
あ

51
アースとムースの石油トラベル
考えよう、石油のこと、エネルギーのこと、地球のこと

エネルギー
資源

13分
私たちのくらしを支える石油。この物語は、石油誕生の秘密や精製のしくみ、さ
らに、環境対策や石油の有効利用などを、わかりやすく紹介していきます 。（２
部構成 51・52）　　　　　　　　　　　①誕生、発見、輸入、備蓄

131 愛華ちゃんの地球
環境
動画

33分

学校の宿題を小６の愛華ちゃんが環境マンガにまとめ上げた。それが大反響を呼
び、国連の「グローバル５００」賞まで受けたのだが…。本作品は遺作となった
「地球の秘密」を彼女が創り出すまでの短い生涯を描いた感動のアニメーショ
ン。

83
ＥＹＥＳ ＯＮ THE ＰＲＩＺＥ
 勝利を見すえて
アメリカ公民権運動の歴史（1954年～1965年）

人権教育
同和教育

120分
米国における黒人公民権運動（１９５４～１９６５）をテーマにしたドキュメン
タリー番組です。

519 愛の黙示録 劇映画 100分

韓国の木浦（モッポ）で孤児院「共生園」を営む韓国人青年と、人々の好奇の眼
差しの中、結婚し、日本の敗戦、朝鮮戦争、夫の行方不明という数奇な運命に翻
弄されながらも、孤児三千人を育て『韓国孤児のオモニ（母）』と慕われた日本
人女性・田内千鶴子さんの生涯を描いた史上初の日韓合作映画です。

342 青の洞門 動画 14分
村人の生命を奪う大絶壁に洞門を通すため、僧了海は5年、10年とつちをふるい
続ける。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う。掘
り始めて21年、洞門が完成。その時実之助は…。

416 赤いカーネーション 動画 10分

イギリスでの昔話。煙突そうじの仕事をしていたエドに「明日は母の日だからお
休みだ。」と親方が声をかけた。翌日、エドは久しぶりに会う母のために、プレ
ゼントを買い、故郷を目指して歩き出すのだが…。　昔から行われている季節ご
との行事の中から、子どもたちに親しみのあるものを取り上げ、アニメーション
シリーズに。楽しく夢のあるお話を通して、行事や祭りの持つ意味を教えていき
ます。

205
明石海峡大橋
－１９９５年１０月－

一般教養 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
急ピッチで進められています。その工事記録を迫力たっぷりに紹介しています。

511
明日への伝言
雨にぬれた碑（いしぶみ）

平和 23分
戦後５８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ります。戦
争の悲惨さや平和の尊さを若い世代に伝えるとともに、空襲などで亡くなられた
一般戦災死没者の慰霊に資することを目的とした啓発ビデオです。

575
明日への伝言
　ほむらいろの空

平和 25分

このビデオは、全国各地の｢空襲｣をテーマに、これまで仙台・高松など諸都市の
空襲を取材・構成したビデオで、総務省が日本戦災遺族会に委嘱し、ＮＨＫ情報
ネットワークが制作しているものです。今回｢全国で稀に見る被害があった中小都
市｣として富山市が選ばれ、このほど完成しました。｢会｣幹事でもある前野時子さ
ん出版の絵本『ほむら色の空』を通じて｢富山大空襲｣の悲劇を描き、あわせて｢
会｣の活動も紹介されています。

604
明日への伝言
祈りかさねて
神戸60年目の記憶

平和 30分

戦後６０年が経過し、空襲等による戦災の悲惨な記録も風化しつつあります。特
に若い世代が平和の尊さについて考えるきっかけをつくってくれることを願って
作られた啓発ビデオです。中田政子さん他２名が戦災の記憶を平和への祈りとし
て明日へ伝えます。

628 明日への伝言　平成19年度版　ふるさと・平和への調べ 平和 ３０分
鹿児島 忘れがたき空襲の記憶 「8回もの大きな空襲を受け、壊滅的な被害を
受けた鹿児島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎に包まれ、市内のほとんどが焼け野原
となり、数多くの市民の命が奪われた……。」

576
アグリンの農林水産ワールド
　農村ってどんなところなの？

農林
環境

10分
農村が果たしている多面的な機能を紹介しながら、都市と農村の交流が農村のも
つさまざまな機能を守っていく力となっていることを訴えています。

奈良市視聴覚ライブラリー

【ビデオソフト】　５０音順　一覧
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496
アグリンの農林水産ワールド
森と海の役割ってなあに？

環境
農林水産

13分

地球の温暖化に関心を持ったサトル君。温度を調べていると妹のケイコに「どう
して地球は暖かくなっているの？」などの質問をされ、返事に困ってしまう。そ
こにアグリンが登場し、温暖化と森と海のかかわりを話す。アグリンの話に興味
を持った２人は海と森に行き、その働きを調べる。そして、環境を守るために自
分たちにできることはなんだろうと考え始める。

435
アグリンの農林水産ワールド
水田はどんな働きをしているの？

農業 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に米作りについて聞きますがうまく答えられません。そ
こで、アグリンを呼び、教えてほしいと頼みます。アグリンは快く引き受け、２
人に米作りの一年を紹介します。そして、水田が洪水調節など、環境保全に大き
な役割を果たしていることを伝えます。２人はアグリンの話しから米作りを理解
することの大切さを知っていきます。

401
アグリンの農林水産ワールド
食べ残しはどうなるの？ ～リサイクルの取り組み～

環境
資源
農林
水産

15分

サトシ、メグミ兄妹の家に現れたアグリン。食べ残しに驚き、２人に食べ残しが
環境を悪くしていることを話します。そして、相棒のパソコンのタッチを使っ
て、食べ残しなどの生ゴミが大切な資源として再利用されている様子を見に行き
ます。サトシとメグミはアグリンの話を聞き、自分たちの食生活を見直していか
なければいけないことを理解します。

6 新しい風・生涯学習 生涯学習 20分
生涯学習の振興に資するため、新しい教育体系（生涯学習体系）形成の方向を示
し、理解を求めるために、文部省が制作した。

44 新しいエネルギーの話
エネルギー

資源
学校教育

25分
エネルギー利用の歴史と「新エネルギー」が必要であることのＰＲのために製作
されたもの。

55 新しいエネルギーの利用
エネルギー

資源
学校教育

21分
現在、開発研究の進められている「新エネルギー」について開発の必要性、研究
と利用の現状、将来への期待などを紹介、解説している。

62
新しい素材を求めて
２１世紀へのブレークスルー①

科学技術 29分
先端科学技術レポート①　物質材料科学技術
あらゆる技術革新の基盤であり、原動力である物質材料系科学技術に焦点を当
て、基礎研究で特に注目されているものを映像化。

333 明日があるやん 同和教育 53分

大阪の被差別部落に生まれ、解放運動に身を投じている少年と、和歌山で陸上競
技に打ち込む少女が、大阪ミナミの町で運命的な出会いをする。胸の締め付けら
れるような二人の揺れ動く想いを、活気あふれる大阪と自然豊かな和歌山を舞台
に生き生きと描き出す。

434
ー明日の農業農村整備ー
 共に生きる都市と農村

農業 24分
都市の生活と農業農村のかかわりについて、「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みました。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ます。

629 明日への伝言　平成20年度版　語りつぐ炎の記憶 平和 ３０分
鹿児島 忘れがたき空襲の記憶 「8回もの大きな空襲を受け、壊滅的な被害を
受けた鹿児島市。降り注ぐ焼夷弾の雨。炎に包まれ、市内のほとんどが焼け野原
となり、数多くの市民の命が奪われた……。」

107 紫陽花のころ 同和教育 30分

同和地区の青年と結婚して三年たった主人公の大坪恵は、いまだに結婚を認めよ
うとしない父のもとに再三通い、父の間違いを正そうとします。又、別の日に叔
母は子供の結婚話がこじれているのも恵夫婦のせいだとなじります。
こうした偏見に対し恵は毅然として反論します。いつも黙って父に従っていた母
も､ついには恵に同調し…。

245
あなたへの問いかけ
－同和教育を考える－

同和教育 35分
豊中市のある小学校４年生の教室で授業参観の後、同和地区内外の保護者が懇談
会をしました。子どもの頃、同和教育を受けたことのなかった保護者が、学校の
同和教育について率直に意見や疑問を述べ合いながら学習を深めていきます。

396
あなたも木を使ってみませんか？
～環境と人に優しい木の話～

環境
資源

21分
地球温暖化防止や循環型社会構築の観点から木材利用の意義をまとめたビデオで
す。
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526
アニメ古典文学館①
　竹取物語

学校教育
動画

19分

中学生が教科書で始めて出会う古典「竹取物語」。
かぐや姫の悲しく、不思議な物語を、「冒頭」「五人の貴公子の求婚」「帝の執
心」「昇天」を中心に、アニメに朗読・解説を交えて興味深く描きます。導入期
の子どもたちの古典に対する興味と関心を引き出し、以後の古典学習への発展に
役立ちます。

527
アニメ古典文学館②
　枕草子

学校教育
動画

16分

日本で最初に書かれた随筆集「枕草子」。清少納言の見た宮中の出来事や自然へ
の想いを教科書部分を中心に分かりやすく紹介し、歯切れ良い文章を味わいま
す。平安朝の貴族の生活の一端も理解することができ、導入期の子どもたちの古
典に対する興味と関心を引き出し、以後の古典学習への発展にも役立ちます。

