました。

　①河の源（みなもと）。小さな流れが集まっ
て谷川になる。

　②谷川の代表的な昆虫，カゲロウ。幼虫・成
虫共に魚や鳥に食べられる。

　③イワナと共に谷川の代表魚，アマゴ。川の
きれいさの指標の一つ清流で産卵するアユ。

V99049

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもの絵をよみと
る
絵は心のメッセージ 0時間18分

　子供は言葉では十分言い表せない気持ちも，
絵の中では驚くほど素直で，豊かに表現しま
す。絵は子供の心のメッセージと言えます。こ
のビデオ教材は子供の絵を豊富に紹介しなが
ら，子供の絵はどういうものか，なぜ絵の内容
を読みとってあげることが大切なのかを考えて
いきます。

　①ザリガニを観察して描いた絵

　②４本足のニワトリ

　③裸の王さま

　④パパの腕にぶら下がったぼく

　⑤運動会の玉入れ

V99050
保健衛生・性教
育・運動

すばらしい体
二次性徴＜子供から
大人へ＞ 0時間18分

　〈男子の二次性徴〉１０歳頃から２０歳頃の
間に精通経験する。早くても遅くても心配ない
こと。その時には下着を取り替えて清潔にする
ことなどを説明しています。

　①内外精器の発達について

　②勃起と射精

　③精通について　など

　〈女子の二次性徴〉月経がはじまると，赤
ちゃんが産める体になったということ。でも，
それから，５，６年かけて徐々に成長し成人に
なること。

　①性腺刺激ホルモンが各器官に働くこと

　②内性器の発達について

V99051
保健衛生・性教
育・運動

ふしぎだなシリーズ
１巻
おとうさん　おかあ
さん 0時間15分

　児童にとって，もっとも身近な両親と自分と
のかかわりをテーマに，卵子と精子の結合，妊
娠，出産を愉快な人形劇でみせます。ペープ
サートの卵子や精子，おかあさん人形でのあか
ちゃん誕生。子供たちが思わず引き込まれる，
楽しさいっぱいの授業をビデオで再現。生命の
誕生が自然にわかり，低学年の性教育の導入に
最適なビデオです。

V99052
保健衛生・性教
育・運動

ふしぎだなシリーズ
２巻
先生のあかちゃん 0時間15分

　先生にもうすぐあかちゃんが……先生のおな
かの中にあかちゃんがいる……どうやっては
いったの？。担任の先生がお産の休みにはいる
ので，今日は最後の授業。先生はおなかの中の
あかちゃんの成長や出産について教えてくれま
した。児童と先生の，ほのぼのとした心の交流
の中で語られるあかちゃん誕生の物語。先生の
おなかに耳をあてて聞く胎児の心音や，流産し
そうになった先生の話をとおして，生命をいと
おしむ気持ちが芽生えます。

V99053
保健衛生・性教
育・運動

ふしぎだなシリーズ
３巻
あかちゃんのはじま
りは？ 0時間15分

　子供たちが最も知りたがり，そして最も教え
にくい生命の起源－受精と出産－をテーマに，
手作りの人形で，楽しく授業。等身大のパネル
やペープサート，おかあさんとおとうさんの人
形など，アイディアあふれる教材を駆使して，
児童の疑問・質問にひとつひとついねいに答
え，さわやかに語りかける教材です。
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V99054
保健衛生・性教
育・運動

ふしぎだなシリーズ
４巻
女の子　男の子 0時間19分

　等身大のパネルにヒゲヤわき毛，性毛，乳
房，のどぼとけなどをはりつけて，子供からお
となへと成長していくことを学びます。二次性
徴を男子と女子が一緒に勉強して，お互いの成
長を認め合い，理解し合います。排卵と月経，
精通と夢精をアニメーションで説明し，個人差
にも触れ，児童の不安を取り除く教材です。

V99055
保健衛生・性教
育・運動

ふしぎだなシリーズ
５巻
いっしょに学ぼう初
潮教育 0時間16分

　女子に乳腺の発達，排卵，月経が起こるよう
に，男子にも精子ができて精通という生理現象
が起きること。また，人形を使って，月経の手
当ての練習をいっしょにします。初経（初潮）
教育を単なる処置教育に終わらせず，お互いに
成長していることを認め合って，親切な思いや
りのある子になろうと呼びかけ，男女が協力し
合うように導く教材です。

V99056
保健衛生・性教
育・運動

ふしぎだなシリーズ
６巻
こころのふしぎ 0時間19分

　異性への関心が高まる高学年の子供たちに，
ぜひ聞かせてたい“心の成長”のお話し。大脳
の構造と心の働き，前頭葉の発達を授業で一緒
に考えていきます。従来の性教育で見落とされ
がちだった心理面をテーマに展開するユニーク
な教材です。

V99057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

創作ダンス・フォー
クダンス　１巻
創作ダンス　導　入 0時間20分

　創作ダンスとはどんなダンスなのかを，分か
りやすく映像化しています。「日常動作」「音
楽」「自然のイメージ」などから創作ダンスの
生まれる過程を描いています。創作ダンスが自
由な発想にもとづいた大胆な動作を大切にする
ダンスであることを理解させる教材です。

V99058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

創作ダンス・フォー
クダンス　２巻
創作ダンス　作品づ
くり 0時間20分

　簡単な創作ダンス作品を作る手順を映像化し
ています。テーマの選択から，踊りこみ，発表
にいたる一連の流れを説明し，ベテランの指導
者が教育の現場でつちかったノウハウも合わせ
て紹介しています。

V99059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

創作ダンス・フォー
クダンス　３巻
創作ダンス　模範作
品集 0時間20分

　生徒が自分の作品を作るときに参考にできる
模範作品を収録しています。生徒の多様なニー
ズに応えるため，技術的に難しい作品，やさし
い作品，ユーモラスな作品，感動的な作品など
を紹介しています。

V99060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

創作ダンス・フォー
クダンス　４巻
フォークダンス　模
範作品集 0時間20分

　授業で取り上げられる主要なフォークダンス
について，美しく踊るためのポイントを解説し
ています。また，取り上げたフォークダンスを
生んだ文化についても説明しています。

V99061 道徳・国際理解 美しいお面 0時間14分

　この世でいちばん美しく愛しい女性の面を打
てー。殿様にこう命じられた面作りの春満は，
美しく優しい顔の女性を探して隣の国にまで出
かけます。病に倒れた春満が高熱の中で，求め
る顔の女性を見ます。

V99062 道徳・国際理解 青の洞門 0時間14分

　村人の生命を奪う大絶壁に洞くつを通すた
め，僧了海は５年，１０年とつちをふるい続け
ます。親の仇として，了海をねらう実之助は，
その姿に仇討ちをためらいます。掘り始めて２
１年，洞くつは完成し，その時実之助は…。

V99063 道徳・国際理解 稲むらの火 0時間16分

　昔の国定教科書・小学国語読本に取り上げら
れた同題名の文章を映像化。地震によって，津
波の襲来を予知した庄屋五兵衛は，刈り取った
ばかりの稲の束に火を付けて，村人たちに急を
知らせ，多くの人々の生命を救いました。

V99064 道徳・国際理解 知らんぷりの目 0時間18分

　電車内での酔っ払いの言動や，ガムを吐き出
す若者の行為にも，かかわりたくないと“知ら
んぷり”を決め込む周囲の乗客の姿を，小学生
の鋭い視点で描いたアニメーション作品。他人
に冷たい「知らんぷりの目」を，まわりを思い
やる勇気ある「暖かい目」に変えて行くにはど
うしたらよいのか？「心の教育」の核心ともな
るこの問題を問いかける作品です。第４７回読
書作文コンクール文部大臣賞受賞作のビデオ
化。

V99065 道徳・国際理解 いのち 0時間20分

　事故によって親友を失った少女の悲しみを通
じて，「いのち」の尊さ，「生きること」の重
みを訴えるとともに，人は自らが社会を構成す
る一員であり，多くの繋がりによって存在して
いるという実事に気づかせることをねらいとし
ています。

V99066 道徳・国際理解 ぼくのピーコ 0時間20分

　「生命」の尊さを軽視しがちな今の子供たち
にとって，生育過程での心の教育の問題を改め
て指摘されています。この作品は，小さな「い
のち」とのふれあいから，「やさしさ」や「い
たわりの心」に目覚める一人の少年の姿を通し
て「生命」について考える作品です。
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V99067 道徳・国際理解 ぼくの青空 0時間26分

　難病・筋ジストロフィーの大久保義人さんの
闘病生活を綴った一冊の本「僕の青空」。大久
保さんがわずかに動く口を使ってベットの上で
打ったワープロ，そして家族や病院職員の方々
の協力による口述筆記から，原作は作られてい
ます。「障害者も生きているんだ，ということ
を普通のことのように，多くの人に理解して欲
しい」という大久保さんの思いが子どもたちに
伝わるようアニメ化され，命への応援歌とし
て，今，反響を呼んでいます。

V99068 道徳・国際理解 純がくれた命 0時間20分

　度重なるいじめに耐えかねて自殺を図った少
年・健一。しかし彼はかろうじて一命をとりと
めました。そして，入院した先の病室で偶然，
難病に侵されている少年・純と同室になりま
す。自分とは全く異なった“生きる”ことへの
強い意志を抱く純との交流の中で，“生きる”
ことを模索し始める健一。見る人は，その姿に
安堵を覚えると同時に，感動的な物語展開を通
じて生命の大切さを感じ取ることができる作品
です。

V99069
交通安全・災害
防犯

がんばれ！子象の交
通安全パトロール隊 0時間17分

　静かな街並を横切るハイウエーを真っ赤なス
ポーツカーとサイが運転するダンプカーが猛ス
ピードでジグザグ運転をしています。その無謀
運転のために子象のお母さんは子供たちの犠牲
になり大ケガをしました。もう二度とこんな事
故を起こさない為に子象は交通安全パトロール
隊に入隊することを決意します。

V99070
交通安全・災害
防犯

カブタックの交通安
全 0時間15分

　テレビで大人気のビーロボカブタックとその
仲間たちが登場。子供の交通事故を減らしたい
という願いに応えて，愉快な仲間と一緒に“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楽しく学べる作品で
す。

V99071
交通安全・災害
防犯

ひろし君と学ぶ　安
全な自転車の乗り方 0時間22分

　子供たちにとって自転車は自分で運転する初
めての乗り物です。技術も未熟で交通ルールも
よく分からない子供たち，特に小学生が自転車
の事故を起こすことが多くあります。自転車事
故を防ぐにはどうしたらいいのでしょうか。実
際に起こった事故例から原因を探ってみいま
す。

　①１様々な事故例１～２

　②道路を走る前に交通ル－ルを知る

　③自転車の技術の向上

　④安全点検と整備

V99072

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

学びあい・支えあい
－生涯学習とボラン
ティア活動－ 0時間21分

　生きがいや心の充実感を生涯学習やボラン
ティア活動にみつけた人たちがいます。そん
な，生き生きとした姿，活動ぶりを追ってみま
した。この映画は，ボランティア活動がより多
くの人々の活動となるよう制作されました。内
容は生涯学習とボランティア活動の関わりにつ
いてです。

　①「ボランティア活動」そのものが「生涯学
習」

　②学習の成果を生かす場として「ボランティ
ア活動」

　③人々の「生涯学習」を支援するための「ボ
ランティア活動」

V99073

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 中年からの私づくり 0時間31分

　中年期は，女性にとってもライフステージの
大きな転換期ですｙ。身辺の環境が変化してい
く中で，多くの女性が「このままの自分でいい
のだろうか？」という思いに直面しているので
はないでしょうか。徐々に訪れてくる「老い」
をよりよく受け止め，自分らしく，納得して，
元気に暮らしていくためにも，この時期の「私
づくり」は，たいへん重要なテーマであると思
います。ここでは中年からの女性たちがこれか
らの人生でどのように自己実現をはたしていこ
うとしているのかについて考えてみる教材で
す。
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V99074

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

“１０万時間”どう
生きますか 0時間25分

　わが国の高齢者社会は急速に進み，６０歳か
らの２０年間，つまり“１０万時間”を，何を
生きがいにして，どう生きるのかが，大きな課
題となっています。この作品では，会社ぐるみ
で，あるいはボランティアとして，あるいは趣
味を生かすことで，それぞれの生きがいとゆと
りある老後をめざしている人たちに登場してい
ただきました。考えてみると，この“１０万時
間”は，人生の中で自己を自由に実現出来る時
間でもあります。そしてそのような生き方は
“現役”のときから準備しておく必要があるこ
とを訴えている教材です。

V99075

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

セカンドライフをさ
わやかに 0時間30分

　長年，“会社人間”として働いてきて定年を
迎えた時，ライフサイクルの急変に戸惑いを感
じる人は多くいます。そのような時，家事や育
児体験を通じ家庭や地域で豊かな人間関係を築
いてきた妻のアドバイスが大変役に立ちます。
この作品では，会社勤めを終えて日々の暮らし
の中に居場所を見出だせない主人公が，妻や子
の思いやりある後押しを受け，様々な葛藤を経
験しながらも徐々に自分の生き方を見つけてい
きます。明るくユーモアにあふれたドラマ展開
を通し，「夫唱婦随」ならぬ「婦唱夫髄」を提
案する作品です。

V99076

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親がかわれば子もか
わる 0時間26分

　親が安心していた「いい子」が，突然キレる
………。現在，社会問題となっている現象で
す。思春期になった時，発散しようとする強烈
なエネルギーと「いい子」でいなければならな
いという心理の狭間で猛烈な葛藤が生じ，つい
に理解を越えた異常な行動を引き起こします。
その原因の一つは耐性の欠如。つまり我慢する
心が育たなかった悲劇なのです。この作品で
は，「キレる」子供を抱えた一人の父親の姿を
通して子育てのありかたを考えます。

V99077

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ならぬことはならぬ 0時間29分

　この作品では“してはならぬ”ことを項目に
した「会津藩幼少年の掟」を取り上げ，家庭で
の父親のあり方を提示しています。昔から，厳
父慈母と言われるように，家庭教育では父の
「厳しさ」と母の「優しさ」が求められていま
す。家庭の中での父親の存在とは………？そん
な疑問にぶつかった時，参考になる作品です。

V99078

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ジェンダ－・フリー
－男女共同社会へ－ 0時間25分

　「ジェンダー」。それは「男だから」「女だ
から」というように，社会的・文化的に形成さ
れた性別をいいます。この作品では，女性の人
権問題の背後には「ジェンダー」が深く関わっ
ていると考え，活動する人々を二人の若者の目
を通して紹介しています。夫婦別姓を自ら実践
している弁護士の福島瑞穂さん，暴力を振るう
男性が，恋人や妻を所有物とみなしていると指
摘する「かながわ・女のスペース“みずら”」
の相談員・阿部裕子さん，「メンズリブ東京」
の代表・豊田正義さんなどが登場します。

V99079

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 長　江　悠　々 1時間0分

　今，世界の注目を集めている中国長江の三峡
ダムの建設は，１９９２年に開始されました。
孫文や歴代の指導者が夢見続けてきたこの巨大
開発の目的は，治水・発電・水運の向上にあり
ました。三峡ダムを起点に，水位の上昇で影響
を受ける街や村，住民の移住，文化財の保護を
ルポルタージュした作品です。
（日中国交正常化２５周年記念）
（日中平和友好条約締結２０周年記念）

V99080

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 金色のクジラ 1時間45分

　「生きる素晴らしさを知ってください。いの
ちは自分だけのものじゃないって………」この
映画は，白血病の小さな弟の命を救うために，
家族が力を合わせて努力する姿を，実話に基づ
いて描いたものです。今，最も大切ないのちの
尊さ，家族愛の素晴らしさ，そしてボランティ
ア精神に支えられた人間愛が限り無く美しくう
たいあげられています。出演する子役はすべて
オーデションで選ばれた，静岡県下の素人の子
供たちです。　ボランティア出演をしたエキス
トラは１，２００人の方々の協力をえて完成し
た作品です。

V99081

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ビヨンドサイレンス 1時間53分

　両親の深い愛に包まれて，幸せに暮らす少女
ララ。幼い時から手話を覚え，ろうの両親の通
訳を務めていた彼女が初めて夢中になったもの
はクラリネット。やがて，彼女は音楽家への道
を目指すが，父は猛反対し，二人の間に深い亀
裂を生むことになってしまう……。実話にヒン
トを得て女性の自立と家族の問題を鮮やかに描
いたこの作品で，観るものの心をとらえてしま
うのが，少女時代のララを演じるタティア－
ナ・トゥリープ。映画初出演で，大人顔負けの
知性と聡明さあふれる名演技を披露していま
す。
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V99082
漫画・アニメー
ション

ちいちゃんのかげお
くり 0時間17分

　出征する前の日，お父さんは，ちいちゃん，
お兄ちゃん，お母さんをつれて先祖の墓参りに
行きました。その帰り道，青い空を見上げたお
父さんは，「かげおくり」という遊びをちい
ちゃんに教えてくれました………。夏の初めの
夜，恐ろしい空襲がちいちゃんの町を襲いま
す。ちいちゃんは，お兄ちゃんやお母さんとは
ぐれひとりぼっちになってしまいました。たっ
た一人でかげおくりをするちいちゃん。あまん
きみこ作の感動的なお話を忠実にアニメ化。戦
争が奪った小さな女の子の命，その悲しさを描
いています。

V99083
漫画・アニメー
ション

はとよひろしまの空
を 0時間21分

　太平洋戦争末期。家族とかわいがってくれた
飼い主の少年を原子爆弾で亡くし，一羽残され
ためすの子鳩は，やがてやさしいおす鳩に出会
い，愛の巣をつくり共に卵をかえそうとしま
す。焼け野原となった町を必死で生き抜こうと
した鳩の姿を通して，改めて命とは，平和とは
何かを問いかけます。「お母さんの木」などす
ぐれた児童文学を残した大川悦生作「はとよ
ひろしまの空を」の映画化です。

V99084
漫画・アニメー
ション 鬼の子とゆきうさぎ 0時間22分

　鬼の子の家は，人里から離れた山奥にありま
す。しんしんと降り続く雪は野山を真っ白にに
しています。夜も更けお父うが帰ってきまし
た。「ほら，おみやげだ。」と，鬼の子に赤い
手毬を渡します。人間の村の，ユキという子の
家の前で拾ってきたことを聞き，鬼の子はちく
んと胸が痛みます……。鬼の子と人間の女の子
ユキとの不思議な友情の中から，私たちが忘れ
ている，やさしさや，思いやりの心，家族のぬ
くもりが，あたたかい感動として伝わってきま
す。

V99085
漫画・アニメー
ション

宮澤賢治作品集
注文の多い料理店 0時間23分

　都会の紳士が山に猟に出かけ，山道で迷子に
なり，空腹で困っていたときに一軒の西洋料理
店「山猫軒」を見つけて大喜び！　店に入って
みるが，さて，どんな料理が出るのでしょう
か。

V99086
漫画・アニメー
ション

宮澤賢治作品集
雪渡り 0時間23分

　四郎とかん子の兄弟は森で白い小狐の柑三郎
と出合い月夜の晩の「幻燈会」に招待されま
す。仲良く幻燈をみて，狐たちの作った団子を
食べ，狐たちとの楽しい時間を過ごす物語。

V99087
漫画・アニメー
ション

宮澤賢治作品集
双子の星 0時間23分

　笛を吹く役目のかわいい双子のお星様・チュ
ンセとポウセは，けがをして傷ついた大ガラス
と嫌われもののサソリを自分たちの命をかけ，
必死で手当てする……。

V99088
漫画・アニメー
ション お月様とうさぎ 0時間10分

　秋の十五夜に，縁側で一年の収穫の感謝をこ
めて，果物やお団子などを供えて，お月見を楽
しむ子どもたちに，お母さんがお話をします。
それはうさぎの母子の悲しくも愛情あふれたお
月見にまつわるお話です。

V99089
漫画・アニメー
ション 年神様とお正月 0時間10分

　念願のお供え餅を手に入れた松吉は，帰り道
お腹をすかせた老人に出会います。餅をあげる
と老人はそれを残らず一気にたいらげました。
再び途方に暮れる松吉。老人は「門松を飾れば
年神様は必ず訪れるであろう。」と言って手斧
を渡しました。お正月をテーマにした幻想的な
お話です。

V99090
漫画・アニメー
ション ひなまつり 0時間10分

　病身の妹が丈夫になるようにと心をこめて
作った紙のヒナ人形が，真夜中，ミヨにすばら
しい歌と踊りを見せてくれました。ミヨは以後
病気ひとつしない丈夫な子になりましたがこの
お話をしてもだれも信じてくれません。姉の愛
情が温かく伝わってくるお話です。

V99091
漫画・アニメー
ション 福は内！　鬼は外！ 0時間11分

　昔，ある山里の村に起きたふしぎなお話。と
ころが原因がサッパリ分かりません。その内
に，子供たちが納屋で小鬼を見つけてビックリ
仰天。彼等が犯人に違いない。どうしたらよか
ろうと村人が相談していると旅の僧が鬼を追い
払う秘策を教えてくれます。

V99092
漫画・アニメー
ション 七五三と子どもたち 0時間10分

　昔々のお話。庄屋さん夫婦にはお花（７歳）
長吉（５歳）お福（３歳）という三人の子供が
おりました。しかし三人はわがままだったり，
病弱だったり，泣き虫だったりで夫婦は先行き
が心配でたまりませんでした。ある日，庄屋夫
婦は森のお宮の神様にいい子になるようにお願
いをしようと話していました。それをこっそり
除いていた三人は親に内緒で神様を見に行くこ
とにしたのですが………。
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V99093
漫画・アニメー
ション

グリーンブァレー物
語ポゥさんのカヌー 0時間8分

　引っ越してきたリス家族から貰って植えたヒ
マワリが，芽を出し，葉を付けた暑い夏の日モ
グラのポゥさんはグリーンブァレーの地図を手
に入れました。好奇心の強いポゥさんは「そう
だ，カヌーを作って川を下ってみよう」と笹の
茎と葉でカヌーを作り冒険の旅に出ました。美
しい緑の谷の景色が次々と変わり，大きな水鳥
に驚かされたり，幻想的なホタルの世界に見ほ
れたりして旅を続けました。小さな滝で巨大な
カワウソに出会ったポゥさんは「この谷の出口
は崖で，その流れの下に落ちたら二度と上がっ
てこれないと注意を受けますが……。

V99094
漫画・アニメー
ション

よっちゃんの不思議
なクレヨン 0時間22分

　よっちゃんは，おばあちゃんから不思議なク
レヨンをもらいました。その帰り道，森にさし
かかったとき雨が降ってきました。よっちゃん
はもらったクレヨンで，赤い傘と青空を画用紙
いっぱいに描きました。すると画用紙から赤い
傘が飛び出し，空は青空でいっぱいになりまし
た。この不思議なクレヨンがいろいろな心を教
えてくれます。やさしい心，みんなのために奉
仕する心，ごめんねという反省の心，自分だけ
の間違った欲張りの心，ありがとうという感謝
の心。

V99095

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

現代に生きる民謡の
心 0時間22分

　北海道の「ソーラン節」，秋田県横手市に伝
わる掛け歌の民俗行事など，各地に伝わる民謡
のいくつかを紹介し，民謡が，日常生活や年中
行事・祭りなどの中から自然発生的に生まれ，
長く人々の間に歌いつがれてきたこと，また，
その中にはわが国の美意識や風俗習慣が素朴に
歌いこまれているなど，民謡のもつ心について
説明しています。

V99096

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

心響きあうまちに
－高校生の目で見た
バリアフリー－ 0時間20分

　階段の昇降や車いすの試乗といった，高齢者
の疑似体験を通してバリアフリー社会について
学ぶＡ高校の生徒たちや，視覚障害者を講師に
招き心のバリアフリーを学ぶＢ高校の生徒たち
など，それぞれの体験学習の様子を紹介し，福
祉社会におけるバリアフリーとはなにか，バリ
アフリー社会を築くことの大切さなどについて
説明している教材です。

V99097

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

高校生のインターン
シップ
－いきいき学校いき
いき地域－ 0時間21分

　インターンシップに積極的に取り組んでいる
千葉県立成田西陵高校生産流通科の生徒，そし
て兵庫県立東播工業高校建築科の生徒たちの実
践例を紹介し，生徒自身が体験をとおして学ぶ
インターン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・協力の進め方など
を，体験した卒業生の声をまじえ具体的に説明
している教材です。

V99098

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ひろがる教育
インターネット
（低・中学年編） 0時間21分

　インターネットの概念と，導入するために必
要な基本的な環境について解説し，さらにテレ
ビ会議システムを活用した授業のようす，ホー
ムページ作りをとおしたティームティーチング
のようすなど，小学１年からコンピュータやイ
ンターネットを活用した実践例を紹介し，その
利点や特徴を先生方へのインタビューをまじえ
説明している教材です。

V99099

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ひろがる教育
インターネット（高
学年編） 0時間21分

　検索エンジンを利用した調べ学習や，リンク
集を利用した学習の様子，さらにチャットを利
用したジャカルタ日本人学校との共同学習の様
子など，インターネットを学習に活用している
小学校の実践例を紹介し，インターネットを利
用することで，子供たちの学習活動がどう変化
してきたか指導者の声をまじえ説明している教
材です。

V99100

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ＷＨＡＴ´Ｓ　総合
学科 0時間20分

　高等学校の新しい教科として設置された総合
学科。関心のある科目を自由に選択し，自分な
りの学習計画で学べるなど，主体性を重んじ個
性をのばす総合学科の特色を，自分で選択した
将来に向ってじっくり学ぶ生徒たちの学習の様
子や，学んだ経験が卒業後どう生かされている
か。先輩へのインタビューをまじえ説明してい
る教材です。

V99101

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

彫刻に見る日本のよ
さや美しさ 0時間11分

　日本の文化，美の象徴として，外国の人たち
からも注目される仏像をはじめとする日本の彫
刻。「釈迦三尊像」「阿修羅像」などその仏像
に焦点をあて，外国の彫刻とも比較しながら，
作品そのものに表現されている作者の想いや，
それを大切にしてきた日本人の心を探り，日本
的なよさや美しさとはどのようなものか感じ取
れる教材です。
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V99102

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

Ｌｅｔ’ｓ 生涯学習
子供と話そう 0時間22分

　共通の話題がなく，話すことも少なくなった
親子の会話。その現状と会話の現象のもたらす
影響を語るとともに，子供との会話の大切さと
そのあり方を，芸能人の永島敏行さん立川志の
輔さんの体験談や，サッカークラブの子供たち
と父親のサッカーという共通の学習の中から生
まれた会話の楽しさなど具体的にとらえ説明し
ている教材です。

V99103

自然科学（生
物・天文）、環
境

こん虫たちのすみか
と暮らし 0時間27分

　雑木林に生息するカブトムシ，水辺にすむト
ンボを例に，虫たちのいる場所，いない場所，
その原因など，生息するための条件や環境との
かかわりについて説明し，さらに昆虫の世界の
食物連鎖や，植物を含め自然界の生物のつなが
りあいなどについて説明したものです。昆虫と
環境を相互に関係づけながらその生態を克明に
とらえています。

V99104

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

障害のある人ととも
に生きる 0時間30分

　障害をもつ人が，日常どのようなことで困っ
ているか，それに対しどのような協力が必要で
あり大切なことかを，“目の不自由な人”“車
椅子を利用する人”“耳の不自由な人”など，
それぞれの障害者に接した場合の在り方を事例
をあげて説明したものです。生涯のある人を理
解し，共に生きる姿勢をもつことの大切さを感
じとらせています。

V99105

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

皇后陛下　美智子様
【子供時代の読書の
思い出】 0時間55分

　今日，この席で，もし私に出来る事が何かあ
るとすれば，それは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残した
と思われる何冊かの本を思い出し，それにつき
お話をしてみることではないかと思います。そ
してわずかであれ，それを今大会の主題であ
る，「平和」という脈絡の中に置いて考えてみ
ることができればと願っています。　　　～第
２６回国際児童図書協議会（ＩＢＢＹ）ニュー
デリー大会（１９９８）における皇后陛下基調
講演よりの抜粋～

V99106

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ドラッグ
たった一度から始ま
る破滅への道 0時間21分

　「他人に迷惑をかけなければ，薬物を使うか
どうかは個人の自由」これは間違った考えで
す。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
おいてほしい。薬物はそれ〃使った人間に何を
もたらすのか，「たった一度……」にどんなリ
スクがあるのか。それはほかのだれでもない，
自分自身の心身の健康や生き方にかかわる問題
であることを訴える作品です。
寄贈　社団法人　日本広報協会

V99107

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ベッキーとフィット
のエルピーランド大
冒険 0時間31分

　このビデオは，平成１１年度　ＬＰガス消費
者保安キャンペーン教育用として制作されたも
のです。実写とアニメーション合成をつかい
「ＬＰガスの正しい使い方」や「安全器具の紹
介」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ます。
寄贈　通商産業省・高圧ガス保安協会

V99108

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

走れ！一家の夢をの
せて
～スイスの馬祭り～ 0時間45分

　世界の人と馬の文化シリーズ　№12として制
作されました。今もスイスの人々の心の中に
は，歴史と伝統の中にはぐくまれた馬を愛する
気持ちが息づいています。チュウリッヒの春の
祭典，そしてここに取り上げられたセーニュ
レージュ村の馬祭り，四季折々の美しい自然の
中で繰り広げられる人と馬のドラマを追いなが
ら，ついにクライマックスシーン，ボーム一家
の出場する荷馬車レースを迎える。ボーム一家
は優勝できるのか，一家の夢をのせ レースが
始まりました。結果は………。　　　　寄贈
農林放送事業団

V99109

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

小渕総理の外交記録
Ⅱ 0時間29分

　小渕総理大臣は，平成１１年３月から平成１
１年７月にかけて韓国訪問，アメリカ訪問，
ケルン・サミット出席並びにイギリス及びアイ
スランド訪問，中国及びモンゴル訪問など 積
極的な首脳外交を展開しています。 このビデ
オは，これらの小渕総理の外交活動をまとめて
紹介するものです。
寄贈　総理府　内閣公報官室
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V99110

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

’主治医’はあな
た！ 　～生活習慣病
にならないために～ 0時間15分

　このビデオは，生活習慣病予防のために，健
康的な生活を送るための情報（食生活・運動
・休養）を中心に構成されている。

　①専門家が語る生活習慣病の現状と予防

　②健康的な生活を送るためのポイント

　③生活習慣病を患った人の体験談

　④女優・千堂あきほさんへのインタビュー

　寄贈　日本広報協会

V99111

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 給食ができるまで 0時間20分

　単独調理校の給食室で，安全でおいしい給食
を作るために，どんな工夫や努力がされている
かを子供達に分かりやすく紹介しています。

　①給食調理室の一日を描く。

　②衛生管理の様子

　③家庭では見られない給食調理室にあるいろ
いろな機械などの紹介

　④決められた時間内に，安全でおいしい給食
を作る調理員さんたちの仕事の様子

　制作　四郎丸小学校視聴覚部

V99112

自然科学（生
物・天文）、環
境

この豊かな自然に学
ぶ 0時間20分

　環境教育が強く叫ばれているが，その教育は
「知識から感動へ」と言われています。芦口小
学校では環境教育の研究指定をうけ，この教育
の実践として稲の栽培（田植えから稲刈りま
で）を体験学習に取り入れ，子供達に大きな感
動を与えました。その体験学習の実際と自然環
境の大切さを伝える教材です。

　制作　木村忠志氏

V99113

自然科学（生
物・天文）、環
境 発見　泉ケ岳 0時間10分

　仙台市泉岳少年自然の家をベースにして活動
する子供達に向け，泉ケ岳の登山コース周辺に
見られる生物や植物を紹介し，自然を生かした
活動を促す内容です。

　①泉ケ岳と仙台市泉岳少年自然の家の紹介

　②泉ケ岳の登山コースの紹介

　③春から夏にかけて見られる植物や虫の紹介

　④雨天時の自然の様子と，その活動例として
草木染めの紹介

　平成１１年度　制作委託作品　仙台市小学校
教育研究会視聴覚部会教材制作委員会

V99114

自然科学（生
物・天文）、環
境

七北田川のサケ
～サケの里親運動を
通して～ 0時間15分

　『七北田川の水質を守る会』は宮城県の許可
を受け，１０年程前から七北田川のサケの増殖
活動に取り組んでいます。この「サケの里親運
動」を紹介し，捕獲から受精，孵化，放流まで
を記録している。小学校６学年理科の「人とか
んきょう」の学習教材として制作されました
が，一般の方々にも視聴していただきたい内容
です。

平成１１年度　制作委託作品　仙台市小学校教
育研究会視聴覚部会教材制作委員会

V99115

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

曲りねぎのひみつ
～岩切の曲りねぎ～ 0時間13分

　岩切小学校のある岩切地区は，仙台市の北東
部にある農業地帯です。この地域で栽培されて
いる「曲がりねぎ」は特産品で，明治時代に
「余目ねぎ」として栽培され始め，昭和３０年
代の後半から品種改良され，現在では「岩切特
産仙台曲がりねぎ」という商品名で出荷されて
います。地域の特色ある生産物「曲がりねぎ」
の教材化のためにつくられたスライドをビデオ
化したものです。（作品は３５ミリスライド）

平成１１年度　制作委託作品　岩切小学校自作
視聴覚教材制作グループ
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V99116

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 本多光太郎 0時間12分

　郷土の文化野発展に尽くした人の学習教材と
して制作されました。東北地方の文化の向上の
ため東北大学が創設され，その創設にも関与
し，金属の研究を通して宮城県，東北地方，広
くは日本全体の発展に尽力した本田光太郎の業
績を紹介しています。郷土の発展に尽力した
人々に関心を持たせるとともに，郷土の発展を
自分たちも担っていこうとする動機づけの教材
です。

平成１１年度　制作委託作品　片平丁小学校視
聴覚部

V99117

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 遣欧使節　支倉常長 0時間12分

　郷土の歴史的人物「支倉常長」を簡単に紹介
し，調べ学習を行うための動機付けに利用でき
る教材として制作されたものです。この学習に
は，社会科の副読本として４学年以上で広く活
用されている『わたしたちの宮城県』併用され
ると，児童が興味を持って学習できると思われ
る作品です。

平成１１年度　制作委託作品平成　地域視聴覚
教材制作グループ

V99118

自然科学（生
物・天文）、環
境

もう一つの海と陸
－月の表面－ 0時間15分

　５年理科，単元「太陽と月の動き」のなか
で，特に，「月の表面」にスポットを当てて制
作され，月の表面の様子や成り立ちを，実写と
ＣＧなどで紹介しています。月の表面が語る太
陽系の歴史や，これからの「月」がになおうと
している役割を明らかにしながら，２１世紀の
「宇宙時代」にむけて，子供達に「夢」をいだ
かせる作品です。

制作　仙台市立郡山小学校　「月」教材の会

V99119

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

杜の都のロマン
「雀踊りの伝承」 0時間15分

　仙台城築城の際，その工事にかかわった石積
み職人たちたちが，仙台城が完成した祝いの席
で，即興で踊ったのが始まりと言われている
「雀踊り」とその伝承に奮闘する八幡町の黒田
さんに焦点を当てた作品です。近年，「仙台・
青葉祭り」で「雀踊り」が盛んになっている
が，八幡地区の人達と保存会（井組）の方々は
大崎八幡宮の例大祭では，昔からの成長雀踊り
を奉納しており，その記録も記録されていま
す。

制作　メディアボランティア仙台

V99120

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

いずみの歴史探検
Ⅲ
～山の寺洞雲寺その
歴史と伝説～ 0時間10分

　『いずみの歴史探検』は，市民に地域の歴史
に興味を持ってもらいたいとの願いから制作さ
れました。泉区内には，史跡が数多く残ってい
ますが，そこに伝わる歴史や伝説を知る人は以
外に少ないです。日本三山の寺のひとつに数え
られていた「洞雲寺」の歴史と伝説，現在の様
子をボランティア活動も交えながら紹介する作
品です。

平成１１年度　制作委託作品　制作　仙台市泉
市民センター

V99121

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 野焼き 0時間20分

　小学校卒業記念に「野焼きによる土器製作」
を計画する学校があります。ただ実施しようと
すると，学校の立地的な環境などにより，その
準備が大変なために躊躇することが多いです。
このビデオは，仙台市向山小学校で行った野焼
きの実際を通して，土器づくりから野焼きまで
の過程とともに，子供達の物を作り上げること
の感動の大切さを描いたものです。