138
アニメ名作シリーズ
アンデルセン名作童話集①

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるアンデルセンのアニメ童話集で
す。

○アンデルセン名作童話集
①にんぎょ姫／小クラウスと大クラウス／ナイチンゲールと皇帝

139
アニメ名作シリーズ
アンデルセン名作童話集②

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるアンデルセンのアニメ童話集で
す。

○アンデルセン名作童話集
②みにくいあひるの子／赤いくつ／ぶた飼い王子

140
アニメ名作シリーズ
アンデルセン名作童話集③

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるアンデルセンのアニメ童話集で
す。

○アンデルセン名作童話集
③はだかの王様／すずの兵隊さん／おやゆび姫

141
アニメ名作シリーズ
アンデルセン名作童話集④

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるアンデルセンのアニメ童話集で
す。

○アンデルセン名作童話集
④かえるの冒険／あるおかあさんの物語／火うちばこと兵隊さん

142
アニメ名作シリーズ
アンデルセン名作童話集⑤

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるアンデルセンのアニメ童話集で
す。

○アンデルセン名作童話集
⑤マッチうりの少女／雪の女王（長編）

143
アニメ名作シリーズ
グリム名作童話集①

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるグリムのアニメ童話集です。

○グリム名作童話集
①しらゆき姫／わらと炭とそらまめ／つぐみのくちばしの王子

144
アニメ名作シリーズ
グリム名作童話集②

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるグリムのアニメ童話集です。

○グリム名作童話集
②おおかみと七ひきの子やぎ／がちょう番の娘／いばら姫

145
アニメ名作シリーズ
グリム名作童話集③

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるグリムのアニメ童話集です。

○グリム名作童話集
③金色のがちょう／死神のくれた仕事／おやつの前におばけ退治

146
アニメ名作シリーズ
グリム名作童話集④

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるグリムのアニメ童話集です。

○グリム名作童話集
④おおかみと老犬ズルタン／王様と１００匹のうさぎ／ヘンゼルとグレーテル

147
アニメ名作シリーズ
グリム名作童話集⑤

動画 35分

親から子へ伝えたいすてきなお話がたくさあるグリムのアニメ童話集です。

○グリム名作童話集
⑤ブレーメンの音楽隊／巨人退治のペテル／星のコスモス

473 アフガニスタン難民　― 平和を知らない子どもたち
平和

国際社会
18分

米同時多発テロをきっかけに、米英軍がアフガニスタンを攻撃。戦火に包まれる
アフガニスタン難民の存在がにわかにクローズアップされました。しかし彼らの
悲劇は、その時始まったのではありません。アフガニスタンでは２０年以上にわ
たり戦争が続き、おびただしい数の人びとが祖国を捨て難民となることを余儀な
くされました。パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプで１９９９年から
２００２年にかけて取材した子どもたちの映像やインタビューを中心とし、資料
映像を加えて構成されています。今まで国際社会からあまり目を向けられなかっ
たアフガニスタン難民について理解を深める作品。
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249 ありがとう　～あなたへ 心から～ 家庭教育 15分

ありがとうの言葉やあいさつを交わすことは人間として必要なことだ、と父から
教えられてきた麻依子と弘志。ある日出会った近所のあばあさんの姿から、麻依
子は人と言葉を交わす本当の意味についてもう一度深く考えようとします。
ちょっとしたきっかけで家族が心のふれあいを深めていきます。

48
ある日の藤城さん親子
原子炉の暴走は防げるか

エネルギー
資源

30分
原子力開発途中のひとつの事故をきっかけに、アメリカ、日本が原因究明のため
実験を重ねてきた結果をもとに、原子炉の安全を守るために、どのような対策を
こうじているのかを描いたものです。

41
安心への物語

ストーリー

－国家石油備蓄の安全防災体制－

エネルギー
資源

14分
実写とコンピュータ・グラフィックスを使い、様々な備蓄に関する疑問を、特に
国家備蓄基地の安全面や防災面にスポットをあて、質問形式でわかりやすく解説
している。

175 安心へのステップ　’９１
エネルギー

資源
20分

現在わが国では国と民間により石油の備蓄が行われているが、その必要性をわか
りやすく解説するとともに備蓄基地の様子を紹介し、緊急時に重要な役割を果た
す“石油備蓄”について改めて考える。

い

484 いいとこみつけた　－中学年の造形遊び－
学校教育

図工
21分

新学習指導要領に基づき、子ども達の発想力や構成を生かした「造形遊び」の内
容が設けられました。小学校中学年の「造形遊び」では、木切れなどの材料や場
所の特徴をもとにして思いついた活動をしたり、みんなで発想したりして楽しい
造形活動をすることになっています。子どもたちが「造形遊び」の楽しさを感じ
取り、学習への関心を持ち、学び方のヒントとするとともに、指導の工夫改善に
も役立つ内容です。

340
＜いきいきドキュメンタリー＞
 山村留学の子どもたち

学校教育
家庭教育

30分

都会の児童を受け入れる「山村留学」を、西日本で最も早く始めた和歌山県かつ
らぎ町の町立新城小学校。学校では１９人の児童が学び、うち９人が留学生で
す。授業や運動会などに加え、川で泳ぎ、クワガタを捕り、野菜を収穫し、里親
と食事する子供たちの生活ぶりを四季の変化とともに追っています。

368 いじめ１４歳のＭｅｓｓａｇｅ
め っ せ ー じ

学校教育
家庭教育
人権教育

動画

25分

中学校、昼休みの教室。ひとりの生徒、彗佳（すいか）はふらふらと窓の方へ。
「キャーッ」とクラスメイトの悲鳴が響き渡る。病院の一室で彗佳は、不思議な
光景を見る。たくさんの機械に取り囲まれて眠るもう一人の「私 」。見えない幽
体となって浮遊していた。幽体となった彗佳は、この事件で騒然としている学校
へ行き、もう一度、人生や学校生活、友達や家族のことを振り返る。

339
いじめゼロをめざして
－家族と学校の連携－

学校教育
家庭教育

30分
いじめ根絶には、日常の中で悩みを持った子どものＳＯＳを速やかにキャッチ
し、対応することです。いじめにあった少女のドラマを通して、家庭と学校の連
携の重要さを訴えます。

196
板ガラスの世界
－快適なくらしを創る－

一般教養 20分
人類は、生活の中に自然の光を採り入れるために昔から窓を工夫し、様々な板ガ
ラスを考えてきました｡こうした板ガラスの歴史・種類や特徴・生活場面での利用
面等を、わかりやすく紹介しています。

312 愛しいとしの花子さん 高齢者 33分

“人情通り”に住む植木職人・花井秀次郎は 、「シルバー集団見合い」で出会っ
た育ちも性格も違う女性・吉井花子に一目惚れ。２人の恋をめぐって、絶縁状態
だった息子夫婦や“人情通り”の心優しい面々が奮闘する“涙と笑いのシルバー
人情喜劇 ”。

593
今でも部落差別はあるのですか？
マイナスイメージの刷り込み

同和教育 38分

２００２年３月末で同和対策事業に関する特別法が失効し、特別措置法失効のイ
メージが結びついて「差別がなくなっているのではないか」という誤解を招いて
いるようです。部落差別は、誰から伝えられ、どういうふうに伝播していくの
か。部落差別を温存してきた社会システムとそれを支えてきたサイクルを考えあ
う問題提起型のビデオです。

346
一筆啓上
日本一短い『母』への手紙

動画 32分

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「母への想い」が寄せられ、感動は一冊の本にまとめられ、全国を
駆けめぐることとなりました。その中から１１作品を詩情豊かな音楽とアニメ
ファンタジーで綴り映像化。きっと誰かと語り合いたくなるような“素直な心”
との出会いがあるはずです。
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600 五井先生と太郎
人権教育

動画
16分

太郎の担任、五井先生は、クラスの中でもなぜか太郎だけを「太郎、太郎」と呼
び捨てにします。「なんで僕だけ呼び捨てなんだ!?」面白くない気持ちでいる太
郎。しかし、冬休みが明けると先生が入院してしまったことを知ります。五井先
生に呼ばれ太郎が病院へ行くと、五井先生は太郎を呼び捨てにしていた本当の理
由を話し出します…。

432
いっしょに考えよう
２１世紀の日本と首都機能移転

一般教養 26分

現在、国会において検討がすすめられている「首都機能移転」 (国会等の移転）
について、三笑亭夢之助さんと女性キャスターのやり取りを通して、首都機能移
転とは何か、移転の意義、効果、移転先の新都市像といった基本的な話から、作
家・堺屋太一さん、建築家・黒川紀章さんのインタビュー、オーストラリア
（キャンベラ）の事例なども盛り込み、わかりやすく解説しています。

4
いつもと違う日曜日
－青年たちのボランティア活動－

ボランティア 32分
社会人のボランティア活動に視点をあて、仕事とは別のもう一つの社会参加に
よって、青春をより豊かなものにしている青年たちの姿を紹介します。

13
一平君のクレジット体験
－契約とその心がまえ－

消費者生活 24分
クレジットでの契約のあり方やクレジットカードの正しい扱い方などを、一平君
という社会人一年生とその幼友達である恵理さんを主人公とした簡単なドラマの
中で解説した作品。

619
「１ねん１くみ」シリーズ
　１ばんゆうき

動画 13分

こじま君の投げたボールが４年生の浜田君にあたり、くろさわ君とくどう君が殴
られてしまう。「これが目に入らぬか～」と印籠を見せるがかえって怒らせてし
まう。そこで皆で勇気を出して暴力をやめるよう訴えることになった…。勇気に
ついて考えます。

247 一番星
学校教育

道徳
45分

文部省編『道徳教育推進指導資料（指導の手引き）３「中学校読み物資料とその
利用－主として自然や崇高なものとのかかわりに関すること－」 』（平成５年刊
行）に所収の「一番星」をビデオ教材化したもので、道徳の時間に直接使えるド
ラマ仕立てのビデオ資料（資料編）とビデオ資料を使った授業例（活用編）とで
構成されています。

390 「１」を決めるために？！ 単位のはなし 一般教養 33分
日常的になじみ深い「メートル 」「キログラム」そして「秒」という単位の誕生
の歴史について、わかりやすく説明された作品。