　寄贈　木村忠志氏

V99122

自然科学（生
物・天文）、環
境

ホタル・水・おじさ
ん 0時間15分

　自然環境に恵まれた岩切の地にも，休耕田や
宅地化が進み，ホタルの住みにくい環境になっ
てきました。昔は，その季節がやってくるとホ
タルが放つ幻想的な光を見ながら大人も子供も
夕涼みをしました。このすばらしい光景をいつ
までも子供達に残したいと頑張っているおじさ
んを紹介します。

平成１１年度　制作委託作品　　制作　岩切市
民センター

V99123
科学技術・物
理・化学・工学

音の正体をつかめ！
科学探偵団　音の事
件ファイル 0時間25分

　学校の理科室で不気味な音がする！？　一体
誰がなんのために？探偵好きな森川勇気と初音
の兄弟は，学校に忍び込み，音ワールドから
やってきたという謎の生物サウンドと出会いま
す。音ワールドの研究室で，音の世界を探る実
験が始まった。二人は音の性質を探り，実際に
音作りをしながら，理科室の正体を究明してい
きます。
寄贈　財団法人　科学技術広報財団
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V99124

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

明日への伝言
小さな赤いトマト 0時間25分

　このビデオは，先の大戦における日本本土の
空襲の情況や，それに伴う被害の情況を戦災体
験者の証言を交えるなどしながら，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してもらいたいとの願いか
ら制作された教材です。Ｂ－２９の爆弾のごみ
捨て場とされた浜松。兄さんと一緒に食べよう
と，小さな赤いトマトを井戸に冷やしたまま死
んだ少女がいる。奪われたささやかな幸せ。戦
災の記憶を平和への祈りとして明日へ伝えよう
としています。　　寄贈　財団法人　日本戦災
遺族会

V99125

自然科学（生
物・天文）、環
境

ＪＣＯウラン加工施
設
臨界事故のここが疑
問 1時間10分

　このビデオは，１９９９年１２月２５，２６
日に各地のケーブルテレビ局においてサイエン
ス・チャンネル特別番組として放映されたもの
です。平成１１年９月３０日，株式会社
ジェー・シー・オー（ＪＣＯ）のウラン加工施
設において発生した臨界事故について，原因究
明と事故の発生防止にむけた国の取組みなどを
紹介しています。 寄贈　科学技術庁原子力局

V99126

自然科学（生
物・天文）、環
境

海と里山
～人と自然のいとな
み～ 0時間14分

　「自然を大切にする」ということは，自然に
手をふれずにしておけばよいのだろうか。中学
生の放送部員３人が，人は自然とどのようにか
かわってきたかをテーマにビデオ製作のために
山や海を訪れます。岩手県岩泉町では，まつた
け山での下草刈りの仕事を体験したり，三重県
志摩の海では，海女さんたちのアワビ漁に同行
し，漁についてのいろいろな取決め昔からある
ことを知り、中学生３人が，山や海での実際の
体験を通じて，人と自然とのかかわり合いにつ
いてリポートする教材です。　寄贈　社団法人
日本水産資源保護協会

V99127

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

宮城県少年の船，９
９ 1時間27分

　平成１１年度「宮城県少年の船，９９」は，
『未来航路～希望と勇気のトビラ』をテーマ
に，一般団員２８６名，指導団員５９名が参加
し実施された。このビデオは，事前研修から実
施後の事後研修までを記録したものです。　寄
贈　制作　宮城県少年の船実行委員会

V99128

自然科学（生
物・天文）、環
境

近代土木遺産を訪ね
てⅢ　技術造形家の
仕事 0時間20分

　日本土木工業協会の［土木写真展実行委員
会］で，土木写真展「近代土木遺産を訪ねて」
を開催している。１１年には，ＮＨＫの協力で
『ふるさとの水景』が放送されたものを再編集
したものです。収録内容は

①北海道中礼内村の「ピョウタンの滝」

②新潟市の「万代橋」

③東京都の「羽村主水堰」

④富山市の「富岩運河」

⑤広島県呉市の「本庄水源地ダム」

⑥熊本県三角町の「三角西港」

で，歴史と社会資本の意義を語り続け心和ませ
る風景をつくりだしています。　寄贈　日本土
木工業協会

V99129

自然科学（生
物・天文）、環
境

第３３回　東京モー
ターショー　１９９
９ 0時間30分

　これは，１９９年１０月２２日～１１月３日
幕張メッセで開催された『第３３回東京モー
ターショー』の公式記録ビデオです。　・第１
回からの総合ショーから商用車を分離した，初
の「乗用車・二輪車ショー」　・日本をはじめ
１５カ国・２８７社・６政府が出品・出品各社
が次世代の，進技術を競って展示　…………
…。テーマ館では『日本のくるま１００年－過
去は未来のヘッドライト」と題して懐かしいく
るま・映像・写真を展示。　寄贈　（社）自動
車工業振興会
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V99130

自然科学（生
物・天文）、環
境

四季を辿る日本・水
の里紀行
－森と川と海と－ 0時間40分

　このビデオは，濃漁村地域の水系環境の保全
をテーマに，作成されたものです。人と自然の
共生を求めていくなかで，水のありがたみ，尊
さというものを，一人の写真家の敏感な目を通
して見つめ直そうとしています。水系のみなら
ず，広範な環境美化活動に利用できます。

　春……秋田県象潟町／大分県日田市

　夏……北海道釧路湿原

　秋……長野県穂高町／新潟県下田村

　冬……宮城県北上町／新潟県小出町

寄贈　（社）海と渚環境美化推進機構

V00001
科学技術・物
理・化学・工学 おしえて！アグリ 0時間45分

　島崎俊郎が農林水産業の現場からフレッシュ
な話題をリポートする平成１１度度制作のテレ
ビ番組の総集編です。

　〈主な内容〉

　①食料の安定供給について考えよう

　②栽培・養殖漁業

　③クローン技術

　④食料・農業・農村基本法

　⑤農村・山村・漁村の様々な役割について考
えよう

　⑥環境保全型農業について

　⑦これからの農林水産業の担い手について考
えよう

寄贈　社団法人　農林放送事業団

V00002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

人，モノ， 　文化を
運んで 商用車と私た
ちの生活 0時間19分

　『第３４回東京モーターショー』における－
商用車－の広報業務の一貫として制作。バス・
トラックをはじめ，ワゴン・バンや，建設現場
や飛行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かか
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
取り上げています。

V00003

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ここが知りたい！
介護保険　～みんな
で支える老後の安心
～ 0時間30分

　高齢社会を迎えた今，介護はだれもが直面す
る問題となっています。 たとえ，自分や自分
の家族に介護が必要になっても，希望が尊重さ
れ，自立した生活ができる，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の
が『介護保険』です。このビデオでは，介護保
険制度のしくみを分かりやすく紹介していま
す。

V00004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の山村 豊かな暮
らしと 心の里づくり 0時間18分

　豊かな暮らし，そして日本人の心を守り育ん
できた山村。国民の財産である山村の快適な暮
らし，それは山村と都市との勇気的な結びつき
でなりたっています。魅力的な山村の自然や文
化を生かした活動や，都市住民との交流活動な
どによって，豊かな暮らしを実現した事例を紹
介している。

　〈主な内容〉

　・イタリアの山村の豊かな暮らし

　・岐阜県の板取村

　・山口県の美祢市

　・宮崎県の綾町

寄贈　農林放送事業団

V00005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

太陽の子メグちゃん
の 環境を守る 農林
水産業 0時間15分

　農林水産業は食料のほかに，環境保全にも大
きな役割を果たしています。この作品は，農
業・林業・水産業が環境とどのような関係があ
るのか，そこで働く人々が環境を守るためにど
のような努力をしているのかなどを，小学生で
も理解できるように構成されています。案内役
に，アニメのアイちゃんと水の女王フローラを
登場させ，親しみやすい内容になっています。
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V00006

自然科学（生
物・天文）、環
境 この水に想う 0時間10分

　人間の生活に潤いを与えてくれる水。生きて
いくのに必要な水。仙台市には５つのダムがあ
ります。このビデオの制作者は，昭和５０年代
の奥州七ケ宿街道を８ミリ映画に記録してい
た。昭和５６年から建設が着工された七ケ宿ダ
ムの湖底に沈んだ渡瀬宿・原宿・追見宿，そこ
に住んでいた人々の暮らしの映像とともに，水
の大切さとそこに住んだ人々への想いを映像化
している教材です。

　※第１４回　国民文化祭ぎふ９９　映像祭
文部大臣賞受賞作品・寄贈　制作　木村忠志

V00007

自然科学（生
物・天文）、環
境

ごみをへらそう 　－
みんなでできる 分別
収集－ 0時間15分

　小学校４年社会科「ごみと住みよいくらしを
ささえる（ごみと住みよいくらし）」の学習教
材として制作された。分別収集により，少なく
出せることを中心にごみ問題をみんなで考える
ことができる教材です。

V00008

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

広瀬川灯ろう流しを
陰で支える人々 0時間15分

　広瀬川の灯ろう流しは仙台の伝統行事として
行われてきました。この由来は宝暦・天明・天
保の時代に冷害や大凶作に見舞われ，多くの人
が飢餓で亡くなったと伝えられています。この
人々を葬り供養を続けてきた河原町にある寺院
に，その精神が伝えられており，ボランティア
の人々の支えで実施されてきています。その活
動をしている多くの人々の活動の様子を記録し
たものです。

V00009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 消防署のしごと 0時間13分

　仙台市消防局の日常業務や消防士の訓練の様
子などを紹介し，防火のへの意識の育成と，消
防の仕事にたいする理解の一助にと制作された
教材です。

V00010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

豊かさを運ぶ海の道
地球環境と海運 0時間21分

　〈主な内容〉

　１　暮らしを支える海運………しかし今，海
と大気に危機が

　２　船の中の工夫………ごみや汚水をどうし
ているの？

　３　船は，なぜ浮くの？………自然の力を上
手に利用した船

　４　船は進化を続けている………燃費向上，
燃料節減の努力

　５　海と大気を汚さないために………それは
世界的なうねりへ

V00011

自然科学（生
物・天文）、環
境 名取川探検 0時間20分

　地域を流れる名取川は，地域の生活に関わり
を持っています。現在，田畑が宅地化され，ま
た地域の産業にも変化が見られ，児童は名取川
と生活の関わりを掴みにくい状態です。中流地
域にある化石の見られる場所や柳生和紙の製造
しているところも訪ね，古墳時代の 遺跡につ
いても紹介し，地域の歴史や産業，自然を見直
すことをねらいとした教材です。

V00012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

戊辰戦争と仙台藩
－玉虫左太夫の生き
た時代－ 0時間10分

　郷土の歴史について，分かりやすく興味を持
たせる内容の扱い易い教材として作成されまし
た。

　戊辰戦争をテーマにし，仙台藩との関わりを
完結に説明し，また，戊辰戦争に深く関わりな
がら，ほとんど知られずにいる玉虫左太夫の働
きを紹介し内容に深みを持たせている。

　制作　地域視聴覚教材制作グループ

V00013

自然科学（生
物・天文）、環
境 仙台の亜炭層 0時間8分

　６年生の児童が『大地のつくり』の学習で，
自分たちで土地のつくりを調べてみようという
意欲を持たせたいとの思いで制作された教材で
す。ここでは，仙台市の地層で特徴的に見られ
る亜炭層を取り上げ，その成因や広がりを紹介
しながら，大地の成り立ちに興味を持たせるよ
う編成されています。

V00014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

手作り万年筆 　～心
をこめて～ 0時間12分

　伝統的な技術を生かした工業の学習では，伝
統的な技術をいかした工業製品のもつ意味やそ
れらを守り育てている人々の努力や工夫に関心
を持ち，意欲的に調べる活動をとおして，伝統
的な技術を生かした工業を守り伝えていくこと
の大切さを考えさせることをねらいとした教材
です。これまで，関連ある教材として，『仙台
箪笥』・『柳生和紙』・『宮城野萩筆』などが
制作されています。
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V00015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 走れ いま一度 0時間20分

　かつて仙台市民に親しまれ市民の足として，
『仙台市電』が走っていた。いまでは，仙台市
電保存館でしか見られない市電のすがたと，仙
台市の移り変わる姿の資 料を編集していま
す。それに加えて，騒音・排気ガス・地球温暖
化などの環境問題を考える場も提起したいとの
思いも込めて制作された教材です。

　制作　地域ビデオ教材制作グループ

V00016

自然科学（生
物・天文）、環
境

広瀬川の清流を
２１世紀へ 0時間15分

　百万都市仙台市を流れる広瀬川は自然が減少
しつつある都市内において，市民に憩いと安
らぎを感じさせるオアシスの役割を果たしてき
ました。しかし，近年，広瀬川の環境は諸々の
条件が重なって悪化してきました。今，広瀬川
が抱える問題と，市民レベルで水の環境を守り
ながら街づくりを考えていこうという『広瀬川
の清流を守る会』の活動の様子を中心にビデオ
化された教材です。

V00017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

学都仙台 　ゆかりの
文人たち 0時間16分

　学都仙台の原点を探りながら確立していく時
代に活躍した文人，土井晩翠・島崎藤村・魯
迅・高山樗牛の４人を取り上げ紹介している作
品です。

　制作　佐藤次夫　（メディアボランティア仙
台－ビデオ班）

V00018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

岩切ざっとむかし ～
岩切の歴史を訪ねて
～ 0時間15分

　岩切小学校のある岩切地区には，史跡や昔か
らの言い伝え・伝説などがたくさん残っていま
す。しかし，これらについて児童が知る機会は
少なく，史跡の存在は知っていても，その内容
や歴史的背景についての知識はほとんど知られ
ていません。このようなことから，このビデオ
は，地域の歴史を調べ歴史学習への意欲付けを
ねらい制作された教材です。

　制作：仙台市立岩切小学校自作視聴覚教材制
作グループ

V00019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 和楽器に挑戦 0時間21分

　地域に伝わる祭囃子を通し,和楽器の学習を
する中学校や地元の民謡を通し,三味線や尺八
といった和楽器に親しむ中学校の様子をとら
え，伝統的な音楽文化のよさや味わいのある音
楽の楽しみ方，和楽器の持つ魅力を伝える教材
です。

V00020

自然科学（生
物・天文）、環
境

微生物の働きと 生物
のつりあい 0時間20分

　有機物を分解し，無機物に作り変える生物
群。分解者と呼ばれるそれら微生物の働きとそ
の役割の大切さを実験や特殊撮影をまじえとら
えるとともに，多様な生物がいることによって
地球上の生物のバランスがとれ，物質が円滑に
循環していることを説明している教材です。

V00021

自然科学（生
物・天文）、環
境 地震と災害 0時間20分

　地震や火山，津波など自然がもたらす災害に
ついて，生徒たちが濃尾地震や三陸沖地震な
ど，かって地域において起こった災害を調べた
り，発生の仕組みを実験などで確かめるといっ
た活動を中心に展開し，その中でそれぞれの事
象を具体的に説明している教材です。

V00022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数好きになれるか
な－算数的活動－ 0時間22分

　グランドで子供たちが円をつくり，その中で
演習や直径を学ぶというベテラン先生による授
業の様子や，子供たちが立体図形を自由に切り
開いていくことで，図形についての感覚を豊か
にしていく若手の先生の授業の様子をとらえ，
算数的活動のもち意義や在り方について提示し
ている教材です。

V00023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

つくる，飾る～デザ
イン行動 0時間41分

　暮らしに役立つ道具とそのデザイン，木型に
合わせいろいろな形にデザインされる靴，若い
デザイナーたちアイデアを出し合い作られる車
のデザインなど，デザイン活動とその意義をと
らえた教材です。

V00024
保健衛生・性教
育・運動

お酒は子どもに なぜ
悪いの？ 0時間20分

　飲酒による脳への影響，急性アルコール中
毒，アルコール依存症などアルコールのもつ有
害性を，「大人はよいが，子供はだめ」という
言葉に疑問をもつ小学５年のグループによる課
題学習の様子を通し説明した教材です。お酒は
飲まない，絶対に断るといったの強い意志を大
切さを示唆しています。

V00025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

あしたね 　～ゆれ動
く心，４歳児～ 0時間22分

　初めての集団生活の中で，幼児が体験するい
ろいろな友だちとの出会い。こうした出会いの
中で，さまざまな体験を重ねながら，友だちと
のつながりをつくっていく過程を，幼稚園での
生活を通してとらえたもの。幼児たちの出会い
を見守り，教師としてどうかかわりあうべきか
示唆しています。
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V00026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

学校にネットワーク
を！ 　小学校･ 中学
校編 0時間22分

　校内で子供たちが自由にインターネットを利
用するための学校内ネットワークの構築の必要
性を説明するとともに，ボランティアやＰＴＡ
の協力など，地域との連携のもと構築した事例
や，ネットワーク化による効果などを捉えてい
る教材です。

V00027

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

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－ 0時間20分

　子供の商業活動体験に取り組む東京・荒川区
や立川市の子供会，少年自然の家や子 ども長
期自然体験村で，体験活動に目を輝かす子供た
ちの姿など，子供の「生きる力 」をはぐくむ
ことを目的として実施されている活動事例を各
地に取材し紹介しています。

V00028

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

高齢者から学び，と
もに生きる 0時間35分

　高齢者が目的を持って生き生きと生活してい
る姿を描くとともに，施設におけるデイサービ
スなど高齢社会への取り組み，そして老人ホー
ムで初めてボランティア体験学習をする中学生
と高齢者とのかかわりをとらえ，ともに生きる
姿勢の大切さを示唆している教材です。

V00029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

着衣水泳入門 　－水
に落ちても慌てない
方法－ 0時間17分

　着衣のまま水に落ちるとどうなるか，その危
険性について概観するとともに，着衣での水慣
れの方法，水中での移動法，浮き具の利用例な
ど，着衣泳の基礎的なことを説明し，さらに，
泳いで岸に戻る練習と着衣泳に適した泳法や，
溺れている人を見つけたときの行動などについ
て具体的に説明しています。

V00030 道徳・国際理解

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！ 0時間13分

　外国の文字でかかれた看板や，外国産製品の
故郷を調べて，くらし中から世界とのつながり
を発見しながら，日本と深く結び付いているさ
まざまな国を紹介しています。自分たちの生活
が，世界のさまざまな文化を取り入れたり，い
ろいろな国の人々に支えられていることを描い
ている教材です

V00031 道徳・国際理解

調べてみよう！世界
のくらし ～世界の子
どもたちの遊び～ 0時間14分

　世界の子供たちは，どんな遊びやスポ－ツを
しているのだろう？いろいろな"じゃんけん"の
しかたや，世界の子供たちがふだんしている遊
美，人気のあるスポ－ツなどを紹介していま
す。子供たちの遊びやスポ－ツを通して世界の
国々への興味・関心を高める教材です。

　［取り上げている主な国］韓国，アメリカ，
タイ，中国，他

V00032 道徳・国際理解

調べてみよう！世界
のくらし ～世界の食
事をしらべよう！～ 0時間14分

　世界の子供たちに人気のあるメニュ－には，
外国で生まれたものがたくさんあるます。イン
ドの家庭を訪ねて，日本とは違うカレ－の作り
方や食べると木の習慣の違いを教えてもらった
りしながら，世界の様々な食事を紹介します。
世界にはいろいろな食文化や，食べる時の習
慣・マナ－などがあることを描く教材です。

　［取り上げている主な国］インド，中国，韓
国，タイ，他

V00033 道徳・国際理解

調べてみよう！世界
のくらし ～世界の学
校をたずねてみよう
～ 0時間14分

　世界の子供たちは，どんな学校生活を送って
いるのだろう。ふだん目にすることのない世界
の学校の様子を，日本と関係の深い国を中心に
紹介します。特色ある授業のようすをはじめ，
日本の学校との違いや共通点などを通して，世
界には様々な生活や文化があることを描く教材
です。

　［取り上げている主な国］オ－ストラリア，
タイ，アメリカ，中国，韓国

V00034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの国土シ
リ－ズ 　日本の位置
とまわりの国々 0時間15分

　日本のはしにある島々，日本のまわりにある
国を訪ねてみよう。

　＜主な内容＞ ①日本のへそ公園②日本のは
しの島を見て見よう。（与那国島／沖の鳥島／
南鳥島／択捉 島／＜北方領土＞）③まわりの
国々をたずねてみよう（ロシア連邦／大韓民国
／中華人民 共和国／フィリッピン／オ－スト
ラリア／アメリカ合衆国）

V00035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの国土シ
リ－ズ 　空から見た
日本の地形 0時間15分

　日本海から太平洋まで空の旅にでかけて，地
形の様子を見てみよう。

　＜主な内容＞

　①海岸のようす②山のようす（北アルプス）
③川のようす④盆地のようす（松本盆地～甲
府盆地）⑤いちばん高い山富士山⑥平野のよう
す（関東平野）
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V00036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちの国土シ
リ－ズ 　地域でちが
う日本の気候 0時間15分

　日本は地域によって気候が違います。その理
由を考えてみましょう。

　＜主な内容＞

　①四季の変化がはっきりしている日本の気候
②南と北でことなる気候（沖縄県と北海道の２
月）③つゆと台風（台風が多い九州地方／つゆ
がない北海道）日本海側と太平洋側の気候のち
がいと季節風の働き（雪の多い新潟県／季節風
のしくみ）

V00037

自然科学（生
物・天文）、環
境

水とごみシリ－ズ
水道博士になろう！ 0時間14分

　このビデオは，学校や身近なくらしで使う水
を出発点に，浄水場や夜の漏水検査，水源の森
林を育てる人々などを紹介しています。地域の
人々の苦労や努力に目を向けながら，自分たち
でできる協力や工夫を気づかせようとしていま
す。"２リットルのペットボトルで１７本半"こ
れが学校でひとりの子供が使う水の量であるこ
とを知り，その多さにびっくりし，ふだんの生
活でもむだに使われている水の量の多さにも
びっくりし，節約の工夫を描いている教材で
す。

V00038

自然科学（生
物・天文）、環
境

水とごみシリ－ズ
ごみ博士になろう！ 0時間14分

　このビデオは，ごみの収集から清掃工場の見
学だけでなく，児童が実感しにくいごみの減量
などにいどむ人々の姿を紹介しています。ま
た，自分たちにもできる協力や工夫を実践しよ
うとする児童の意欲を引き出そうとしていま
す。そして目下の最重要事であるごみ減量につ
いて，ゴミ焼却後の灰を溶融して再利用するな
どの工夫やリサイクルを提案する教材です。

V00039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くらしのうつりかわ
りシリ－ズ 子どもた
ちのくらしのうつり
かわり 0時間13分

　郷土館を訪ねた健一くんは，時代によって，
子供の遊びが変わってきたことを知りました。
健一くんは父や母が子供だったころの遊びをは
じめ，学校や家での子供のくらしについても調
べてみました。そして，くらし全体が大きく変
わってきたことに気づきました。昔の遊びや学
校のようす，昔のくらしなどについて，豊富な
資料と再現映像で紹介する教材です。

V00040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くらしのうつりかわ
りシリーズ かわって
きたわたしたちのく
らし 0時間13分

　農家の仕事の変わり方を体験した子供たち
が、くらし全体の移り変わりについても調べる
ことになりました。食事の支度、洗たくや掃除
の仕方、暖房などを比べて、道具や機会の発達
のおかげで、おじいちゃん、おばあちゃんのこ
ろにくらべると、くらしが大きく変わり便利に
なったことに気がつきました。豊富な資料と再
現映像で、くらしの移り変わりを紹介する教材
です。

V00041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くらしのうつりかわ
りシリーズ 昔からつ
たえられている行事 0時間13分

　青森県階上町には，特色のある郷土芸能がい
くつか伝えられ，地域の小学校がそれらを継承
する活動をしています。このビデオは「えんぶ
り」を舞う階上小の児童を取材し，ふだんの練
習や発表会，祭りの日の門付など地域の芸能を
受け継いでいる姿を描いています。

V00042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新・情報基礎ビデオ
①　導入コンピュ－
タ 0時間20分

　情報基礎で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－タの「すばらし
い能力」を伝え，「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しま
す。

　＊銀行，駅，コンビニなどのコンピュ－タ利
用

　＊最先端のＣＧ

　＊各種コンピュ－タの紹介

V00043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新・情報基礎ビデオ
② 　導入 コンピュ
－タと制御 0時間20分

　コンピュ－タによる制御について考え，制御
の具体例を紹介すると同時に生徒が自らの手を
使って行う実験も取り上げました。無人で走る
新交通システム「ゆりかもめ」，コンピュ－タ
で制御した着物の織機，信号機を映像化した教
材です。

　＊新交通「ゆりかもめ」

　＊生徒による実験風景

　＊交通管制用コンピュ－タ
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V00044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新・情報基礎ビデオ
③　導入 マルチメ
ディア 0時間20分

　マルチメディア作品を例に，アプリケ－ショ
ンソフトを利用して作品を作る手順を映像化し
た教材です。課題設定に始まり，下調べ設計，
取材，入力，組立（オ－サリング）と続き，確
認と修正で終わる。優秀なマルチメディア作品
の紹介も収録しています。

　＊私の町（マルチメディア作品）

　＊中学生による作品制作の現場

　＊中学生の作品紹介

V00045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新・情報基礎ビデオ
④　導入 通信とイン
タ－ネット 0時間20分

　コンピュ－タによる「通信」をテ－マにし，
パソコン通信とインタ－ネットを例にして通信
の仕組みと機能を解説する教材です。電子メ－
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
化しています。

　＊インタ－ネットのホ－ムペ－ジ紹介

　＊デ－タベ－ス

　＊通信を活用している中学校

V00046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新・情報基礎ビデオ
⑤ 　ソフトウエアと
著作権 0時間20分

　コンピュ－タソフトウヱアの違法コピ－にＮ
ｏ！といえる生徒の育成をねらいとしていま
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－を使うこと
で，難解になりがちな著作権問題の説明を分か
りやすく説明しています。

　＊ソフトウエア著作権協会でのインタビュ－

　＊実話をもとにしたドラマ

　＊ソフト

V00047 道徳・国際理解

忍たま乱太郎のがん
ばるしかないさ①
よいと思うことをお
こなう 0時間10分

　野外活動で公園に出かけた三人組が，困って
いる人を助けたり，行列でのマナ－，ゴミ 捨
てのル－ルなどを体験しながら学んでいく作品
です。

　＊原作　尼子騒兵衛「落第忍者乱太郎」より

　＊「主として自分自身に関すること」

V00048 道徳・国際理解

忍たま乱太郎のがん
ばるしかないさ②
あたたかい心でしん
せつにする 0時間10分

　漁船から魚を受け取るというお使いに出発し
た忍たま三人組は，道中，老女や少年と出会
い，あたたかい心遣いや，親切を学んでいく作
品です。

　＊原作　尼子騒兵衛「落第忍者乱太郎」より

　＊「主として他の人とのかかわりに関するこ
と

V00049 道徳・国際理解

忍たま乱太郎のがん
ばるしかないさ③
きまりを守って協力
しあう 0時間10分

　約束事を忘れて，自分勝手に行動してしまう
忍たま三人組。食事当番となった日，とんだ失
敗をしてしまうが，仲間たちのあたたかい協力
で，おいしいカレ－が完成する。

　＊原作　尼子騒兵衛「落第忍者乱太郎」より

　＊「主として集団や社会とのかかわりに関す
ること」」

V00050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

じょうぶな歯 つくろ
うね 0時間11分

　食べたあとの口の中の汚れを，クロ－ズアッ
プでみせ，興味を持たせ歯の大切さ，歯の役目
などを話し合い，やさしいアニメで生えかわ
りを知らせる教材です。

V00051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

プラ－ク、食べか
す、ブラッシング 0時間11分

　まず，自分の口の中の様子を確認するところ
から始め，Ｘ線写真での生えかわりの様子，ブ
ラッシングが大切さ，ブラッシングのしかたを
紹介しています。

V00052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

輝いているかな　き
みの歯 0時間11分

　第２臼歯が生え出して永久歯列が完成するこ
の頃，汚れをしっかり取る習慣を確立しておか
ないと，次の年代にむし歯ばかりでなく歯肉や
歯周組織の病気をおこす原因となる事を 学ぶ
ことをねらいとした作品です。

V00053
交通安全・災害
防犯 自転車大好き 0時間10分

　サイクルサッカーの選手の話をとおして，手
放し運転や二人乗りなど，自転車の危ない乗り
方を具体的に示しながら，自転車の安全な乗り
方について解説している教材です。
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V00054
交通安全・災害
防犯

あっぱれ 桃太郎の交
通安全 0時間17分

　ある日のこと，桃太郎は里に迷い込んだ旅人
から交通違反で街を荒らし回る「暴走鬼族」の
話を聞きました。「よし！ぼくがその鬼をこら
しめる」層決心した桃太郎はイヌ，サル，キジ
をしたがえて街へむかい，きび団子を食べてパ
ワーアップした桃太郎たちは大活躍。とうとう
鬼たちは降参して交通ルールを守ることを誓う
のでした。

V00055
交通安全・災害
防犯

はれときどきぶたの
交通安全 0時間15分

　子供たちに大人気のテレビアニメ「はれとき
どきぶた」（矢玉四郎原作）の交通安全ビデオ
である。主人公・則安くんとその仲間たちが登
場し，楽しく交通ルールを学べるよう，ポイン
トを 押さえて理解しやすいように構成されて
います。

V00056

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

あっ地震だ，おちつ
いてあわてないで 0時間12分

 　"天災は忘れたころにやってくる"といわれ
ます。もし今，大地震が起きたらあなたはどの
ようにして身を守りますか。あなたはおちつい
て適切な行動がとれますか。子供たちに地震災
害の恐ろしさを訴え，いろいろな場面での避難
方法を具体的に取り上げている教材である。地
震に対する正しい知識・心構え・対策をふだん
から身につける大切さを興味深く教えていま
す。

V00057

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
手話ってなあに？ 0時間40分

　このシリーズは，小学生から始めて手話に接
する方を対象にしています。手の動きや表現を
分かりやすく，ろうあ者とアトムくんが手話で
ひとつひとつ解説し，お姉さんとアトム君の対
話がそのまま手話の基本表現の解説と対話練
習，関連表現の学習になっています。

　レッスン１．手話ってなあに

　レッスン２．あなたの名前は？

　レッスン３．いくつ？

　レッスン４．家族を紹介しよう

　レッスン５．指文字

V00058

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
あいさつをしよう 0時間42分

　レッスン６．　挨拶をかわそう

　レッスン７．　きいてみよう

　レッスン８．　答えよう

　レッスン９．　好きなもの

　レッスン１０．　耳の聞こえない人の家に行
こう

V00059

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
身の回りのこと 0時間46分

　レッスン１１．　一日の生活

　レッスン１２．　一週間のスケジュール

　レッスン１３．　一年のカレンダー

　レッスン１４．　手話のじょうずな表現

　レッスン１５．　間違いさがし

V00060

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
でかけよう 0時間41分

　レッスン１６．　待ちあわせ

　レッスン１７．　電車に乗ろう

　レッスン１８．　水族館で遊ぼう

　レッスン１９．　おみやげを買おう

　レッスン２０．　楽しかったね

V00061

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
みんなで話そう 0時間35分

　手話で話すための起訴作りと手話への一般的
なＱ＆Ａ

　レッスン２１．　手話ならではの表現

　レッスン２２．　手話のイントネーション

　レッスン２３．　指や空間の利用

　レッスン２４．　手話は世界共通？

　レッスン２５．　手話とジエスチャーはどこ
がちがうの

Page 362



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V00062

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
この手で歌おう① 0時間41分

　◎「この手で歌おう」指文字の歌　手話の解
説と指導

　◎「友達はいいな」　手話の解説と指導

　◎「ＷＡになって踊ろう」　手話の解説と指
導

V00063

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
この手で歌おう② 0時間40分

　◎「翼をください」手話の解説と指導

　◎「贈る言葉」手話の解説と指導

　◎「長い間」手話の解説と指導

V00064

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
この手で歌おう③ 0時間30分

　◎「チューリップ」　手話の解説と指導

　◎「さんぽ」　手話の解説と指導

　◎「ありがとうさようなら」　手話の解説と
指導

V00065

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
この手で歌おう④ 0時間41分

　◎「はじめの一歩」　手話の解説と指導

　◎「この星に生まれて」　手話の解説と指導

　◎「切手のないおくりもの」　手話の解説と
指導

V00066

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち手話
イチ・ニッ・サン
この手で歌おう⑤ 0時間53分

　◎「心の瞳」　手話の解説と指導

　◎「旅立ちの日に」　手話の解説と指導

　◎「夜空ノムコウ」」　手話の解説と指導

V00067

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

食の安全(加工食品
編）貸出停止 0時間18分

　私たちの食卓は大変豊になったが，一方で
「食の安全」を考えると，食品添加物による発
癌性やアレルギー性の危惧，輸入食品を含め遺
伝子組み換え食品の不安を払拭できません。こ
の作品は，消費者が毎日口にしている食品につ
いて，「知る権利」があるという立場を踏ま
え，加工食品を中心に，表示を目安として賢明
な判断・行動をとるための情報を提供していま
す。

V00068

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 食の安全(農産物編） 0時間20分

食品の活の基本。しかし，農薬の残留や収穫期
の薬剤処理，遺伝子組み換えなど，農産物に関
する情況は極めて不安です。２０００年４月の
改正ＪＡＳ法に伴い，農産物の表示が変わりま
した。食品を購入する際，安全性を考えた賢い
選択ができるよう，表示を読み取ることが大切
です。また，店の選び方によっても，手に入る
食品の質が変わってきます。このビデオは，安
全な食生活のために役立つ情報を提供していま
す。

V00069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室に行けない　登
校拒否のシグナル 0時間30分

　学校にいっても教室には行けず，学校生活の
大半を保健室で過ごす「保健室登校」の子供
達。こうした子供達の登校拒否のシグナルをと
らえるためにはどうしたらよいのでしょうか。
そうした子供達を立ち直らせるためには，どの
ように対応すればよいかを考えさせる教材で
す。

V00070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 少年犯罪と親の責任 0時間25分

　少年犯罪は今日ますます凶悪になり，社会に
暗い影を落としています。少年犯罪防止は社会
全体の願いであるが，少年たちは遊び感覚で犯
行に至ることが多いといわれ，本人の無自覚や
親の無関心がその温床になっています。ここで
は家庭の在り方を見直し，「被害者や社会に対
する当人と親の責任」や「子供の将来に対する
親の責任」について考えさせる教材です。

V00071

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 援助交際を考える 0時間20分

　現在，子供たちを取り巻く生活環境におい
て，過多とも言える情報は，より刺激的な内
容となっており，子供の購買欲を煽るものも少
なくありません。その結果，援助交際という性
さえも商品化しているのが現状です。

　本作品では，性を持った人間が，性とどのよ
うに付き合いながら人間として生きていけばよ
いのか，なぜ性を商品化するのか，子供たち自
身が自らに問いかけ自らの感性で答え を探り
だしていく過程を映像化しています。
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V00072

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールカウンセリ
ング　「言葉になら
ない言葉」を感じ取
る 0時間36分

　今，生徒たちの表現は分かりにくくなってき
ていています。その中には自分の心を旨く表現
できず，心とは正反対の表現や行動になってし
まう生徒がいます。そうした「分かりにくさ」
にはどのような意味があるのか表面的な行動の
奥底にある生徒たちの心のシグナルをどのよう
にして感じ取るのか，さまざまな学校の取り組
みを例に考えていきます。

　・生徒たちによる不可解な犯行

　・生徒たちの分かりにくい表現の例

　・その背後にある言葉

　・心のシグナルを感じ取る指導例

　・新しい学校の形態

V00073

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールカウンセリ
ング　不登校・いじ
めとその 対応 0時間41分

　多くの学校が抱えている問題，不登校といじ
め。指導の難しいこの二つの問題を取り上げ，
年々増加する不登校児，何事も起こっていない
ときの指導の大切さと不登校児への援助の方法
を解説しています。さらに死につながるいじめ
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
を解説していきます。

　・なぜ不登校になるのか，不登校のサイン

　・教師たちの取り組み

　・スクールカウンセラーの導入

　・後を絶たないいじめによる自殺

　・死につながる現代のいじめの構造

V00074

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールカウンセリ
ング　教師・悩みと
成長 0時間33分

　授業，生徒指導，クラブ活動，保護者や教師
同士の関わりなど，忙しく，多くの悩みを抱え
る教師たちの現状を取り上げ，現代の教育の難
しさを考えいきます。戸惑いながらも努力する
新人教師の姿や，より充実した授業を目指して
の試行錯誤，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
て解説します。

　・現代の教育の難しさ

　・指導への新たな試み

　・教師同士の助け合い

　・教師の成長

V00075

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールカウンセリ
ング　学級崩壊を防
ぐ －子どものこころ
へのアプローチ－ 0時間36分

　今問題になっている，新しい「荒れ」として
の「学級崩壊」。それはなぜ生じるのか。その
背後には現代の子供たちのどんな心が隠されて
いるのか。「学級崩壊」の問題を導入に，全国
の小学校の有意義な取り組みを紹介しながら，
現代の子供の心と教師の問題点を分析する教材
です。

　・学級崩壊の現状

　・生徒たちの心の分析

　・教師の子供を見る視点の分析

　・改善への模索，実践例

V00076

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールカウンセリ
ング ムカツクとき、
キレルとき　－思春
期の心の奥に－ 0時間36分

　１９９８年は世間を騒がせたナイフ事件が相
次いで起こりました。新しい「荒れ」といわれ
るこの事態，中学生たちは何に悩み，何を望ん
でいるのか。中学生たちの生の声を多く紹介し
ながら，意欲に満ちた新たな取り組みを，全国
の中学校に探っていきます。

　・黒磯の教師殺人事件

　・中学生の声～事件直後のアンケートから

　・教師と生徒～なかなか見えないお互いの心
の中
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V00077

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スクールカウンセリ
ング スクールカウン
セリングの技法 0時間36分

　現代の子供の変化に対応するため，スクール
カウンセラーを招いている学校も数多くありま
す。この巻ではそのスクールカウンセリングの
方法を学び，子供や保護者といかに関わってい
くか，子供が成長過程で身に付けるべき能力を
いかに開発するか，を考える教材です。

　・カウンセリング講座で学ぶ教師たち

　・スクールカウンセリングを生かした具体例

　・スクールカウンセラーとは

　・ソーシャルスキルトレーニング

V00078

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい授業（前編）
子どもがよろこぶ授
業 0時間51分

板倉聖宣氏提唱の仮説実験授業の実録です。仮
説実験授業の一番大切なことは，「学ぶに値す
る授業」をおもしろく楽しく行うことです。そ
の特色は授業書を使うことにあります。この授
業書は子供たちが興味深く考えられるように作
られていて，その一言一句は厳密に検討され，
３０年間変わらないものが使われています。仮
説実験授業を学校で実践し，子供たちによろこ
ばれ，親にも歓迎され，教師としての生き甲斐
を実感されている先生が全国にたくさんいま
す。これはその前編です。

V00079

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい授業（後編）
先生がよろこぶ教室 0時間52分

 　板倉聖宣氏提唱の仮説実験授業の実録で
す。仮説実験授業の一番大切なことは，「学ぶ
に値する授業」をおもしろく楽しく行うことで
す。その特色は授業書を使うことにあります。
この授業書は子供たちが興味深く考えられるよ
うに作られていて，その一言一句は厳密に検討
され，３０年間変わらないものが使われていま
す。仮説実験授業を学校で実践し，子供たちに
よろこばれ，親にも歓迎され，教師 としての
生き甲斐を実感されている先生が全国にたくさ
んいます。これはその後編です。

V00080
交通安全・災害
防犯

ご隠居さんの交通安
全シリーズ①
ちょっと待った！
魔の交差点 0時間13分

　「大変だ！煙草屋のトメさんが車にはねられ
た！」交差点は，直進車，右折車，左折車が交
錯するところを，歩行者は横断しなければなり
ません。高齢者の事故で圧倒的に多いのが歩行
中で，しかも交差点で起こっています。どうし
てこのような事故が起こったのか，高齢のトメ
さんにどんな要因が潜んでいたかをご隠居さん
（猫八）と山田隆夫の愉快なやり取りを中心に
解説していく作品です。

V00081
交通安全・災害
防犯

ご隠居さんの交通安
全シ リーズ②　夜道
のこわ～い話 0時間13分

　「大変だ！幽霊が出た！」ご隠居さん（猫
八）の知り合いの高齢者が，夜，墓地の脇道で
幽霊をひいてしまいました。墓地の脇道は街頭
も少なく薄暗い。黒っぽい服装の歩行者は，ド
ライバーからは非常に見えにくく，対向車のラ
イトを受けると一瞬見えなくります。この巻で
は，夜間の交通事故の典型的な例を取り上げ，
夜間運転時の注意（とくに高齢者の場合）と歩
行者側の気をつけることについて解説する作品
です。

V00082
交通安全・災害
防犯

ご隠居さんの交通安
全シ リーズ③　その
自信が危ない！ 0時間13分

　ご隠居さん（猫八）の知り合いの高齢者が，
自転車で商店街を走っていて，車と接触，転倒
した際に軽い怪我をしました。そこで山田が
「いつもフラフラしながら自転車に乗ってるか
らな」。さらに，ご隠居さんの自動車の運転に
ついても判断の鈍さを指摘して怒らせてしま
う。この巻では高齢者の身体機能の衰え，運転
操作のミス，状況判断の遅れなどの問題を取り
上げ，過去の経験や技術を過信しないよう事故
例で具体的に解説する作品です。

V00083

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 スタートライン 0時間33分

　男性と女性が，共に自由で平等な生き方をす
るには，男性自身がこれまでの「仕事人間の自
分」や「男らしさにしばられている自分」を見
直し，一人ひとりにあった家族や，地域社会と
の関係を築き始めることが大切です。この作品
は自分自身を新たに発見した男性たちが「一人
の生活者として」，「夫として」，「父とし
て」，「職業人として」どう生きていくかを，
それぞれの体験を通して語っています。
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V00084

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

人生楽しく・生涯現
役 0時間31分

　人生８０年の今，第二の人生をどう生きるか
は，これから定年を迎える塾年世代にとって切
実な課題です。この作品では，子育て後や定年
退職後，仕事や趣味，生涯学習・ボランティア
等，生き甲斐をもってセカンドライフを豊かに
過ごしている三人のシニアを通して，セカンド
ライフを楽しむ心構えを紹介しています。

　・地域と共に喜びを…高齢者のために手摺付
け，段差をなくす大工工事のボランティア

　・いきいきと青春…たっ た一つの発明から
会社社長に

　・夢はかなえるもの…すべて自作で天文台を
建設

V00085 道徳・国際理解 はげ 0時間15分

　優しさとは…相手の立場に立って考えること
です。つまり自分のこととしてとらえるという
ことですが現実には誰もが相手の立場になって
考え，相手の痛みが本当に分かっているでしょ
うか。

　この作品は，髪の毛の抜ける病気にかかり失
意の中にいる小学１年生の女の子が，ほかの子
が自分をどう思っているのかと，いつも不安な
気持ちで悩んでいたとき上級生の言った心ない
一言に深く傷つきながらも，やがて周囲の優し
い心に包まれ明るく立ち直っていくという感動
的な作品です。

V00086

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

キュリー夫妻　その
愛と情熱 1時間44分

　人類の進歩はたくさんの偉人によってなさ
れ，ラジウムを発見したキュリー夫人もその一
人です。ここで描かれるのは伝説のヒロイン・
キュリー夫人ではなく，まさに等身大の"人
間・キュリー夫人"。夫ピエールと冗談を交え
ながら研究を続けたり，自転車で遠 出をして
緑豊かなフランスと自然と戯れたり，自宅で当
時の著名人と心地好い夕べを過ごしたりと，人
生を楽しみ生き抜いた姿が軽快なタッチで描か
れ，爽やかな感動を呼び起こす作品です。

V00087

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

自転車　共同学童保
育所・北海道一周サ
イクリング 0時間30分

　札幌市にある「しらかば台つばさクラブ」は
父母会が運営する民間の共同学童保育所。そこ
では１年生から６年生まで，障がいのある子も
ない子も入り乱れて放課後を過ごしています。
６年生になると夏休みには，北海道一周サイク
リングがあり，国道，トンネル，のぼり坂など
大自然の中を子供たちはもくもくと走ります。
子供たちと一緒に旅することで，見る側にも変
化が生まれる作品です。

V00088

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ワシントンポスト・
マーチ 0時間40分

　剛（１２才）は出生時の病気がもとで脳性麻
痺となり手足が勝手に緊張して歩くこともまま
ならないが，優しい家族に支えられ元気一杯に
学校に通っています。母との通学途上に聞こえ
るワシントンポスト・マーチをいつしか口ずさ
むようになった剛は，落ち込んだときにこの曲
を口ずさみ元気を出すようになりました。ある
日，姉の結婚式出席をめぐって，障害者である
ことを理由に親戚から式にでないように言われ
た事とを聞き傷付き，結婚式に出ないことを決
めた剛，その気遣いを知って思い悩む母。しか
し，義兄になる俊二は出席を促しました。

V00089

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

心をむすぶ愛のハー
ネス 0時間55分

　小百合さんは中学時代に失明。一時は失望し
たが，盲導犬カンナと出会い５ｋｍのロード
レースにも挑戦。みごと走り抜いたことで多く
の人々に勇気と希望を与えた，感動と実話の物
語です。［盲導犬カンナわたしと走って（偕成
社刊）より］

V00090

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

友情  フレンドシッ
プ 1時間43分

　白血病に冒されながらも健気に生きる少女あ
ゆみをヒロインに１４才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いた作品です。
治療のために髪の毛がぬけおちるあゆみ，病状
は一進一退だが，クラスメイトにその姿を見せ
る勇気はありません。しかし，担任はあゆみを
励ますため，クラス全員での２泊３日の旅 行
を計画します。先発したクラスメイトが男女が
別なく全員丸坊主になってあゆみを迎える感動
のシーンが深い祈りをこめて描かれています。
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V00091
漫画・アニメー
ション とべないホタル 0時間17分

　羽が縮んで生まれた為にとべないホタルと，
彼を励まし，助け合う仲間のホタルたち。足が
不自由で歩くことのできない妹の為に，ホタル
取りにやってきた姉と弟。子供たちとホタルの
ふれあいを通して，やさしさと思いやりの大切
さを描く作品です。

　原作／小沢昭巳・学級文庫「ゆりかご」よ
り。

V00092
漫画・アニメー
ション アニメ　ハチ公物語 0時間18分

　心と心のふれあい，それは人間だけではあり
ません。ここに登場するハチ公は，話すことが
出来なくても，心と心はしっかりと通いあって
いたのです。そんな心温まる愛情と感動のドラ
マです。

V00093
漫画・アニメー
ション

どんぐり森へ　～ひ
とりにひとつのたか
らもの～ 0時間15分

　保育園に通うタッくんは虫が大好き。虫をつ
かまえては乱暴に扱うので，お母さんに叱ら
れています。そんなある日，タッくんは近所の
「ぐるぐる公園」で，偶然に，木の枝から落ち
てきた鳥のたまごを手にします。そのたまごは
「くもり病」にかかっていました。巣を離れら
れないお母さん鳥に代わって，タッくんがその
たまごを公園の裏の「どんぐり森」にある「ど
んぐり病院」まで連れていくことにしました。
ところが，お母さん鳥に教えてもらった入り口
から「どんぐり森」に入った途端，タッくんの
体だけが小さくなってしまいます。そして…

V00094
漫画・アニメー
ション

宮澤賢治作品集 　猫
の事務所 0時間22分

　猫の第六事務所で働くかま猫は，三匹の先輩
猫に冷たくされ悲しい思いをしていました。友
達の山猫が先輩たちを怒鳴った時，かま猫は，
獅子に変身し，壁をこわし山へ消えていってし
まいますが…。

V00095
漫画・アニメー
ション

宮澤賢治作品集　グ
スコーブドリの伝記 1時間25分

　ある年の飢饉で木こりの子供グスコーブドリ
はひとりぼっちになってしまい，苦労しながら
勉強をしてイーハートーブの火山局で人々のた
めに役立つ仕事をすることになりましたが…。

V00096
漫画・アニメー
ション がんばれスイミー 0時間26分

　広い広い海の中，サザエさんごの周りで小さ
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１匹だけ真黒，でも誰にも負けな
いほど速く泳げました。その名は，「スイ
ミー」。ある日，スピード競争をしていたスイ
ミーたちに，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，暗い海の底におちてし まいま
した。暗い岩間をさまようスイミーは，海のき
らわれ者の大ダコやウツボを，大きな群れをつ
くって追い払ったイワシのすばらしい知恵と勇
気に感心しました。そして，…

V00097
漫画・アニメー
ション

少年むくはとじゅう
物語 0時間21分

　命への慈しみは，いつの時代も普遍的なテー
マです。この大切なテーマを込めて，児童文学
者・椋鳩十は，数多くの動物物語を私たちに贈
物として残してくれました。腕白な少年が山の
少女と出会い，自然の掟と生きることの厳しい
現実を体験しながら成長していきます。椋鳩十
の少年時代を描いたこのアニメーションは，動
物も人も一緒に生きていることを静かに，そし
て力強く訴えます。

V00098
漫画・アニメー
ション

グリーンヴァレー物
語　ポゥさんと秋風 0時間8分

　紅葉に赤く染まった谷に秋風が吹く日。ポゥ
さんが仲間と，大きなカイト（凧）を作り，空
に飛ばして遊んでいたら，風の中から風の精が
浮かびあがり「吹き飛ばすぞ！」と，強風を吹
きつけて来ました。驚いたポゥさんたちは糸を
巨木の幹に縛って，地下の家に逃げ込みまし
た。ところが，突然，大音響と共に部屋が揺
れ，天井から土塊が落ちてきて，大騒動。しば
らくして，静かになったので外に出てみると，
凧糸を縛った巨木が倒れていて，カイトの姿も
なくなっていました。呆然としてポゥさんは，
温泉に行っているおじいさんを呼びに走りまし
たが…

V00099
漫画・アニメー
ション

グリーンヴァレー物
語　ポゥさんの雪だ
るま 0時間8分

　木枯らしが落ち葉を散らす冬の日。おじいさ
んが老木たちの傷の手当てをしているので，
ポゥさんも周りの様子を見て歩いていると，草
むらに白鳥が倒れているのを発見しました。急
いでお父さんに診察してもらうと「まだ子供な
ので旅の疲れで落ちたんだ。休養すればすぐに
良くなるよ」。そこで，落ち葉を敷きつめた
ベットを作り，温めたミルクを飲ませ，家族全
員で看病をしました。すると白鳥の子は少しず
つ元気になり，谷に住む子供たちとも仲良く
なった頃，谷に雪が降り積もりました。ポゥさ
んと仲間たちは大喜びで動物の雪だるまを作り
ましたが…
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V00100
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－１マロがおじゃ
る丸でおじゃる 1時間0分

 ①マロがおじゃる丸でごじゃる

 ②月からおとうとふってきた

 ③みんなはじめてばかりでおじゃる

 ④ユックリがよいでおじゃる

 ⑤カズマはとっても石がすき

 ⑥トミー爺

V00101
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－２　マロのエボ
シは宝ばこ 1時間0分

 ①マロのエボシは宝ばこ

 ②風呂や水はいやでおじゃる

 ③ホームシックでおじゃる

 ④マロのエボシはふしぎでおじゃる

 ⑤金ちゃんは恐竜マニア

 ⑥マロの居場所はどこでおじゃる

V00102
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－３　小町ちゃん
にメロリンコ 1時間0分

 ①小町ちゃんにメロリンコ

 ②カズマ，石をこわがる

 ③トミー爺の子鬼かんげい会

 ④いつも正しい石清水くん

 ⑤電ボ，恋をする

 ⑥庶民の味はナンギでおじゃる

V00103
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－４　オカメ姫が
やってきた 1時間0分

 ①オカメ姫がやってきた

 ②はたらき者の双子犬

 ③おじゃる，スーパーマーケットへ行く

 ④つよいぞ電書ボタル

 ⑤ライバルはマリー婆ちゃん

 ⑥フリーター・ケンさん

V00104
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－５　バレリーナ
になりたいでおじゃ
る 1時間0分

 ①バレリーナになりたいでおじゃる

 ②キスケ，ヒヨコになる

 ③暗いの，うすいさちよ

 ④ツッキーはナゾなやつ

 ⑤電話はナンギでおじゃる

 ⑥電ボとアケミ

V00105
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－６　走れ！マス
ター 1時間0分

 ①走れ！マスター

 ②うすいさちよに希望の光

 ③小町ちゃんはマイペース

 ④クールじゃの冷徹斎

 ⑤エンマ大王　大よわり

 ⑥子鬼ハウスへようこそ

V00106
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－７　双子犬の人
間散歩 1時間0分

 ①双子犬の人間散歩

 ②ユックリ時計がすきでおじゃる

 ③ケーキこわい，でおじゃる

 ④石清水くんの大親友

 ⑤健康いちばん月光草

 ⑥公ちゃんしあわせにな
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V00107
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－８　最高のおと
どけもの 1時間0分

 ①最高のおとどけもの

 ②マロが座れば都でおじゃる

 ③月光町に花ふぶき

 ④月光町大使はだれでおじゃる

 ⑤白犬にのった王子さま

 ⑥おじゃる

V00108
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－９　並べばよい
ことあるでおじゃる 1時間0分

 ①並べばよいことあるでおじゃる

 ②電ボ　芸をおぼえる

 ③金ちゃん友だちを釣る

 ④おじゃる　山にのぼる

 ⑤熱血　本田先生

 ⑥満願神社に神さまあらわる

V00109
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－１０　マリーや
しきのたからもの 1時間0分

 ①マリーやしきのたからもの

 ②とっておく田村一家

 ③おじゃる　カメラを持つ

 ④おじゃる　タナカヨシコの店にいく

 ⑤腹からさけんだエンマ大王

 ⑥おじゃる 買い物に付き合う

V00110
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－１１　泣いた貧
乏神 1時間0分

 ①泣いた貧乏神

 ②乙女先生　白鳥になりきる

 ③チャリンがほしいでおじゃる

 ④ウサギとカメとおじゃる丸

 ⑤カズマ　石を手ばなす

 ⑥おじゃるひろいものをする

V00111
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－12　電ボ　対
電キ 1時間0分

 ①電ボ　対　電キ

 ②おじゃる　鬼が島へ行く

 ③マロは二代目コーヒー仮面

 ④金パパ健康にはげむ

 ⑤ハムスターは二度消える

 ⑥オコリン坊に花束を

V00112
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－13　ママ　ママ
をさぼる 1時間0分

 ①ママ　ママをさぼる

 ②ケン　考える人になる

 ③オニが山でリフレッシュ

 ④電ボ　モノマネをきわめる

 ⑤おじゃる　地球をすくう

 ⑥ツッキーの消えた

V00113
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－14　牛　鹿にな
る 1時間0分

 ①牛　鹿になる

 ②めでたいのう本田先生

 ③貧乏神の底力

 ④どのお茶　いちばん？

 ⑤キャプテン　アオベエ

 ⑥おじゃる　みごとなシャクさばき
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V00114
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
１－15　うどん屋さ
んとおさななじみ 1時間0分

 ①うどん屋さんとおさななじみ

 ②おじゃる　一日神さまになる

 ③小町ババは美容師さん

 ④なやみがいっぱい　小心さん

 ⑤おじゃると金ちゃん　くらべっこする

 ⑥また会う日まで

V00115
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－１　シャク
ムッとする 1時間0分

 ①シャク　ムッとする

 ②小鬼　弟子入りする

 ③おじゃる　オバケやしきに行く

 ④電ぼと　オハギ

 ⑤実演販売はたのしいでおじゃる

 ⑥進め　からくりせんたく人形

V00116
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－２　アカネへの
ラブレター 1時間0分

 ①アカネへのラブレター

 ②カズマ　石にすかれる

 ③双子犬　ケンカする

 ④おじゃる　びんぼう神であそぶ

 ⑤電ボグチる

 ⑥ニセシャク登場

V00117
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－３　オノコだけ
のおるすばん 1時間0分

 ①オノコだけのおるすばん

 ②おじゃる　ゴルフをする

 ③冷徹斎をさがせ

 ④タナカヨシコのたからの山

 ⑤マスターそわそわする

 ⑥おじゃデレラ

V00118
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－４　びんぼう神
の洋服だんす 1時間0分

 ①びんぼう神の洋服だんす

 ②小鬼の里帰り

 ③オカメ変身する

 ④乙女先生　からくり人形とおどる

 ⑤カズマ　弟がふえる

 ⑥ぬいぐみの町

V00119
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－５　トミーの思
い出 1時間0分

 ①トミーの思い出

 ②注文の多い　はがき

 ③わらう　月光町

 ④月光町　ちっちゃいものクラブ

 ⑤花と線

 ⑥金ちゃんママはせんたくじょうず

V00120
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－６　おじゃる海
へゆく 1時間0分

 ①おじゃる海へゆく

 ②電ボとタンポポ

 ③星野　ふたたび

 ④ツッキーを救え

 ⑤エンマ　キスケになる

 ⑥のんびりと　たんまり
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V00121
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－７　月光町に星
よ降れ 1時間0分

 ①月光町に星よ触れ

 ②実演販売人形ウックン

 ③月光そば　たんじょう

 ④おじゃるまる　はりまくる

 ⑤満願神社が　ピッカピカ

 ⑥パパありがとう

V00122
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－８　ママ料理を
きわめる 1時間0分

 ①ママ料理をきわめる

 ②電ボモノマネをする２

 ③出動！　ちっちゃいものクラブ

 ④冷徹斎　うらないを信じる

 ⑤おじゃる　シャクをかす

 ⑥色白のカンブツさん

V00123
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－９　うすいさん
とカンブツさん 1時間0分

 ①うすいさんとカンブツさん

 ②しあわせの赤い糸でんわ

 ③おじゃる　やきものをする

 ④帰ってきたオヤツ

 ⑤おじゃる　口をすべらす

 ⑥ケン　人気者になる

V00124
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－10　うすいさん
ヒロインになる 1時間0分

 ①うすいさん　ヒロインになる

 ②おじゃる　島へ行く

 ③愛のあかし石

 ④月光町だよ　おいちゃん

 ⑤館長とオバケ

 ⑥おじゃる　エボシに入る

V00125
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－11　雨の日のす
ごろく 1時間0分

 ①雨の日のすごろく

 ②からくり　おじゃる人形

 ③形あつめ

 ④赤紫がやってくる

 ⑤オカメ　地球を救う

 ⑥電ボと柿

V00126
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－12　ちっちゃい
ものクラブ新聞 1時間0分

 ①ちっちゃいものクラブ新聞

 ②おじゃる　さわりまくる

 ③かめばかむほど

 ④めざせ　月光タワー

 ⑤キスケ　ママになる

 ⑥プリン道（どう）

V00127
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－13　音遊び 1時間0分

 ①音遊び

 ②わかものみこし

 ③ツッキー里帰り

 ④冷徹斎デートする

 ⑤ママは文庫

 ⑥カズマはどっち似
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V00128
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－14　牛　来る 1時間0分

 ①牛　来る

 ②キスケ　ハッとする

 ③いい　におい旅

 ④ビバ！　すもう

 ⑤月光町の夜

 ⑥おじゃるとからくり

V00129
漫画・アニメー
ション

おじゃる丸シリーズ
２－15　手まわしず
し 1時間0分

 ①手まわしずし

 ②双子犬をシュミ

 ③岩清水くん　ゆるむ

 ④待ちつづけたヨシコ

 ⑤カメトメ元気のひけつ

 ⑥おじゃる　へいあんちょうへ帰る

V00130

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 明日への伝言 0時間30分

　あの日，僕たちの知らない街の姿がありまし
た。６月２９日，僕たちには，いつもと変わら
ない一日でも，５５年前僕たちの街岡山では多
くのものが失われた一日でした。僕たちはこの
出来事を忘れません。

V00131

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みんなでみんなのま
ちづくり 0時間29分

　パート１では住民の声を反映させて「都市計
画」進めている地域の取り組みを紹介。パート
２では土地の実態を正しく知るための「地域調
査」のしくみと住民の役割などについて解説
し，よりよいまちづくりのためには住民一人一
人が積極的に都市計画に参加していく姿勢が必
要なことを訴えている教材です。

V00132

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

オペラ支倉常長　遠
い帆 1時間4分

　平成１１年，仙台と東京の二つの会場で公演
された支倉常長オペラ「遠い帆」。

　仙台市主催で行われたこの公演，その制作に
参加した多くの市民の熱意と奮闘ぶりを描いた
記録ビデオ。懸命に歌う市民一人一人の表情が
素晴らしいです。

V00133

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） おしえてアグリ 0時間40分

　島崎俊郎が全国の農林水産業の現場から，食
料・環境問題を取材し，農業体験などを通じて
農村・山村・漁村の役割について考えます。ま
た，リサイクルする農業，つくり育てる漁業な
ど，現在農林水産業の目指しているものについ
て明らかにし，持続的農業について考えます。

V00134

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

九州沖縄サミット２
０００，森総理の首
脳外交記録 0時間45分

　平成１２年に行われた九州・沖縄サミット。
主要国首脳会議，関東東京行事，沖縄首脳会
議，各国首脳の沖縄訪問，蔵相，外相会合，サ
ミットへの道のりをとりまとめた，森総理の首
脳外交記録です。

V00135

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

「白神山地」世界遺
産シリーズ 0時間20分

　世界遺産に登録された白神山地。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。その森に住む様々な動植物の豊かなつな
がりを見つめ，人間と自然がどのようにつき
合っていくべきなのかを考える教材です。

V00136
科学技術・物
理・化学・工学

サイエンス指令　熱
をさぐれ 0時間25分

　三人の小学生達が「熱」に関する様々な疑問
を手分けして調査し，空気を熱して熱気球をと
ばすような簡単な実験から，いろいろなことに
気づき「熱」の世界を体験していきます。

V00137

自然科学（生
物・天文）、環
境

干潟ー海の幸と人の
くらしー 0時間20分

　もう一つの大地，もう一つの海・・・干潟。
干潟は陸と海，人と海をつなぐ大切な場所で
す。東京湾の干潟のようすを江戸時代にさかの
ぼり，人と海のつながりを描いています。干潟
での漁業の様子や，干潟観察会，行徳小学校の
体験学習など干潟の存在の大切さを鮮明に描い
ている教材です。

V00138

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

みんなの元気をめざ
して 0時間28分

　２００１年をむかえて，厚生省と労働省は一
つになり厚生労働省としてスタートしました。
厚生労働省の取り組んでいる分野は「活力ある
高齢社会の現実」「少子化や子育てに対する総
合的な取り組み」など，私たちの生活に深くむ
すびついたものです。これらの取り組みを身近
なドラマを交えて紹介する教材です。

V00139

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 公的年金＆医療保険 0時間15分

　超高齢化社会を迎えようとしている２１世紀
の日本，年金や医療保険制，介護保険などの社
会補償制度の役割はますます重要になってきて
います。少子高齢化が進み，保証給付費の増大
していく中，どのようにして制度を支えていく
か，時代に対応した制度の見直しを考えます。
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V00140

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

美しいまちを創りま
しょう 0時間18分

　１ｍの視線，私たちは車椅子の方の生活に関
しての知識をどれだけ持っているのでしょう
か。

　公共の機関を使っての移動，ホテルの利用，
買い物など，障害者の方々と共に暮らし，お互
いに過ごしやすい街づくりを考える教材です。

V00141

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

杜の都仙台交響曲，
日本語版 0時間17分

　杜の都仙台の自然豊かな春夏秋冬を通じて，
支店の街，あるいは学都としての仙台，地下鉄
や仙台駅東口付近の開発，文化拠点「せんだい
メディアテーク」のオープンなど，現在の仙台
の街を紹介しています。日本語版

V00142

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

考えてみよう私たち
の未来，２１世紀の
税制 0時間20分

　昨年７月にまとめられた税制調査会の「わが
くに税制の現状と課題」を分かりやすく解説し
ています。税制が公的サービスの財政を賄うた
め十分な税収を確保しつつ，経済の構造変化に
どう対応していくか，今後どのような見直しが
必要かを説明しています。

V00143

自然科学（生
物・天文）、環
境

マナ，カナの天然ガ
ス自動車で行こう！ 0時間25分

　「大気汚染って何？」「地球温暖化ってどう
いうこと？」「天然ガス自動車って知ってい
る？」このビデオではマナちゃんとカナちゃん
と小学生達が一緒に楽しい実験を通じて環境問
題への興味を深め，クリーンエネルギー自動車
の必要性を学ぶことができます。

V00144

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 考えよう命の大切さ 0時間15分

　近年，社会の注目を集める凶悪な少年犯罪が
報道などで取り上げられています。その度に，
「少年法」についての議論がなされてきました
が，半世紀ぶりに改正少年法が成立，施行され
ました。被害者だけでなく，その家族の苦し
み，悲しみがどんなに深いものであるか・・・
人の命の重み，大切さを考えることのできる教
材です。

V00145

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 我らユトリスト 0時間19分

　高齢化社会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，シルバードライブを楽しむ方法を紹
介しています。

V00146

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 家庭教育ノート 1時間15分

　過保護や過干渉，育児不安やしつけへの自信
喪失・・・。このビデオではお父さん，お母さ
んのそんな子育てに関する問題を解決するため
のヒントを紹介します。「家庭のあり方」「し
つけへの姿勢」など家庭教育ノート解説ビデオ
です。

V00147

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 家庭教育手帳 1時間10分

　過保護や過干渉，育児不安やしつけへの自信
喪失・・・。このビデオはお父さん，お母さん
のそんな子育てに関する問題を解決するための
ヒントを紹介します。「家庭のコミュニケー
ション」「ルールを作る」など，家庭教育手帳
解説ビデオです。

V00148

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） ザッツ預金保険制度 0時間17分

　万が一，金融機関が破綻したとき，私たちの
預金はどうなるのでしょうか。そんな場合にそ
なえて預金や資産を守る仕組みがあります。こ
のビデオでは架空のテレビ番組という設定で
様々な金融の保護を分かりやすく解説していま
す。

V00149

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

美しく豊かな言葉を
めざして 0時間42分

　現代社会の情報化，国際化，都市化，少子高
齢化などの状況は私たちの言語生活に少なから
ぬ影響をおよぼしています。場面や状況に配慮
して適切な言葉遣いができない人も多くなって
います。どうしたら豊かで適切な表現ができる
のか３人の女子大生を主人公にドラマ形式で見
つめ直し，解説編で検討しています。

V00150

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

２１世紀はみんなが
主役 0時間23分

　少子高齢化が進む中，家事や育児，介護な
ど，社会においてこれらの労働はより重要なも
のとなってきています。その大部分は女性が負
担しているのが現在の状況です。男女が協力し
あい，これらの労働を分担していくことで，女
性の社会進出を可能にし，暮らしやすい社会を
実現するという男女共同参画社会基本法のあら
ましを解説しています。

V00151
科学技術・物
理・化学・工学 気象を科学する 0時間27分

　どうして雨が降ったり，風が吹いたりするの
でしょうか。太陽と地球，四季の移り変わり，
大気の循環や水の循環，そして高度に発達した
気象観測技術など，私たちが日常体験する不思
議な自然現象を。中１の美香とお天気博士志望
の星研太郎が分かりやすく解説しています｡

V00152

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

石垣が語り始めると
き（仙台城本丸跡の
発掘の記録） 0時間26分

　仙台城本丸跡発掘の記録（平成１２年度）３
期にわたる石垣の変遷を発掘現場の映像とＣＧ
で分かりやすく解説しています。また，同時に
行われた本丸跡の出土品，東京汐留遺跡の仙台
藩江戸屋敷の発掘結果などもあわせて解説する
教材です。
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V00153

自然科学（生
物・天文）、環
境 日本の山村 0時間23分

　山村は木材，食料の生産，水源の涵養，災害
の防止など，様々な役割をもち，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所です。自然のなかでの
豊かな暮らしを実現させるために山村に定住し
た人々の事例を紹介します。

V00154

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

インターネットしま
しょう 0時間20分

　今，インターネットを利用する，通信，流
通，金融，エンターテーメントなどの産業が急
速に発達してきています。幅広い年齢層の方々
を対象に，インターネットの楽しさや便利さを
伝えることを主眼とし基本的な知識や操作をを
解説しています。

V00155

自然科学（生
物・天文）、環
境

１００万人のごみ分
別大作戦 0時間19分

　仙台市は，ゴミの減量・リサイクルの推進に
向けて，平成１１年１１月より「１００万人の
ごみ減量大作戦」のキャンペーンを実施しまし
た。

　ビデオの中では，実際に生活していく中で疑
問に思うことなどを分かりやすく解説していま
す。

V00156

自然科学（生
物・天文）、環
境

１００万人のごみ減
量大作戦 0時間26分

　仙台市は，ゴミ減量・リサイクルの推進に向
けて，平成１１年１１月より「１００万人のご
み減量大作戦」のキャンペーンを実施しまし
た。

　ビデオの中では実際に生活していく中で疑問
に思うことなどを分かりやすく解説していま
す。

V00157

自然科学（生
物・天文）、環
境

ごみを考えよう，未
来の地球人のために 0時間26分

　仙台市のゴミ処理・リサイクル推進活動を取
り上げ，身近な視点から地球全体の環境問題を
考える教材です。

V00158

自然科学（生
物・天文）、環
境

ごみとくらし，メビ
ウスちゃんと考えよ
う 0時間15分

　小学生対象の環境教育ビデオ。メビウスちゃ
んとゴミ収集について考えていきます。仙台市
が進めているゴミ分別についてメビウスちゃん
が案内して，具体的にどのようにするか，リサ
イクルについても詳しく勉強する構成になって
います。

V00159

自然科学（生
物・天文）、環
境

杜の都仙台交響曲，
英語版 0時間17分

　杜の都仙台の自然豊かな春夏秋冬を通じて，
支店の街，あるいは学都としての仙台，地下鉄
や仙台駅東口付近の開発，文化拠点「せんだい
メディアテーク」のオープンなど，現在の仙台
の街を紹介しています。英語版

V00160

自然科学（生
物・天文）、環
境

杜の都仙台交響曲，
韓国語版 0時間17分

　杜の都仙台の自然豊かな春夏秋冬を通じて，
支店の街，あるいは学都としての仙台，地下鉄
や仙台駅東口付近の開発，文化拠点「せんだい
メディアテーク」のオープンなど，現在の仙台
の街を紹介しています。韓国語版

V01001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

２１世紀の交通体系
を担う　仙石線連続
立体交差事業 0時間37分

　平成１２年３月に完成した仙石線連続立体交
差事業。踏切の除去や道路の整備など長年にわ
たる地下化のための工事の記録を追いながら，
仙台のこれからの交通体系を考える教材です。

V01002

自然科学（生
物・天文）、環
境

食べ残しはどうなる
の？リサイクルの取
り組み 0時間15分

　食べ残しなどのたくさんの生ごみは、環境に
悪影響を与えています。食生活を見直し、生ご
みの量を減らすとともに、肥料や家畜のエサな
ど生ごみを大切な資源として再利用することの
大切さを、サトシとメグミの兄弟と一緒に学習
する構成になっています。

V01003
保健衛生・性教
育・運動 ＤＲUG ドラッグ 1時間53分

　いじめに苦しむ１７歳の少女、沙耶香は渋谷
の街である少年と出会いました。クラブのDＪ
を夢見る彼だったが、いつしか覚醒剤に手を出
してしまいました。荒廃の一途をたどる彼を助
けようと必死になる沙耶香。絶望した二人を
救ったのは親の愛でした。

V01004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

２０００年発掘この
一年　　仙台市の遺
跡発掘調査 0時間15分

　西多賀の原遺跡、富沢の下ノ内遺跡、南小泉
の養種園遺跡、岩切の洞ノ口遺跡、そして仙台
城本丸跡の発掘など仙台市内３２カ所におけ
る、２０００年の遺跡発掘調査の記録です。

V01005

自然科学（生
物・天文）、環
境

こん虫のそだち方と
からだのつくり 0時間16分

　モンシロチョウを例に完全変態の昆虫の育ち
方を紹介しています。えんまコオロギの不完全
変態と比較して，その違いを明確にし，いろい
ろな昆虫で体のつくりの共通性にきづかせま
す。チョウの羽化，コオロギの産卵や脱皮，昆
虫の口や足のクローズアップなど，子供たちの
興味を引く映像が満載されている教材です。

V01006

自然科学（生
物・天文）、環
境

草花のそだちかたと
からだのつくり 0時間16分

　アサガオとヒマワリを中心に「発芽からつぼ
みまで」と「開花から結実まで」にわけて植物
の育ち方をまとめています。植物の体のつくり
の共通性にもふれ，さらに植物と昆虫が関わり
合って生きている様子も紹介します。アサガオ
のつるが伸びる様子や花が開く様子を時間を縮
めて見た映像も含まれています。
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V01007

自然科学（生
物・天文）、環
境 季節と生きもの 0時間17分

　動物の活動や植物の成長の様子を，季節を
追って観察します。ヘチマ・モンシロチョウ・
ツバメなど子供たちになじみの深い動植物のほ
か，木々の新芽，樹液に集まる昆虫，秋の野の
花など，それぞれの季節に見られるさまざまな
生き物たちの営みを映像で見せています。