409 いのち輝くとき
人権教育
家庭教育

30分
マンションに隣接した畑「ふれあい菜園」を舞台に、自治会長の健吉たちの温か
い思いやりと励ましで若い夫婦が立ち直っていく。最近、深刻な社会問題となっ
ている、親による子どもへの虐待を題材にした作品です。

94
いのちの鈴
差別の構図を照らす

同和教育 45分

家族や一族の中に被差別部落出身者がいると分かったとき、頭では部落問題を理
解している者でさえ、容易に差別者に変わった。部落“外”の家庭に焦点を向
け、私たちが地域社会や家庭の中で「差別させる力」に拘束、支配されて生きて
いる姿を浮き彫りにし、そうした非人間的な力の不当性に気付き、立ち向かわな
いかぎり、差別者もまた確実に不幸であることを問題提起する。

236 いのちをみつめる 家庭教育 35分

ある医療教育機関の学生たちが行う“死の看取りを考える”ロールプレイを中心
に据えて、がんなど末期の床にある患者への家族の支援の在り方を考えていこう
とするものです。とかく死をタブー視しがちである現代の風潮を反省し、患者に
残り少ない余命を知らせて、心残りのない日々を過ごせるように支援すること
が、家族の最大の贈り物であることを訴える作品。

60 今どき科学がおもしろい 宇宙科学 30分
なぜ人類は宇宙に行くんだろう・科学の光！レーザーってなんだろう・ビルの
下って、どうして風が強いんだ、等５つの題材を、実験をまじえて、わかりやす
く、楽しく説明している。

582
色と形で伝える
－ビジュアル・コミュニケーションの時代－

学校教育 23分

文字や言葉だけではなく、色や形で情報や気持ちを伝えるビジュアルコミュニ
ケーションが重要です。
その表現能力を身につけて言葉や年齢の壁を超えて理解しあうことをすすめま
す。 

う

311

ウーマンズライフ
心とからだ・くらしシリーズ ３
　中年からの私づくり
　 －４人の女性の場合－

高齢者
生涯学習
男女共同

31分

徐々に近づく「老い」をよりよく受けとめ、自分らしく納得して暮らしていくた
めにも、中年期からの私づくりは重要なテーマです。それぞれに問題意識を持っ
て「私づくり」に取り組む４人の女性と、その家族にも話を聞きながら、この
テーマについて考えます。
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186
Ｗｅｌｃｏｍｅ ｔｏ ｇｒｅａｔｅｒ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ
－発展する華南経済圏－

国際社会 17分

１９５０年代から香港に進出している日本企業は、約１，５００社にものぼり
様々な分野で活躍しています。又アジアの一大生産拠点として注目されている中
国華南地方への投資活動も活発に行っており、この作品は、今や香港にとっても
重要なビジネスパートナーになった日本企業の活躍の様子を描いています｡

433
Ｗelcome Ｂaby！
新米ママ＆パパへ贈るメッセージ

家庭教育 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
まれたできたてホヤホヤの暖かいメッセージを紹介します。子育ての答えはひと
つではありません。それぞれに合った、それぞれの子育てがあります。すてきな
先輩たちの子育てのメッセージをお受け取りください。

571
宇宙のふしぎ 第１巻
宇宙ってなんだろう

学校教育
科学技術

20分
・宇宙に星はいくつある？・夜はなぜあるの？・赤ちゃん星は何色？・宇宙はい
つからあるの？
様々な疑問に対し、知識のつめこみではない手触り感のある宇宙を体感します。

572 宇宙のふしぎ 第２巻
学校教育
科学技術

20分
　・日時計・太陽を感じてみよう！・地球を感じてみよう！・宇宙を感じてみよ
う！・E・Tへのメッセージなど様々なテーマに、知識の詰め込みではない手触り
感のある宇宙を体感します。

207 うっかり奥さまのＰＥＴボトルリサイクル
エネルギー

資源
18分

ＰＥＴボトルのリサイクル、特に使用済みのものを加熱して再利用するマテリア
ルリサイクルについて説明します。

341 美しいお面 動画 14分
この世でいちばん美しく愛しい女性の面を打て。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る。病に倒れた春満
が高熱の中で、求める顔の女性を見る。

116 うばわれた自由
学校教育

道徳
46分 自由な考え方や行動を大切にし、規律ある生活をしようとする態度を育てる。

439
生みの工夫・技術シリーズ４
海の大動脈　内航海運

学校教育
一般教養

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、さまざまな工夫や新しい技術を取り入れた様々な種類の船が日本全国
で活躍しています。このビデオは、産業の発展と人々の暮らしを支え続けている
内航海運のはたらきを紹介します。

125 裏庭でのできごと
学校教育

道徳
43分

自律の精神を重んじ、自主的に考え、誠実に実行して、その結果に責任を持つ態
度を育てる。

581 運動大好き！体力が豊かな心と体を育む
学校教育

保健
20分

今、子どもたちの体力低下が問題になっています。心身の健全な成長・発達、ま
た学力の向上にも重要な体力、体力の向上を目指した様々な取り組みを、具体的
に紹介します。

え

495
英語で話そう
フォーカスオンなら　「大和の民家を訪ねて」

学校教育
英語

15分

奈良の風物や行事、奈良で活躍する各国の人々などを英語で紹介する、奈良県教
育委員会制作番組「英語で話そう フォーカスオンなら」。当作では、大和民俗
公園に移築されている奈良県各地の民家の特徴や人々のくらしについて学びま
す。

188
ＡＰEＣとは何？
－ＡＰEＣの目指す方向と日本の役割－

国際社会 26分
ＡＰＡＣ（アジア太平洋経済協力）にスポットを当て、歴史とあらまし、１９９
５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。
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19 ＡＩＤＳ・正しい理解と行動
保健
衛生
健康

21分
高校生を中心とした若い人達を対象に、エイズについて正しい知識を身につけ感
染を予防し、さらに、誤解や偏見のない行動を一人一人がとれるよう制作されて
います。

20 エイズの知識と対策
保健
衛生
健康

25分
エイズに関する正しい知識と情報を提供し、その予防のために、具体的に何をな
すべきかを訴えるものです。

251
エネルギー知ってるつもり
実験で知るエネルギーの世界

エネルギー
環境

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状況や環境保全に向けた取り組みなどを紹介
します。

130 えみ子と森のチビおばけ 環境
動画 15分

見る見る内に緑の森に育つという木の苗。えみ子が縁日で買って来た、そんな不
思議な木の赤ちゃんをめぐって巻き起こる心温まる物語。えみ子は気管支の悪い
父のために、チビおばけは安住できる森をつくりたいために、二人共その木の苗
が欲しいのです…。

393
エル・ネット家庭教育セミナー　解説ビデオ
家庭教育手帳 編

家庭教育 70分
「エル・ネット　家庭教育セミナー」で放映された「家庭教育手帳・ノート」シ
リーズ（全１５回）をもとに、「家庭教育手帳」解説ビデオとして、平成１２年
度に編集・製作されたものです。

394
エル・ネット家庭教育セミナー　解説ビデオ
家庭教育ノート 編

家庭教育 75分 393.内容参照

お

525 お母さん、なかないで
交通安全

動画
17分

夏美の誕生会の日、一番仲よしの正子が、約束の時間になっても来ません。来る
途中交通事故で亡くなったというのです。正子のことを忘れられない夏美は正子
の家を訪れます。すると正子のお母さんは、正子が手術室に運ばれていった時の
話をしてくれました。

230 お母さんのせいきゅう書
学校教育

道徳
家庭教育

20分

プラモデルが欲しいが小遣いがない。タケシは友達の話を聞き、悩み抜いた末、
母に請求書を書くことにした。翌日、母はお金を払ってくれたのだが、今度は母
からタケシへ請求書が渡される。金額は０円。最初はその意味がわからなかった
タケシだが…。母と子のやりとりを通して、家族のかかわりの大切さを描いた作
品。

197 お金のできるまで 一般教養 14分
貨幣について紹介し、昔のお金の出現から現在の貨幣に至るまでの製造方法、使
われ方やその背景等が分かり易く描かれている。

430
お客さまの資産は守られています！
－証券会社の分別保管－

消費者生活 19分

証券会社がお客さまからお預かりした有価証券や金銭は、証券会社が破綻した際
にも確実にお客さまに戻るように保管することが、法律で義務付けられていま
す。これを「顧客資産の分別保管」といいます。平成１４年４月１日から実施さ
れた銀行等金融機関のペイオフ解禁を契機に、改めて証券会社の分別管理等セー
フティネットの仕組みについてわかりやすく解説しています。

475 おこりじぞう
平和
動画

28分

昭和２０年、広島に住むひろちゃんは「わらいじぞう」のお地蔵さんと大のなか
よしでした。８月６日８時１５分、ピカッ。一瞬で街が焼け野原に｡ 「みずちょ
うだい」とわらいじぞうにすがるひろちゃん。その時、わらいじぞうの顔が…。
原子爆弾の犠牲になった少女とじぞうの物語で、核兵器の恐ろしさ平和の尊さを
訴えた作品。

69 おじいちゃん出発進行
高齢者

生涯学習
29分

妻を亡くし、すっかり元気をなくしてしまったお年寄りがふと訪れた敬老会館。
そこで亡妻に似た踊りの師匠に、ほのかに心を寄せながら彼女のかたくなな心を
解きほぐして行く。そして会館の仲間や先生の助けを借りて福祉活動という生き
甲斐を見出していきます。
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263 おじいちゃんのトマト

人権教育
高齢者

家庭教育
動画

39分

わずかな畑でトマトづくりに精を出していた祖父が突然倒れたことから、貴志の
家庭に波風が立ちはじめた。しかし、体の不自由な祖父の、生きることへの情熱
や考え方に触れるうち、貴志は生命の尊さや人を思いやる優しさの大切さに気づ
いていく。