V01008

自然科学（生
物・天文）、環
境 月と星の動き 0時間13分

　いろいろな形に見える月。その動きを時間を
縮めて見た映像，そしてＣＧにより，どの形の
月も動いていることやその動き方が太陽と似て
いることなどに気づかせます。また，星の集ま
りを１時間ごとに観察し，並び方は変えずに位
置が変わっていることを説明し，星の集まりの
代表例として，オリオン座，夏の大三角，冬の
大三角を紹介しています。

V01009

自然科学（生
物・天文）、環
境 星座のかんさつ 0時間12分

　季節ごとの代表的な星座を紹介し，天体にた
いする興味や関心をこ子供たちにもたせること
のできる教材です。しし座やうしかい座が見ら
れる春の夜空，おりひめ星とひこ星が美しい天
の川をはさんで輝く夏。アンドロメダ座が見ら
れる秋が過ぎると，冬の夜空には雄大なオリオ
ン座が登場します。カシオペア座や北斗七星か
ら北極星を見つける方法にもふれています。

V01010

自然科学（生
物・天文）、環
境 水の変化 0時間16分

　教科書でよく取り上げられている基本的な実
験に加え，氷を熱して水蒸気になるまでを一連
でとらえた実験など視覚的に分かりやすい映像
を通して，水が温度によって気体，液体，固体
に姿を変えることを実感的にとらえさせます。
また水が蒸発により空気中に出ていくことや空
気中の水蒸気が冷やされて水になることなどを
解説する教材です。

V01011

自然科学（生
物・天文）、環
境 植物の成長 0時間17分

　種子の発芽における水，温度，植物の成長に
おける日光と肥料，インゲン豆を使って，これ
らの環境条件を分かりやすく設定した比較実験
を行い，種子の作り方や，発芽とでんぷんの関
係にも触れています。また，アサガオを使って
花のつくりを観察し，さらに花粉の働きを調べ
る実験も行っています。

V01012

自然科学（生
物・天文）、環
境

動物と人のたんじょ
う 0時間15分

　メダカと人のそれぞれについて誕生までの成
長の様子を追う教材です｡メダカについては雌
雄の違いをCGなどでﾞ比較した後,顕微鏡映像で
卵の内部の変化を観察し，人については,超音
波映像や赤ちゃん誕生の瞬間など貴重な映像で
誕生までの様子を紹介しています｡

V01013

自然科学（生
物・天文）、環
境 天気の変化 0時間15分

　正しい気温の計り方や百葉箱について説明し
た上で，一日の気温の変化と天気の関係をとら
えさせます。また，テレビや新聞，さらにイン
ターネットから知ることができる気象情報をも
とに，西から東への天気の変化の規則性，台風
の時にはその規則性があてはまらないことを分
かりやすく説明しています。

V01014

自然科学（生
物・天文）、環
境 流れる水のはたらき 0時間16分

　流れる水のはたらきを流水モデル実験などで
分かりやすく解説する教材です。川の上・中・
下流や曲折部で川の様子を観察し，水の流れに
よる土地の変化に気づかせ，さらに迫力あるグ
ランドキャニオンの空撮や洪水による災害の映
像を通して，流れる水の大きな力を実感させて
くれます。

V01015

自然科学（生
物・天文）、環
境 人と動物のからだ 0時間17分

　呼吸・消化・血液の循環に分け，体しくみを
解説する教材です。石灰水で吸気と呼気の違い
を調べる実験，だ液のはたらきを調べる実験な
ど基本的な内容を押さえつつ，さらにレントゲ
ンや胃カメラによる映像，小腸の内壁や血管を
流れる血液をとらえた顕微鏡映像などで，人や
動物の体のしくみに興味を持たせることができ
ます。

V01016

自然科学（生
物・天文）、環
境 生物とかんきょう 0時間16分

　光合成のはたらきにふれた上で，枯れた植物
も自然の中では大切な栄養源となる点にも気づ
かせ，人や動植物が食べ物，水，空気を通して
深く関わり合っていることを理解させ，ゴミの
問題や水質汚染，大気汚染など人間の生活が環
境を悪化させる場合があることについても具体
的な映像で印象づける教材です。

V01017

自然科学（生
物・天文）、環
境

大地のつくりと変化
（１） 0時間14分

　さまざまな地層の観察を通して地層の広がり
を実感させる教材です。地層に含まれる丸い小
石や貝の化石の観察，モデル実験などをてがか
りにして水のはたらきと地層のなりたちの関連
性に気づかせ，次に火山灰層や地層の構成物の
粒子の観察を通して火山のはたらきで地層がで
きることにもふれています。
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V01018

自然科学（生
物・天文）、環
境

大地のつくりと変化
（２） 0時間14分

　火山の噴火や地震によって大地が変化する様
子を具体的な資料映像で実感的に理解させ，自
然の力の大きさを印象づける映像です。火山の
噴火については大島三原山や雲仙普賢岳など，
地震については阪神大地震などを取り上げてい
ます。自然災害とも関係付けながら，過去の例
から考えて将来にもこうした変化が起こる可能
性があることをとらえさせることができます。

V01019

自然科学（生
物・天文）、環
境

ゴミは宝の山　第一
巻　鉄＆生ゴミ 0時間20分

　鉄の発生する事業所などから中間処理業者
（スクラップ工場）・鉄の溶解電炉会社を経
て，リサイクル製品になり，それをどのように
使用しているかなど，使用している現場まで
と，生ゴミの発生している場所から，生ゴミが
有機肥料になる過程と，その肥料を実際に使用
し成果を上げている農家の実例など，身近な家
庭で簡単に肥料づくりができることなどを紹介
しています。

V01020

自然科学（生
物・天文）、環
境

ゴミは宝の山　第二
巻　あき缶＆紙 0時間20分

　空き缶はなぜ，鉄製空き缶とアルミ製空き缶
に分別するのでしょうか。鉄製品とアルミ製品
は全く違う会社で，リサイクルされていること
を知ることができ，特にアルミのリサイクルは
新しいものを作るより電気使用量が大変少なく
すみ，環境面にも貢献していることを紹介して
います。また紙もリサイクルについて具体的に
紹介しています。

V01021

自然科学（生
物・天文）、環
境

ゴミは宝の山　第三
巻　ビン＆ドラム缶 0時間20分

　ガラス・ビン等をカレットにし，リサイクル
するためには，白・黒・茶・あお（グリーン）
等４色に選別し，また不純物の取り除き作業
を，大勢の作業者によって行う場面を見て，
我々一人一人がステーション（ゴミ置き場）に
出す前に選別と不純物の除去の協力ができれ
ば，もっとリサイクルが進むこと紹介していま
す。

V01022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 風のひびき 0時間54分

　「どんな人々でも共に暮らせる社会こそノー
マルである」というノーマライゼイションの理
念を実現するために，何が必要なのでしょう
か。この映画では，視覚に障害のある主人公
が，ホームヘルパーとして働きながら，様々な
現実の壁を体感し，悩みながらも，心のバリア
フリーを信じて，前向きに生きていく姿を紹介
しています。

V01023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） いのちのあさがお 0時間36分

　実話に基づくこの映画は，急性白血病のため
に７歳で亡くなった新潟県中条町の丹後光祐君
と家族の愛情の物語です。光祐くんが三ヶ月間
だけ通った小学校で大切に育てていたアサガオ
の種をその後，母のまみ子さんが毎年咲かせて
いきました。そして，年々増えていく種をいの
ちの尊さを訴える「命のアサガオ」として配っ
た行為は，子供達の支持を集めて，新潟県下に
広がっていきました。北国の美しい自然を背景
に，母と子の愛が，子供達の愛情が，やさしい
思いやりの心が，観る人々の胸を打つ感動の作
品です。

V01024

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

おじいちゃんはボク
のヒーロー 0時間10分

　昔から毎年行っている季節ごとの行事の中か
ら，子供達に親しみのあるものを取り上げてい
るアニメーションです。テレビのヒーローが好
きな武は，幼稚園の帰り道，川でウナギ釣りを
している祖父に会い，昔話を聞き，なんでも
知っているお祖父さんをヒーローとして親しみ
を持ちました。武は好きなテレビのヒーローよ
りも素晴らしいお祖父さんに気がついて，幼稚
園で先生にほめられます。老人の知恵の大切さ
を分からせ，敬老の日の資料に適しています。

V01025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

男たちの居場所づく
り 0時間21分

　男女共同参画社会啓発作品。女性たちの「職
場や社会に参加・参画する意欲」に比べると男
性の「家庭や地域に参加・参画する意欲」はま
だまだ弱いのが現状です。この作品には，家庭
や地域に積極的に関わり，そこに「居場所」を
見出した男性たちが登場します。

V01026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

源吉じいさんと子ぎ
つね 0時間18分

　一人暮らしのおじいさんと，柿の実が食べた
いばかりにその孫に化けた子ぎつね。二人の出
会いと別れを，美しい山村の秋を舞台に描くア
ニメーションです。楽しさと情感あふれる世界
を通して，子供たちに人を思いやるあたたかな
心を育んで欲しいと思う作品です。原作は阪神
大地震で一児を残して逝った若い女性童話作家
の遺作です。
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V01027

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

孤立していませんか
あなたの子育て－ひ
ろげよう，地域のこ
そだてサポート 0時間26分

　都市化，核家族化，少子化の進行に伴い，地
域におけるつながりが希薄になり，家族が孤立
する傾向の中，育児不安やしつけへの自信喪失
を訴える親たちが増えています。一方，豊かな
子育て環境の回復を目指して，各地域でいろい
ろな取り組みが始まっています。「子育てサ
ポーター」の活動例をはじめ，母親が一人で閉
じこもらず，地域のﾈｯﾄﾜｰｸの中で子育てができ
るような環境づくりを考えていく教材です。

V01028
保健衛生・性教
育・運動 しのびよる性感染症 0時間21分

　今，若い人達の間に，クラジミア感染症を始
めとする症状のない性感染症が密かに広がって
います。性生活を持つ人々の中に百万人近い感
染者がいると推定され,しかもいろいろな性感
染症の波に乗って，エイズもまた徐々に広がり
始めています。この作品では，主にクラジミア
とエイズ感染症を取り上げ，多くの医師や専門
のコーディネーター，実際に感染した患者の
方々を取材し，様々な角度から性感染症を検証
していく教材です。

V01029
交通安全・災害
防犯 万引きはダメッ！ 0時間21分

　今，小学校の「万引き」が激増しています。
スリルを伴う一種の遊びと考えたり，仲間はず
れにされるのがいやだと思って友人につき合っ
ているなど，その動機は様々ですがいずれにも
共通しているのは「罪の意識の低さ」です。こ
の作品では「万引き」が「犯罪」であることを
子供たちに意識させ，社会のルールを守る大切
さを訴えると同時に，周りの大人が非行の小さ
な芽に気づき，きちんと対応していかなければ
ならないことも示しています。

V01030

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

体験から学ぶ心のふ
れあい 0時間19分

　この作品は，同世代の青年がボランティアに
対してどのように取り組んでいるかを具体的に
紹介し,他人に何かを「してあげる」というか
まえではなく，「ただ手をさしのべたい」との
思いで自然にやっていること，さらに活動を通
して自分自身が「得ているもの」の大切さ，尊
さを知った喜びが伝わってくる作品です。

V01031
保健衛生・性教
育・運動

事例に学ぶ　こんな
とき，あなたならど
うしますか 0時間20分

　薬物使用を誘われたときに，いかに断るかを
４つの事例を通して学ぶ，ケーススタディ方式
の構成です。事例１．アンパンやらないか。シ
ンナーを誘われたとき。事例２。小銭や携帯を
借りて，そのお礼にＳ（覚醒剤）を誘われた
時。事例３．やせられると言ってティーパー
ティーでＳやハッパ（大麻）を誘われたとき。
事例４．受験生が眠くならない，合法ドラッグ
だと言って，インターネットを通じて薬物使用
を誘われたとき。

V01032
保健衛生・性教
育・運動 薬物乱用社会の実相 0時間27分

　・薬物乱用の歴史と現状

　・薬物乱用者の広がりと低年齢化及びその背
景

　・覚醒剤の呼び方，使い方の変化，末端密売
価格の低下

　・薬物乱用の動機とその生態

　・覚醒剤の依存性，耐性，フラッシュバック
と心身障害

　・薬物知識が乱用防止に結びつかないのはな
ぜ。

　・薬物乱用者への対応の仕方

V01033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

人権を考える　女性
と子どもと母親 0時間30分

　この作品は，キャリアウーマンとして働く女
性と幼い子供を持つ母親が同和問題に直面し，
悩みながら，日々の生活の中から誤った意識や
偏見のあることに気がつき，同和問題を始め，
女性差別，在日外国人差別など，人権問題を学
び，差別解消に向かって行動していく人権学習
の教材です。

V01034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いのち輝け！思春期
心の教育を考える 0時間20分

　今，心の教育が重大な関心を集めています。
思春期は，思考力，行動力が大きく伸び，希望
と理想に燃え，さまざまなことに興味を持ち，
トライする，一生の中でもっとも輝ける年代で
あり，また，成人になり，社会人になるための
重要な助走の期間です。親は子供を社会の流行
の枠にはめるのではなく，さまざまな社会体
験，学習を通して，豊かな人間性をはぐくむ希
望を大切にし，個性を大いに伸張したいもので
す。こうした視点から，思春期の子供達の「こ
ころの教育」にスポットを当て，今日の家庭教
育のあり方に再検討を加えていく教材です。
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V01035
漫画・アニメー
ション 鬼がら 0時間27分

　宮崎県日向の民話・・・・・むかし,日向の
村に与助という若者が住んでいました。怠け癖
のある与助はある日,仕事がいやになり山の中
に逃げて行くと・・・・・。生活の基本は誠実
と連帯にあり,自分に課せられた仕事を誠実に
果たす生き方の大切さを説く作品です。

V01036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

泣いて笑って涙して
ポコｱポコ 0時間53分

　車椅子の女性が空き缶を集めお年寄りに車椅
子を１００台も贈った心温まる実話。大阪府松
原市に住む車椅子の福井千佳子さんが，障害を
持ちながら，空き缶を拾ってそれをお金に換え
そのお金で，お年寄りに車椅子を５年間で１０
０台も贈りました。千佳子さんの日常生活を通
して，苦難の努力とお母さんの力強い生き方を
人々の暖かい励ましを交えて描き，明るい社会
を目指す感動的な作品です。

V01037
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験１　レ
モンや炭で電池。お
どろき！うずまきパ
ワー。 0時間51分

　①レモンや炭でびっくり電池

　レモン，アルミホイール，炭などから電池が
できます。実験しながら，電池の原理をさぐろ
う。

　②おどろき！うずまきパワー！

　台風や竜巻は，どうしてできるのだろうか。
いろいろな渦を作って，そのパワーをたしかめ
る。など。

V01038
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験２　ﾊﾟ
ﾁｯときめよう静電気
。 君も熱中熱の正
体。 0時間51分

　①パチッときめよう静電気

　身近に起きる静電気も，ためると１００人が
しびれるパワーに。たのしい実験で静電気を学
ぼう。

　②君も熱中熱の正体

　水晶とガラス玉はどちらが冷たい？身近な現
象や実験を通して，熱の正体をとらえよう。な
ど。

V01039
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験３　タ
ネ明かし種子のひみ
つ。　マジックパ
ワー酸とアルカリ。 0時間51分

　①種明かし，種子の秘密

　小さな植物の種子にも，ささざまな空を飛ぶ
工夫が画されている。模型を作って実験しよ
う。

　②マジックパワー酸とアルカリ

　酸とアルカリで，虹のような色を作ってみよ
う。また，骨やハムを溶かすパワーも紹介して
います。

V01040
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験４　手
作りカメラ。　スス
キやキャベツで紙づ
くり。 0時間51分

　①手作りカメラでおもしろ写真

　ピンホールやスリットを使った簡単な手作り
カメラで，オリジナル写真を撮ってみよう。

　②ススキやキャベツで紙づくり

　ススキやキャベツから紙ができる？台所にあ
る道具でもできる紙づくりの方法を紹介してい
ます。

V01041
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験５　ふ
しぎ？不思議？粉の
化け学。　地球は磁
石だ。 0時間51分

　①ふしぎ不思議！粉の化け学

　硬い鉄も粉にすれば，花火やカイロに大変
身！粉の持つ不思議な性質を実験でたしかめよ
う。

　②地球は磁石だ！磁力を探れ。

　炎にかざすと動き続けるおもちゃ。磁石に反
応して動く液体。磁石の意外な性質を実験で確
かめよう。

V01042
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験６　天
高く飛べ竹とんぼ。
古代の超合金青銅鏡
を作ろう。 0時間51分

　①天高く飛べ竹とんぼ

　竹とんぼはなぜ飛ぶのだろうか。竹とんぼの
原理と上手な作り方を，実験をしながら紹介。

　②古代の超合金青銅鏡

　銅とスズから，青銅という新しい合金ができ
る。金属の不思議な性質を実験で探ろう。
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V01043
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験７　昔
の火起しに挑戦。
忍法！氷点の術でア
イスクリーム。 0時間51分

　①むかしむかしの火起こしに挑戦

　昔の人は，どのように火を作っていたのだろ
う。さまざまな火起しの方法を実験します。

　②忍法！氷点の術でアイスクリーム

　氷に塩を混ぜると温度が下がる。この性質を
使って，きれいな結晶やアイスクリームを作り
ます。

V01044
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験８　滑
るもとまるもまさつ
しだい。　アワぶく
ぶく　センタクの秘
密。 0時間51分

　①すべるも止まるもまさつしだい

　金属はどうすればくっつくか。綱引きの必勝
法は？摩擦をめぐる楽しい実験が満載。

　②アワぶくぶくセッケンの秘密

　セッケンはどうして汚れを落とすのか。家庭
でもできるセッケンの作り方。

V01045
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験９　超
能力，振り子のなぞ
を探れ。おかしな砂
糖でお菓子に挑戦。 0時間51分

　①超能力？振り子のなぞを探れ！

　振り子の周期は何で決まる。美しい共振振り
子の実験等を通して，振り子の性質を解明。

　②おかしな砂糖でおかしに挑戦

　台所の砂糖が，カルメ焼きや綿菓子に変身！
おいしい実験で，砂糖の性質を知ろう。

V01046
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験１０
どこまでとどくきみ
の声　海はからいな
しょっぱいな 0時間51分

　①どこまでとどくきみの声

　簡単にできる炭素帽マイクや，ペットボトル
録音機の実験を通して，音の性質を探る。

　②海はからいなしょっぱいな

　身近にある海の水には何が溶けているか。塩
づくりを体験しながら，海水の正体を知ろう。

V01047

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち１　女性の社会進
出 0時間34分

「先駆者たちの選択」フィジー（０９：０４）

「いつも忙しい女たち」メキシコ（１４：２
０）

「社会体制の変化の中で～リュドミラの場合
～」ウクライナ（１０：０１）

V01048

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち２　女性・男性の
働き方 0時間31分

「女性と時間」ドイツ（０７：４４）

「母国を離れての挑戦」オランダ（１２：２
２）

「理想の家族をめざして」ポルトガル（１０：
０４）

V01049

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち３　貧困の女性化 0時間21分

「疎外された高齢者たち」イングランド（０
９：２３）

「大都市の片隅で～ガブリエラ・シルバの生き
方～」ブラジル（１０：２３）

V01050

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち４　政治への参画 0時間33分

「逆流を行く」ナイジェリア（０８：２１）

「トップの座にいる女性たち」カリブ諸島（１
３：５３）

「社会に新風を～男女機会均等法の可決を前に
～」ブルガリア（０９：３６）

V01051

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち５　平和をつくる
女性たち 0時間21分

「和解への道」アイルランド（１０：１２）

「未来は私たちの手で」コロンビア（１０：１
５）

V01052

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち６　ドメスティッ
ク・バイオレンス 0時間31分

「逃げ場のない街」南アフリカ（１０：２０）

「自分を取り戻すために」スペイン（１０：１
４）

「２年の掟～国外退去を迫られるアミ～」ス
ウェーデン（０９：４１）

V01053

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち７　伝統・文化と
女性 0時間47分

「伝統にメスを」セネガル（１５：３７）

「母への手紙」インド（１８：２２）

「お父さんが変わる日」インドネシア（１１：
４０）
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V01054

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち８　売春される女
性たち 0時間41分

「闇マーケットの脅威」リトアニア（０７：０
５）

「彼女たちの行方」ラトヴィア（０９：４３）

「覚めない夢」チェコ（２０：５０）

V01055

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち９　女性とメディ
ア 0時間30分

「ニューメディアを味方に」ニュージーランド
（１０：３４）

「女はテレビ界を変える」オーストリア（０
９：３９）

「女たちはどこに？～ナターシャ・アンリのリ
ポート」フランス（０８：２５）

V01056

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち１０　メディアの
描く女性 0時間29分

「シンデレラ・シンドローム～メディアが描く
女性の虚像とその実体」イタリア（０９：４
１）

「まず自分が変わろう～ジェンダー教育の必要
性～」キューバ（１８：２０）

V01057

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち１１　女性と教育 0時間24分

「女はこうして自立する」エジプト（０９：１
２）

「沈黙を破って」モロッコ（１４：２１）

V01058

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ミレニアムの女性た
ち１２　女児・子ど
もの未来のために 0時間35分

「街に出たエンジェル～未成年と性産業」ドミ
ニカ共和国（１３：２３）　　　　「十代の母
親たち」スコットランド（１０：２４）
「女性エコロジストの挑戦～自然と共生するパ
ラダイムを目指して～」日本（０９：５５）

V01059
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験　１１
ラジオを作って電波
を探れ。　見逃す
な！砂の不思議 0時間51分

　①ラジオを作って電波を探れ

　河原で拾った鉱石やアルミホイールなど，身
近な材料を」近い，立派に放送が聞こえるラジ
オを作ろう

　②見逃すな！砂の不思議

　「鳴き砂」の秘密とは？砂の液状化現象とは
何？実験で砂の科学に迫ってみよう。

V01060
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験　１２
キミも試そうタマゴ
のふしぎ。　梅雨
だ！湿気を吹き飛ば
せ。 0時間51分

　①キミも試そう！タマゴのふしぎ

　卵の上に人が乗れる？卵の強さを解明する実
験や柔らかい卵を作る方法など，楽しい試みが
いっぱい。

　②梅雨だ！湿気を吹き飛ばせ

　君も作れる！セロハンを使う湿度計や，乾燥
剤作りを通して湿気の秘密を探ってみよう。

V01061
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験　１３
手作り検知器で放射
線をキャッチ。
作ってともそうメル
ヘンろうそく。 0時間51分

　①手作り検知器で放射線をキャッチ

　フイルムケースでガイガーカウンターをつく
る！あっと驚く実験が満載。

　②作ってともそうメルヘンろうそく

　石けんからろうそくができる？デコレーショ
ンろうそくやタマゴろうそくを作って楽しく遊
ぼう。

V01062
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験　１４
太陽のおくりもの
ソーラーパワー。
ふしぎ不思議ミラク
ルパワー。 0時間51分

　①太陽のおくりものソーラーパワー

　太陽電池や，太陽の熱で調理ができるソー
ラークッカーを作って，太陽のパワーを実感し
よう。

　②ふしぎ不思議ミラクル化学反応

　不思議な化学反応にご招待。ソーダに変わる
コーラ？や，アワが出る入浴剤作りにチャレン
ジ。

V01063
科学技術・物
理・化学・工学

なんでも実験　１５
とべ！手作り軽飛行
機。　クールに変身
ドライアイス。 0時間51分

　①飛べ！手作りの軽飛行機

　君も挑戦！簡単でよく飛ぶグライダーや，何
分間も飛び続ける高性能飛行機の作り方を教え
ます。

　②クールに変身ドライアイス

　１００ｍもとぶロケットやホッケーゲームな
ど，ドライアイスを使った楽しい実験を紹介。
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V01064
交通安全・災害
防犯 地震と安全 0時間15分

　１９９５年１月１７日，午前５時４６分，兵
庫県南部を中心に，大地震が起こりました。マ
グニチュードは７．２。震度は７の激震を記録
し,高速道路は崩れ落ち，鉄道の電車は横転し,
コンクリートのビルも倒れ，多くの家々もつぶ
れました。そして，町のあちこちから火災が起
こり，５，５００人を越す人々が亡くなりまし
た。

　①地震と揺れ

　②地震国日本

　③地震が起きたときの対応

　　・登校時や下校時に起きたら

　　・家の中にいるとき起きたら

　④ふだんからの準備について

V01065

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 地域の歴史を調べる 0時間21分

　社会科の時間に自分たちの加須市のことを調
べることになり、先生が５つの調査の窓を教え
てくれました。

１．追求仮題をつかむ

２．調べる活動

３．まとめる

４．広げるー班毎の発表

５．歴史学習へのひろがり

V01066 道徳・国際理解 まじめで悪いか！ 0時間32分

　中学生自身のことばと心で描いた感動的な実
話。「少々，ふまじめでも，明るい子供のほう
がよい。むしろ，まじめな子供のほうが危険
だ」とよく言われています。この作品では，み
んなに嫌われるからと，自分のまじめな性格を
押し隠して振る舞っているものの，心の底で
は，他の子供達のだらしない行為を許すことが
できず，密かに悩んでいる中学３年生の１少年
に焦点を当てています。

V01067 道徳・国際理解 マザーテレサ 0時間20分

　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いくと貧しい子供達
が金をねだって群がってきました。救世軍のド
ミトリーの部屋でイタリア人のマリアに出会い
ました。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
いていろいろ教えてくれました。マザーテレサ
の崇高な人間愛を紹介する作品です。

V01068 道徳・国際理解 くもの糸 0時間11分

　戦国の世，盗賊の集団が家々を荒らしまわ
り、身ぐるみはがされ，殺される人々，放火さ
れ炎上する家々，この世の地獄でした。極楽で
はお釈迦様が蓮の池の葉の間から真下の地獄の
様子をご覧になっていました。大泥棒のカンダ
タは，地獄に堕ち，血の池でもがいていまし
た。ある時，カンダタは天上から銀色のくもの
糸が，自分の上に垂れてくるのを見つけると，
喜んだカンダタはくもの糸をつかみ上へ上へと
登り始めたが・・・・

道徳項目・・・・・思慮，反省，節度，節約，
自己中心の反省

V01069 道徳・国際理解 そばの花さいた日 0時間13分

　ひとりぼっちのこうさぎは，人間のお母さん
がそば畑の手入れをしながら赤ちゃんに子守歌
を歌うのに惹かれ，毎日そば畑に行き，親子を
温かい目で見ています。ある日，発破の音がし
て小鳥たちが逃げてきて、「人間が工事を始め
た。山奥に逃げないと大変だ」と告げました。
こうさぎは心配してそば畑に行くが親子の無事
を見て安心し，赤ちゃんのそばに積んできた百
合の花をおいてきました。赤ちゃんの落とした
帽子を届けに行く途中，発破作業に巻き込まれ
命をおとしてしまいました。

道徳項目・・・・・敬虔，人間愛，家族愛，自
然愛護
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V01070
保健衛生・性教
育・運動

たのしい陸上運動シ
リーズ１　リレー・
短距離 0時間12分

　リレー・短距離走の基本的な技術を分かりや
すく見せると共に，そこの到達するための練習
法も紹介。走ることの楽しさや自己の記録に挑
戦する喜びを味わらせることも意図していま
す。

V01071
保健衛生・性教
育・運動

たのしい陸上運動シ
リーズ２　しょうが
い走 0時間12分

　障害走の基本的な技能と練習法を見せなが
ら，自己の記録を向上させる喜びや，友達と協
力しあっての練習の大切さを理解させることも
意図して制作しています。

V01072
保健衛生・性教
育・運動

たのしい陸上運動シ
リーズ３　走りはば
とび 0時間12分

　走り幅跳びの基本的な技能の分析解説と練習
法を紹介しながら，自己の記録の向上に挑戦す
る喜びを味わわせ，運動の楽しさを知らせて学
習効果を上げることを意図して制作していま
す。

V01073
保健衛生・性教
育・運動

たのしい陸上運動シ
リーズ４　走り高跳
び 0時間12分

　走り高跳びの基本的な技能と練習法を解説し
ながら，運動の楽しさや自己の記録の向上に挑
戦する喜びをあじあわせて学習効果をあげるこ
とを意図して制作しています。

V01074

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

エアロ・ザ・マス１
Ｇｏ　ｔｏｇｅｔｈ
ｅｒ！ 0時間20分

　エアロビクスダンスの楽しさをマスゲームに
アレンジし，運動会に最適です。

V01075

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

エアロ・ザ・マス２
サザンウィンド 0時間20分

　エアロビクスダンスの楽しさをマスゲームに
アレンジし，運動会に最適です。

V01076

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

エアロ・ザ・マス３
ザ・ロープ 0時間20分

　ロープを回しながら，エアロビクスステップ
を踏んでいくユニークな作品です。

V01077

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

エアロ・ザ・マス４
ｓｋｙ，ｓｋｙ，ｓ
ｋｙ 0時間20分

　笑顔でさらっとハードに踊りきろう。エアロ
ビクスダンスに対する子供達の興味や関心は，
マスコミの影響を受け，大きく膨らんでいま
す。この作品を参考にしてエアロビクスの楽し
さと，仲間と共に動く楽しさを子供達に伝えた
い教材です。

V01078 道徳・国際理解 母うずら 0時間13分

　ツルゲーネフはイワンと呼ばれた幼い頃，狩
りにつれて行かれるが，母うずらがひな鳥をま
もるためにわざと傷ついたふりをして，猟犬に
捕らえられ殺されてしまったのをみて，二度と
狩りに行かなくなった……。

道徳項目・・・親の愛，生命尊重，自然愛護

V01079
交通安全・災害
防犯

守ろう！みんなの大
切な命 0時間20分

　近年，児童たちが誘拐事件や殺害事件など，
凶悪な犯罪にまきこまれる事件が多発していま
す。

　そこで，児童等が犯罪から身を守るための方
法について考え，学び，知識を習得していくこ
とを目的に制作した教材です。

V01080

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ちっちゃいけどい
い？ 0時間22分

　幼児は，友達と共に暮らす幼稚園生活の中
で，互いの存在を感じつつ，様々な体験を重ね
ていきます。幼児一人一人が自分の考えを表し
ながら，同時に友達の思いを受け入れていくた
めには，友達と一緒に活動して，喜びを分かち
合い，悔しさや悲しみなどをこらえるなど，心
を動かす出来事を共有することが大切なことを
訴えています。

V01081

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室におけるﾈｯﾄﾜｰｸ
利用 0時間22分

　ネットワークが身近になってきました。学校
でも，地域でも，家庭でも，私達はコンピュー
タを日常的な道具として，自然につかうように
なってきています。教室でのネットワークの利
用について紹介しています。

V01082

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

学び交流そして喜
び，住民参画と公民
館活動 0時間20分

　地域の人たちが学び相交流する公民館，住民
たちの積極的な参画が公民館活動を生き生きと
していく様子を紹介しています。

V01083

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 音の風景をたずねて 0時間20分

　中学校音楽科の新しい学習指導要領のなかで
は，様々な音を用いたり，自由な発想を生かし
たりした，表現活動や鑑賞活動をいっそう活発
に行い，音楽の美しさを感じ取ることが重視さ
れています。

・鳴き砂・機織り・山と渓谷・木立の中の滝・
祭りの風景・野猿の群・寺・うっそうとした竹
林
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V01084

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

産業社会と人間のス
スメ 0時間20分

　生徒が自らの目的意識や選択能力を高め，勤
労観・職業感や社旗人として必要な基本的な能
力・態度をみにつけていくことが，今日ほど強
く求められている時代はありません。このよう
な時代の要請に応える上で，総合学科の原則履
修科目として誕生した「産業社会と人間」はこ
れまで大きな成果を収めてきました。生徒は就
業体験や企業見学などの体験活動，社会人や地
域の人々の講話，調査研究，発表，討論などを
通して，産業社会の実際について学習すること
ができます。

V01085

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

大学から明日が見え
る 0時間22分

　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，生涯学習社会のな
か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ます。

・高校生に授業を開放

・小中学校の体験学習

・大学生と地域の交流

・生涯学習の拠点としての大学

・先進技術での大学の開放

V01086

自然科学（生
物・天文）、環
境 自然と環境 0時間20分

　新学習指導要領の第二分野に新設された大項
目「自然と人間」の中の中項目「自然と環境」
を対象とした教材です。「自然と環境」は学校
周辺の大気や河川の水質などの環境を調べ，自
然と人間のかかわりかたを考察し，自然環境保
全の重要性を認識させることが目標となってい
ます。

・大気を調べる

・水を調べる

・土を調べる

・渡り鳥と水辺の生き物を観察する

・学習の進め方

V01087

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

絵で見る日本の美術
のよさ 0時間23分

　日本の絵画の特徴は,心の中に生まれたイマ
ジネーションを大切にしてそこから表現に向
かっています｡これは霧・霞・雲などの,美し
い，湿潤でﾞ四季の移り変わりのはっきりした
日本の風土が，想像力や美意識をはぐくみ，余
白や空間を生かした表現を生み出したといえま
す。生徒の表現の幅を広げる日本的な表現の多
様性と美しさを収録している教材です。

V01088

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） いいこと考えた 0時間21分

　新しい学習指導要領で，材料などをもとにし
た楽しい造形活動（通称ー造形遊び）はすべて
の学年で行うことになりました。この作品は
１・２年生の「造形遊び」をテーマにしていま
す。これは中学年・高学年の「造形遊び」の基
礎であり，１・２年生の絵や立体に表すなどの
もとになる内容です。

V01089
漫画・アニメー
ション 地球が動いた日 1時間16分

　阪神大震災のなかから明日を見つめて成長す
る子供たちの感動の物語。１９９５年１月１７
日未明，大震災が神戸を襲いました。６年生で
一流中学を目指す剛の住む家屋も崩壊，クラス
メートの和幸君は，たった一人の家族である父
親を失い，仲良しだった美帆ちゃんは，家族と
一緒にその短い生涯を閉じるのでした。避難所
で，和幸君の心痛に触れる剛。同時に人々の心
づかいやはげましの中で，人の繋がりの大切さ
を知っていきます。そんななか，担任の酒井先
生は，心身に大きな傷跡を残したまま，震災で
体験したことを通して「命の授業」を再会。や
がて，剛たちは，たくさんの願いを込めた卒業
式を迎えます・・・
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V01090
漫画・アニメー
ション ５等になりたい 1時間16分

　小さい頃の病気がもとで４歳まで立つことす
らできなかった律子。小学校に入ってからも，
皆と同じように歩くことができず，クラスメー
トたちにからかわれるのでした。傷心の律子
は，足のマッサージ師石橋先生から「人として
のほんとうのやさしさ，強さ」を教わり，それ
をきっかけに，明るくたくましく生き抜こうと
します。律子の夢はかけっこで５等になること
でした。３年生の運動会が近づき，律子の班は
「律子ちゃんがいたらリレーで負けちゃうよ」
と大騒ぎ。班から抜けようとする律子でした。
さあ，律子の５等になる夢はかなうのでしょう
か。

V01091
漫画・アニメー
ション

サンタさんは大いそ
がし 0時間12分

　また，クリスマスがやってきます。サンタさ
んと森の妖精たちは，世界中のこども達のため
に，プレゼントの木を育てます。夏の暑い日
も，冬の寒い日も，それはそれはおおいそが
し。さあ，プレゼントの木には大きな実が実
り，トナカイたちも元気いっぱい！ソリにたく
さんのプレゼントを積み込んで，さあ，出発
だ。

V01092

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

加工食品の日もち
は・・・今ー技術の
進歩と賞味期限ー 0時間20分

　加工食品が氾濫する現在，賞味期限とは？消
費期限とは？などいろいろな疑問がわいてきま
す。加工食品が劣化する要因には１．生物的要
因　２．科学的要因　３．物理的要因があり，
賞味期限が切れたからすぐ廃棄すると資源の無
駄になることがあります。期限も５日以内，
３ヶ月以内，など様々です。豆腐加工業者の工
場を見学しながら疑問に答えていく形式をとっ
ています。

V01093

自然科学（生
物・天文）、環
境

ケナフー環境を考え
るー 0時間18分

　森林破壊により」，紙資源である木材の未来
が問われています。そこでいま，木材に代わる
新しい紙資源として注目を集めているのがケナ
フです。ケナフは紙の原料であるばかりでな
く，木材に比べ数倍の二酸化炭素を吸収するた
め，地球温暖化の防止に役立つと言われていま
す。この教材では小学校５年生がケナフの栽培
に取り組み，ハガキを作ったり料理にも挑戦し
ています。

V01094

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子育ては手をつなぎ
あって 0時間20分

　近年の子育て環境は，決して豊かなものとは
いえません。核家族化，都市化等により血縁
的・地縁的なつながりの中で子育ての知恵を得
る機会も乏しくなっています。同じ問題を抱え
る親同士，また地域の人たちと手をつなぎあっ
ていくことでゆたかなものとなっていくことの
大切さを訴えています。

V01095

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子どもを育む地域活
動ー地域の教育力を
生かしてー 0時間20分

　ー地域の教育力を生かしてー

千葉市のある中学校区を中心とした学校をベー
スとした様々な子供たちのためのボランティア
活動の実例を紹介しています。

V01096

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

地域で子育てーキー
ポイントはお父さ
んー 0時間20分

　ーキーポイントはお父さんー

ふだん子育てに無関心なお父さんたちが地域の
子供たちを善導するために「おやじの会」をつ
くり，輪を広げていく東京中野区の実例の紹介
です。

V01099
交通安全・災害
防犯 地震はなぜおこる？ 0時間17分

　私たちの身近に起こっている地震。何故起こ
るか知っているでしょうか。私たちがふだん目
にしている地形が地震と関係があることを知っ
ているでしょうか。兵庫県南部地震のときに起
こったことを注意して観察していくと，実はこ
んなところに，地震のなぞを探るヒントがたく
さん見つかります。「こぶ平君」「ナマズ君」
が身近にできる実験を交えながら，みなさんと
一緒にかんがえていきます。

V01100

自然科学（生
物・天文）、環
境

おいしい自然を召し
上がれ 0時間20分

　鮮度１００パーセントの中山町とっておきの
レシピの紹介。

平成１０年度ふるさと情報発信事業

V01101

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの青い地球
１ー天候と大気 0時間20分

　「天候と大気」

　温暖化・オゾン層の破壊，酸性雨が世界的規
模で進んでいる。これらが与える気象，農業生
産，生態系や私たちの身のまわりへの影響など
について観察し，同時に，大気環境を守る方法
や取り組みを考えていく教材です。
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V01102

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの青い地球
２ー生きている森と
海 0時間20分

　「生きている森と海」

　破壊が進む熱帯雨林，汚染が進む海。森の破
壊が海の生物に与える悪影響や新しい環境保全
（ビオトープ，干潟の効用）から森と海の大き
な恵みを考察し，それらを大切に守っていく取
り組みを考えていく教材です。

V01103

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの青い地球
３ー都市と私たちの
くらしー 0時間20分

　「都市と私たちのくらし」

　ダイオキシン,環境ホルモンなどの都市が引
き起こす環境破壊。ごみ・排水・窒素酸化物・
浮遊粒子状物質など解決されなければならない
問題は様々です。私たちのくらしのありかた
（グリーンコンシュマなど）をいかに環境に適
したものにしていくかを考えダイオキシンと環
境ホルモンについても考える教材です。

V01104

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの青い地球
４ー生命のゆくえー 0時間20分

　「生命のゆくえ」

　予想される人口の爆発的増加，そして深刻な
飢餓の問題。人為的な影響で多くの種が絶滅し
ている事実。地球全体の大切な生命のために私
たちに何ができるかを模索する教材です。

V01105

自然科学（生
物・天文）、環
境

私たちの青い地球
５ー限りある資源と
私たちの未来ー 0時間20分

　「限りある資源ﾄ私たちの未来

　私たちの暮らしを支えるエネルギーのしくみ
について，世界的規模で考え,限りある資源の
なかで，新しいエネルギー・システムと私たち
の暮らしのあり方は何かを探り,同様に食糧供
給問題についても考察します。

V01106
科学技術・物
理・化学・工学

大地の変化１火山と
その活動・火成岩 0時間20分

　「火山とその活動・火成岩」

　有珠火山，浅間山」伊豆大島と三原山，マグ
マの粘性と火山の形，火山岩と深成岩，火山の
いろいろな形を紹介しています。

V01107
科学技術・物
理・化学・工学

大地の変化２ー地震
と地震にともなう現
象 0時間20分

　「地震と地震に伴う現象」

　兵庫県南部地震，濃尾地震，地震計と地震
波，地震のゆれの再現，震度とマグネチュー
ド，地震と津波を紹介しています。

V01108
科学技術・物
理・化学・工学

大地の変化３ー地層
のでき方 0時間20分

　「地層のでき方」

　海岸や川の崖，地層の産状とひろがり，地層
の重なり，暑さ，堆積物，川や海の水のはたら
きを紹介しています。

V01109
科学技術・物
理・化学・工学

大地の変化４ー地層
と過去の様子・堆積
岩 0時間20分

　「地層と過去の様子･堆積岩」

　地層は大昔からの手紙,地層を作る岩石,生物
が作る堆積岩,過去の自然環をさぐる示相化
石，地質時代の年代を示す示準化石を紹介して
います。

V01110
科学技術・物
理・化学・工学

大地の変化５ー地殻
の変動ー 0時間20分

　「地殻の変動」

　地層から台地の変動を読みとる，変化した地
層，地層の重なり方，地球の海底を覆うプレー
トと大地の変動，伊豆半島の衝突と丹沢山地の
形成を紹介しています。

V01111

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 根絶！夫からの暴力 0時間28分

　平成１３年１０月に施行された「配偶者暴力
の防止及び被害者の保護に関する法律」の内容
を解説したしたものです。或る一家庭に起きた
ことを例に夫からの暴力から退避する状況をド
ラマ化しています。暴力から逃れるためには各
自治体の配偶者暴力相談支援センター（婦人相
談所）や警察の利用，一時保護施設，保護命
令，接近禁止命令，退去命令等について人権擁
護の観点から編集しています。

V01112

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ショーロフの春 0時間45分

　南ロシア・ロストフ州の小さな町，ビョー
シェンスカヤで，毎年５月に大きな馬の祭りが
開かれます。このあたりは勇敢なコサック騎兵
のの発祥の地として知られています。祭りの
日，馬に乗ったコサックの男達がぞくぞくと会
場に集まってきます。ウラジミールと祖父ニコ
ライもレースの準備をしています。民族衣装を
着た娘達の踊りが終わるといよいよレースが始
まり・・・・・。
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V01113

自然科学（生
物・天文）、環
境 水の惑星を守れ 0時間25分

　科学実験が好きな兄弟。爆鳴気による水の製
造に成功したとき，謎の少女アクアが現れ，宇
宙船に案内されます。アクアは，あるメッセー
ジを地球人に伝えるため，汚染された水の星か
ら地球にやってきたようです。宇宙船のメイン
コンピュータ・Ｈ２Ｏに導かれつつ，３人は身
近な水の不思議を実験で解明しながら，地球を
旅していきます。そして，旅の終わりにアクア
が兄弟に託したメッセージとは・・・。

V01114

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

蔵王少年自然の家
生活の仕方 0時間20分

　蔵王少年自然の家の紹介とそこでの活動の仕
方。蔵王の自然の紹介。施設での食事，洗面，
トイレ，風呂，ベッドメーキングなどいろいろ
なルールの説明しています。

V01115

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

ファーストステップ
（障害者・高齢者の
支援技術とその利
用） 0時間50分

　障害者・高齢者の支援技術とその利用。今，
ＩＴの有効活用により障害者・高齢者の生活が
大きく変わろうとしています。１１の例をもと
に専門家が症例ごとに細かく分析，判りやすく
解説を行った本格的なソリューションビデオで
す。

V01116

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

お客様の資産は守ら
れています 0時間20分

　来る２００２年４月から実施される銀行等金
融機関のペイオフ解禁を契機に，改めて証券会
社のセーフティネットの仕組みについて分かり
やすく解説したものです。証券会社では消費者
（投資者）から預かった金銭や有価証券は，証
券会社の資産とは厳格に区分して保管（分別保
管）することが法律で義務づけられていて，万
が一証券会社が破綻しても，預けた資産はすべ
て返還できるようになっています。

V01117
保健衛生・性教
育・運動

輝く明日へのステッ
プ　中学生は飲酒に
ＮＯ！ 0時間20分

　昨今，未成年者による飲酒の増加傾向を受け
中学生以下の生徒を対象とした飲酒の弊害に関
する教育の必要性が高まっています。このビデ
オは或る公立中学校の生徒達が「身近な健康問
題」として，自ら「アルコール」をテーマに選
び，グループで病院や警察を訪ねたり，先生と
共にロールプレーイングをすることで，周りか
らの誘いにもハッキリ「ＮＯ！！」と意志決定
できる自分づくりをしていく過程を描いていま
す。

V01118

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

いっしょにに考えよ
う！２１世紀の日本
と首都機能移転 0時間26分

　首都機能移転については，現在，国会におい
て大局的な観点から検討が進められていますが
同時に，国民の間ではさらなる理解が深まると
共に，議論が進み，広範な合意の議論がはから
れることが望まれています。このビデオは三笑
亭夢之助とキャスター役の女性との軽妙なやり
とりを基調としつつ，作家堺屋太一氏，建築家
黒川紀章氏のインタビューやＣＧなどを活用し
て，首都機能移転についてわかりやすく伝える
ことを目的としています。

V01119

自然科学（生
物・天文）、環
境

よみがえれマング
ローブ　海の森づく
り 0時間22分

　よみがえれ，マングローブ。マングローブ
「海の森」は「生命のゆりかご」や「魚の湧く
海」と呼ばれ，底の住む人々の食や住・・・つ
まり，人間の命を支えています。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
化を防いでいます。今マングローブ「海の森」
を知ることは，地球を救うかもしれません。マ
ングローブってなーに？マングロブと生き物マ
ングロブは地球を守るの？マングロブはなぜ少
なくなったの？「海の森」をつくる人たち

V01120

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ジオストラの熱い一
日 0時間45分

　よみがえれ，マングローブ。マングローブ
「海の森」は「生命のゆりかご」や「魚の湧く
海」と呼ばれ，底の住む人々の食や住・・・つ
まり，人間の命を支えています。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
化を防いでいます。今マングローブ「海の森」
を知ることは，地球を救うかもしれません。マ
ングローブってなーに？マングロブと生き物マ
ングロブは地球を守るの？マングロブはなぜ少
なくなったの？「海の森」をつくる人たち

V01121

自然科学（生
物・天文）、環
境 ４６億年の贈りもの 0時間25分

　地球とエネルギー資源について紹介していま
す。

　①地球はどのようにして誕生したのか

　②海や酸素はどのようにしてできたのか

　③恐竜や石油・石炭はどのようにしてできた
のか

V01122
交通安全・災害
防犯

地域のためにみんな
のために 0時間15分

　みんなで力を合わせて洪水から地域を守る水
防活動！！ひとたび水害に見舞われると，都市
では数多くの被害がもたらされます。都市が都
市として機能するために私たちの暮らしを守る
ために，自ら地域を守ることの大切さを訴えて
います。
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V02001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

共に生きる都市と農
村 0時間24分

　都市と農村の豊かな自然とその恵み，そして
四季折々に変化する空間を，共に語り，行き交
い，共に生きる，心の通う関係。このビデオ
は，都市の生活と農業農村の関わりについて，
「食べる」「暮らす」「ふれあう」という身近
な視点から見つめ直しています。暮らしといの
ちを支える農業農村は，身近なところから都市
とつながっていることを伝えています。

V02002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新米ママ＆パパへ贈
るメッセージ 0時間21分

　もうすぐママやパパになる！だけど，大丈夫
かな？子育てって，ちゃんとできるのかしら？
みんな最初は不安だけど，子育てって，楽しく
て長い道のりなのです。さあ，一緒に子育て，
楽しみましょう！

V02003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

純国産車オートモ号
誕生 0時間28分

　豊川順爾と白楊社，米国の自動車産業視察，
自動車製造開始，ロードテスト，レース７参
加，新車発表会。輸出第一号，その後の自動車
事情を紹介しています。

V02004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水田はどんな働きを
しているの？ 0時間15分

　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
ルがヒロシの米作りについて質問するが答えら
れません。そこでアグリンをよび，教えて欲し
いと頼み，水田の働きについて学びます。

V02005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本の山村ーきれい
な水と空気を守る森
林 0時間18分

　私たちの生活に欠くことのできない水と空
気。きれいな水や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」「シラカバく
ん」「水の妖精」の３人のキャラクタが優しく
解説してくれます。

V02006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

彫刻のあるまちづく
り 0時間16分

　仙台市彫刻のあるまちづくり事業，仙台市建
設局百年の杜推進部緑化推進課制作。

V02007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

竹と出会う，日本の
竹工芸 0時間15分 　竹と出会う，日本の竹工芸

V02008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

歌声に救われた戦友
たち 0時間38分

　シベリア強制抑留者の証言，ある国民歌手の
軌跡をたずねて。

V02009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

遠き苦労の道をた
どって（満州・朝鮮
編） 0時間30分

　海外引揚者の証言，満州（現中国東北部）・
朝鮮半島編

V02010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

２１世紀をデザイン
する 0時間24分

　２１世紀をデザインする。国土交通省の取り
組みから・・・・・・・・・・・・・・・・・
やっと待ちに待った夏休み。だけど宿題もたっ
ぷり。私が暮らす社会の成り立ちを調べること
になりました。早速おじいさんに教えてもらう
ため，バスに乗り込み、おじいちゃんの家へ。
さあ，あなたも「みらいちゃん」と一緒に勉強
してみよう。

V02011 道徳・国際理解
地球見聞録「ジョル
ダン」編 0時間35分

　小中学校の総合的な学習の時間でも利用でき
るように，開発教育・国際理解教育の促進を目
的に制作されました。「教室から広げよう　世
界の国のトモダチ！」ジョルダン編

V02012 道徳・国際理解
地球見聞録「エジプ
ト」編 0時間35分

　小中学校の総合的な学習の時間でも利用でき
るように，開発教育・国際理解教育の促進を目
的に制作されました。「教室から広げよう　世
界の国のトモダチ！」エジプト編

V02013

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

知っていますか？支
えて支えられること 0時間25分

　公的年金制度による確かなライフプラン。公
的年金制度の役割と仕組み。公的年金制度の特
長。被保険者区分と年金の種類。若者も恩恵を
受けている「公的年金制度」。公的年金を受け
取れる条件。公的年金の保険料と受け取れる年
金額。保険料の納め方と年金の受け取り方を紹
介しています。

V02014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） うば杉のねがい 0時間40分

　黒石寺蘇民祭は末武保政氏が祭りの存続のた
め古老や青年達をはげまし，記録した映像の集
大成です。また，仙台藩留守氏の居城（現在の
市役所）にあった水沢小学校は，市民から「う
ば杉校舎」として親しまれてきたが，１９６６
年現在地に移転した。水沢の教育史に残る貴重
な映像記録です。

V02015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台城ー石垣が語る
４００年ー 0時間40分

　伊達藩祖伊達政宗の築城から４００年を迎え
た仙台城。平成９年から平成１２年にかけて行
われた仙台城本丸跡の発掘調査で，石垣はその
仕組みや移り変わりについて多くのことを教え
てくれました。この作品は，映像やＣＧを通し
て，石垣が語る仙台城の４００年の歴史につい
て分かりやすく紹介しています。
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V02016

自然科学（生
物・天文）、環
境

１００万人のごみ分
別大作戦 0時間19分

　仙台市は，ゴミの減量・リサイクルの推進に
向けて，平成１１年１１月より「１００万人の
ごみ減量大作戦」のキャンペーンを実施してい
ます。

　ビデオの中では実際に生活していくなかで疑
問に思うことなどを分かりやすく解説していま
す。

V02017

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

杜の都に蘇る仙台城
石垣ー修復工事５年
の歩みー 0時間40分

　平成９年から始まった仙台城本丸跡発掘の記
録の平成１３年度までをまとめたものです。特
に石垣の修復について中間番組として詳しく制
作されている教材です。

V02018

自然科学（生
物・天文）、環
境

プラスチック製容器
包装リサイクルＶ
Ｐー青葉家の場合ー 0時間25分

　仙台市は，ゴミの減量・リサイクルの推進に
向けて，平成１１年１１月より「１００万人の
ごみ減量大作戦」のキャンペーンを実施してい
ます。平成１２年からモデル地区でプラスチッ
クのリサイクル分別収集を行い，平成１４年４
月から本格的に実施することになりました。メ
ビウスちゃんの先導で分別の詳しい方法やリサ
イクルの仕組みが分かりやすく紹介していま
す。字幕付ビデオ。

V02019

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 清ら島沖縄 0時間30分

　このビデオは「沖縄の歴史と文化」「沖縄戦
の悲劇」「摩文仁からのメッセイジ」「現代，
そして未来へ」の四部で構成されています。戦
没者の鎮魂と恒久平和を訴え続ける平和立県・
沖縄の姿と独自の歴史や文化，自然等を分かり
やすくまとめています。

V02020

自然科学（生
物・天文）、環
境

今が変わればー省エ
ネと未来の親密な関
係ー 0時間21分

　地球環境に様々な悪影響を及ぼし始めている
地球温暖化問題，それは私たちがエネルギーを
消費することによって排出されるＣＯ２の増加
に起因するものです。①エネルギー消費と地球
温暖化の関係　②地球温暖化による地球環境の
破壊　③地球温暖化を防止するための努力　④
一般家庭におけるエネルギー消費量の増加　⑤
暮らしの中で自分たちができる省エネルギー活
動

V02021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台城今昔物語　仙
台城跡の発掘調査２
００１ 0時間18分

　平成１３年度　仙台城今昔物語　仙台城跡の
発掘調査２００１。伊達政宗が米沢で生まれ仙
台に築城するまでの歴史や現在行われている仙
台城跡の石垣の発掘の様子などを分かりやすく
説明しています。

V02022

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年　仙
台２００１ 0時間21分

　文化財課で平成１３年度まで発掘している仙
台市内の遺跡を詳細に紹介しています。沼向遺
下ノ内遺跡/袋前遺跡（笊川）/西台畑遺跡/長
町駅東遺跡/陸奥国分尼寺跡/今市遺跡/富沢遺
跡/鴻ノ巣遺跡/中野高柳遺跡/仙台城跡/洞ノ口
遺跡

V02023

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

世界の中の日本の役
割 0時間20分

　学習指導要領では社会科６年生の歴史学習で
とりあげる。戦後の復興。発展と国際貢献。

　１．イントロ・シドニーオリンピック

　２．秩父宮祈念スポーツ博物館での調査

　３．幻の東京オリンピック

　４．経済復興・成長から東京オリンピック開
催決定

　５．東京オリンピックに向けて日本画変わる

　６．東京オリンピック　世界に広がる日本の
国際貢献

V02024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

衣服の変化から歴史
を発見しよう 0時間22分

　いつ養蚕が始まったのだろう。埼玉県秩父地
方には古くから「銘仙」という特産品がありま
した。

　１．古代の衣服を調べる

　２．資料をみる

　３．平安時代の十二単を体験する

　４．行事から武士の暮らしを知る

　５.衣服から庶民の様子を探る

　６．インターネットで調べる

　７．秩父事件の跡を訪ねる
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V02025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 迷路ごっこだよ 0時間21分

　５歳児の幼児たちと教師との生活がありのま
まに映し出され,「伝わる喜び」から「伝えあ
う楽しさ」へと変容する幼児の姿を読みとるこ
とができます。

　幼児教育に携わる方々の幼児理解や指導のあ
り方についての理解を深める教材用として制作
したものです。

V02026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

考えながら感じなが
ら　高学年の造形遊
び 0時間21分

　小学校高学年の「造形遊び」の実態を示し，
その内容を一層理解できるように，「造形遊
び」の指導を工夫するヒントが描かれていま
す。

V02027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 発見！！篳篥の魅力 0時間20分

　和楽器を用いた音楽の代表，雅楽。その雅楽
で主旋律を受け持ち，最近ブームになり最も魅
力的で，かつ心地よい音色を持つ篳篥。

　その魅力を音と映像で伝え，生徒達が実際に
手に触れてみることから始まる教材ビデオで
す。

V02028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

不思議遊び　不思議
の世界を作り出そ
う。 0時間22分

　発見や驚きを促し，物の見方・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制作
されています。

V02029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

これで安心！イン
ターネットを楽しむ
ために 0時間20分

　インターネットの利用上のリスクを理解し，
ユーザーの自己責任のもとでインターネットを
楽しんで欲しいとの願いから制作されたビデオ
です。

V02030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 0時間22分

　クイズ番組形式で情報モラルの初歩を楽しく
自然に学べる教材です。

V02031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

気づくことが初めの
一歩　男女共同参画
社会を築くために 0時間24分

　男も女性別にとらわれることなく対等に認め
あい，助け合っていく社会を作るために，地域
や家庭からそれぞれの意識を変えていくことの
大切さを考えていくための教材です。

V02032
交通安全・災害
防犯

安全は自分自身の手
で　事件や事故から
身を守ろう 0時間20分

　犯罪から生徒達を守る中学校の取り組みを紹
介しながら，学校や地域社会における防犯対策
の重要性を認識させる教材です。

V02033

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

むいむいはたおり教
室 0時間28分

　「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。

V02034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

職場へ　ふたたびの
朝　中途障害者の職
場復帰のために 0時間38分

　中途障害者を再び職場に迎え入れるためには
どのような対応や配慮が必要なのか，中途障害
者が職場復帰を実現する様子を，複数の事例を
もとに紹介しています。

V02035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 新世紀の空へ 0時間17分

　飛行の歴史と戦後のパイロット養成学校の創
立から履修内容の説明など進路指導に適する内
容です。宮崎・帯広・仙台にある航空大学校の
訓練の様子や学生生活などを収録しています。

V02036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

相手を理解する　言
葉の背景をみつめる
と 0時間37分

　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？第四話
ほめるのはむづかしい

　第５話　「あいまいな言葉」のなかに

　第６話　多様性を見つめて

V02037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

気がつけば独り占
めー独占とカルテ
ルー 0時間20分

　子供たちに，企業間の「競争」の重要性と企
業間の競争を制限することとなる「独占」と
「カルテル」の問題点について理解してもらう
と共に，企業間で競争が行われることで，いか
に消費者に恩恵が与えられるのかを理解しても
らい，「競争」の必要性について認識してもら
う教材です。

V02038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 野外彫刻を楽しむ 0時間13分

　杜の都仙台の公園や広場に設置されている沢
山の野外彫刻を作者のコメントを聞きながら鑑
賞します。
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V02039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

インターネットので
きること 0時間15分

　コミュニケーションの道具としてのインター
ネットを児童生徒からシニア，障害者まで対象
に紹介した作品です。

V02040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こけしって何？ー仙
台・作並こけしー 0時間20分

　県内のこけしの種類の紹介・製作工程や道
具・材料と地域の特色・工人の工夫や努力につ
いてインタビューしています。

V02041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仙台城ーその石垣か
ら学ぼうー 0時間15分

　仙台城の石垣や古い地名を手がかりに，開府
400年を迎える仙台の町の成り立ちに興味を抱
かせる作品です。

V02042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

川虫やあいー川虫か
ら自然を学ぼうー 0時間15分

　川虫（水生昆虫の一種）の名前を調べたり，
飼育･観察したりすることで，川の自然を学ぶ
きっかけとする教材です。

V02043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

変わり行く仙台ー仙
石線 0時間9分

　仙石線地下化により大きく変わる仙台東部地
区の変貌の記録です。

V02044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仙台の自然ー名取
川ー二口渓谷から閑
上へ 0時間9分

　名取川水系を中心に堆積作用や火山の作用に
よってできた地層を紹介しています。「火と水
の織りなす風景」

V02045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

えんつこもんつこさ
げた　岩切昔話 0時間15分

　総合的な学習で調べた岩着るの昔話を子供た
ちの紙芝居を中心にまとめたスライドﾞ作品で
す。制作者の許諾を得てビデオ化したもので
す。

V02046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

蒙古の碑　元寇と東
北 0時間10分

　宮城野区燕沢の善応寺にある蒙古の碑を通し
て，鎌倉時代と元寇の理解を深めさせる。制作
者の許諾をえてｽﾗｲﾄﾞをビデオ化している教材
です。

V02047
交通安全・災害
防犯

ｽﾞｯｺｹ三人組　自転車
の安全教室 0時間20分

　最近，小学生の自転車による事故が多発して
いることから，花山第二小学校では自転車の安
全な乗り方を指導する「安全委員」を上級生か
ら選び，下級生に教えることになりました。６
年１組でも「指導委員」を決めようとしている
ところに，なんと手を上げたのは意外にもハチ
ベー，ハカセ，モーちゃんのズッコケ三人組で
した。釣り大会の選手を選んでいるのだと勘違
いしたのでした。相変わらずのおっちょこちょ
いぶりに担任の宅和先生は頭を抱えてしまう
が，妙案を思いつきました。

V02048

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

車いすの人に出会っ
たら 0時間11分

　車いすの人が外出するとき，不便なことがい
ろいろあります。歩道の狭さ，放置自転車が道
を塞ぐ，踏切通過の難しさ，駅の券売機に手が
届きにくい，通れない自動改札機など様々なバ
リアが存在することを紹介しています。

V02049

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

耳の不自由な人に出
会ったら 0時間11分

　町中を歩いていると，耳の不自由な人は見た
目では分かりにくいものです。ある若者は，前
の人がハンカチを落としたので声をかけたら，
返事がありませんでした。ハンカチを拾い前に
回って差し出すと，相手は手話で話し始めまし
た…。

V02050

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） メール 0時間54分

　ホームページ上での，悪質な差別的記事で被
害を受ける人が急増しています。この作品は，
身に覚えのない中傷や同和地区出身であること
など，ネット上の掲示板に書き込まれた女子高
校生の，精神的な苦痛を題材にしている教材で
す。

V02051
交通安全・災害
防犯

おじゃる丸の交通安
全 0時間15分

　本田先生のもと，交通ﾙｰﾙを学ぶことになっ
たおじゃる丸たちの活躍を楽しく見る間に，交
通ルールと交通安全の大切さを学んでいく教材
です。

V02052

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 遊びと社会性 0時間17分

　保育園や幼稚園に通い始めると，それまでの
縦の関係を基本にしながら同じ年頃の子供と横
の関係を持つようになります。この時期の子供
の心の動きを分かりやすく描く作品です。

V02053
交通安全・災害
防犯

幼い命の悲鳴を救う
ために　地域の虐待
防止 0時間20分

　児童虐待事件。その悲惨な現実は，大きな社
会問題になっています。この作品は隣の子ども
の悲鳴を耳にしたある主婦を軸にし，虐待問題
への関わり方を探っていく教材です
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V02054
漫画・アニメー
ション

見えぬ目に感じた雲
取山の朝日 0時間19分

　目の不自由な親を持つ千春は理科の時間に男
子生徒に親のことでからかわれ落ち込んでしま
います。沈んでいる千春に気づいた母は夏休み
のある日，雲取山に家族で登山を計画しまし
た。千春は登山で経験したことで親子の絆を改
めて感じ，頂上のご来光で「命の光」を感じる
のでした。

V02055

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

地域とともに　主婦
とボランティア活動 0時間30分

　貴重な体験を生かして痴呆老人介護の啓蒙と
いう地道な活動をしている新潟県大和町など４
地域の事例を通じて，地域とのきずなを深めな
がら，困っている人々を支え，同時に自分を磨
き自分たちの生活を豊かにする新しいタイプの
ボランティア活動を描く作品です。

V02056

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） スタート 0時間45分

　普通の家庭環境の中で非行に走った和恵。表
面的には素直だが，その本心が保護司の山崎に
は見えてきません。ある時，ＢＢＳのかおりの
紹介で和恵は大工として新しい職場を得まし
た。仲間や地域の人々に温かく見守られなが
ら，問題を乗り越えて新しい人生をスタートす
るのでした。

V02057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くらしをささえる政
治 0時間14分

　政治とは何か「市民センター」の見学を通し
て，政治と自分自身とのかかわりや，国民生活
と政治とのつながりに気づかせる教材です。

V02058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちが行う政
治 0時間13分

　直接見学が困難な事柄について具体的な映像
で分かりやすく示し，国の政治が私たちの選ん
だ代表者によって行われていることを理解させ
る教材です。

V02059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

わたしたちのくらし
と憲法 0時間14分

　日本国憲法には国家の理想や国民の権利と義
務などの重要な事柄が定められており，政治が
その憲法をよりどころとして行われていること
などを，分かりやすく解説しています。

V02060

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

目の不自由な人に出
会ったら 0時間11分

　具体的な例をドキュメントし，若者達の疑似
体験を通して，バリアフリーをめざし，バリア
を取り除いて行こうとする意識を高める教材で
す。

V02061

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 障害者の心 0時間20分

　健常者との接し方や社会生活の中で感じる
様々な問題点について，障害を持つ人が自らの
視点で語り，障害者の思いを理解し，接し方や
手助けのあり方を学ぶ教材です。

V02062

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 お助けマン参上 0時間30分

　会社を定年退職した森谷信二（６２）は定年
後，時間を持て余している仲間４人と，ボラン
ティアで大工仕事等を引き受けるＤＩＹヘルプ
を作りました。この５人のユーモラスなドラマ
を通して，生きがいについて考えていく作品で
す。

V02063
漫画・アニメー
ション 心の花たば 0時間13分

　石段の町で一人暮らしのおじいさんに町の人
は冷たい。おじいさんは町を花でいっぱいにし
ようと考えますが手伝ってくれたのは一人の女
の子だけでした。やがて春が来ておじいさんた
ちが植えた花がいっぱい咲き出し町の人もおじ
いさんを見直すのでした。

V02064 道徳・国際理解 みみずくとお月さま 0時間11分

　夜の森の中ではモグラたちが集まり学校ごっ
こをやっています。そこへ森の乱暴者のｲﾀﾁが
やってきて先生モグラの首をつかみ上げます。
イタチににらまれおびえながらも勇気を出して
もぐ助が先生を放すように言うが言うことを聞
きません。その様子を見ていたお月さまとミミ
ズクがモグラを助けます。

V02065
保健衛生・性教
育・運動

ぼくのダイエット大
作戦 0時間18分

　健康な身体をつくることはなりよりも，規則
正しい生活習慣を身につけることが大切だと言
われています。小学２年生の将は食べることが
大好きで食事時にはいつも兄の優太と争うよう
に旺盛な食欲を見せています。

V02066

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

にじいろのふしぎな
いし 0時間15分

　トント，ダンダン，キリコ，ムム，ジジ，の
5人がやさしさと勇気をくれる「にじいろのふ
しぎないし」を求め，魔女の待つ洞窟へ子供た
ちの冒険がはじまりました。果たして「にじい
ろのふしぎないし」を手に入れることができる
のでしょうか。

V02067
保健衛生・性教
育・運動 よさこいソーラン 0時間30分

　今や北海道で爆発的人気の「よさこいソーラ
ン」。鳴子を手にニューソーラン節にのって激
しく踊ります。盛り上がりは高知の鳴子踊りに
も負けません。伊藤多喜雄のバイタリティあふ
れるソーラン節の曲にのって，太鼓センターの
オリジナルの振り付をしています。

V02068
保健衛生・性教
育・運動 よさこい鳴子踊りⅠ 0時間30分

　高知の夏の風物詩「鳴子おどり」，ポップ調
のよさこい節にのって，鳴子両手に激しく踊り
ます。小学校の運動会で大人気です。

V02069
保健衛生・性教
育・運動 よさこい鳴子踊りⅡ 0時間30分

　人気の鳴子おどりの新ふりつけ。よりダイナ
ミックに，モダンに踊る。「鳴子おどり　１」
より少々難しい踊りです。
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V02070
保健衛生・性教
育・運動 まつり花笠 0時間30分

　「まつり太鼓」に合わせて踊る花笠おどり。
太鼓と一緒にとりくみ多人数で踊ります。

V02071
保健衛生・性教
育・運動 ちゃーびらさい 0時間30分

　「ちゃーびらさい」とは，沖縄の言葉で「こ
んにちわ」と言う意味。四ツ竹という沖縄の楽
器を打ちならしながら，軽快・優雅に踊りま
す。保育園から小学校高学年まで運動会に最適
です。

V02072

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

実践ＮＩＥ入門１
ＮＩＥを知る 0時間25分

　ＮＩＥの基本概念，今なぜＮＩＥかを新学習
指導要領，総合的な学習の時間との関連も含め
て簡明に解説しています。米国及びわが国のＮ
ＩＥの歩みにも触れながら，ＮＩＥの教育効果
について分かりやすく解説する教材です。

V02073

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

実践ＮＩＥ入門２
新聞を学ぶ 0時間25分

　新聞について一般的な概念とニュースの語源
から始まり，新聞ができる過程・普及状況にも
ふれながら新聞の特性を子供たちにも分かりや
すく示しています。また学習財としての新聞の
利点，問題点，留意点について分かりやすく説
明しています。

V02074

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

実践ＮＩＥ入門３
新聞活用の基礎知識 0時間25分

　教室でのＮＩＥの実践にあたり，準備と活用
の要点を幅広く紹介する。５Ｗ１Ｈ，記事の構
成・逆ピラミッド型，コラム･マンガ･投書・報
道写真等の活用の仕方を解説し，広告の活用に
ついてもふれています。またＮＩＥでは重要な
紙面の比較についても解説しています。

V02075

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

実践ＮＩＥ入門4　｢
総合的な学習の時間｣
でのＮＩＥ①情報・
国際理解 0時間25分

　情報・国際理解の２つのテーマに沿ったモデ
ル授業を紹介しています。情報では新聞とテレ
ビについて，国際理解ではサミットをテーマに
教室での実践模様を提示し，ＮＩＥの有効性を
考える教材です。

V02076

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

実践ＮＩＥ入門５　｢
総合的な学習の時間｣
でのＮＩＥ②地域・
環境 0時間25分

　地域･環境の２ジャンルに分けて新聞活用の
モデル授業を紹介する。この巻では，それぞれ
のジャンルで自分たちの身近なテーマを取り上
げ，子供たちの生き生きしたＮＩＥ実践授業を
描いています。

V02077 道徳・国際理解
ハローイングリッ
シュ　１ 0時間18分 　歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・・せいかつ

V02078 道徳・国際理解
ハローイングリッ
シュ　２ 0時間18分 　歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・あいさつ

V02079 道徳・国際理解
ハローイングリッ
シュ　３ 0時間18分 　歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・かずとからだ

V02080 道徳・国際理解
ハローイングリッ
シュ　４ 0時間18分 　歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・てんきときせつ

V02081 道徳・国際理解
ハローイングリッ
シュ　５ 0時間18分 　歌とｹﾞｰﾑで学ぶ・・・・・授業活用例

V02082 道徳・国際理解 えいごリアン　１ 1時間1分

　１．英語でハーイ！みんな友だち　２．友だ
ちは今日元気かな？　３．教えて，きみのかぞ
くのこと　４．こまったときは，きいてみよう

V02083 道徳・国際理解 えいごリアン　２ 1時間1分

　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．だれにでもあるね，
すき・きらい　８．ぼくの言うとおりにやるん
だよ！

V02084 道徳・国際理解 えいごリアン　３ 1時間1分

　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

V02085 道徳・国際理解 えいごリアン　４ 1時間1分

１　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．ぼくスパゲティ，きみ
はなに

V02086 道徳・国際理解 えいごリアン　５ 1時間1分

　１７．好きなものは何？　１８．Hello!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

V02087

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球白書　１　大量
消費との決別 1時間-1分

　環境問題の世界的シンクタンク，ワールオ
ウォッチ研究所が毎年発行する「地球白書」を
もとに，制作された大型ドキュメンタリー。
１．ＷＷ研究所長レスターブラウン氏　２．処
理の限界を超え，市外に運搬されるニューヨー
クのゴミ　３．破壊が進むアマゾンの森林
４．生活が脅かされるアマゾンの原住民ヤノマ
ミ族

V02088

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球白書　２　巨大
都市　未来への選択 1時間-1分

　環境問題の世界的シンクタンク，ワールド
ウォッチ研究所が毎年発行する「地球白書」を
もとに，制作された大型ドキュメンタリー。
１。大都市ロンドンが排出する膨大な量のゴ
ミ。　２．カイロに見られる都市農家の生活。
３．中国上海の環境変化の実態。　４．ブラジ
ルクリチバの環境を重視した都市計画

V02089

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球白書　３　９０
億人をどう養うか 1時間-1分

　環境問題の世界的シンクタンク，ワールド
ウォッチ研究所が毎年発行する「地球白書」を
もとに，制作された大型ドキュメンタリー。
１．黄河が直面する断流の危機。２．中国人の
食生活の変化と切り離せない世界の食料事情。
３．遺伝子組み変え商品の使用・不使用の表
示。　４．有機栽培で収穫した野菜
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V02090