422 おじいちゃんはボクのヒーロー 動画 10分

「明日は敬老の日なので、おじいちゃん、おばあちゃんの絵を描いてあげましょ
う」幼稚園の先生から言われた武は、テレビのヒーローを描き始め、先生を困ら
せる。帰り道、昔、山深いところにあった小さな村での出来事を聞いた武は…。
昔から行われている季節ごとの行事から、子どもたちに親しみのあるものを取り
上げたシリーズアニメーション。
楽しく夢のあるお話を通して、行事や祭りの持つ意味を教えていきます。

176
おじゃまレポート
コンテナターミナル

産業
通商

21分
最近の港湾施設の実際を知ると同時に、海運国日本への理解を深めることを目的
とする。

626 おしえてアグリ
農林
畜産
水産

40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します。（平成12
年度に制作したテレビ番組「おしえて！アグリ」の総集編です。）

255
おしえて！アグリ
農林水産業の現場からフレッシュな課題をリポート

農林
水産

45分
世界の食糧事情、日本の食糧・農林水産業の現状を、現場からタレントの島崎俊
郎がリポートします。　平成９年度製作テレビ番組「おしえて！アグリ」の総集
編

476
おしえてマリリン
Ｈｏｗ Ｔｏ 資産運用！

消費者生活 38分

老後の生活を心配する両親や、自分達のお店を持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Ｈｏｗ Ｔｏ を基礎から分かり易く説
明。はたして、鈴木家では、資産運用をしっかり学ぶことができたのでしょうか
…

428
お助けマン参上
 -セカンドライフの生きがい探し-

ボランティア
高齢者

生涯学習
30分

会社を定年退職し、趣味楽しむを森谷信二。しかし、何かが物足りない。近所の
おばあさんの家に手すりをつけてあげたのをきっかけに、お年寄りのための大工
仕事などをボランティアで受けることを決意する。仲間を誘い、次々と作業をこ
なしていくが…。　熟年及び初老の方々へ「豊かな老後」を迎え、過ごすために
必要な「生きがい」をテーマに描かれています。

603
大人の居場所づくり
－地域に根ざすボランティア活動－

生涯学習
ボランティア

20分
自分の持っているパソコンの技術を子どもの体験活動に生かす浅野さんなど、各
地で地域に根ざして、いきいきと活動をする人たちの姿をとらえ、活動の魅力と
意味を考えます。引退後の活発な地域活動への参加を促します。

348
おもしろ理科実験
音の正体をつかめ！
科学探偵団 音の事件ファイル

学校教育
理科

科学技術
25分

学校の理科室で不気味な音がする！？一体誰が何のために？探偵好きな森川勇気
と初音の兄妹は、学校へ忍び込み、音ワールドからやってきたという謎の生物サ
ウンドに出会います。音ワールドの研究室で、音の世界を探る実験が始まりまし
た。二人は音の性質を探り、実際に音を作ってみたりしながら、理科室の正体を
究明していきます。

391
おもしろ理科実験
サイエンス指令　　熱をさぐれ！

科学技術 25分
近未来のサイエンス調査室。３人の調査員たちが「熱」に関するさまざまな事項
を手分けして調査、やがて調査・実験の報告が始まります。

35
オモシロ教室
農業と地球環境

環境
学校教育

15分
農業が地球環境とどのように関わっているかを、舞ちゃんとふしぎな少年（人
形）の人形劇で説明している。

404
おもしろ理科実験
水の惑星を守れ！
宇宙からのメッセージ

学校教育
理科

科学技術
環境

25分

地球人にあるメッセージを伝えるため、汚染された水の星からやって来た謎の少
女・アクア。科学実験好きな兄弟とともに、身近な水の不思議を実験で解明しな
がら、宇宙船で地球を旅していきます。旅の終わりにアクアが兄弟に託したメッ
セージとは…。

570 おれおれ詐欺　撃退法 家庭教育 15分

「おれおれ詐欺」という言葉を知っているにも関わらず、被害が急増・拡大して
いるのはどうしてでしょうか？どこに落とし穴があるのか、もう一度認識を深め
ることが大切です。“まさか自分が・・・！？”被害にあってからでは遅いので
す。この作品は、その撃退法を高齢者にもわかりやすく事例ごとに紹介していき
ます。
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605 親子で語ろう！テレビの見方 家庭教育 20分
情報を集める、比べる、選ぶなど情報の活用を学びます。「山村に熊が出没し捕
獲された」と言う出来事を３つの報道局はどう伝え、３つの家族はどう受け取る
のでしょうか、その違いを考えます。

573 親子で学びあうボランティア活動
家庭教育

ボランティア
20分

里山の保全など4組の親子のボランティア活動から、親と子で取り組むボラン
ティア活動は親と子の理解を深め、お互いが学びあい、成長しあう機会となるこ
とを紹介。

8
女たちの選択
－男女共生時代－

男女共同 30分

共働きで一人の子どもを持つ夫婦が主人公。育児・家事だけでなく、今の仕事も
大切と考える妻を積極的に応援する夫。しかし、夫の転勤話をきっかけに、旧態
依然とした夫の考えが表面化。単身赴任することになります。育児・家事・仕事
の無理がたたり、妻は倒れてしまいますが、それをきっかけに、二人は夫婦のこ
れからの生き方を話し合おうと誓うのでした。

か

182
海運シリーズ１
日本とオーストラリアを結ぶ海運
 <産業と貿易を通して>

産業
通商

18分
日本とオーストラリアを結ぶ海運のはたらきと役割について、オーストラリアの
産業と貿易を通して描く 。（中学１年　地理分野）

183
海運シリーズ２
日本とアメリカ合衆国を結ぶ海運
 － 産業と貿易を通して －

産業
通商

18分 アメリカの産業と両国の貿易を通して描いたものです。

179
海運シリーズ３
日本とヨーロッパを結ぶ海運
〈産業と貿易を通して〉

産業
通商

20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うえで大きな役割を
果たすと同時に、地域や国の資源の開発や産業とも密接にかかわっています。

181
海運シリーズ５
日本と西アジア・アフリカ・中南米を結ぶ海運
〈産業と貿易を通して〉

産業
通商

20分
資源や工業製品を運ぶ海運について、日本と西アジア・アフリカ・中南米諸地域
を産業と貿易を通して描いている。

184
海運シリーズ６
日本と世界を結ぶ海運
－ 国際貿易と国際分業 －

産業
通商

20分
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
を通して描いた作品です。

185
海運の工夫・技術シリーズ１
豊かさを運ぶ海の道
エネルギー資源

産業
通商

20分
オイルタンカーとＬＮＧ船に焦点を当て、エネルギー資源を運ぶ工夫や技術を通
して海上交通の働きと重要性を描いた作品です。

256
海運の工夫・技術シリーズ２
豊かさを運ぶ海の道
コンテナ船

通商 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
た日時に目的地まで運ぶか、ということです。その意味でもコンテナ船の出現は
貿易で生きる日本にとって、たいへん大きな出来事でした。この映像は、コンテ
ナ船の機能を通して、船舶による物流を楽しく、分かりやすく描きます｡

380
海運の工夫・技術シリーズ３
豊かさを運ぶ海の道
地球環境と海運

学校教育
環境

21分
地球レベルでの大きな課題として海洋環境の保全をはじめとした地球環境の保護
対策に積極的に対応するため、海を、大気を汚さないため様々な工夫に取り組ん
でいる姿を描いています。

33
開発途上国ってどんな国？
ー小さな友情から大きな夢へー

国際社会 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
の活躍等を知り、開発途上国への関心を強めていくという作品です。
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61
科学技術立国への歩み
－日本の科学技術５０年－

科学技術 30分
ニュースフィルムや産業技術映画の映像を駆使して、その歴史を追ってみまし
た。さあ戦後日本の科学技術の道程を振り返ってみよう。

58
科学技術が世界を結ぶ
－アルキメデスの探検－

科学技術 20分

真っ青に晴れ上がった空の白雲の上、アルキメデスが風呂に入っていると、突
然、大気を震わせ、スペースシャトル「エンデバー」が登場…。今、日本の科学
技術は世界各国と手を結び進められている。さあ、アルキメデスと一緒にこのビ
デオで科学技術の先端を探検しよう。

431 輝く明日へのステップ　～中学生は飲酒にＮＯ!!～ 学校教育 20分

ある公立中学校の生徒たちが､ 「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署を訪ねたり、先生と共にロールプレイ
ングをすることで、周りからの誘いにもハッキリ「ＮＯ!!」と意思決定できる自分
づくりをして行く過程を描いています。

91
家 族
－部落差別を生きる－

同和教育 35分

部落差別という社会偏見は、現在も依然として、ある地域に存在し、そこに生き
る人々の生活を様々な面から呪縛しています。これは、社会的偏見の只中にあっ
ても懸命に生きている人々とその家族の日常生活に取材し、彼等の死生観や結婚
観、人生観を忌憚なく聞き出したドキュメント作品。

3
家族の一員にするための
愛犬と楽しく暮らす５つのポイント

一般教養 28分
家族の一員として犬と共に暮らすために、ぜひ知っておきたい５つのポイントを
紹介。

558 風の舞
かぜのまい

　闇を拓く光の詩 人権教育 60分
１３歳でハンセン病を発病し国立療養所大島青松園に強制隔離された塔 和子さ
んが紡ぎ出す詩を通して、ハンセン病元患者の慟哭の思いと歴史と今を伝える。