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球白書　４　大い
なる自然の恵み 1時間-1分

　環境問題の世界的シンクタンク，ワールド
ウォッチ研究所が毎年発行する「地球白書」を
もとに，制作された大型ドキュメンタリー。
１．ケニアの先進国向けのバラ栽培が引き起こ
す環境問題　２．コスタリカのエコツアー
３．自然の真の価値を説くジェーン・グドール
博士　４．ケニアの破壊されていく森林

V02091

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球白書　５　新エ
ネルギー革命 1時間-1分

　環境問題の世界的シンクタンク，ワールド
ウォッチ研究所が毎年発行する「地球白書」を
もとに，制作された大型ドキュメンタリー。
１．生産量世界一を誇る日本のソーラーパネル
２．デンマークの急速に普及が進む風力発電
３．カナダですでに実用化されている燃料電池
バス　４．インド電気の届かない山間部への
ソーラーパネル設置

V02092

自然科学（生
物・天文）、環
境

地球白書　６　私た
ちの惑星 1時間-1分

　環境問題の世界的シンクタンク，ワールド
ウォッチ研究所が毎年発行する「地球白書」を
もとに，制作された大型ドキュメンタリー。
１｡フランスのムルロア環礁での核実験。２．
温暖化による海面上昇が招く水没の危機。３．
炭酸ガスの排出量削減を定めた地球温暖化防止
京都会議。４．乱獲に立ち向かい自然保護にと
り組むフィリピンの漁村

V02093
漫画・アニメー
ション るるるのるール 0時間16分

　天知る　地知る　我知る　人知る

『四知』として有名なこの言葉をキーワードに
エコロジーやモラルについて考えるちょっと不
思議なある森の物語です。

V02094

自然科学（生
物・天文）、環
境

新しい地球の科学-日
本列島の誕生－ 0時間30分

　プレート・テクトニクスをもとに，日本列島
はどのように形成されたのか，四万十帯の地層
の重なり方や南海トラフの堆積物等を手がかり
に，その謎に迫る教材です｡

V02095

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 親と子の対話 0時間29分

　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･････

　思春期の子供と向き合うには，時には親が自
分自身を変える柔軟性を持つことが大切である
ことを訴える作品です。

V02096
交通安全・災害
防犯

親子で学ぶ　火事の
用心・地震の用心 0時間11分

　愉快な宇宙人の父と子が活躍するテレビ番組
｢親子クラブ｣の防災アニメーション。元気なお
ばあちゃんとパパ，ママ，イチロ，ユリ親子と
宇宙人親子のロン，ルンがくりひろげる，楽し
いお話をとおして火事の怖さと原因等のほか防
災の大切さを，訴える教材です。

V02097

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室コミュニケー
ション入門①～音声
言語の指導の実際～
教室コミュニケー
ションの指導 0時間25分

　コミュニケーションの意味・重要性を解説
し，新しい学習指導要領で示されている音声言
語の指導の基礎的な事項，応用的な技能に属す
る事項について，さまざまな具体例を映像で示
しながら解説しています。

V02098

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室コミュニケー
ション入門②対話･話
し合い 0時間25分

　教室での最も基本的なコミュニケーションの
形でありながら，意外に指導の手が加えられて
いない｢対話｣と｢話し合い｣を取り上げている教
材です｡

V02099

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室コミュニケー
ション入門③スピー
チ 0時間25分

　｢スピーチ指導の形態｣や｢教室でのスピーチ
学習｣の実際，｢スピーチ指導の留意点｣｢スピー
チ評価｣について，具体的な映像を示しながら
解説しています。

V02100

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室コミュニケー
ション入門④討論 0時間25分

　教室での学習指導に実際に活用できる形で，
自由討論，会議，パネル・ディスカッション，
ディベートについて，それぞれの具体的な方
法・手順を具体的に映像を使って解説していま
す。

V02101

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

教室コミュニケー
ション入門⑤音読・
朗読・群読 0時間25分

　｢音読｣｢朗読｣の位置づけと効用，｢音読｣｢朗
読｣の指導上の留意点を，映像で実例を挙げな
がら具体的に解説します。

　｢群読｣についても，ごく普通の教室で試みる
ことのできるミニ群読を紹介しています。

V02102

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いま、女性の生き方
が変わる　男女共同
参画社会を目指して 0時間21分

　真岡市での心理劇や新座市でのパフォーマン
スを背景に，女性の社会参加への高まりを示唆
しています。あらゆる分野に，男女が平等に参
画できる社会を実現することは，世界共有の重
要な課題となっています。

V02103

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

高校生のボランティ
ア学習マニュアル 0時間20分

　高校生がどのようにしたら自分にあったボラ
ンティア活動を見つけ，活動を進めていくこと
ができるのかを考えていく教材です。

V02104

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

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 0時間20分

　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，
その魅力を分かりやすく伝えようというもので
す。
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V02105
漫画・アニメー
ション

ゾウ列車がやってき
た 1時間20分

　戦争からゾウを守り抜いた人々の優しさと勇
気を子供たちの視点から描くとともに，夢も希
望もなくした戦後､｢ゾウを見たい｣｢ゾウに会い
たい｣と言う東京の子供たちが，｢平和｣の象徴
として｢ゾウ列車｣を走らせるまでを描いている
作品です。

V02106
漫画・アニメー
ション

いじわる狐　ラン
ボー 0時間15分

　いじわる狐のランボーは，とうとう，山羊の
おじいさんまで怪我させてしまいます｡ところ
が診療所の熊先生は冬眠中。起こそうとして，
みんなは部屋を春のように暖めます。その外
で，ランボーが一生懸命鶯の鳴き真似をしてい
ます。

V02107
漫画・アニメー
ション ランボーのうそ 0時間15分

　ある日平和な森で羽に弓矢が刺さったカモが
見つかりました｡弓で遊んでいたランボーは
てっきり自分の矢が当たったと思いこみ，森の
仲間達に人間がやるのを見たと言うのです
が・・・

V02108
漫画・アニメー
ション

いじわる狐ランボー
のなみだ 0時間15分

　厄介者扱いされているランボーを森の仲間達
が七夕祭りに招待します｡しかし彼は｢みなでお
れをだます気だな。｣と警戒するのです
が・・・

　意地っ張りのランボーｰが生まれて始めて見
せた涙の秘密を感動的に描いています｡

V02109
漫画・アニメー
ション

いじわる狐ランボー
の勇気 0時間15分

　平和な森に暴れオオカミドラゴンが現れまし
た｡ランボーは誘われるままに子分のような形
になってしまいましたが，彼の乱暴ぶりはあま
りにもひどく，ランボーは次第に森の仲間達に
肩身が狭くなっていきます｡

V02110
漫画・アニメー
ション ランボーの秘密 0時間15分

　森にくまさん一家が引っ越してきました。皆
はタンタンと直ぐ仲良しになったのですが，内
気で弱虫なのがお母さんの悩みでもありまし
た。たまたま彼の内気な原因を知ったランボー
の心温まるエピソードが描かれています。

V02111
漫画・アニメー
ション

ランボーのあぶない
いたずら 0時間16分

　みんなを驚かせようと，立入禁止の立て札に
細工したランボーでしたが，それが元に戻って
いて････。ちょっとした遊びのつもりが，思わ
ぬ事態に結びつくこともあります｡深く反省し
たランボーは､仲間達と一念発起して…。

V02112
漫画・アニメー
ション ごんぎつね 0時間19分

　いたずらをするごんと兵十のほろ苦く，あま
りにも切ないドラマ。いたずらするごん。兵十
の家の葬式。つぐないのいわし。お念仏に行く
加助と兵十。お念仏から帰る加助と兵十。火縄
銃で撃たれるごん。筒口から出る青い煙は作品
の詩情と余韻を堪能させてくれます。

V02113
漫画・アニメー
ション 白いぼうし 0時間13分

　緑が揺れている柳，白いぼうし，暖かい日の
光をそのまま染め付けたような見事な色の夏み
かん。色彩感あふれる美しいファンタジーで
す。

V02114

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

どうなっているの?政
治と私たちの暮らし
①考えてみよう政治
のはたらき 0時間15分

　私たちは，よりよい生活を築くため様々な願
いをもっており，その願いがどのように政治に
取り上げられ，実現するのか，身近な具体例を
示して説明する教材です｡

V02115

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

どうなっているの？
政治と私たちの暮ら
し②見てみよう選挙
と政治 0時間15分

　様々な願いを実現するための選挙の大切さと
代表者による政治がどのような仕組みを持ち，
どんなはたらきをしているかを具体例を示しな
がら説明する教材です｡

V02116

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

どうなっているの？
政治と私たちの暮ら
し③知ろう日本国憲
法 0時間15分

　民主主義の考え方や日本国憲法の精神，三大
原則等を分かりやすく解説し，国民の祝日や権
利と義務，天皇の国事行事などを具体例に示し
ながら，憲法と政治の関わりを考えていく教材
です｡

V02117

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

たすきーﾈﾊﾟｰﾙに学校
を建てようー 0時間51分

　ネパールに学校を建てようと言う願いで近畿
地方の高校生が立ち上がり，ネパールの実状を
知ることと募金活動のために日本横断のリレー
マラソンを計画しました。

V02118
交通安全・災害
防犯

地震！あなたができ
ること 0時間21分

　阪神大震災を実例に地震のときの対策をてい
ねいに解説しています。１．ゆれているときど
う身を守るか。２．ゆれがおさまったときにす
ることは何か。等，学校を中心に行動の例を収
録しています。

V02119

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

情報とコンピュータ
１ 0時間17分

　情報手段の果たしている役割は，社会や家庭
のあらゆる生活場面に広がっています。学校で
は普段見られないコンピュータ利用の数々を収
録している教材です。

V02120

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

情報とコンピュータ
２ 0時間17分

　情報化が社会や生活に及ぼす影響を知り，他
人に迷惑をかけないためのマナーを様々な生徒
の生活場面から理解できるように工夫していま
す。そして責任ある行動を促している教材で
す。
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V02121

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） メアフェルトの風 0時間45分

　今回の「世界の人と馬シリーズ」は、ドイツ
からヨーロッパ最後と言われれる野生馬を１０
０年以上守り続けてきた男達の世紀を越え世代
を越えて受け継がれてきたドラマと，その男達
と野生馬が年に一回繰り広げる壮大なスペクタ
クルを描くドキュメンタリーです。

V02122

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 生命に満ちた島 0時間20分

　世界遺産シリーズ２，生命に満ちた島ー屋久
島の森を探るー屋久島には，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
関わりを見つめます。海岸線から山頂部まで，
屋久島の多様で貴重な自然生態系が，私たちに
様々なことを語りかけてくる作品です。

V02123
漫画・アニメー
ション イソップ物語１ 0時間40分

１．ウサギとカメ　　２．しったかぶりのサル
３．アリとセミ

V02124
漫画・アニメー
ション イソップ物語２ 0時間40分

１．北かぜとおひさま　　２．まがったかお
３．カエルの王様

V02125
漫画・アニメー
ション イソップ物語３ 0時間40分

１．ライオンとネズミ　２．畑にうめたたから
もの　３．やせたオオカミ

V02126
漫画・アニメー
ション イソップ物語４ 0時間40分

１．いなかのねずみと町のねずみ　２．けんか
したウシ　３．さるの王さま

V02127
漫画・アニメー
ション イソップ物語５ 0時間40分

１．木こりと金のおの　２．空からおちたカメ
３．森のばん人

V02128
漫画・アニメー
ション イソップ物語６ 0時間40分

１．こな屋とロバ　２．お百しょうさんといた
ずらキツネ　３．ひつじかいの少年

V02129
漫画・アニメー
ション イソップ物語７ 0時間40分

１．まねしたカラス　２．王さまになれなかっ
たウサギ　３．キツネとぶどう

V02130

自然科学（生
物・天文）、環
境 森のちから 0時間14分

　私たち日本人は，森から様々な恵みをえてき
ました。この森が，第二次世界大戦の混乱とそ
の後の都市開発によって，多くの森が伐採さ
れ，荒廃した時期がありました。しかし，その
一方で，わずかに残された都市のなかの森を保
全し，また新たに森を作っていこうとする努力
も続けられてきたことを紹介する作品です。

V02131

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 笹谷トンネル 0時間10分

　現在山形自動車道が走っているﾙｰﾄは古来よ
り「笹谷街道」として太平洋沿岸と内陸とを結
ぶ重要な交通路でした。特に笹谷インターと関
沢インター間は笹谷峠と呼ばれ奥羽山脈を越え
る厳しい山道区間で交通の難所でもありまし
た。平成十四年晩秋，この区間が４車線とな
り，現代の交通路として人流・物流の両面での
大動脈が完成したことを紹介しています。

V02132

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

内航海運　（海の大
動脈） 0時間19分

　船は，国内物流の主要な運送機関の一つで
す。海運業界はいかに低コストで，安全に，決
められた日時に，目的地まで運ぶかという課題
に取り組んでいます。その結果，様々な工夫や
新しい技術を取り入れた様々な種類の船が日本
全国で活躍していることを紹介しています。

V02133

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

Ｈｏｗ　ｔｏ　資産
運用 0時間38分

　老後の生活を心配する両親や，自分たちのお
店をもって独立したい娘夫婦など，お金の悩み
がいっぱいの鈴木家に，ロボットのマリリンが
登場。金融商品の選び方や，証券投資の特徴な
ど，資産運用のハウツウを分かりやすく説明し
ています。

V02134

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

人に優しく地球に優
しく潤滑油と環境保
全 0時間10分

　潤滑油類に求められている役割と環境保全へ
の取り組みについて，金属加工現場での労働安
全衛生対策，自動車排気ガス対策，水質，土壌
保全等を題材に作成され，これから機械工学や
石油の分野を学ぶ生徒に分かりやすく説明して
います。

V03001

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

that's預金保険制度
改訂版 0時間19分

　預金制度をはじめとする様々な金融商品の保
護制度を，わかりやすく， 楽しいクイズで理
解することができます｡

V03002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　1巻
（１）エネルギーっ
てなに 0時間48分

　エネルギーについて，天然ガス，石炭，環
境，省エネ，新エネ，原子力，国際エネルギー
情勢などの分野ごとに，専門家が一般の方向け
に資料映像や図表などを用いながら分かりやす
く解説しています。

V03003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　2巻　（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 1時間13分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03004

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　3巻　(1)安
定供給の絆　（２）
最後の手段石油備蓄
（３）誰が決める
の？原油の 1時間13分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡
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V03005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　4巻　（１）
救世主の天然ｶﾞｽ①
（２）　②　（３）
見直される石油資源 1時間13分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　5巻　（１）
化石燃料今後の役割
（２）今地球で何が
（３）温暖化防止へ
の取 1時間13分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　6巻　（１）
省ｴﾈ最前線　（２）
暮らしの中の省ｴﾈ 0時間49分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　7巻　（１）
新ｴﾈﾙｷﾞｰとは
（２）新ｴﾈﾙｷﾞｰ普及
への課題 0時間49分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03009

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　8巻　(1)原
子力ってなに？
（２）原子力発電所
災害への備え
（３）事故から 1時間13分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03010

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　9巻　（１）
核燃料ｻｲｸﾙ　（２）
放射性廃棄物
（３）世界の原子力
発電 1時間13分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03011

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　10巻
（１）石油をめぐる
国際情勢　（２）
世界の資源戦略と外
交 0時間48分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03012

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　11巻
（１）小さい頃から
積み重ね身につく教
育 0時間48分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本のエネルギー
光と影　12巻
（１）ｸｲｽﾞで知るエ
ネルギーの未来 0時間47分

　エネルギーについて，石油や天然ガス，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ごとに，専門家が，一般
の方むけに資料映像，図表などを用いながら分
かりやすく解説しています｡

V03014

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

大学のキャンパスに
早変わり　ｐart 2
ー質問もしてみよ
うー 0時間17分

　エルネット｢オープンカレッジ｣とは？各地の
活用例を紹介しています｡

　（活用例）長野県長野市，山形県尾花沢市，
島根県，岡山県

V03015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 素晴らしき思春期 0時間26分

　思春期の子供たちとの関わり方を，いろんな
かたちで思春期を過ごす子供たちの様子と，思
春期の子供たちと向き合う専門家たちのアドバ
イスを交えて，思春期の子供を持つ親たちに
とって明るい，｢こころの応援歌」です。

V03016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

日本の山村　　地球
を守り，生命をはぐ
くむ森林 0時間20分

　大切な森林を守り育てているボランティアの
活動や材木の有効利用などの事例を取り上げ，
自然と人間が共生する循環型社会を提案してい
ます｡

V03017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

森と海の役割ってな
あに？ 0時間13分

　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，環境を守っ
ていくことが，いかに大切かを気づかせる教材
です｡

V03018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

地域こぞって子育て
を！ 0時間28分

　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

V03019

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みやぎのまちの幸せ
づくり 0時間15分

　赤い羽根共同募金の寄付金がどのように使わ
れているかを紹介しながら，共同募金会の活動
に対しての理解と協力を呼びかけています。

V03020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

杜の都のSubway物語
ー地下鉄東西線ー 0時間16分

　地下鉄東西線ＰＲビデオです。ルートの説
明，リニヤモーターの利点等を紹介していま
す。

Page 396



目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V03021

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

平成14年防衛庁記録
VISUAL LIBRARY 0時間26分

　平成14年のトピックス　①国際平和協力への
取組　②国際的なテロリズムへの対応　③各種
事態への対応　④武力攻撃事態への対応に関す
る法制への取組など　⑤防衛力を支える基盤
他

V03022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

マーチングフェス
ティバル自衛隊音楽
まつり２００２ 1時間15分

　陸上･会場･航空自衛隊の各音楽隊が日本武道
館に集結。｢世界の絆ー人と自然の調和ー」を
テーマの５部作

V03023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

はじめよう ! 通学合
宿　ーいしかり・子
ども宿の活動ー 0時間27分

　地域で子供を育てる一つの方法として，いし
かり・子供宿の実践例を取り上げ，企画運営の
手だてや，子供たち，運営スタッフの活動を紹
介し，新しい地域連携を模索しています｡

V03024

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

四百年の追憶～正宗
が残した夢～ 0時間25分

　平成１４年度の仙台城の発掘調査の記録で，
肥前名護屋城（佐賀県）のロケの映像などを交
え，伊達政宗の仙台城築城までの歩みなども紹
介しています｡

V03025

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

石垣を築いた人々
仙台城と伝統技術 0時間25分

　伝統的な技術を有する石工黒田虎男氏の石材
加工作業の実演などを通して，石工の伝統の技
や伝統工具などを紹介し，４００年前に仙台城
の石垣を築いた石工たちの姿に迫ります｡

V03026

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年～仙
台２００２～ 0時間19分

　平成１４年度に仙台市教育委員会で実施した
発掘調査の成果を発掘調査の現場の映像やフ
ラッシュ映像を通して解説しています｡

V03027

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台の祭礼 0時間30分

　仙台市内の祭礼：どんと祭り・東照宮例祭・
青葉まつり・七夕まつり・灯籠流し・ジャズ
フェスティバル・みちのくよさこいまつり・光
のページェント：などの市民に親しみ深い祭礼
を紹介しています。

V03028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

いいとこみつけた～
中学年の造形遊び～ 0時間21分

　中学年の「造形遊び」の指導の工夫改善をね
らい，子供たちには，この映画から「造形遊
び」の楽しさを感じ取り，学習への関心を持っ
たもらい，学び方のヒントにしてもらう作品で
す。

V03029

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

森の「聞き書き甲子
園」ー名手・名人に
学ぶー 0時間22分

　時代と共に，私たちのまわりから森と関わる
生業や知恵･技などが失われてきています。そ
こで，高校生が森や山と関わる分野ですぐれた
技や知見を持つ名手・名人を取材して，その言
葉を文字に残して記録する森の｢聞き書き甲子
園」と名付けられた高校生の取組を紹介しなが
ら，森を守り育て関わることの大切さを学び自
らの在り方や生き方について気づき成長してい
くことを目的にしている作品です。

V03030
交通安全・災害
防犯

危険の予測で交通安
全を 0時間20分

　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緊張感
を持って捉えることができ，安全な行動が身に
つけられるよう映像構成に工夫を凝らした作品
です。

V03031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

確かな学力ーネット
ワーク活用ー 0時間22分

　２００５年度末を目標に，公立学校の全教室
にコンピュータ・プロジェクターが設置され，
学校がネットワーク化されます。そして，教
師・生徒が，コンピュータ・ネットワークの利
点を理解し，様々な教科・領域で，それらを活
用することが必要となります。本作品は，コン
ピュータ・ネットワークを活用し，いろいろな
教科に取組効果をあげている実例を，小学校・
中学校で示し，コンピュータ・ネットワークを
活用した教育の可能性を訴求していきます。

V03032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

年長さんがつくった
おばけやしき 0時間23分

　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
在り方についての理解を深める教材用として制
作されています。

V03033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ＣＨＡＮＧＥ！ー新
しい学習指導要領で
変わるものー 0時間22分

　平成１４年度から施行された新学習指導要領
の趣旨を解説するものです。教育内容の厳選，
目標準拠評価，新しく創設された｢総合的な学
習の時間」，地域と学校との連携などについて
解説し，子供たちの｢生きる力」を育むため
に，家庭・地域社会と学校の関わり方について
紹介しています。

V03034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

相手を理解するー言
葉の背景を見つめる
とー 0時間37分

　言葉の使い方やものの考え方の違いから生じ
るコミュニケーション上のつまずきや行き違い
への対処について描いています。

V03035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

豊かな心を育てる体
験活動 0時間20分

　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，学校の今後の
在り方を示唆するものとなっています。
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V03036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こころつくりこころ
伝え 0時間22分

　図画工作・美術にはとても重要な要素であり
ながらも，これまで難しく取り上げてこなかっ
た｢心の表現方法」に焦点を当てた画期的な教
材映画です。

V03037

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

食事の移り変わりを
調べよう 0時間22分

　縄文時代から現代までの食事の変化を調べる
ことを通して，歴史を発見させるのに適した作
品です。

V03038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

三味線てカッコい
い！！ 0時間24分

　新学習指導要領に準拠した伝統芸能一つであ
る三味線。その三味線の特徴を紹介し，中学生
の学習活動の様子を通して，三味線学習への関
心を高める作品です。

V03039
科学技術・物
理・化学・工学

光で測る・光で調べ
る 0時間23分

　光（レーザー）を利用し，温度，距離，傾き
などの測定をすると，速く正確にできることを
説明している教材です。

V03040
科学技術・物
理・化学・工学

画像を表示する光技
術　ﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲ 0時間23分

　ディスプレイの発達とその仕組み，カラー
ディスプレイの今後をみる。

V03041
科学技術・物
理・化学・工学 光ディスクの秘密 0時間22分

　ＣＤ・ＤＶＤ・ＭＤなどの光ディスクの記録
の方法や再生の仕組みを分かりやすく解説して
います｡

V03042
科学技術・物
理・化学・工学 光の通信技術 0時間25分

　光ファイバーやレーザー光線を活用した通信
の仕組みと通信技術の発達の様子を解説してい
ます｡

V03043

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

子を思う心を飾る～
節句人形～ 0時間23分

　五節句のうち現在も親しまれている桃の節
句･端午の節句の伝統的行事の歴史と人形の役
割について紹介するとともに，京都の京雛と東
京の木目込人形の製造工程を紹介しています。

V03044

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やってみよう／調べ
学習シリーズ①きみ
の「？」は何だろう 0時間11分

　学習をすすめる上での道筋やヒントを提示す
ることをねらいとしています。本巻は学習の導
入として，身近な暮らしの中から「？」をみつ
けるためのヒントを示します。

V03045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やってみよう／調べ
学習シリーズ②課題
づくりはどうするの 0時間11分

　学習をすすめる上での道筋やヒントを提示す
ることをねらいドラマ形式にしています。本巻
では「？」を学習にふさわしい課題に高めてい
く方法として，ウェビングの手法を紹介しま
す。

V03046

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やってみよう/調べ学
習ｽﾘｰズ③調べてみよ
うみんなの住む町 0時間12分

　学習をすすめる上での筋道やヒントを提示す
ることをねらいとして､子供たちに楽しく見せ
るためドラマ形式にしています｡本巻は，見学
やインタビューといった取材活動を行う際の
ルールやマナーを扱います。

V03047

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やってみよう／調べ
学習シリーズ④もっ
といろいろ調べよう 0時間12分

　学習をすすめる上での筋道やヒントを提示す
ることをねらいとし，子供たちに楽しく見せる
ためドラマ形式にしています。本巻では，図書
館やインターネットを使った幅広い情報収集の
方法を紹介しています｡

V03048

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

やってみよう／調べ
学習シリーズ⑤みん
なに知ってもらおう 0時間12分

　学習をすすめる上での筋道やヒントを提示す
ることをねらいにし，子供たちに楽しく見ても
らうためドラマ形式にしています。本巻は学習
の成果をまとめ，発表する際のアイディアや注
意点を示しています｡

V03049

自然科学（生
物・天文）、環
境

雑木林の四季ー親と
子の散歩道ー 0時間32分

　日本人の暮らしと共にあった雑木林は，今
次々と消え去ろうとしています｡その四季の色
合いの変化，林床に咲く花々の移りかわり，虫
たちの営みを，父と子の散策を通してたんねん
に記録し，身近な自然のデリケートな美しさに
生命現象の豊かさを訴えています。

V03050
漫画・アニメー
ション

だるまちゃんとてん
ぐちゃん／だるま
ちゃんとかみなり
ちゃん 0時間23分

　ある春の日，だるまちゃんはてんぐちゃんと
出会い，そのゲタや長い鼻に興味を持っ
て・・・・・／ある夏の日，だるまちゃんは空
から落ちてきたかみなりちゃんと一緒に雷の国
へ行くと・・・・加古理の名作絵本の楽しいア
ニメ化作品です。

V03051

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ぼくらの町は川っぷ
ちー西六郷少年少女
合唱団ー 0時間49分

　多摩川の川っぷちの町から，美しい歌声を全
国に送り続けてきた西六郷少年少女合唱団を４
４年間指揮指導していた鎌田典三郎先生が他界
されました。子供たちの大きな歌声が全国に響
きます。

V03052
漫画・アニメー
ション フランダースの犬 1時間30分

　ベルギーのアントワープの近くの小さな村ー
心のやさしいネロは，画家になることを夢見な
がら，おじいさんと愛犬パトラシュ，そして幼
なじみのアロアや友達に囲まれ，貧しいながら
も幸せな日々を送っていました。
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V03053
交通安全・災害
防犯

出会い系サイトの危
険 0時間20分

　｢出会い系サイト」はバーチャルの世界で
す。顔の見えない相手と携帯電話でアクセス
し，ハンドメールのやりとりだけで信用し親密
になったと思いこんでしまう点に危険な落とし
穴が存在します｡特に女性がメールで知り合っ
た男性に暴行されたり，殺人，監禁，恐喝など
様々な被害にあっています。実際に会う事は危
険と知っていながら，私なら大丈夫，逃げれば
いいと考えてはいないでしょうか。中・高校生
が軽い気持ちで出会って，事件に巻き込まれな
いかが心配です。リスクの重さを理解し，犯罪
に遭わないよう自己防衛することを訴えていま
す｡

V03054
漫画・アニメー
ション

ミッキーマウスのた
のしいゆめ 0時間9分

　ミッキーマウスが見た楽しい夢・・・・・
いったいどんな夢だったでしょうか。

V03055
漫画・アニメー
ション みんなで跳んだ 0時間28分

　城北中学校２年１組の記録。たくさんのテレ
ビ番組で紹介され，日本中の人々を感動の渦に
巻き込んだ，あの実話がアニメになりました。
今，一番大切な何かがこの物語の中にありま
す｡

V03056
漫画・アニメー
ション みんな友だち 0時間15分

　悩み疲れたペンギンが気づいた自分の可能
性・・・。いじめ，いじめ，そして友情。ペン
ギン，カモメ，カラス，海亀＆神様がおりなす
生きるチカラの物語。

V03057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 泥棒と殿様 1時間0分

　家中の権力争いに巻き込まれ，国元のあばら
家に幽閉された若殿。真面目に働きながらも過
酷な人生に押し流された泥棒に身を落とした中
年の男。二人の男が奇妙な縁で共同生活を始め
る｡身分を越えた友情の行く末は果たし
て・・・。

V03058
交通安全・災害
防犯

ちびまる子ちゃんの
交通安全 0時間13分

　まるちゃんは，友達との遊びや登校時など，
毎日の生活の中で一つずつ交通安全の大切さに
気がついていきます。この作品では，交通安全
の重要性を理解するとともに，まるちゃんと一
緒に自然に交通ルールを身につけられるように
製作されています｡

V03059
漫画・アニメー
ション たぬきの恩返し 0時間30分

　タヌキが教えてくれます，やさしさ，強さ，
悲しさを・・・・。人間の子どもにも知って欲
しいタヌキの愛を・・・・。

V03060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

地域ぐるみの育成活
動～手をつなぎあう
住民たち～ 0時間30分

　子供たちの豊かな心を育もうと全国各地で，
さまざまな体験活動が行われています。このビ
デオは地域の子供たちは地域で育てようと，住
民たちが手をつなぎあって活動している事例を
紹介しています｡

V03061
交通安全・災害
防犯

ちびまる子ちゃんの
地震を考えるｰわが家
防災ー 0時間13分

　まるちゃんの家庭の防災を例にどこの家でも
考えておかなければいけない地震の時の備えに
ついて分かりやすく描いています｡

V03062

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

働くということー楽
じゃないぞフリー
ター　Vol．１ 0時間25分

　若者のフリーター志向が強まっています｡フ
リーターの生活実態に迫り，彼らの考え方か
ら，改めて自分自身の進路選択，生き方につい
て考えさせる教材です。

V03063

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

働くということー楽
じゃないぞフリー
ター　Vol．2 0時間20分

　１巻の内容をふまえて，フリーターが個人と
しての生き方だけでなく，家庭や社会にどのよ
うな影響を与えるか，フリーターの是非を多面
的に考えさせる教材です｡

V03064

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「いじめ」をかんが
えるーひとりじゃな
いんだ！ー　　ドラ
マ 0時間30分

　中学２年生の神山翼は同級生から執拗ないじ
めに遭うが，周囲に助けを求めることができま
せん｡そうした中で，同じくいじめに遭う幼な
じみや担任などとの交流の中から「いじめとい
かに付き合っていくか」を学び始めました。

V03065

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「いじめ」を考え
るー「いじめ」の対
処と心のｹｱ　教師･保
護者用 0時間30分

　「いじめ」に対する妙薬はありません。この
巻では，ドラマの内容に即していじめの心理的
メカニズムを解説し，対処の基本と心のケアの
在り方をアドバイスしています。

V03066

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数シリーズ　まる
い形のひみつー円と
球 0時間25分

　身の回りで使われているものをふんだんに取
り上げ，円と球の性質をていねいに解説してい
ます｡

V03067

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数シリーズ　調べ
て整理しようー整理
のしかた・折れ線ｸﾞﾗ
ﾌ 0時間25分

　思わず伝えたくなるテーマを取り上げ，表や
グラフの便利さ，分かりやすさを学んでいきま
す｡教室に居ながらにして，調べる活動が体験
できるコーナーも用意しています｡

V03068

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数シリーズ　円の
ふしぎー円周と円の
面積 0時間25分

　美しい形，円｡円の中にはいろいろな不思議
がつまっています。円周､円周率，円の面積に
ついて，自発的に発見していくポイントが満載
です。

V03069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数シリーズ　くら
しと割合ー割合､百分
率 0時間25分

　暮らしの中いろいろなところで利用されてい
る割合や百分率を，楽しみながら理解していき
ます。
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V03070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数シリーズ　切手
開いて組み立ててー
直方体と立方体 0時間25分

　教室内外の実例と｢体験を通して，直方体と
立方体の性質を体で感じとっていきます。

V03071

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

算数シリーズ　しら
べてなっとく！速さ･
混みぐあいー単位量
あたり・速さ 0時間25分

　教科書だけではピンとこない単位量あたりの
大きさも，興味あふれる映像手法で，分かりや
すく説明しています｡

V03072

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち　手
話　イチ・ニッ・サ
ン　この手で歌おう
⑥ 0時間41分

　証城寺のたねき囃子／森のくまさん／ピク
ニック

V03073

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち　手
話　イチ・ニッ・サ
ン　この手で歌おう
⑦ 0時間40分

　ともたちになるために／学芸会のうた／大き
な古時計

V03074

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち　手
話　イチ・ニッ・サ
ン　この手で歌おう
⑧ 0時間30分

　Smile again／瑠璃色の地球／上を向いて歩
こう

V03075

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち　手
話　イチ・ニッ・サ
ン　この手で歌おう
⑨ 0時間41分 　世界中の子供たちが／BELIVE/仰げば尊し

V03076

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

みんなともだち　手
話　イチ・ニッ・サ
ン　この手で歌おう
⑩ 0時間53分 　花／サライ/TSUNAMI

V03077
交通安全・災害
防犯

飛び出し事故が起き
るとき 0時間10分

　飛び出し事故を中心に，事故に結びつく３つ
の要素（心にすきがあるとき，行動にすきがあ
るとき，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してい
ます｡

V03078

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本あゆみシリーズ
吉野ｹ里遺跡を見る 0時間20分

　吉野ｹ里遺跡を中心に登呂遺跡，板付遺跡な
どを取り上げ，その具体的事例を通して，農耕
が始まった頃の人々の生活や社会の様子をとら
えさせようとしています。

V03079

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　大仏をつくる 0時間20分

　奈良・東大寺の仏像を取り上げ，大仏の鋳造
の工程を具体的に示したり昭和大修理落慶供養
の様子を紹介しながら，国家的事業として進め
られた大仏の造営について詳しく解説していま
す｡

V03080

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　紫式部と清少納
言 0時間20分

　中国から伝えられた文化がしだいに消化され
て，平安時代に日本風の文化として花開いた様
子を描きます。そして，その中心で活躍したの
は，朝廷に仕えた女性たちであったことに気づ
かせようとしています｡

V03081

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　武士の時代の幕
開け 0時間20分

　武士の時代へ移りゆく中で，大きく力を伸ば
していった２つの武士団､平氏と源氏。平氏と
源氏の激しい戦いを追いながら，武士とはどう
いう人たちか，そして武士たちがどのようにし
て勢力を強めていったのかを描いています｡

V03082

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　今の暮らしに伝
わる室町文化 0時間20分

　室町時代，戦乱に明け暮れる武士層をよそ
に，農業や商業の発達により力を付けてきた庶
民の中から新しい文化や慣習が生まれてきまし
た。それらは，脈々として現代に伝えられてい
ることに，目を向けさせます。

V03083

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　天下の統一 0時間20分

　戦国の世を一気にかけぬけた織田信長。そし
て信長の後を継ぎ，全国の大名をしたがえて，
天下統一を成し遂げた豊臣秀吉。激しい時代の
流れの中で生きた二人のあゆみや業績を紹介し
ながら，天下の統一がどのように進められたの
かを描いています｡

V03084

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　世界に開かれた
窓 0時間20分

　長崎の出島でのオランダとの貿易や，朝鮮か
らの使節団の来航の様子など，戦国時代におこ
なわれていた幕府の主体的な外交政策を紹介し
ています｡

V03085

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　徳川氏の天下 0時間20分

　江戸城を中心にして広がる大名の武家屋敷を
取り上げながら，徳川家康や三代将軍家光の権
勢を描いています。とくに江戸屋敷発掘の様子
や，大名を抑えるための参勤交代の様子を具体
的の提示しています｡

V03086

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ　福沢諭吉と文明
開化 0時間20分

　欧米を視察した福沢諭吉は，新しい知識や考
え方に触れて｢学問のすすめ｣を著しました｡人
間の平等や学問の必要を説いたこの本は，多く
の人々によまれて大きな感銘を与えました｡
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V03087

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本のあゆみシリー
ズ  横浜に居留地が
あったころ 0時間20分

　居留地は日本の権力が及ばない外国領地のよ
うなものでした｡居留地の問題を導入として，
陸奥宗光や小村寿太郎たちの活躍を通して，不
平等条約改正の歩みを描いています｡

V03088

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） さとうきび畑 0時間11分

　今，あらためて，平和への祈りを・・・ファ
ンタジックな映像と歌。

　唄：森山良子氏

V03089
漫画・アニメー
ション

世界の童話①　ピー
ターパン・そんごく
う・ももたろう 0時間40分

　「ピーターパン」：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。
そのふたりにさそわれて、ふわり空へ・・・。
ジョンとウェンディの冒険旅行。

　「そんごくう」：石から生まれたサルのそん
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。ながいてんじくの道。ごく
うたちの一行のぼうけんの旅。

V03090
漫画・アニメー
ション

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 0時間40分

　「アラジンと魔法のランプ」：魔法のランプ
をてに入れてお金持ちになったアラジンはお姫
様とも結ばれて幸せいっぱいでした｡でも魔法
使いは、そんなアラジンを見逃しませ
ん・・・。

　「アリババのぼうけん」:「ひらけ、ごま」
アリババがそうさけぶと、大きな岩が開きまし
た。中にはとうぞくがかくした宝の山が・・。
アリババの夢と冒険の物語。

　「はなさかじいさん」：しょうじきじいさん
がかっているポチは、とてもお利口な犬です｡
「ここほれわんわん」と鳴くので掘ってみると
宝物が。でも、それを知ったわるいじいさん
が・・・。

V03091

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 岩切に残る戦争 0時間12分

　岩切地区の戦争体験者の話を通して太平洋戦
争について知る教材です。

V03092

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

使われた水のゆくえ
～下水道のはたらき
～ 0時間11分

　仙台市南蒲生浄化センターの設備や下水道の
処理の仕組み、働きについてまとめている教材
です。

V03093

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仙台市の「中央卸売
市場」はどんな所 0時間15分

　仙台市の中央卸売市場は、生鮮食料品の｢流
通の拠点」となっています。子供たちになじみ
のある魚｢マグロ」を対象に取引の流れをとら
え、市場について紹介しています。

V03094

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） ｶﾞｲﾄﾞﾌﾞｯｸを作る 0時間20分

　6年生になると修学旅行があります。知らな
い土地の風習・人情に触れ、学習するところに
修学旅行の意義があります。この作品は、修学
旅行での新しい発見、そしてガイドブック作成
の上で参考になるものは何かを教え、楽しい内
にガイドブック作成の過程を描いています。

V03095

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 堤人形 0時間20分

　仙台に伝わる伝統工業の一つとして堤人形を
紹介。県内の他の地域に伝わる伝統工業と比較
することによって、城下町としての仙台の特色
をとらえなおす教材です。

V03096

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

川の流れっておもし
ろい 0時間8分

　仙台の河川を紹介しながら、河岸段丘の様子
が分かる景観や上流から下流までの河原の石の
違い、増水しているときと普段との流れの違い
などを示して，児童に自分で調べてみようとい
う意欲を持たせる作品です。

V03097

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

忘れられた街道～二
口越え秋保街道 0時間13分

　調査研究活動の実例として、仙台と山形を結
ぶ最短距離のルートの二口峠を越える街道の盛
衰について紹介しています。

V03098

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

月は動いている～観
察と記録にﾁｬﾚﾝｼﾞ 0時間19分

　｢月の動き」の観察の仕方や記録の書き方を
学ぶと共に｢月の動き｣を考察しています。

V03099

自然科学（生
物・天文）、環
境 広瀬川と岩石 0時間10分

　広瀬川と河原にある岩石について考える教材
です。

V03100

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

民俗芸能文化財「田
植え踊り」と新川分
校」の取組 0時間17分

　民俗芸能文化財である｢田植え踊り」の紹介
とそれにとり組んでいる新川分校の活動の様子
を紹介しています。
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V04001

自然科学（生
物・天文）、環
境

日本の山村ー環境を
まもる山村に生き
るー 0時間25分

　美しい地球環境を守り、豊かな人生を送るた
めに「緑の雇用事業」などで山村に定住した
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。

V04002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

農村ってどんなとこ
ろなの？ 0時間10分

　農業公園に太巻寿司づくりの体験にやってき
たユウタとサトミの兄妹。寿司づくりの途中、
サトミが｢農村ってどんな働きをしている
の？」と聞きますが，ユウタはうまく答えられ
ません。

　ユウタはアグリンの助けをかりて、いろいろ
な場所につれていってもらい、農村のさまざま
な機能について｣教えてもらいます。ユウタと
サトミはアグリンの話から、農村は都市に住む
人たちの生活を支えてくれる、とても大切な場
所だということを理解していきます。

V04003

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） おしえて！　アグリ 0時間30分

　平成15年度に制作したテレビ番組「おしえ
て！アグリ」の総集編で、「食を考えよう」と
「循環型社会を考えよう」の２話が入っていま
す。

V04004
科学技術・物
理・化学・工学 仙台の金網と曲輪 0時間29分

　手作りの金網道具である食器かご、そば上げ
杓子、牛タン用焼網他。曲輪の道具である粉ふ
るい、中華蒸籠、裏ごし他の製造工程を紹介す
ると共にそれらの道具を店で実際に使っている
様子を紹介している教材です。

V04005

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） あなたを応援します 0時間40分

　21世紀の日本は、あらゆる分野で新しい夢と
希望を、そしてアイディア、新しいエネルギー
を必要としています｡女性の能力が十分生かさ
れていない今、女性がチャレンジすることに
よって社会に新たな活力が生まれます。私たち
は、「女性のチャレンジは、男性の元気、社会
の活気」を合い言葉に、様々分野での女性チャ
レンジを応援しています。このビデオに登場す
るのは、そんな女性たちんの代表。再就職に
チャレンジして起業した人、子育ての経験を活
かして起業、農村で起業にチャレンジしたグ
ループ･･･様々な場所で生き生きと活躍する女
性たちが登場し、力強いﾒｯｾｰｼﾞを送ってくれま
す。

V04006

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

杜の都の地下鉄物語
～地下鉄東西線～ﾀﾞｲ
ｼﾞｪｽﾄ版 0時間9分 　地下鉄東西線の計画概要

V04007

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

GISビデオ（基礎編）
地理情報ｼｽﾃﾑ(GIS) 0時間22分

　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ものとなっていま
す。

V04008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

GISビデオ　時代を切
り開け　～GIS躍進ﾚ
ﾎﾟｰﾄ～ 0時間24分

　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。

V04009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

もとにするのはな～
に？　ー授業を変え
る指導と評価の一体
化ー 0時間24分

　「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。

V04010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ごめんね　また　こ
んどね　～4歳児のゆ
れる心～ 0時間23分

　幼稚園の年中組にスポットをあて、遊びを通
して友達とのとの関わり方や思いやる気持ちを
学んでいく姿を紹介しながら、子供たちと関わ
る先生の想いや役割について考えていきます。

V04011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 0時間21分

　「絵や立体、つくりたいものをつくるなどに
表す」の学習指導要領を、「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｡

V04012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

色と形で伝える　ー
ﾋﾞｼﾞｭｱﾙ・コミュニ
ケーションの時代ー 0時間23分

　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ニュケーションが重
要です。その表現網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。

V04013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

たのしさいっぱい！
郷土の音楽 0時間20分

　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いています。

V04014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

JUMP RIGHT IN! The
ALT Experience in
Japan ～飛び込んで
みよう！日本の学校
～ 0時間22分

　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ています。
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V04015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

運動大好き！　体力
が豊かな心と体を育
む 0時間20分

　今､子供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
取組を、具体的に紹介します。

V04016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

一つの花　　バリア
フリー対応 0時間23分

　教科書に載っている今西有行原作のアニメ
化。おなかをすかしておにぎりをねだる幼いわ
が子に、父はコスモスの花を一つ手渡して出征
していく・・・・・。

V04017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 自転車安全教室 0時間21分

　キャラクターを使って、自転車の基本的な
ルールを分かりやすく教え、他者及び弱者への
思いやりを持って快適に自転車を利用すること
を訴えています。（中高学年用）

V04018
交通安全・災害
防犯

凶器にもかわる携帯
電話 0時間20分

　携帯電話の急速な普及によって利便性も高ま
りましたが、その裏には危険性も隠れているの
です。中高校生が、犯罪や被害に巻き込まれる
ケースが増えています。そこで、彼らが被害に
遭わないようにと願い、制作しています。

V04019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

遊びと人とのかかわ
り 0時間21分

　子供は遊ぶことが仕事。遊ぶことで脳に刺激
が伝わり、鍛えられ、運動神経も発達し、体も
成長していきます。その過程での人とのかかわ
りが大切です。

V04020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） セッちゃん 0時間34分

　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。

V04021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ADHD -その基礎知識
と対応法 0時間50分

　「学級崩壊」の大きな要因の一つと思われる
ADHD。治療の実際と指導･対応事例など、教育
現場はもとより保護者にも役立つ内容で構成し
ています。

V04022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こんな時どうする?
人とのかかわり 0時間20分

　生きていく上で色々な人とかかわるけれど、
人とのかかわり方について考えてみよう。

　①友だち

　②男だから･女だから

　③班作りと仲良しグループ

　④外国から来た人

　⑤人を傷つける言葉

V04023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こんな時どうする？
ルールとマナー 0時間19分

　様々な場所や相手で、ルールとマナーについ
て考えてみよう。

　①乗り物に乗るときのマナー

　②体の不自由な人を見かけたら

　③ゴミのポイ捨て

　④みんなの公園

　⑤ものの貸し借り

V04024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こんな時どうする？
危険から身を守る 0時間19分

　日常の中で事件に巻き込まれないで、身を守
るためにはどうしたらよいかを考えてみよう。

　①危険な場所

　②自転車に乗ったとき

　③脅迫されたら

　④誘拐犯が狙っている

　⑤一人で家にいるとき

V04025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 郡上一揆 1時間52分

　江戸時代、藩主による過酷な年貢米の取り立
てに抗して、農民たちは一揆を起こしました。
中でも「郡上一揆」は、農民たちの死闘の末、
藩主更迭という勝利を得たという、他に例を見
ない唯一の農民一揆です。

V04026
交通安全・災害
防犯

みーちゃんとゆうす
けの交通安全 0時間15分

　○信号は正しく、必ず守りましょう。　○横
断歩道を渡りましょう　○斜め横断は絶対して
はいけません　○車の間からの横断は絶対にし
てはいけません　○駐車場、道路で遊ばないこ
と　○その他の内容
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V04027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「ごみ」から環境を
考える　VOL　1 0時間30分

○「ごみ問題」って、なに？

＊ごみ処理の歴史や事件にふれながら、今私た
ちの社会が直面している「ごみ問題」とは何か
を明らかにしていきます。

○「ごみ」はどこへ行った？

＊家庭や学校から出されるごみが最終処分され
るまでを現場取材、生徒達の「ごみ処理」に対
するリアルな理解をねらいとしています。

V04028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「ごみ」から環境を
考える　VOL 2 0時間30分

○「ごみは蘇る」か？

＊ごみ減量のための「リサイクル」「リユー
ス」の現場をドキュメンタリー取材により紹介
しています。

○「グリーン・コンシューマー」になろう！

＊「グリーン・コンシューマー」が増えていく
ことが「ごみ問題」を解決し、「真に豊かな社
会」を創りだしていくことを訴えます。

V04029
保健衛生・性教
育・運動 健康がいちばん 0時間15分

　子供たちが健康を保つために、日頃の生活習
慣をおとなから一方的に言われるのではなく、
子供たちが自ら知り、実行することで健康な身
体づくりができるということを学習します。

①早寝早起き、睡眠を充分にとる。

②食事は、好き嫌いをしないで残さない。

③食後の歯磨きをする。　　等々

V04030
漫画・アニメー
ション

盲導犬クイールの一
生 0時間25分

　「盲導犬は、ただ道を教えてくれるだけと
思っていましたが、でも違いました。一緒にい
るだけで気持ちを明るくしてくれる。友だちな
んですね。」

全国の人々の瞳を感動の涙で濡らせた物語で
す。

V04031
交通安全・災害
防犯

ミーコちゃんちゃん
とチェック 0時間11分

　ニャンダーかめんと一緒に覚える誘拐防止の
９ポイントの紹介です。

V04032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

知りたい仕事ライブ
ラリー　１　動物看
護師・トリマー・動
物訓練師 1時間30分

　「この仕事って？！」仕事の中身が分かりや
すく紹介されています。

V04033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

知りたい仕事ライブ
ラリー　２　歯科衛
生士・歯科技工士 1時間6分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 1時間23分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 1時間16分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 1時間30分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

知りたい仕事ライブ
ラリー　６　CGクリ
エイター・Webデザイ
ナー 1時間6分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04038

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

知りたい仕事ライブ
ラリー　７　一級建
築士・測量士・鳶職 1時間30分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

知りたい仕事ライブ
ラリー　８　コン
シェルジュ・ウェイ
ター・フロント・施
設管理 1時間25分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。
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V04040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 1時間6分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

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 1時間30分

　「この仕事って？！」仕事の中身がわかりや
すく紹介されています。

V04042

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
日本の領域を調べよ
う 0時間6分

○日本は小さい国、大きい国？

○国境の島々と日本の範囲

V04043

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
東京都を調べよう 0時間7分

○いろいろな東京

○市街地の中心部のようす

○郊外のようす

V04044

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
福岡県を調べよう 0時間7分

○九州の中心」・福岡県

○アジアとの交流

○工業の変化と環境問題

V04045

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
アメリカを調べよう 0時間7分

○多民族社会、アメリカ

○白人のくらし

○黒人のくらし

○中国人とヒスパニックのくらし

V04046

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
中国を調べよう 0時間8分

○シャンハイに住む中学生

○中学校のようす

○中学生のふだんのくらし

V04047

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
世界のなかの日本の
地形 0時間6分

○ヒマラヤ山脈の形成

○世界の造山帯と日本列島

○日本列島は海にそびえる大山脈

V04048

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
世界のなかの日本の
気候 0時間7分

○世界の気候

○暑く寒い国、日本

○季節風

○雨が多い国、日本

V04049

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
自然災害の多い国、
日本 0時間7分

○阪神淡路大震災

○地震や火山の噴火が多い理由

○さまざまな気象災害と起こりやすい理由

V04050

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
沖縄の生活文化とく
らし 0時間7分

○三線の授業

○首里城

○伝統的な家と新しい家の工夫

○沖縄の郷土料理

○エイサーと沖縄の音楽

V04051

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
世界の人口問題 0時間7分

○急増する世界の人口

○インドの人口問題

○中国の人口問題

○ヨーロッパの国々の人口問題

V04052
交通安全・災害
防犯

中学校地理シリーズ
過密と過疎 0時間8分

○過密都市・大坂

○過密解消への取り組み

○島根県の過疎地帯

○高齢化や過疎に対する取り組み

V04053

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
世界の中の日本の農
業 0時間7分

○増える輸入食料品

○日本の米作り

○農業のさかんな地域
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V04054

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
世界のなかの日本の
工業 0時間7分

○日本の工業の特色

○工業のさかんな地域

○世界と結びつく日本の工業

V04055

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

中学校地理シリーズ
瀬戸大橋がもたらし
た変化 0時間7分

○瀬戸大橋がもたらした変化

○明石海峡大橋がもたらした変化

○瀬戸内しまなみ海道がもたらした変化

V04056

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい読書活動シ
リーズ　本の楽しさ
を伝えよう 0時間24分

　読書はひとりで楽しむだけでなく、面白さや
感動を伝えることでコミュニケーション活動へ
も広がっていきます。その代表的なものが
「ブックトーク」です。クイズや人形劇を取り
入れるなど、子供たちが様々な工夫を凝らして
ブックトークに挑戦します。

V04057

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい読書活動シ
リーズ　読書ゲーム
にチャレンジ 0時間24分

　「アニマシオゲーム」とは、ゲームを楽しみ
ながら本を読む力を育てる活動です。物語の内
容や登場人物の持ち物・言葉を題材にしたゲー
ムを通して、文章を注意深く読みとる力をつけ
ることができます。児童によるゲームの準備・
発表のようすを通して、アニマシオンゲームの
ルールや楽しみ方を紹介します。

V04058

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しい読書活動シ
リーズ　声に出して
読んでみよう 0時間24分

　児童に朗読・群読の活動のようすを、練習や
ポイントの解説も交えて紹介し、言葉を声に出
して読むことの楽しさや、その不思議な魅力に
迫ります。また、詩の朗読を競い合う「詩のボ
クシング」では、言葉による表現活動の楽しさ
を伝えます。

V04059

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

５年理科　ガリレオ
とふりこ 0時間12分

　若き日のガリレオ君が登場し、振り子の等時
性を発見した過程を、子供たちと共に実験しな
がら考えていきます。日常の何気ない現象に
も、偉大な発見のきっかけがあることを児童に
感じさせます。

V04060

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

５年理科　塩をとり
だそう 0時間13分

　海は世界最大の水溶液です。まず、海水には
どのくらいの食塩が含まれているのか調べま
す。そこから発展して、海水から食塩を取り出
す塩田、塩分の濃い湖、岩塩鉱山など、いろい
ろなところで食塩を取り出すようすを紹介しま
す。

V04061

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

６年理科　梅ぼし・
色のひみつー酸とア
ルカリー 0時間13分

　赤い梅干しの色はどこから来たのでしょう
か？梅干しつくりの過程を追って、その秘密を
探り、さらにその応用を考えていきます。植物
の色素は、酸性・アルカリ性によって色が変化
するものが多くあります。その一部を紹介し、
自ら実験してみようとする気持ちを育てます。

V04062

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

６年理科　燃焼のひ
みつ 0時間12分

　ものが燃えるということはどういうことで
しょうか？条件を変えた各種の実験を通じて、
燃焼のしくみを詳しく解説すると共に、酸素の
特殊な性質についても考えていきます。

V04063

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

６年理科　電磁石の
利用 0時間12分

　モーターをつくりながら、電磁石の性質を考
えていきます。電池の数を変えたり、電磁石の
巻き数を変えたりして、回転数と電磁石の強さ
の関係を探っていきます。電磁石は大変幅広く
使われています。いろいろな場面で使われてい
る電磁石を紹介します。

V04064
漫画・アニメー
ション

世界の童話シリーズ
３　宝島・王様の耳
はロバの耳・一休さ
ん 0時間40分

　｢たからじま｣

たからさがしに出かけたジム少年たち、でも、
その仲間にかいぞくシルバーもくわわっていた
からたいへん。たからものをめぐって正義と悪
がたたかいます。

　「王様の耳はロバの耳」

王様の秘密、それは王様の耳がロバの耳だとい
うこと。それを知った男は、誰かに言いたくな
ります。でも言うとしけいにされま
す・・・・。

　「一休さん」

一休さんはとてもとんちがはたらく小坊主さん
どんなむずかしい問題もとんちをはたらかせ
て、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。
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V04065
漫画・アニメー
ション

世界の童話シリーズ
４　白鳥のみずう
み・ねむりの森のひ
め・つるのおんがえ
し 0時間40分

　｢白鳥のみずうみ｣

魔法使いに白鳥にされてオデット姫。だれかに
結婚を申し込まなければ、元の姿に戻れないの
です。でも王子様が現れて・・・。

　「ねむりの森の姫」

わるい妖精の予言どおりに、いとまきぼうのは
りにささって１００年間ねむりについたお姫さ
ま。１００年後、すてきな王子さまがそのお城
を訪れて・・・。

「つるのおんがえし」

わなにかかってけがをしたつるを助けた与ひょ
う。ある雪の夜におつうという美しい女が与
ひょうをたずねてきます。おつうは、はたおり
名人でした。

V04066
交通安全・災害
防犯

なくせ！　ストー
カー 0時間40分

　普通の女子大生・吉川彩乃（小倉優子）は同
級生の男子学生・佐藤慎也に好意をもたれま
す。軽い気持ちでデートをした彩乃に対して、
執拗に交際を求める慎也。彩乃のあいまいな態
度にいら立つ慎也の行動は次第にエスカレー
ト。とうとう慎也は彩乃のことをつけ回すス
トーカーになってしまいます・・・。ストー
カー被害に遭わないようにするには、またス
トーカーをつくらないようにするにはどうすれ
ばよいのでしょうか。ストーカーの犯罪を分か
りやすく解説しています。

V04067

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

時の流れを越えて～
仙台城の発掘２００
３ 0時間22分

　平成１５年度の仙台城跡の発掘調査の記録映
像を編集したもので、備中松山城跡（岡山県）
や津山城跡（岡山県）のロケ映像も交えて解き
明かされていく仙台城跡の姿を分かりやすく紹
介します。

V04068

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 手作りかまぼこ 0時間13分

　現在も続いている１軒だけ残っている手作り
のかまぼこ屋さん。その伝統の技を紹介すると
ともに、現在抱えている問題について紹介して
います。

V04069

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

長ネギ作り名人をた
ずねて 0時間12分

　仙台特産の長ネギ。その栽培の過程とそれを
栽培する人々の工夫と努力を紹介しています。

V04070

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 埋もれ木細工 0時間12分

　埋もれ木細工は仙台市の伝統工芸品です。そ
の制作工程と現在抱えている課題について紹介
しています。

V04071

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 生き物集まれ 0時間12分

　仙台市立東六番丁小学校でのビオトープを紹
介しながらそこに集まってきた昆虫などの生き
物を児童が学習活動に生かしています。そこに
集まってきた生き物と児童の活動を紹介してい
ます。

V04072

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 米作りに学ぶ 0時間20分

　仙台市立芦の口小学校の児童が南方町での米
作りの体験を通して身近な環境保全の大切さを
学びました。その体験の様子と、米作りが天候
に左右される大変な仕事であることを紹介して
います。

V04073

自然科学（生
物・天文）、環
境 七北田川の地学 0時間8分

　宮城県の中央を流れる七北田川の様子を地学
的な視点で解析しています。

V04074

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 堤焼きは歩む 0時間15分

　江戸時代から仙台の土地で続いている「堤焼
き」その歴史的流れと現在の様子を紹介してい
ます。

V04075

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

楽しさいっぱい八木
山動物公園 0時間20分

　八木山動物公園では、多くの人たちに動物と
のふれあいを勧めるために、ナイトツアーなど
さまざまなツアーを実施している。動物とのふ
れあい体験を紹介しています。

V04076

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

「仙台の門」いろい
ろ 0時間20分

　仙台にある特色ある門の数々、それらをスラ
イドで撮影し、その特徴を解説しています。こ
の作品は、スライドをビデオ化したものです。

V04077

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 西山ざっとむかし 0時間15分

　仙台市宮城野区にある西山地域の歴史を分か
りやすく紹介しています。
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V04078

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 森林生態系の保全 0時間23分

　森は、動植物が密接なかかわりを持つこと
で、調和のとれた森林生態系を保っています。
その森林生態系の保存には、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
マなどの動物が、生息できる森かどうかを考え
ることが重要です。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。

V04079

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

広がる未来！私が選
ぶ 0時間29分

　女子高校生が将来の仕事を選ぶために，現在
活躍している女性たちの様子をネットと共にイ
ンタビューで実際を学んでいきます。

　○コンピュータグラフィックス・クリエイ
ター　○大学教授（生物物理化学）　○大学教
授（医学）　○宮板金職人　○弁護士

V04080

自然科学（生
物・天文）、環
境

森は創るー森の名
手・名人 0時間32分

　日本人とも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森林技術を見つめ，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。

V04081

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

南十字星の下戦跡に
蘇る兵士の労苦 0時間31分

　世界第二次世界大戦に体験関係者の中で恩給
欠格者の労苦について分かりやすく編集した
「証言者ビデオ」です。

V04082

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

語り継ごう戦争体験
の労苦と平和への祈
り 0時間35分

　平和祈念展示資料館を訪ねて，恩給欠格者，
戦後強制抑留者及び引揚者の今時大戦における
労苦に関する生きた証言を収録し，これらの関
係者の労苦について分かりやすく編集された
「証言者ビデオ」です。

V04083

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

明日への伝言　雨に
ぬれた碑 0時間23分

　高松空襲から５８年が経ち，遺族が待ち望ん
だ慰霊碑が完成しました。除幕の日は静かな雨
が降り続き，そこには多くの名前が刻まれてい
ましたが・・・・。

V04084

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

明日への伝言　ほむ
らいろの空 0時間25分

　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｡描きはじめると，忘
れかけたあの夜のことが，次々と蘇ってきまし
たが…。

V05001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

もっと知りたい　元
気のもと 0時間10分

　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
参考に自分たちの食生活について考えます。そ
して，農業や食事の大切さを学び，食について
自分たちで考える力をつける「食育」の取り組
みについて紹介します。

V05002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 仙台の筆と硯 0時間30分

　仙台で現在も作り継がれている「筆と硯」。
珍しい仙台萩筆の工程を紹介しています。〈内
容〉①イタチの毛で作る萩筆の工程　②羊や馬
の毛で作る筆の工程　③雄勝で作られている硯
づくりの工程

V05003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

和楽器だ！音楽づく
りだ！ 0時間23分

　小学生や中学生が和楽器を使って音楽づくり
に取り組む姿を紹介し，「表現する力」「考え
る力」など，今日の子供たちに求められている
力をはぐくむ音楽科教育の充実を目指して企画
されました（研修用）

V05004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

こうすればできる
小学校英語活動 0時間24分

　英語活動のねらい

　実践事例紹介①　宮崎市立宮崎港小学校３年
生

　実践事例紹介②　成田市立成田小学校６年生

　英語活動に大切なこと　　（研修用）

V05005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

チケットつくってき
たんだけど 0時間21分

　幼稚園教員や保育所保育士の保育の専門性の
向上に資することを目的として作成されていま
す。

　研修において保育者の幼児を理解する力や保
育実践力を高めることができるでしょう。（研
修）

V05006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 日本の美術文化 0時間22分

　昔から日本各地の生活のなかにある様々な造
形的な美の形のよさやおもしろさ，それらを生
かした楽しく心豊かな生活などに焦点を当て，
日本の美術文化の特徴について分かりやすく作
られています。また，身の回りの生活の中にあ
る日本らしい美術文化のよさや美しさ，美術の
果たす役割などについて実感的に理解できるよ
う構成されています。

V05007
保健衛生・性教
育・運動 恐るべき性感染症 0時間25分

　近年，若者の性行動が低年齢化，活発化する
中，性感染症が急増しています。若者への街頭
インタビューを交えながら，厚木市立病院の岩
室紳也先生解説により性感染症の恐ろしさ，予
防策を探っていきます。
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V05008

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

子どものしつけと父
親の役割 0時間21分

　少年犯罪が社会問題化している昨今，子を持
つ親たちに，特に父親の家庭教育への参加を唱
え，子供の成長にとって父親との触れ合いが如
何に大切かを訴えています。

V05009
漫画・アニメー
ション

サヨナラ、みどりが
池 0時間34分

　小さなカエルやでんでん虫，ザリガニ，そし
てカメたちが仲良く平和に暮らしていました。
しかし，マンション建設のためにこの池が埋め
立てられることになり，新しく住む場所を探さ
なくてはならなくなりました。新たな池を目指
して小さなカエルたちが飛び立った・・・・。
思いやりの心を育てるほんわか楽しいストー
リー！

V05010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 小さな叫び 0時間30分

　夜，小さな子供の泣き声が悲しく響きまし
た。５歳の赤池有紀は，母親からいじめを受け
ていました。それを知った大森梢は，正義感が
あり他人が困っているのを黙ってみていられな
い性格。有紀を母親のいじめから救うと共に，
赤池親子の関係が正常になるように心をくだき
ます。そんな梢の行動を良しとしない息子の秀
光，母親の行動を見て自らを省みる嫁の奈緒，
そして孫たち。そして，物語は梢の心臓病で急
展開をむかえて・・・・。

V05011
交通安全・災害
防犯

大地震の恐怖残され
た教訓 0時間26分

　①仙台市にある熱心な自主防災クラブの紹介

　②２００３年７月，直下型の宮城県北部連続
地震発生！

　③家具転倒防止のボランティアが生まれた

　④２００３年９月，海洋型の十勝沖大地震，
津波の恐怖

　⑤大地震で恐ろしいのは火災による二次災害

　⑥防災の最大の力は，隣近所のつながり，助
け合い

　⑦大地震への備えと対処策を詳しく解説

V05012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

少年犯罪　君ならど
うする 0時間19分

　少年犯罪は相変わらず増加するとともに，そ
の内容は凶悪化しています。そこで，どうすれ
ばこうした犯罪を減らすことができるのか，再
現映像と中学生たちの本音のディスカッション
で考えます。

V05013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 食の安全と私たち 0時間25分

　食品の安全を脅かす問題が多発しています。
安全を守るために，消費者が果たす役割を中心
に紹介します。

V05014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） かあちゃん 1時間0分

　女手ひとつで４人の子供を育てるお勝は，情
が厚く，評判の女でした。だが裕福になるにつ
れてお金に汚くなり，今では金の盲者と呼ばれ
ています。食い詰め者の勇吉がその噂を耳に
し，夜中，お勝のお金を狙って強盗に入りまし
た。お勝は騒ぎ声一つ立てず，逆に勇吉をもて
なし金箱を渡し，金の亡者と言われるまで銭を
貯めるわけを話しました。その理由と
は・・・・。

V05015
交通安全・災害
防犯

ハム太郎のとっとこ
大事だ　防災訓練 0時間13分

　ハム太郎とハムちゃんが登場し火事の恐ろし
さや，地震の際の防災の大切さを分かりやすく
楽しく学べるようにこうせいした。

V05016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

インターネットはマ
ナーが大切 0時間18分

　インターネットはとても便利など道具です
が，使い方によっては危険な道具になることも
事実です。このビデオではチャットや掲示板の
書き込みのマナーや自分の安全は自分で守るこ
との大切さ，そして，トラブルに巻き込まれな
いための対策を解説します。

V05017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

インターネットのト
ラブルから身を守る 0時間19分

　インターネットはとても便利など道具です
が，使い方によっては危険な道具になることも
事実です。このビデオではチャットや掲示板の
書き込みのマナーや自分の安全は自分で守るこ
との大切さ，そして，トラブルに巻き込まれな
いための対策を解説します。

V05018

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ノーマライゼーショ
ンを考える　知的障
害者 0時間22分

　障害者を取り巻く状況が変わりつつありま
す。知的障害者は施設から出て町でくらし始め
ました。社会の一員として自己主張の声をあげ
始める身体障害者もいます。精神病院に長期入
院していた精神障害者たちは町に出てくらし始
めています。こうした障害者たちや，彼らをと
りまく人々の姿を追い，障害者の自立とノーマ
ライゼーションの「いま」を考える教材です。
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V05019

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ノーマライゼーショ
ンを考える　身体障
害者 0時間22分

　障害者を取り巻く状況が変わりつつありま
す。身体障害者は施設から出て町でくらし始め
ました。社会の一員として自己主張の声をあげ
始める身体障害者もいます。精神病院に長期入
院していた精神障害者たちは町に出てくらし始
めています。こうした障害者たちや，彼らをと
りまく人々の姿を追い，障害者の自立とノーマ
ライゼーションの「いま」を考える教材です。

V05020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

ノーマライゼーショ
ンを考える　精神障
害者 0時間22分

　障害者を取り巻く状況が変わりつつありま
す。精神障害者は施設から出て町でくらし始め
ました。社会の一員として自己主張の声をあげ
始める身体障害者もいます。精神病院に長期入
院していた精神障害者たちは町に出てくらし始
めています。こうした障害者たちや，彼らをと
りまく人々の姿を追い，障害者の自立とノーマ
ライゼーションの「いま」を考える教材です。

V05021
漫画・アニメー
ション

ごめんね！ミーちゃ
ん 0時間12分

　このアニメーションは，幼児・小学校低学年
向けの分かりやすく心温まるストーリーの中
で，どんな生き物にも尊いいのちがあること，
それを大切にしなければならないのだというこ
とを，やさしくそして力強く，訴えかけます。

V05022
交通安全・災害
防犯

安全な自転車のルー
ル 0時間20分

　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を喚起し，事故の加害者に
なる自転車運転者も賠償責任を負わなければな
らないということを訴える為に制作しました。

V05023
交通安全・災害
防犯

ルールマンの交通安
全 0時間15分

　ちょっと，おっちょこちょいでお人好しの主
人公。なんとなく，友だちになりたくなるリー
ルマンが，しっかり！と交通安全のポイントを
解説します。自然にリピートすながら覚えられ
る魅力を盛り込んだＮＥＷタイプの交通安全教
材です。

V05024
漫画・アニメー
ション 手紙 0時間18分

　祖父カツジは，戦友から手紙を受け取って以
来，戦争に対する憤りを抱えたまま生きてきま
した。そして，その祖父の背負ってきた人生の
一端にふれた時，孫のタケオは祖父との心の距
離を縮めます。

V05025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 和太鼓入門　第１巻 0時間25分

　①和太鼓の種類

　②和太鼓の各部の名称

　③和太鼓の作り方

　④バチの種類と握り方

　⑤太鼓の打ち方いろいろ

　⑥和太鼓の保管

V05026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 和太鼓入門　第２巻 0時間40分

　①和太鼓の魅力

　②和太鼓基本打法

　③工夫をしよう

V05027
保健衛生・性教
育・運動

歯・口の健康シリー
ズ　わくわく探検隊
出動 0時間14分

　①口の中は､不思議の国

　②歯の形を作ろう

　③歯の形と役割を考えよう

　④はみがき博士になろう

V05028

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

明日へ語り継ぐため
に　仙台城跡の発掘
２００４ 0時間20分

　平成１５年度の仙台城跡の発掘調査の記録映
像を編集したもので，解き明かされていく仙台
城趾の姿を分かりやすく紹介します。

V05029

自然科学（生
物・天文）、環
境

よみがえった梅田川
～わたしたちの川を
守ろう～ 0時間8分

　梅田川は国見地区を水源とし，荒巻，北仙
台，中江，苦竹を流れ高砂で七北田川と合流す
る全長１ｋｍの２級河川です。戦後になって生
活排水や工場廃水により汚染され「ドブ川」と
言われるようになりその後，多くの地域住民の
清掃活動により，憩いの場になりました。その
活動を通して環境問題を考えていく作品です。

V05030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

木の実工作　～自然
の材料を使って～ 0時間11分

　平成１４年度から七北田公園都市緑化ホール
で毎年開催されている木の実で仲間作りの講師
を担当している深見氏が幼稚園，小学校を訪問
し，木の実などを使った作品作りを紹介し，身
近な自然環境や保全を考えさせていく教材で
す。

V05031

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） 変わりゆくわが町 0時間20分

　東北新幹線建設関係の映像資料は今となって
は貴重なものです。今の新幹線が如何にして誕
生したか，仙台駅はどのようにして現在に至っ
たか，現在までの仙台駅界わいの変化を紹介し
ています。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V05032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

季節のカレンダー
あした天気になあれ 0時間20分

　①1月から12月までの気候

　②気温の変化や流れるくもの変化

　③仙台管区気象台の見学会

　④天気に関する言い伝え

　⑤台風の進み方

V05033

自然科学（生
物・天文）、環
境

仙台市の地学　～川
と河岸段丘～ 0時間10分

　仙台市には広瀬川，名取川，七北田川とたく
さんの支流が流れています。川は，様々な地形
をつくってきました。それに対し，私たちは，
様々な技術を開発し，町をつくってきました。
自然の持つ大きな力を克服することはとても困
難す。自然を最大限に利用して私たちの住みや
すい街をつくろうと努力してきました。七北田
川がつくった地形とそれをうまく，くらしの中
心に取り入れた都市について考える教材です。

V05034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 政宗って好き？ 0時間17分

　伊達政宗の北目城攻撃に際して毘沙門天との
かかわりについての話です。　スライドをビデ
オ化

V05035

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設）

明日への伝言　～祈
りかさねて 0時間30分

　戦後６０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，この啓発ビデ
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
願っています。

V05036

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年　２
００４ 0時間24分

　平成１６年度に仙台市教育委員会で実施した
発掘調査の成果を発掘調査の現場の映像やフ
ラッシュ映像を通して解説しています｡

V05037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

親子で語ろう！テレ
ビの見方 0時間20分

　小学生高学年の子供たちが，家庭で保護者と
ともに「テレビの見方」を考えるきっかけとな
ることこを目指して開発したものです。保護者
向けガイドブックがセットになっています。

V05038
保健衛生・性教
育・運動

未成年者とアルコー
ル 0時間26分

　なぜ未成年者はお酒を飲んではいけないのだ
ろうか？

　ある身近な出来事をきっかけに３人の中学生
剛，佳奈，翔太と何でも知っているナビゲー
ター，゛お酒ナビ゛がアルコールが未成年者に
与える様々な影響を一緒に調べていきます。ビ
デオでは特に，未成年者の脳に与える影響を中
心に解説しています。

V05039

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 危険なアクセス 0時間30分

　主婦高橋靖子は，子供たちに囲まれ，平凡だ
が充実した毎日を送っていました。しかし，あ
る日突然家族がサイバー犯罪に巻き込まれてし
まいます。

　夫は，インターネットオークションで詐欺に
合い，息子は，アダルトサイトのしつこい架空
請求に悩まされ，娘は，出会い系サイトで知り
合った男にストーカーのようにつきまとわれて
います。その上，靖子が趣味で作っているホー
ムページに，何者かが不正アクセスし，スパイ
ウェアを感染させるソフトが仕込まれていたこ
とが発覚して・・・・・！?