623
学校生活を快適にすごすためのルール
～メンタルヘルスへのアプローチ～

学校教育 22分

ささいな「いじめ」や「暴力」でデリケートな子どもは傷つき、学習能力を失い
ます。ともすれば、小さな暴力はやがてクラスの雰囲気を支配するものに発展し
かねません。少しの気づかいで、荒れる心を修復すれば「いじめ」や「暴力」に
育つのをくいとめられます。子どもたち自身が持つ自己修復能力を高め、すがす
がしい気持ちで学校生活を送れるように提言します。
怒りを暴力に転じる流れを回避する／内的要因のストレス／外的要因のストレス
／ルール

446
桂文福のふれあい人権噺
－真の笑いは平等な心から－

人権教育 25分

真の笑いは平等な心から…落語家・桂文福さんの講演テーマである。落語でまず
会場の雰囲気を盛り上げながら、自己の体験をもとにした「ふれあい人権噺」へ
と続く。このビデオでは、職業差別・障害者への偏見・古典落語の中にある差
別・外国人への偏見・子どもの人権など…さまざまな人権問題が語られます。

313
家庭教育ビデオ１
頑張れ！お父さん
―パパたちの子育て奮闘記―

家庭教育
男女共同

16分
子育ては家族全員が一致協力することが重要。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
ます。もちろん正解はありません。その形は家庭によって様々なのですから。

314
家庭教育ビデオ２
ＫＯＮＩＳＨＩＫＩ ＆ テディ　子どもとしつけ

家庭教育 16分

「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 」。当たり前のことだけれど、おろそかになっていませんか。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。

315
家庭教育ビデオ３
７人の専門家に聞きました 子育ての極意
ゆっくり、ゆったり

家庭教育 17分

子どもの個性を大切にし、未来への夢を持たせるためには…。他の子どもや平均
値と比べず、その子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、そして子ども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。

17
家庭教養シリーズ
女性とお酒

保健
衛生
健康

30分
アルコール飲料を常用する女性がふえているが、酔いの科学をはじめ、女性特有
の胎児への影響までわかりやすく解説する。

316
家庭ふれあい促進事業ビデオ教材シリーズ４
お父さんの出番です

家庭教育 20分

母・香織が拓也の部屋を掃除していると、机の下から成人向けの本が見つかる。
担任からは万引き事件で電話がかかる。香織は夫・裕介にその話をする。職場の
同僚に相談したところ、親子でいっしょに何かをすれば良いとのことで、傷んだ
アンテナを修理することに。屋根の上で息子と語り合う裕介。裕介はこれを機に
地域で「おやじの会」をつくることを決意する。
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317
家庭ふれあい促進事業ビデオ教材シリーズ５
「美幸の日記より」
お母さんの再挑戦

家庭教育
男女共同

20分

介護士の資格の講習会を受けている母・香織のもとへ、美幸が父・裕介が事故に
あったことを知らせにくる。香織は夕刊の配達をしながら、ワープロ工房の仕事
もすることになる。介護講習会の同期生と話すうち、胸があつくなり涙ぐむ香
織。女性をとりまく不合理な環境を訴えるとともに、明るくたくましく生きてい
こうとする母の姿を、美幸の日記を通して描く。

201
かぶ号は風にのって
－株式の役割と株式投資－

一般教養 30分
我が国の経済活動の中で重要な役割を担う証券市場、とりわけ株式の役割と株式
投資の意義等について､やさしく解説しています。

172
紙・ワンダーランド
豊かな暮らしを支えるパートナー

エネルギー
資源

20分
豊かな暮らしを支えるパートナーとして活躍する“紙 ”。そして製紙産業を様々
なテーマからスポットをあてて紹介します。

173
紙・地球への思いやり
水と大気を守り緑を育てる

環境 15分
紙は生活の中でもっとも人の身近にある素材です。紙は今そのすぐれた素材とし
て、また、環境面でも多くの注目を集めています。紙が、そして製紙産業が自然
との調和を目指し、どのような工夫や協力を行っているかを紹介します。

133 神様がくれたクリスマスツリー 動画 12分

今年はツリーなしのクリスマスになりそうだった。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
つけを始めるのだが…。クリスマスにまつわる心温まる物語を通して、まごころ
の美しさをおくります。

12
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－

消費者生活
動画

15分
ローン・クレジットを利用しようとする若者を主たる対象として借りすぎ、使い
すぎの恐さを訴えることによって多重債務の防止を図るとともにローン・クレ
ジットの正しい利用法をわかりやすくアニメで説明したものです。

32 川の生物と環境
環境

学校教育
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る。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、川の汚れぐあいと様々な「指標生物」について明らかにします。

447 川の約束 同和教育 29分

豊かな自然をたたえる江の川の流域には、差別とたたかいながら知恵と技で築か
れてきた漁撈文化があります。川とともに育ち、川とともに生きてきた川漁師の
姿を通して、地域を支える文化や生きざまを描きながら、部落差別の問題を考え
ます。

352
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
① 旅行会社スタッフ編

一般教養 30分
さまざまなジャンルの観光ワーキングをレポートが体験。そこで働く人々の「お
もてなしの心」や「やりがい」を紹介します。

353
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
② ホテルスタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照

354
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
③ 旅館スタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照

355
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
④ 民宿／ペンションスタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照

356
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
⑤ 飲食／おみやげ品店スタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照
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357
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
⑥ 体験型観光施設スタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照

358
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
⑦ テーマパークスタッフ／スポーツインストラクター編

一般教養 30分 352.内容参照

359
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
⑧ イベントスタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照

360
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
⑨ ガイド編

一般教養 30分 352.内容参照

361
観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人
⑩ 交通機関接客スタッフ編

一般教養 30分 352.内容参照

95 がんばれ　青春先生 同和教育 54分

純粋な子どもたちに、心ない大人の言動が、知らず知らずのうちに差別の芽を植
えつけていないでしょうか？この作品は、新任の小学校教師がクラスの子ども同
士の喧嘩をきっかけに、部落差別の問題にかかわっていく。子どもたちと一緒に
悩み苦しみながら、無理解な親たちや周囲を巻き込んで、差別の愚かさを訴えて
いく作品です。

き

487 危険の予測で交通安全を！ 交通安全 20分
休日の朝、サッカーの試合に出掛ける子ども達の行動を通して、日常生活の中に
潜む危険を予測し、その危険を回避する方法を身につける、交通安全危険予測教
育ビデオです。

625 企業に求められる人権意識とは? 人権教育 24分

企業が社会の中で果たすべき責任はますます大きくなっています。単に利潤を追
求するだけでなく、より良い社会を築くための努力が求められています。安全で
安心な社会を作るためには、企業の社会的な取り組みは不可欠です。特に、優れ
た人権意識を持つことは企業が成長するための必須条件です。若い社員の目を通
して、企業に求められる人権意識のあり方を問題提起しています。

400 気象を科学する　～緑の地球を守るために～
科学技術
一般教養

27分
好奇心いっぱいの中学１年生・朝月美香と「お天気博士」志望の星研太郎が、
スーパーコンピュータ「ハレダス」の協力を得て、「気象の不思議」を解き明か
します。

56
キミ 科学する？
－暮らしを変える先端技術－

科学技術 22分 科学技術に対する理解・関心を高めていただくために制作された。

31
＜記録映画＞ 熱帯に賭ける夢
－アジア太平洋からのリポート－

国際社会 27分

パプア・ニューギニアのラバウルで日本人ボランティアによる米作りのプロジェ
クト。フィリピンのミンダナオ島でも伐採され、荒れ果てた山肌に緑の若木が１
本１本東京からの植林ボランティアにより植えられていきます。心の通った実り
ある国際協力とは何か、日本人ボランティアの姿を通して考えます｡

427 キムの十字架 平和
動画 80分

キム・ジェハとセファンの兄弟は、日本に田畑を取られて貧しい暮らし。ある日
突然、兄のジェハが日本兵に襲われ、無理やり日本での過酷な労働を強いられま
す。戦争が終わり、弟セファンも松代にいたことを知りますが、すでに亡くなっ
ており…。ジェハは再び壕の中に入り、何日もノミで岩を刻む音が続くのでし
た。　それが今も長野県松代の地下壕に輝いている「キムの十字架」です。
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226 霧の中の真実 同和教育 54分

二十年前、秋月と滝本は、互いに悪質な差別図書“地名総監”を購入した会社の
一社員として法務局の廊下で初めて会った。二人は、その後、事件の重さに心を
いため、職場の人権確立の為精魂を傾けた。だが、会社が変わったとは、とても
思えなかった。滝本が家出をしたと聞き、探し始める秋月であったが、滝本の目
的地は、皮肉にも、かつて自らが地名総監を使って身元調査した町なのであっ
た。

320  '９７「夢の住まい・まちづくり」教室
学校教育

社会
30分

私たちの生活の基礎であり、最も重要な環境でもある「住まい 」「まち 」。２
１世紀を支えていく子どもたちが「住まい・まちづくり」に積極的に参加するこ
との大切さを知ってもらいたい。そんな願いを込めて行われている「夢の住ま
い・まちづくり」教室。今年は奈良市立辰市小学校の５年生と青森県八戸市立白
山台小学校の４年生が、自分たちのまちについて考えます。

522
凶器にもかわる携帯電話
　－中高校生の自己防衛－

学校教育
消費者生活

20分

携帯電話はどこでも簡単に使える便利な道具です。そして、その機能も進化し続
けています。しかし、その利便性の裏には危険性も隠れています。このビデオ
は、あるコンビニの店長と三人の高校生アルバイトが携帯電話による様々なトラ
ブルに巻き込まれ、携帯電話の怖さを体験した三人が「同じような被害に遭わな
いように」と､ 「携帯１１０番」というホームページを作り始めるまでを描いて
います。