V05040
保健衛生・性教
育・運動 元気に再チャレンジ 0時間25分

　家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主
婦・山田裕美は，再び社会で働きたいと思い立
ち，早速，求職活動を始めるも不採用。３０代
も後半で，いまだ子育て中，社会との関わりを
絶って久しい裕美に，再就職の道は険しいもの
でした。が，そんな折，地域の女性センター等
で開催される「再就職支援セミナー」に参加
し，社会へ再チャレンジを目指す仲間が大勢い
ることを知り，勇気づけられます。裕美は再び
求職活動に積極的に取り組むが，果たして努力
は実るのでしょうか?。

V05041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

新米ママ＆パパへ贈
るメッセージ 0時間21分

　初めて経験する子育て。期待と喜び，そして
不安に満ち溢れていることでしょう。そんな新
米ママ，パパに向けて，子育て現在進行中の先
輩たちの経験から生まれた，できたてほやほや
の暖かいメッセージを紹介します。

V05042

その他（文芸・
平和教育・産
業・施設） 農業用水 0時間11分

　ふだん，私たちが食べているものに水は不可
欠です。ご飯一膳作るにも農業用水が使われて
います。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ます。子供たちが，
興味を持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。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V05043

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） とれたて日本 1時間10分

　日本ならではのおいしい食材を求めて，全国
各地を訪れる情報番組。取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楽しく紹介し
ます。

V05044

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習） それいけアグリ 1時間20分

　１７年度の「星野知子」のそれいけアグリ」
の６本の作品

　・みんなの里山を守れ

　・農業って楽しい

　・地場野菜を食べよう

　・食育で元気アップ

　・みんなで海を体験しよう

　・環境に優しい農業をエコファーマーから

V05045

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

森と共に ー森の名
手・名人ー 0時間34分

　我が国における林業の大切さや森林や林業の
現状の視聴を通して，環境についても十分に深
めることができる教材です。

V06001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 柳生和紙と松川達磨 0時間29分

　伝統工芸としての柳生和紙と松川達磨の製造
の意義や過程を小学校高学年から一般社会人向
けに，実際の作業の映像と解説により分かりや
すく編集されている教材です。

V06002

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 仙台の刃物鍛冶 0時間22分

　仙台藩お抱えの鍛冶屋から，代々引き継がれ
てきた現代の鍛冶屋の巧の技を長年にわたって
培われた工夫と精魂による剪定鋏の制作工程を
通して，分かりやすく編集されています。

V06003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本語の音声に耳を
傾けると・・・ 0時間34分

　日本語は，声の大きさや高さや速さやリズム
などの変化により，意味や働きが異なります。
その要因となる背景にも，大きな意味がありま
す。

　このような日本語の特性について，

　第１話：気持ちや意図を伝える音声

　第２話：方言の中の音声

　第３話：外国人の話す日本語の音声

の三つの章にわたって，何気なく使っている日
本語について明解にまとめいる教材です。

V06004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 豊かな心 0時間18分

　幼児の心を育むシリーズの一作。

　心を動かす体験が，豊かな情緒を育んでいき
ます。感動を子供が表現しようとした時，どの
ように導いてやれば良いのでしょうか。

　具体例を交えて親としての心構えを示しま
す。

V06005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 父と暮らせば 1時間39分

　突如頭上に炸裂した一発の閃光が人々の運命
を襲いました。広島を「ヒロシマ」に変え，父
と娘の未来を変えたてしまいました。生き残っ
た娘。その恋のときめきからこの世に舞い戻っ
たおとったん。これはひたむきな魂の再生の物
語です。

V06006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

調べてみよう戦争中
のくらし 0時間16分

　昭和の初め，たいへんな不景気にみまわれた
日本は，中国大陸に進出することで景気を立て
直そうとしましたが，大陸各地で戦争を起こし
ていくこととなり，やがて昭和１６年，太平洋
戦争に突入していきました。

　昭和１８年頃から，戦争は日本にとって不利
になってきて，大人の生活はもちろん，子供た
ちの生活も大きくかわりました。

　昭和２０年８月１５日，終戦。街はどこも一
面の焼け野原。多くの人が大切な家族や友人，
財産をなくしました。でもみんな一日でも早く
幸せな生活を取り戻そうと，一生懸命勉強や仕
事をしました。その結果・・・。

　博物館の資料を通して，主に「この頃の子ど
もたちのくらし」を調べてみました・・・。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V06007
交通安全・災害
防犯

安全は自分自身の手
で 0時間20分

　近年，信じられないような犯罪が発生し，中
学生などが被害者になるような凶悪な事件や事
故が増えています。

　そこで，犯罪から生徒たちを守る中学校の取
り組みを紹介しながら，学校や地域社会におけ
る防犯対策の重要性を認識する目的で制作され
た教材です。

V06008
交通安全・災害
防犯

子ども連れ去り被害
防止 0時間22分

　昨今，子どもが被害に遭う凶悪犯罪が急増し
ている。いつ起きるかもしれない連れ去
り・・・。

　子供を守るために一番大切なことは，犯罪の
起きにくい環境をつくることですが・・・。地
域の大人たちは，子供を守るために何ができる
のか？・・・。

V06009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

でんじろう先生のか
がく  １ 1時間0分

　各地でのサイエンスショーや実験教室，テレ
ビ番組への出演・企画・監修など幅広く活躍中
の米村でんじろう先生の，段ボール空気砲や
ペットボトル空気砲。また，ストロー楽器や振
動盤。

　それぞれの作り方と遊び方を興味深く，楽し
く構成・編集された教材。

V06010
漫画・アニメー
ション

お母さん、なかない
で 0時間17分

　子供たちはときとして，生きていることを当
たり前に思い，そのすばらしさを意識しないで
生活しています。

　この作品は，交通事故で大事な友だちを失っ
た小学生の夏美が，生命の大切さに気づき，生
命を大切にしようと思う，心の芽生えを描いて
います。

　また，この作品では，かけがえのない自分の
生命を守ることと関連づけて，交通ルールを守
ることの意味も指導することができます。

V06011 道徳・国際理解
英語キッズ３，４年
用  その１，その２ 1時間0分

　簡単な英会話や外国の人々との交流の映像や
外国の人々の日常的なくらしの映像もふんだん
に取り入れ，自然な英語の発音に慣れさせるよ
うに工夫されている教材です。

　また，このような外国人の日常的な生活の様
子の視聴を通して，言葉の背景にあるものの考
え方や生活習慣などの違いに興味・関心をも
ち，だれとでも思いやりの心をもって親しく接
していく態度を身につけることをねらいとして
編集されている小学校中学年用の教材です。

　なお，このビデオ教材は，「授業のてびき
（書）」と「１１曲の英語の歌（ＣＤ）」と
「絵カード（Ｂ４判４色１４４枚）」とが，１
セットになっていて，授業の流れに，ビデオ・
ＣＤ・絵カードを有効に組み合わせた授業の一
例として「授業のてびき」に示されています。

V06012 道徳・国際理解
英語キッズ５，６年
用 その１，その２ 1時間0分

　簡単な英会話や外国の人々との交流の映像や
外国の人々の日常的なくらしの映像もふんだん
に取り入れ，自然な英語の発音に慣れさせるよ
うに工夫されている教材です。

　また，このような外国人の日常的な生活の様
子の視聴を通して，言葉の背景にあるものの考
え方や生活習慣などの違いに興味・関心をも
ち，だれとでも思いやりの心をもって親しく接
していく態度を身につけることをねらいとして
編集されている小学校高学年用の教材です。

　なお，このビデオ教材は，「授業のてびき
（書）」と「１１曲の英語の歌（ＣＤ）」と
「絵カード（Ｂ４判４色１４４枚）」とが，１
セットになっていて，授業の流れに，ビデオ・
ＣＤ・絵カードを有効に組み合わせた授業の一
例として「授業のてびき」に示されています。

V06013

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

仙台城跡発掘調査事
業２００１～２００
５ 1時間50分

　２００１年度（平成１３年度）から２００５
年度（平成１５年度）までの仙台城跡の発掘調
査の記録映像を編集したもので，米沢城や岩出
山城や宇和島城などの関連した遺跡のロケ映像
も交えて，解き明かされていく仙台城跡の姿が
分かりやすく紹介されています。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V06014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） イタンキ浜の夏 0時間25分

　総務省における大戦による一般戦災死没者の
慰霊に関する事業の一環として，戦争の悲惨さ
や平和への尊さを若い世代に伝えることを目的
とした啓発ビデオの制作を，（社）日本戦災遺
族会に委託し，大戦で室蘭市の受けた艦砲射撃
の被害を題材とした「明日への伝言ーイタンキ
浜の夏ー　～室蘭・艦砲射撃の夏～」が完成し
ました。

　戦後６１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，この啓発ビデ
オが語りべとなり，「総合学習」や「生涯学習
をはじめとする各種行事」等で活用され，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っている作品です。

V06015

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

～万世にいたるまで
～　伊達政宗騎馬像
を知る 0時間20分

　現在，青葉山の仙台城跡に立つ伊達政宗騎馬
像は，２代目である。初代は，昭和１０年に建
設されました。その経緯を，関連資料を基に教
材化したものです。

V06016

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

市民を潤す水道の
ルーツ 0時間15分

　国の有形文化財に登録された創設時の仙台市
水道施設を映像で紹介し，教材化したもので
す。

V06017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ホタルをよびもどそ
う 0時間12分

　小学校の総合的な学習の時間で，環境学習を
取り扱う際に使用する教材です。ホタルを呼び
戻すために活動する人々に焦点を当て，自然環
境に関心をもてるように，教材化したもので
す。

V06018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

伝統の技術　～焼印
づくり～ 0時間12分

　小学校４年生の社会科の単元，「伝統的な技
術を生かした工業」の授業で活用できる教材と
して，明治２２年創業の瀬川製作所を取材対象
として取り上げ，焼印製造の工程，及び焼印販
売の様子を録画し，教材化したものです。

V06019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

「六丁の目って何丁
目？」 0時間14分

　仙台市若林区にある六丁の目とは，どうして
つけられたのか，また，その他市内の珍しい地
名のいわれを調べて，スライドの映像をもと
に，教材化したものです。

V06020

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

奥州街道に今を生き
る建物たち 0時間17分

　仙台の現在の街並み，行事，文化等を映像に
記録し後生の市民にメディア情報として提供す
る活動をしている私たち「メディアボランティ
ア仙台」が，市内の旧奥州街道沿いにある街並
みと景観重要建造物に指定されている５軒の建
物の現状，さらには，これらが生活の場として
使われている今の様子を紹介することを目的に
制作したものが本教材です。

V07001

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） 埋木細工 0時間22分

　太白区にある秋保工芸の里で「埋もれ木細工
の工房」を営んでいる工芸士，小竹孝氏の，①
木取り②研ぎ③漆塗り・・・・・・など，埋も
れ木細工の工程を，映像と解説により分かりや
すく表している作品です。

　また，全体を通して，埋もれ木及び埋もれ木
細工の簡単な歴史を知ることができるととも
に，埋もれ木細工の伝統的な価値を感じること
のできる教材でもあります。

V07002

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

文化財この一年　２
００５ （平成１７年
度） 0時間23分

　平成１７年度も，仙台市教育委員会では，私
たち「ふるさと仙台」の歴史や文化の大切さを
広く市民に知らせるために，仙台市内の２６箇
所の遺跡の発掘調査や様々な文化財関連行事を
実施しました。

　このビデオ教材は，今年で２７年目の発掘調
査となる「郡山遺跡」や「長町駅東遺跡」，
「山田上の台遺跡」，「若林城跡」等々の発掘
調査の結果の一部と様々な文化財関連行事の一
部をまとめたものです。

V07003
交通安全・災害
防犯

オズの魔法使いの交
通安全の旅 0時間12分

　「オズの魔法使い」のキャラクターを使った
楽しい交通安全教材です。

やんちゃな少女のドロシーやカカシ，ブリキの
人形，ライオンのおなじみのキャラクターたち
が，オズの魔法の不思議な世界で交通ルールの
基本を学んでいく物語。大人から子供まで親し
まれているオズの魔法使いの世界を楽しみなが
ら，交通安全が身につく作品です。
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目録(全体)

教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V07004 道徳・国際理解 父との約束 0時間14分

　この教材は，交通安全ファミリー作文コン
クール小学校中学年の部 最優秀作品（内閣官
房長官賞）に輝いた作文をビデオのアニメー
ションに制作・編集した教材です。父親が交通
課事故係の警察官であるファミリーという設定
になっていて，たいへんまとまりのある教材で
す。

　全体が，「家訓１；待つこと」，「家訓２；
急がないこと」，「家訓３；焦らないこと」の
三部構成になっていて，それぞれのパートに事
故を防ぐためのポイント！が日常生活との関連
で示されています。

V07005
交通安全・災害
防犯

ネットワークで防ぐ
子どもの虐待 0時間25分

　子供への虐待，その深刻化は地域住民の結び
つきの崩壊と無縁ではありません。人と人とが
互いに支え合う，そんな地域づくりが，今求め
られているのです。

　この教材は，上記のことをテーマに，

　１．子供の虐待とは？

　２．虐待防止ネットワークづくりが大切で，
全国でも顕著な取組を紹介。

の二部構成となっています。

V07006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

子供が不登校になっ
たとき 0時間29分

　この教材の基本構想は，監修者である牟田武
生さんが，不登校について，子供の心をどのよ
うに受け止めればいいのかを語る内容となって
います。その際，不登校からひきこもりになっ
た中学２年生の少年とその家族をミニドラマと
して設定し，「回復までの道筋」をよりイメー
ジしやすいように構成しています。

V07007

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

子供の非行と親の接
し方 0時間23分

　少年犯罪で最も多い万引きや自転車窃盗等の
初発型の非行は規範意識の希薄さといわれます
が，大人側や家庭にも問題があると言われてい
ます。この教材は，親が子供のことに無関心，
無責任な接し方の例と，期待していた子供がそ
れに応えられないと見るや見捨てようとする親
の例を取りあげています。二つのエピソードを
もとに，親の子供の規範意識を育てることの大
切さや親子の対話の大切さ，そして，子供の非
行，再犯を防ぐためにはどう接したらよいかを
考え，望ましい親の接し方を示唆してくれる作
品です。

V07008

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ペットショップ店長
（しごとライブラ
リー・動物シリー
ズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　「しごとライブラリー」は，夢や希望を持っ
てこれから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始
めている学生・生徒たち，さらには，転職など
を考えている方々のために，人気の高い職種を
選び，紹介したビデオ教材で，本教材は「ペッ
トショップ店長」の仕事の紹介をしています。

　職種ごとに「どんな仕事をするの？」，「ど
んな魅力があるの？」，「どうすればなれる
の？」の三部構成。
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教材コード 分類 タイトル 時間 内容

V07009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

水族館飼育係（しご
とライブラリー・動
物シリーズ） 0時間15分

　世の中には，いろいろな仕事があり，私たち
の生活を支えています。

  将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　「しごライブラリー」は，夢や希望を持って
これから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始め
ている学生・生徒たち，さらには転職などを考
えている方々のために，人気の高い職種を３０
職種を選び，各々職種ごとに紹介したビデオ教
材です。

  本教材は，「水族館飼育係」の仕事を紹介し
ています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部で構成されています。

　「総合的な学習の時間の教材」や「進路指導
の教材」，さらには「職業選択を考えている
方々のためになど」，さまざまな場面で活用で
きます。

V07010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

トリマー（しごとラ
イブラリー・動物シ
リーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　「しごとライブラリー」は，夢や希望を持っ
てこれから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始
めている学生・生徒たち，さらには転職などを
考えている

方々のために，人気の高い３０職種を選び，紹
介したビデオ教材です。

　本教材は，「トリマー」の仕事を紹介してい
ます。

　職種ごとに「どんな仕事をするの？」，「ど
んな魅力があるの？」，「どうすればなれる
の？」の三部で構成されています。

　「総合的な学習の時間」や「進路指導の教
材」，さらには「職業選択について考えている
方々など，さまざまな場面で活用できます。

V07011

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

動物看護士（しごと
ライブラリー・動物
シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。「しごとライブラリー」は，夢や
希望を持ってこれから仕事に就く人，仕事に興
味を持ち始めている学生・生徒たち，さらには
転職などを考えている方々のために，人気の高
い３０職種を選び，職種ごとに紹介したビデオ
教材です。本教材は，「動物看護士」の仕事を
紹介しています。

　職種ごとに「どんな仕事をするの？」，「ど
んな魅力があるの？」，「どうすればなれる
の？」の三部で構成。

　「総合的な学習の時間」や「進路指導の教
材，さらには職業選択について考えている方々
など，さまざまな場面で活用できます。
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V07012

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

犬訓練士（しごとラ
イブラリー・動物シ
リーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　「しごとライブラリー」は，夢や希望を持っ
てこれから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始
めている学生・生徒たち，さらには転職などを
考えている方々のために，人気の高い30職種を
選び，職種ごとに紹介したビデオ教材です。本
教材は，「犬訓練士」の仕事を紹介していま
す。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの」，「ど
んな魅力があるの」，「どうすればなれるの」
の三部で構成。

　「総合的な学習の時間」や「進路指導の教
材」，さらには，職業選択について考えている
方々など，さまざまな場面で活用できます。

V07013

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ファッションデザイ
ナー（しごとライブ
ラリー・ファッショ
ンシリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　「しごとライブラリー」は，夢や希望を持っ
てこれから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始
めている学生・生徒たち，さらには転職などを
考えている方々のために，人気の高い３０職種
を選び，職種ごとに紹介したビデオ教材です。
本教材は，「ファッションデザイナー」の仕事
を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの」，「ど
んな魅力があるの」，「どうすればなれるの」
の三部で構成。

　「総合的な学習の時間」や「進路指導の教
材」，さらには，「職業選択」について考えて
いる方々など，さまざまな場面で活用むできま
す。

V07014

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

パタンナー（しごと
ライブラリー・
ファッションシリー
ズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から，
自分の求める職業を見つけ出すことは，とても
大変なことです。

　「しごとライブラリー」は，夢や希望を持っ
てこれから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始
めている学生・生徒たち，さらには，転職など
を考えている方々のために，人気の高い30職種
を選び，職種ごとに紹介しています。本教材
は，「パタンナー」の仕事を紹介したビデオ教
材です。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの」，「ど
んな魅力があるの」，「どうすればなれるの」
の三部で構成。

　「総合的な学習の時間」や進路指導の教材，
さらには，職業選択について考えている方々な
ど，さまざまな場面で活用できます。
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V07015

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ファッションアドバ
イザー（しごとライ
ブラリー・ファッ
ションシリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな私語とがり，私たちの
生活を支えています。

　 将来を考えたとき，そんな多くの仕事から
自分の求める職業を見つけ出すことはとても大
変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就く人，

仕事に興味を持ち始めている学生・生徒たち，
さらには，転職などを考えている人方々のため
に，人気の高い３０職種を選び，職種ごとに紹
介しています。本教材は，「ファッションアド
バイザー」の仕事を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部で構成されています。

V07016

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

スタイリスト（しご
とライブラリー・
ファッションシリー
ズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　「しごとライブラリー」は，夢や希望を持っ
てこれから仕事に就く人，仕事に興味を持ち始
めている学生・生徒たち，さらには，転職など
を考えている方々のために，人気の高い30職種
を選び，職種ごとに紹介したビデオ教材です。
本教材は，「スタイリスト」の仕事を紹介して
います。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの」，「ど
んな魅力があるの」，「どうすればなれるの」
の三部構成です。

V07017

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ヘアメイクアーティ
スト（しごとライブ
ラリー） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就く人，

仕事に興味を持ち始めている学生・生徒たち，
さらには，転職などを考えている方々のため
に，人気の高い３０職種を選び，紹介している
ビデオ教材です。本教材は，「ヘアメイクアー
ティスト」の仕事を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。

V07018

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

インテリアデザイ
ナー（しごとライブ
ラリー・インテリア
シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求めている職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就く人，仕事に興味を持
ち始めている学生・生徒たち，さらには転職な
どを考えている方々のために，人気の高い３０
職種を選び，職種ごとに紹介しています。本教
材は，「インテリアデザイナー」の仕事を紹介
しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されている。
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V07019

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

リフォームプラン
ナー（しごとライブ
ラリー・インテリア
シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くの仕事から自
分の求める職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
興味を持ち始めている学生・生徒たち，さらに
は転職などを考えている方々のために，人気の
高い３０職種を選び，職種ごとに紹介していま
す。

　本教材は「リフォームプランナー」の仕事を
紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。

V07020

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ディスプレーデザイ
ナー（しごとライブ
ラリー・インテリア
シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとしている人，仕
事に興味を持ち始めている学生・生徒たち，さ
らには，転職などを考えている方々のために，
人気の高い３０職種を選び，職種ごとに紹介し
ています。本教材は，「ディスプレーデザイ
ナー」の仕事を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。

V07021

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

家具製作工（しごと
ライブラリー・イン
テリアシリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そのような多くの仕事か
ら自分の求める職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
興味を持ち始めている学生・生徒たち，さらに
は転職などを考えている方々のために，人気の
高い３０職種を選び，職種ごとに紹介していま
す。本教材は，「家具製作工」の仕事を紹介し
ています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部の構成になっています。

V07022

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

インテリアコーディ
ネイト（しごとライ
ブラリー・インテリ
アシリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そのような多くの仕事か
ら自分の求める職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就く人，仕事に興味を持
ち始めいる学生・生徒たち，さらには，転職な
どを考えている方々のために，人気の高い３０
職種を選び，職種ごとに紹介したものです。本
教材は，「インテリアコーディネーター」の仕
事を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。
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V07023

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

プロデューサー（し
ごとライブラリー・
放送シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そのような多くの仕事か
ら自分の求める職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとしている人，仕
事に興味を持ち始めている学生・生徒たち，さ
らには，転職をなどを考えている方々のため
に，人気の高い３０職種を選び，職種ごとに紹
介しています。本教材は「プロデューサー」の
仕事を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。

V07024

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

テレビカメラマン
（しごとライブラ
リー・食べ物シリー
ズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そのような多くの仕事か
ら自分の求める職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就く人，仕事に興味を持
ち始めてきた学生・生徒たち，さらには，転職
などを考えている方々のために，人気の高い３
０職種を選んで，紹介しています。

　本教材は，「テレビカメラマン」の仕事を紹
介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。

V07025

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

アナウンサー（しご
とライブラリー・動
物シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そのような多くの仕事か
ら自分の求める職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとしている人，仕
事に興味を持ち始めている学生・生徒たち，さ
らには，転職などを考えている方々のために，
人気の高い３０職種を選んで，紹介していま
す。本教材は「アナウンサー」の仕事を紹介し
ています。

　職種ごとに「どんな仕事をするの？」，「ど
んな魅力があるの？」，「どうすればなれる
の？」の三部に構成されています。

V07026

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

放送作家（しごとラ
イブラリー・放送シ
リーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えてます。

　将来を考えたとき，そのような多くの仕事か
ら自分の求める職業を見つけ出すことはとても
大変なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとしている人，仕
事に魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さ
らには，転職などを考えている方々のために，
人気の高い３０職種を選び，職種ごとに紹介し
ています。本教材は，「放送作家」の仕事を紹
介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの？」，
「どんな魅力があるの？」，「どうすればなれ
るの？」の三部に構成されています。
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V07027

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

声優（しごとライブ
ラリー・放送シリー
ズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
めている職業を見つけ出すことはとても大変な
ことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さらに
は，転職などを考えている方々のために，人気
の高い30職種を選び，紹介しています。

　本教材は，「声優」の仕事を紹介していま
す。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの?」，
「どんな魅力があるの?」，「どうしたらなれ
るの?」 の三部に構成されています。

V07028

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

フードコーディネー
ター(しごとライブラ
リー･食べ物シリー
ズ) 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，そんな多くのから自分の
求めている職業を見つけ出すことはとても大変
なことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
興味を持ち始めている学生・生徒たち，さらに
は転職などを考えている方々のために，人気の
高い30職種を選び，紹介しているビデオ教材で
す。本教材は，「フードコーディネーター」の
仕事を紹介しています。

　職種ごとに， どんな仕事をするの ?　 どん
な魅力があるの ?　 どうすればなれるの ?
の三部に構成されています。

V07029

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

管理栄養士（しごと
ライブラリー・食べ
物シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
める職業を見つけ出すことはとても大変なこと
です。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就く人，

仕事に興味を持ち始めている学生・生徒たち，
さらには，転職などを考えている方々のため
に，人気の高い30職種を選び，紹介しているビ
デオ教材です。

　 本教材は，「管理栄養士」の仕事を紹介し
ています。

　 職種ごとに，「どんな仕事をするの ?」，
「どんな魅力があるの ?」，「どうすればなれ
るの ?」の三部に構成されています。

V07030

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

日本料理調理人（し
ごとライブラリー・
食べ物シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
める職業を見つけ出すことはとても大変なこと
です。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さらに
は，転職などを考えている方々のために，人気
の高い30職種を選び，紹介したビデオ教材で
す。

   この教材は，「日本料理調理人」の仕事を
紹介しています。

　職種ごとに， 「どんな仕事をするの ?」，
「どんな魅力があるの ?」，「どうすればなれ
るの ?」　 の三部に構成されています。
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V07031

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

パティシェ（しごと
ライブラリー・食べ
物シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
める職業を見つけ出すのは，とても大変なこと
です。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さらに
は，転職などを考えている方々のために，人気
の高い30職種を選び紹介しているビデオ教材で
す。

　本教材は，「パティシェ」の仕事を紹介して
います。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの ?」，
「どんな魅力があるの ?」，「どうすればなれ
るの ?」の三部に構成されています。

V07032

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

シェフ（しごとライ
ブラリー・食べ物シ
リーズ） 0時間15分

  世の中には，いろいろな仕事があり，私たち
の仕事を支えています｡

  将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
める職業を見つけ出すことはとても大変なこと
です｡

  この｢しごとライブラリー｣は，夢や希望を
持ってこれからしごとに就こうとしている人，
仕事に魅力を感じ始めている学生･生徒たち，
さらには，転職などを考えている方々のため
に，人気の高い30職種を選んで紹介しているビ
デオ教材です｡

  本教材は，｢シェフ｣の仕事を紹介していま
す｡

　職種ごとに，｢どんな仕事をするの　?｣，｢ど
んな魅力があるの ?｣，｢どうすればなれるの
?｣の三部に構成されています｡

V07033

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ITコーディネーター
（しごとライブラ
リー・コンピュータ
シリーズ） 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
める職業を見つけ出すことはとても大変なこと
です。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
興味を持ち始めている学生・生徒，さらには，
転職などを考えている方々のために，人気の高
い30職種を選び，紹介しているビデオ教材で
す。本教材は，「ITコーディネーター」の仕事
を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの?」，
「どんな魅力があるの?」，「どうすればなれ
るの?」の三部に構成されています。

V07034

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

システムエンジニア(
しごとﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ･ｺﾝ
ﾋﾟｭｰﾀシリーズ) 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
める職業を見つけ出すことはとても大変なこと
です。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒，さらには転
職などを考えている方々のために，人気の高い
30職種を選び紹介しているビデオ教材です。本
教材は，「システムエンジニア」の仕事を紹介
しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの?」，
「どんな魅力があるの?」，「どうすればなれ
るの?」の三部に構成されています。
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V07035

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

Web デザイナー ( し
ごとﾗｲﾌﾞﾗﾘｰ･ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ
シリーズ) 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
めている職業を見つけ出すことはとても大変な
ことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さらに
は，転職などを考えている方々のために，人気
の高い30職種を選んで紹介しているビデオ教材
です。本教材は，「Webデザイナー」の仕事を
紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの?」，
「どんな魅力があるの?」，「どうすればなれ
るの?」の三部に構成されています。

V07036

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

ゲームクリエーター
(しごとライブラ
リー・ｺﾝﾋﾟｭｰﾀシリー
ズ ) 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
めている職業を見つけ出すのは，とても大変な
ことです。

　この「しごとライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さらに
は，転職などを考えている方々のために，人気
の高い30職種を選び，紹介しているビデオ教材
です。本教材は，「ゲームクリエーター」の仕
事を紹介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの ?」，
「どんな魅力があるの ?」，「どうしたらなれ
るの ?」の三部に構成されています。

V07037

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

CGデザイナー(しごと
ライブラリー･ｺﾝﾋﾟｭｰ
ﾀシリーズ) 0時間15分

　世の中にはいろいろな仕事があり，私たちの
生活を支えています。

　将来を考えたとき，多くの仕事から自分の求
めている職業を見つけ出すことはとても大変な
ことです。

　この「仕事ライブラリー」は，夢や希望を
持ってこれから仕事に就こうとする人，仕事に
魅力を感じ始めている学生・生徒たち，さらに
は，転職などを考えている方々のために，人気
の高い30職種を選んで紹介しているビデオ教材
です。本教材は，「 デザイナー」の仕事を紹
介しています。

　職種ごとに，「どんな仕事をするの ?」，
「どんな魅力があるの ?」，「どうしたらなれ
るの ?」の三部に構成されています。

V07038

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

養蚕農家をたずねて
明治初期をふりかえ
る　　～ 士族授産シ
リーズ ～ 0時間19分

　 近代国家の幕開けとなった明治時代におい
て，貢献した産業に養蚕糸業があげられる。元
仙台藩士の士族が蚕を飼育するようになった経
緯を，関連資料を基に教材化している。＜平成
１８年度 自作視聴覚教材・１９分＞

V07039

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

町と交通　　町が変
わり交通が変わる 0時間16分

　 交通は町の発展に欠かすことができない。
仙台市の今日の発展には，交通機関，特に鉄道
との関わりが大きいと考えられる。本教材は，
町の発展と交通の関わりを見ながら，交通機関
の大切さを認識できるように意図した教材であ
る。＜平成１８年度 自作視聴覚教材・２０分
＞

V07040

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

くすの木物語　　～
古木に昔のことをた
ずねよう　～ 0時間14分

　 小学校６年生の社会科の単元「長く続いた
戦争と人々のくらし」の授業で活用できる教材
として，東二番丁小学校で昔から伝えられてい
る「くすの木物語」を取材対象として取り上
げ，戦争の悲惨さや人々の願いなどをより身近
に感じられるようにとの意図による教材であ
る。＜平成１８年度自作視聴覚教材・１４分＞

V07041

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

伝統的な技術を生か
した工業　～ 豆腐づ
くり ～ 0時間12分

　 小学校４年生社会科の「伝統的な技術を生
かした工業」を学習する際に，太白区の米澤豆
腐店の豆腐作りの作業工程並びに販売方法（行
商）を取り上げ，作業に取り組む人々の努力や
工夫に焦点を当て，伝統的な工業に関心を持て
るように制作した教材である。＜平成１８年度
自作視聴覚教材・１２分＞
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V07042

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

校庭の「ミニ田ん
ぼ」物語 0時間14分

　 校庭を掘って，ミニ田んぼを作り，もち米
を収穫するまでの半年間の生産活動の様子や収
穫祭などを紹介している。田んぼに生きる命，
米の持つ文化なども併せて考えられるように制
作されている。＜平成１８年度 自作視聴覚教
材・１４分＞

V07043

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） あきうでんてつ 0時間15分

　 本教材の制作者は，秋保電鉄のことを伝え
残したく，物語風の紙芝居を制作した。その作
品とそれを臨場感溢れる読み方による読み手で
ある制作者の様子とを併せて，映像教材にした
作品である。＜平成１８年度 自作視聴覚教
材・１５分＞

V07044
科学技術・物
理・化学・工学 仙台竿 0時間25分

　本教材は，仙台市内の竿造りとしてはただ一
人となった「仙台竿造り・田村政孝竿師」の技
と作品を伝統技術の映像記録として紹介してい
ます。

　手作りの道具を用いて，２０を越える工程を
長年の努力で磨いた技で，使いやすく美しい工
芸品を仕上げる工程が手に取るように分かりま
す。

V08001 道徳・国際理解 いじめから逃げない 0時間19分

　包丁を持ち出し，いじめの仕返しをしようと
思った少年。しかし，彼は家族の笑顔を見て，
暴力ではなく，クラスのみんなに声をかけよう
と決心しました。このドラマは，視聴者の子供
たちにいじめについて直接語りかけていきま
す。

１．いじめって何だろう

２．いじめは言える？

３．どうして，いじめるの？

４．いじめられたら，どうなる？

５．いじめは止められない？

６．いじめをなくすためには？

少女の問題提起に合わせて，いじめ体験を持つ
中学生・高校生の子どもたちが本音を語り合い
ます。

V08002

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者 老いを生きる 0時間35分

　誰もが通らなければならない老いの問題を自
分のこととして捉え，日常生活の中で高齢者に
対するやさしさや思いやりの心が，態度や行動
に表れるような人権感覚を身につける作品で
す。超高齢社会の時代。今，みんなで学習する
教材ビデオ！　　＜３５分＞

V08003

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

一番町物語　～紙芝
居～ 0時間25分

　東一番町の昭和の移り変わりを紙芝居にして
表現しています。

V08004

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科） おらいのお正月 0時間15分

　昭和３０年頃の農家の正月準備から正月１５
日までの行事を紙芝居にして表現しています。

V08005

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

今に生きる染め物
～常磐紺型～ 0時間13分

　小学校４年生社会科の単元「わたしたちの
県」で活用できる教材です。明治時代，全国的
に有名だった常磐紺型という染め物を取り上げ
ています。七郷堀が近い南染師町で染め物が盛
んだったことから，地形と産業の関係をとらえ
させることができる教材です。

V08006

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

燕沢の野菜作り　～
わたしたちのくらし
と農家の仕事～ 0時間12分

　小学校３年生社会科の単元「人びとのしごと
とわたしたちのくらし　～農家の仕事から～」
で活用できる教材です。「わたしたちの仙台
市」に準拠し，そこで取り上げられている農家
の工夫や努力と西山小の活動との関連から，農
家の仕事についてとらえさせることができる教
材です。

V08007

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

縄文時代の生活を体
験しよう 0時間12分

　仙台市縄文の森広場での縄文生活体験を題材
として取り上げ，児童が縄文時代の人々の生活
を理解し，発展として調べる（体験する）意欲
をもつことができるように制作した作品です。

V08008

自然科学（生
物・天文）、環
境

広瀬川の清流を永久
に 0時間15分

　広瀬川の自然と文化を理解しながら汚染の現
状と浄化に取り組んでいる様子を紹介している
作品です。
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V08009

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

仙臺ステーション物
語 0時間20分

　東北本線が開通し，仙台駅が開業して今年で
１２０年になる。その歳月は，まさに波瀾万丈
の年月でした。多くのドラマがある駅の辿った
道を多くの人々に伝え，残したいとの思いを抱
いて制作された教材です。

V08010

学校（音楽・家
庭・国語・図
工・生活・総
合・特別活動・
理科）

秋保馬場の眼鏡橋
～ゆかりの人びとを
尋ねて～ 0時間20分

　太白区秋保町馬場に石造りの橋，眼鏡橋があ
ります（有形文化財）。この橋に関わる資料は
ほとんどありません。そこで，ゆかりの人びと
を尋ねながら眼鏡橋が完成するまでの工夫や苦
労，人々の思いを記録した作品です。

V08800

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

秋保の田植踊り（湯
元） 0時間37分 昭和53年、NHK取材の秋保湯元地区の田植踊り

V08801

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

秋保の田植踊り（長
袋） 0時間28分 昭和５０年､NHK取材の秋保長袋地区の田植踊り

V08802

人文科学（地
理・哲学・民
俗・歴史・政治
経済・風習）

秋保の田植踊り（馬
場） 0時間23分

昭和49年、NHKが取材した秋保馬場地区に古く
から伝わる田植踊り

V09001

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

子どもと話してます
か 0時間30分

　この作品は，私たちの身辺のどこにも見られ
る，ごく平凡な家庭を取り上げ，親と子のふれ
あいのあり方について考えます。仕事に追われ
て，家庭を顧みる暇もない父と，そんな父との
心の繋がりがもてず，コンビニの入り口に座り
込んで日々を送るジベタリアンの仲間に陥りそ
うな息子。このような父と子の葛藤が巻き起こ
すドラマを通して，今，親子の間に最も必要と
される，心の通った本音の会話の大切さを浮か
び上がらせようというのがこの作品の「ねら
い」です。
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