く

524 郡上
ぐじ ょう

一揆
い っ き

劇映画 162分

「検見取り」という増税策を強行しようとした美濃国・郡上藩、金森家の圧政に
対して、郡上１２０村の農民たちが署名血判のうえ、その撤回を求める闘いに立
ち上がる。一度は国家老の撤回証文を得たものの、それを反故にされた彼等は江
戸屋敷に直訴する。しかし、回答を引きのばされ、長逗留を余儀なくされた代表
者たちは苛立ち、一方、国許では検見取りが強行されようとする。ついに彼等
は、死を覚悟して幕府に直接、訴えようと決意する。（本編１１２分とメイキン
グ映像５０分収録）

49 くらしを豊かにするごみ焼却エネルギー
エネルギー

資源
25分

ごみを私達の「くらしを豊かにするエネルギー資源」として、見つめ直した新し
い視点で紹介している｡

259 くらしとともに造幣局　〔造幣局の案内〕 一般教養 20分
社会生活に深く密着している貨幣を通してその製造を担っている造幣局の歴史や
貨幣、勲章、金属工芸品等の製造工程及びその他事業についての紹介。また、貨
幣そのものの歴史についても紹介。　　平成８年作成 大蔵省

16
クルマは友だち
－若者たちへのメッセージ－

交通安全 18分
車の快適な運動（安全運転）とは何かを若者の心理にフィットするコンピュータ
グラフィックスを駆使した画像で興味深く描かれています。

198 クルマのできるまで 一般教養 16分
日本の有名車メーカーに取材し、クルマがどのように作られていくのかを、順を
追って描く。

322 くるま１００年、日本を走る 一般教養 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（１８
９８年）のことだといわれています。自動車の登場から１００年間で私たちの日
常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
とを紹介しています。

け

86 けがれと差別意識 同和教育 53分

神道や仏教など様々な宗教が信仰を集める中で清浄に対するけがれという考えが
浸透し始め、これが近世賤民への差別をうむ意識となった。本作品は伊勢神宮を
中心に祭や文化・芸能など様々な事象から差別する矛盾を探りながら人権意識の
高揚をはかります。

23 健康に役立つ微生物
保健
衛生
健康

25分 体に必要な微生物（乳酸菌）について詳しく説明。E20している。

10
健太君は編集長
－著作権ってなんだ？－

著作権 20分
著作権とは？どんなものに著作権があるのかなどについてわかりやすく解説す
る。
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53 原子力と環境
エネルギー

資源
11分

（２部構成 53・54）
地球環境にやさしいエネルギーとは何か？環境保護の視点から将来のエネルギー
を問います。

448
現代社会と人権シリーズ
同和問題 これからの課題
「特別措置法」の期限を迎えて

同和教育 28分

１９６９年、劣悪な部落の生活実態を解消するために「同和対策事業特別措置
法」が施行されました。環境の整備や改善が行われ、被差別部落の風景は一変し
ます。そして２００２年３月、 ｢特別措置法｣ が法期限を迎えると、 ｢同和問題は
もう終わった｣ という声も出はじめています。果たして部落差別は解消したので
しょうか。大阪、長野、高知。約３０年前の被差別部落を映像で捉えます｡ 「同
和対策事業」の３３年間を総括して、同和問題の何が変わって何が変わらなかっ
たのかを検証し、これからの同和問題を考えるための作品。

369 元気あります（字幕入） 同和問題 53分

玩具メーカーに勤務する祥太郎が、営業課から人事課の係長に昇進。上司から、
外部で行われる同和問題研修への出席を命じられる。そのことから、同和問題に
ついて勉強を始める。企業の中で人権を尊重するとはどういうことなのか、考え
ていく内容です。

こ

351
公式記録ビデオ
第33回 東京モーターショー 1999

一般教養 30分
１９９９年１０月２２日～１１月３日に幕張メッセで開催された第３３回東京
モーターショー「未来発走。くるまが変わる。地球が変わる 。」の公式記録ビデ
オ。

231 校長先生が泳いだ 動画 20分

今年限りで廃校となる山村の小さな分校。４年生はたったの５人。分校として最
後の水泳大会を目前に１人が入院。足の不自由な明るい少女が出場することに
なった。先生と子どもたちの温かい物語を通して､人を思いやる心の素晴らしさ、
大切さを訴える作品。

566
高齢社会を生きるシリーズ
がんばり過ぎないがんばらない介護のすすめ

高齢者 19分

介護する側の心と身体のケアに焦点を当てたビデオです。在宅で介護する場合、
寝食を忘れてがんばるあまり、心身に変調をきたしたり、孤立して余裕も作り出
せず介護に追い詰められていくケースが増えています。自ら介護を一人で背負い
こまず、無理なく介護を進めるポイントを紹介します。

567
高齢社会を生きるシリーズ
　痴呆は予防できる

高齢者 22分

年をとると痴呆は仕方ないと思うのは大間違いです。.現在は、早期発見と早期治
療によって進行を遅らせたり、改善させることが可能になっています。また、ア
ルツハイマー型痴呆を治療する経口ワクチンが開発され、治療への道が拓かれつ
つあります。痴呆にならないために早めの予防と対策を紹介します。

530 こぎつねコンとこだぬきポン 動画 21分
親どうしはお互いに嫌いあっても、こぎつねのコンとこだぬきのポンは、友達に
なってしまいます。ユーモラスでちょっとハラハラ、温かくやさしい物語を通じ
て友達を持つことの楽しさを訴えます。

11 悟空の著作権入門
著作権
動画

23分
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。

242
国際識字の10年、中間年記念映画
 しきじきょうしつ

同和教育 54分
部落解放の一環として開かれた識字教室は、最近では在日外国人の姿が多くなっ
ています。その教室へ通う一人の講師の姿を通して今日的な識字教室の在り方に
迫っています。

488

国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ
＜豊かな言語生活を目指して＞ １
相手を理解する
言葉の背景を見つめると・・・

一般教養 37分
相手の考え方を理解すると同時に、自分の考え方を改めて見つめ直すこと…。こ
こからより良いコミュニケーションが始まることをテーマに、６話にわけてドラ
マを展開します。

494
こころの応援歌
親子で育む「素晴らしき思春期」

家庭教育 26分

思春期は子どもたちが自我に目覚め始める時期であり、とりあえず親のひいた
レールから降りようとして親と対立したり、否定したりする時期です。そして、
思春期の子どもを持つ親にとっても子どもたちの態度や言動の変化に驚き、戸惑
い、子育てに対する自信がゆらぎ始める時期でもあります。思春期の子どもたち
の様子や専門家たちのアドバイスを交えて、思春期の子どもに対し親はどのよう
に接すればよいか、子育てのヒントを示唆します。
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483 こころつくり　こころ伝え
学校教育

美術
22分

美術は心の表現です。人は成長に従い深く感じるようになり、自分らしい心を形
作っていきます。その心をどのように他の人達に伝えていくのか、その表現につ
いて考え、自由な創作活動を促します。

402 五條 ～知られざる悠久都市 一般教養 23分
市民が五條のまちを愛し、誇りを持てるよう、五條の良いところを紹介しよう
と、平成３年９月に発足した『五條ユース・フォーラム』の第７期・第８期によ
り制作されたビデオ。

171 古代の海の贈り物
エネルギー

資源
30分

石灰石を露天掘り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
の様子が紹介されています。

199 国会百年 一般教養 68分
平成２年11月29日、国会開設百年を記念して議会の歩みを伝えるため製作され
たものです。

565 子どものしつけと父親の役割 家庭教育 21分

息子が万引きをし、父・雄一は店に誤りに行く．すると「何か問題を起こした時
はいつも代わりに解決してあげるんですか？」と店主に言われる。息子の友人の
父である加賀屋とこどものしつけについて話し合ううちに、昔自分の親父に厳し
く叱られた事を思い出し、父親の役割について考える。子どもをもつ親たちに、
特に父親の家庭教育への参加を唱え、子どもの成長にとって父親との触れあいが
如何に大切かを訴える作品です。

588 子どもの居場所づくり　　－基本編－ 学校教育 27分
「子どもの居場所づくり」の意義や重要性をテーマとして、「なぜ、今、地域子
ども教室推進事業に取組む必要があるのか」について「東京都葛飾区」「福島県
会津本郷町」「岩手県水沢市」の事例を見ながら考えます。

589 子どもの居場所づくり　　－マニュアル編－
家庭教育
学校教育

30分

東京・葛飾区立宝木塚小学校で、子どもの居場所「わくわくチャレンジ広場」が
スタートしました。子どもの居場所が無理なく実施されるためには、学校・家
庭・地域がうまく連携し、一部の関係者に負担が集中しないシステムが必要で
す。宝木塚の事例を通して子どもの居場所づくりを考えます。

590 子どもの居場所づくり　　－事例編－
家庭教育
学校教育

25分

全国各地、様々な場所や方法で「子どもの居場所づくり」が実施されています。
このビデオは、「北海道上富良野町」「長野県茅野市」「岡山県日生町」「静岡
県岡部町」など８か所で、様々な人との触れ合い、沢山の体験を重ねている子ど
もたちの姿を紹介します。

387
子どもの声に耳をすませて
 －子ども虐待防止　あなたにできること－

人権教育
家庭教育

22分
子どもへの虐待は特別の人に起こるものではなく、誰にでも起こりうる問題で
す。虐待への正しい理解とその防止を図ることを目的に、子どもの立場に立って
製作された作品。

520
子どもが不登校になったとき
－心の扉を開くヒントと対応－

学校教育
家庭教育

29分

不安やストレスが原因で不登校になってしまった中学生のケースなどをとりあ
げ、子供の精神状態や精神面、段階に応じた考え方や対応方法をわかりやすく解
説します。不登校の子どもを長年カウンセリングしてきた教育研究所の牟田武生
所長が解説を担当し、実際に引きこもりを経験した少年、少女の経験談なども盛
り込まれています。

412 子どもを育む地域活動　　～地域の教育力を生かして～
地域活動
家庭教育

20分
子どもたちに様々な体験のチャンスを与えることができる地域活動。地域の持つ
教育力を回復させ、活動を活発にするには、何が大切かを探っていきます。

382 「子ども放送局」ってなに？　① 子ども編　② 大人編
学校教育
生涯学習

10分
子ども放送局は、子ども向けの様々な番組を「エル・ネット 」（教育情報衛星通
信ネットワーク）を利用して放送しています。子ども放送局の番組内容等をわか
りやすく紹介した作品。

599
子ども連れ去り被害防止
 ～地域で考える防犯～

学校教育 22分
毎日、当たり前のように見ていた子どもの笑顔。それが、ある日突然…。全国各
地で始まっている地域が一体となって連れ去りから子どもを守るための活動を紹
介します。
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57
コベルコ　キーテクノロジー
高圧力の世界

科学技術 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ーで、常識で
は考えられない現象が起きる。圧力の発見から身のまわりの圧力、超高圧発生装
置、高圧下のサイエンス、高圧力の効果と利用､そして無限の可能性など、不思議
な高圧力の世界を紹介。

337
骨髄移植
いのちのボランティア

保健
ボランティア

34分
白血病などの治療のために健康な人の骨髄液を移植する闘病過程を記録し、将来
ドナーとなる可能性のある人にボランティアの一例として理解を深めさせる作品
です。

413 ５等になりたい
学校教育
人権教育

動画
76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。足のマッサー
ジ師の石橋先生から《人としての本当のやさしさ、強さ》を教わり、明るくたく
ましく生き抜こうと決心します。その夢は『かけっこで５等になる！』ことでし
た。

420
こむぎいろの天使
 すがれ追い

劇映画
総合学習

95分

信州伊那谷では、古くから「すがれ 」（地蜂）の子を貴重なタンパク源として食
してきた。ぜんそくの療養のために東京からきた小学５年生の健一が、地元の子
ども達とすがれ追いをしたり、捨て犬の世話をしたりするうち、すっかり元気に
なる姿を描いています。

579
ごめんね また こんどね
　～4歳児の揺れる心～

学校教育 22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関わり方や思いやる気
持ちを学んでゆく姿を紹介しながら、子供たちと関わる先生の想いや役割につい
て考えていきます。

50 これからのエネルギーを考えよう
エネルギー

資源
学校教育

27分
近い将来、石油や原理力とともに、私達の暮らしを支えることになるであろう新
エネルギー（石炭の液化・ガス化、太陽エネルギーなど）について考えます。

631
昆虫大パレード ①
虫の王様「カブトムシ」
カブトムシの生態から探し方・飼い方まで

自然 15分
交尾・産卵から成長過程／カブトムシの基礎知識／カブトムシの探し方／カブト
ムシの動き

632
昆虫大パレード ②
小さな猛獣たち
捕食にみる昆虫たちの素顔

自然 15分 カマキリの行動／狩蜂クロアナバチの産卵／水中の吸血鬼タガメ　　ほか

633
昆虫大パレード ③
野山の人気者たち
昆虫たちの様々な誕生物語

自然 15分
アゲハチョウの羽化／テントウムシの一生／5回脱皮するトノサマバッタ／クマ
ゼミの長く輝かしい生涯　　ほか

634
昆虫大パレード ④
水辺のスターたち
水・陸・空と住みかえる昆虫の生態

自然 15分
アメンボの水面歩行術／アキアカネの一生／オスとメスで異なる光り方のヘイケ
ボタルとゲンジボタル／ヤゴの飼い方　　ほか

635
昆虫大パレード ⑤
小さな楽士たち
鳴く虫の発音観察学

自然 15分
コオロギは鳴き分け名人／スズムシの鳴き方の秘密／幻の虫カンタン／スズム
シ・コオロギの飼い方　　ほか

636
昆虫大パレード ⑥
戦士たちの城づくり
社会性昆虫の知恵と行動

自然 15分
水で巣を冷やすアシナガバチ／スズメバチの高層建築／カマキリとの戦い／アリ
の飼い方　　ほか

637
昆虫大パレード ⑦
幼虫たちのタイムカプセル
母性が残す貯蔵食つき保育室　設計集

自然 15分
トックリバチの泥壺づくり／ヒメクロオトシブミのゆりかごづくり／ミノムシの
幼虫のミノづくり　　ほか
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638
昆虫大パレード ⑧
虫の忍者たち・秘伝公開！！
守り、攻める、虫たちの生き残り戦略

自然 15分
ケラ・イワサキクサゼミ（土遁の術）／ミズスマシ・タガメ（水遁の術）／マツ
モムシ（水中逆さの術）／カメムシ（毒ガス作戦）　　ほか

564
こんな時どうする？
　危険から身を守る

学校教育 19分
危険は身近なところにいくらでもあります。事故や危険なことに巻き込まれない
ためには、また身を守るためにはどうしたらいいかをモシモ博士とともに考えて
いきます。

578
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

学校教育 21分
「絵や立体、つくりたいものをつくるなどに表す」の学習指導要項を、「絵の具
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。

さ

610 サイバー犯罪事件簿２　　危険なアクセス 消費者生活 30分
主婦・高橋靖子（萬田久子）は、夫と2人の子供たちに囲まれ、平凡だが充実し
た毎日を送っていた。しかし、ある日突然家族が次々とサイバー犯罪に巻き込ま
れてしまう…

611 サイバー犯罪事件簿２　　危険なアクセス 消費者生活 30分 610内容参照

39 ザ・石油 オイルマンの熱い日々
エネルギー

資源
27分

生活になくてはならないエネルギーの重要性や、いろいろな物を大切にする心が
省エネルギーにつながっていくことを訴える。

397 Ｔｈａｔ’ｓ 預金保険制度　　改訂版 消費者生活 17分

ここは架空のテレビ番組「クイズＤＥなっとく Ｔhat’s 預金保険制度」のスタ
ジオ。預金保険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、楽しく理解してゆくための番組を制作しようとしています。しかし、ディレ
クターは預金保険制度のことをよく知りません。そこへプロデューサーが登場。
明解に解説してゆきます。

630 さとうきび畑 平和 １１分
森山良子さんの唄にのせ、歌い継がれてきた「さとうきび畑」で平和を祈りま
す。

429
砂糖と健康ビデオシンポジウム
健康にとって砂糖とは…

健康 34分

「健康にとって砂糖とは、どんなイメージですか？」との街角インタビューに
「疲れたとき、甘いものを食べると元気が出る」という方もいますが、「肥満」
や「糖尿病」など、生活習慣病とのかかわりを心配する方も多くいます。果たし
て事実はどうなのでしょうか。医学・生化学・生活科学など専門分野の異なる５
人の講師の意見から俗説や誤情報の問題を考えながら、「砂糖と健康」「食物と
健康の関わり」について

87 サラムという名の隣人 人権教育 38分
在日韓国・朝鮮人の置かれている状況やその存在が正しく認識され、日本に住む
韓国・朝鮮人やその他すべての外国人と、共に生きていける社会が一日も早く築
かれるよう願って制作されたビデオです。

606 ザリガニ君が語る！農業用水
農林
畜産
水産

11分
普段私たちが食べているものには水は不可欠です。ご飯一膳作るにも農業用水が
使われているのです。この作品では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。

451
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティのシンデレラ

動画 30分

世界の名作を、キティをはじめゆかいなサンリオのキャラクターたちが画面いっ
ぱいに演じる、夢と冒険にあふれた楽しいアニメ作品です。読み継がれ、語り継
がれてきた名作が、キティたちによっていっそう親しみやすいものとなり、子ど
もたちの感受性を刺激し、想像力を豊かに育てます。
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452
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティのおやゆびひめ

動画 40分 451.内容参照

453
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティの魔法の森のお姫さま

動画 34分 451.内容参照

454
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティのしらゆきひめ

動画 30分 451.内容参照

455
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティのアルプスの少女ハイジ

動画 30分 451.内容参照

456
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティのアルプスの少女ハイジ２
   ～クララとの出会い～

動画 30分 451.内容参照

457
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティのかぐや姫

動画 30分 451.内容参照

458
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティの不思議の国のアリス

動画 30分 451.内容参照

459
サンリオ世界名作映画館
　ハローキティの小公女

動画 30分 451.内容参照

460
サンリオ世界名作映画館
　けろけろけろっぴの大冒険ふしぎな豆の木

動画 20分 451.内容参照

461
サンリオ世界名作映画館
　けろけろけろっぴの三銃士

動画 61分 451.内容参照

462
サンリオ世界名作映画館
　けろけろけろっぴのガリバーの冒険

動画 30分 451.内容参照

463
サンリオ世界名作映画館
　けろけろけろっぴのロビンフッド

動画 30分 451.内容参照

464
サンリオ世界名作映画館
　キキとララの青い鳥

動画 60分 451.内容参照
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465
サンリオ世界名作映画館
　キキとララのヘンゼルとグレーテル 動画 30分 451.内容参照

466
サンリオ世界名作映画館
　マイメロディの赤ずきん

動画 30分 451.内容参照

467
サンリオ世界名作映画館
　ぽこぽんのゆかいな西遊記

動画 60分 451.内容参照

468
サンリオ世界名作映画館
　たあ坊の竜宮星大探検

動画 34分 451.内容参照

469
サンリオ世界名作映画館
　アヒルのペックルのアラジンと魔法のランプ

動画 30分 451.内容参照

470
サンリオ世界名作映画館
　アヒルのペックルのシンドバッドの冒険

動画 30分 451.内容参照

し

174 ＴＨＥ ＡＬＵＭＩＮＩＵＭ
エネルギー

資源
21分

アルミニウムは、鉄についで身近な金属ですが、その製造法や優れた特性は以外
と知られていない。自動車の軽量化や資源リサイクルの面でクローズアップされ
ている。先端技術の分野でも、アルミニウムの特性が脚光を浴びている。未知の
可能性を秘めたアルミニウムを探る。

240
ジェンダーと家族　第１巻
ジェンダーから見る家族

男女共同 40分

子供たちは、生まれた時からずっと周囲の人たちから 、「男らしい 」「女らし
い」と考えている言葉づかいや振る舞いなど、様々な習慣を身に付けて成長して
いきます。生物的な性別に対して、こうした社会的、文化的に作りあげられた差
別的な性別を「ジェンダー」と言います。この「ジェンダー」の視点から結婚、
家族について分析するとともに、少子化・高齢化時代の家族の在り方について考
えます。

241
ジェンダーと家族　第２巻
少子化・高齢化時代の家族

男女共同 50分 上記参照

190
ＴＨＥ ＥＧＧ ＳＴＯＲＹ－１
タマゴが食卓に届くまで

消費者生活 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行く過程をわかりやすく紹
介し、きちんと検査されて店頭に並ぶまでの流通過程を紹介する 。「タマゴ総集
編」

191
ＴＨＥ ＥＧＧ ＳＴＯＲＹ－２
タマゴをおいしく・かしこく食べる

消費者生活 15分
卵は賢い組合わせで素晴らしい食品になることを説明し、卵の持つ栄養的な優位
性と成人病予防という視点を中心に、学問的な実証とデータで正しく解説する。
「タマゴ栄養編」

192
ＴＨＥ ＥＧＧ ＳＴＯＲＹ－３
タマゴのいろいろな利用法

消費者生活 15分
卵の性質を活用した料理・調味料等の紹介、卵に含まれている成分への活用。リ
ゾチュウム・レシチン｡その他新しい開発の可能性について解説する 。「タマゴ
の性質と加工編」
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193
ＴＨＥ ＥＧＧ ＳＴＯＲＹ－４
タマゴからのメッセージ

消費者生活 15分
卵の安さの秘密、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
の消化率などの疑問に答え、マヨネーズなどの加工までふれる 。「消費者がもつ
疑問に答える編」

194
ＴＨＥ ＥＧＧ ＳＴＯＲＹ－５
これは知っておきたい卵料理のコツ

消費者生活 15分
卵の六つの基礎料理を解説し、一つ一つやさしそうに見えて、以外と難しい卵の
性質を捉えながら、楽しく料理のコツを披露している。「卵基礎料理編」

206 資源が生きるＰＥＴボトルリサイクル
エネルギー

資源
16分

ＰＥＴボトルはもはやゴミではない。ＰＥＴボトル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しています。

105 淳一よ！明日の空へ 同和教育 54分
高校受験を目前に、同和地区出身の義父と医師である実父、二人の父親との関わ
りの中で成長を遂げる中学生を描いています。

97 新ちゃんがないた！
人権教育

動画
36分

四肢性マヒのため全寮制の養護学園で学んでいた新ちゃんは、先生や先輩の励ま
し、本人の努力が実って普通小学校に転入することができた。だが、彼の行く手
には様々な障害が横たわっていた…。新ちゃんの不屈の頑張りと幼なじみの友情
が熱い感動を呼ぶ。

132
十六地蔵物語
－戦争の犠牲になった子どもたち－

平和
動画 26分
戦時中の学童疎開を題材に、疎開先の生活を紹介しながら、疎開先で火災にな
り、焼死した１６人の子供たちが、もう一つの戦争の犠牲者として描かれてい
る。

310 純がくれた命 家庭教育 20分

たび重なるいじめに耐えかねた健一は自殺を図るが、かろうじて一命をとりとめ
る。そして、入院した先の病室で偶然、難病におかされている少年・純と同室に
なる。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、健一は“生きる”ことを模索し始める。

386
児童虐待防止啓発ビデオ
すこやかな子どもの成長を願って
～児童虐待の早期発見と初期対応のために～

人権教育
家庭教育

22分
子どもへの虐待について理解を深め、早期の段階で発見し、適切な援助をするた
めに製作された作品。

388
少子化対策番組
子ども　 夢　希望　感動

家庭教育
男女共同

30分
結婚というあたらしい出会いに踏み込めないでいる若者、子どもをもつことにた
めらいを覚えている夫婦に、結婚、出産、子育ての豊かな価値を語りかけてくれ
る作品。

383
少子化対策番組　家庭への発信
こまったらここへ なやんだらあそこへ

家庭教育
ボランティア

20分

子育てをする中での悩みをどこにもって行けばよいのか迷っている親などに対し
て、子育てを支援してくれる県や市町村、地域ボランティアなどを紹介します。
リポーターが各機関へ出かけ、その状況をリポートし、各機関をミニドラマやイ
ンタビューを交えてわかりやすく解説しています。

309
生涯学習シリーズ
 小さな『ふれあい』から…！
　－公民館の仲間達－

生涯学習 27分
おばあちゃんと公民館を見学に行った小学４年生のかおりは、公民館の活動やた
くさんの仲間達がいることを知ります。

364
人権・同和問題学習教材用ドラマ
らくがき　～気づこう　学ぼう　取り組もう

同和教育
学校教育

35分
ある日曜日の早朝、魚釣りに来た明男達は、駅のトイレで差別落書を見つける。
駅員は１時間前には落書はなかったのに、と悔しがる。明男達はバス停で待つ人
達の中に犯人がいるのではないかと、釣りどころではなかった…。

620
死の四重奏
－肥満・高血圧・糖尿病・高脂血症－

保健衛生
健康

25分

「死の四重奏」とは、悪しき生活習慣にもとづく、肥満、高脂血症、高血圧、糖
尿病。この４つが複合的に生じると、動脈硬化をまねき、心臓病や脳卒中を起こ
す確率が高くなる。
「死の四重奏」のいずれもが生活習慣病であり、その共通基盤には動脈硬化があ
ります。このビデオでは、「死の四重奏」とそこに共通する「インスリン抵抗
性」および動脈硬化との関係などについて、やさしく解説します。
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621 上手な医者のかかり方・５ヶ条
保健
衛生
健康

25分

良い医療をうけるため医者とのつきあい方をコントをまじえてテンポよくお送り
します。
第１条：保険証は大切に／第２条：はしご受診は百害あって一利なし／第３条：
「ありのままを言わない」「要求しすぎ」は患者の損／第４条：素人判断の薬服
用は禁物／第５条：健診嫌いは寿命を縮める

209
昭和５７年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 45分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する様々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『聞き上手 』『敬語－丁寧語－ 』『幼児言葉のし
つけ－０歳から３歳ごろまで－』の３話収録（各１５分 ）。

210
昭和６２年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 45分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『ことばはパスワーク－頼む時・断る時－ 』『美
しい日本語楽しい語源 』『朗読の魅力』の３話収録（各１５分）｡

569
地震防災待ったなし！
-今、この備えがあなたを守る-

一般教養 21分
いつどこで大地震が起きても不思議ではないと言われる日本列島。そこに住む私
たちは、どのような備えをしてその日を迎えれば良いのでしょうか。最新の地震
防災情報に基づき、命を守るための備えを示すビデオです。

574
森林生態系の保全
 －緑の回廊の試み－

環境 23分
森は、動植物が密接な関わりを持つことで、調和のとれた森林生態系を保ってい
ます。森林生態系や生物多様性を保全するために、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。（中学校理科第２分野映像教材）

80
人権学習ビデオ
日本の歴史と部落問題　第１巻　前近代篇

同和教育 50分
最近の新しい研究成果にもとづいた部落の歴史を日本史全体の中に位置づけ、学
校、職場などの人権学習用に編集されたものです。

81
人権学習ビデオ
日本の歴史と部落問題　第２巻　近代篇

同和教育 50分 80.内容参照

82
人権学習ビデオ
日本の歴史と部落問題　第２巻　現代篇

同和教育 50分 80.内容参照

514
人権教育啓発ビデオ
　ラブレター

同和教育 54分

いじめに遭い不登校になっていた田原ことみは、祖母の家で、介護ヘルパーの見
習いとして来ていた内田恵子に出会った。同和地区に生まれた恵子は、いじめに
遭い、小学校に通えず、読み書きができなかったが、３０歳から識字学級に通
い、読み書きを学ぶことを通じて、自分に自信をつけることができたのだった。
今は、お弁当配達の仕事をしながら、ヘルパーの資格を取るために勉強してい
る。ことみは恵子の生き方に触れ、自尊感情を取り戻す。

515
人権啓発ビデオ
「私」のない私　～同調と傍観～

人権教育 30分

両親の言いつけを守り、まじめに働く主人公は、周囲で起こる様々な事件の前で､
「おかしい」と思いながらも、上司に睨まれることを恐れて「俺には関係ないこ
と」と流れに身を任せてしまうが…。人権侵害に気づいているのに行動できない
私。行動化を妨げている同調と傍観について、ドラマと解説部の２部構成で問題
提起しています。

271
人権を考える！
　女性とこどもと母親

人権教育
同和教育
男女共同

30分

キャリアウーマンとして働く女性と、幼い子どもをも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知識や偏見の有ることに気づき、同
和問題をはじめ、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。

516
児童向け人権啓発アニメーション
　よーいドン！

人権教育
動画

18分
さくら小学校の５年１組３３人は、市のスポーツ大会に校内から1クラスだけ選
ばれる「３０人３１脚」に挑戦を始めます。３３人全員で成し遂げた４０日の成
果は、優勝よりも大きな充実感・達成感をもたらしました。

406 渋染一揆　明日に架ける虹
同和教育

動画
30分

渋染一揆は、江戸時代の身分制の中で、服装などにまで加えられようとした差別
政策に対して、人々が団結して立ち上がり、犠牲を払いながらも、人間としての
誇りをかけた要求を貫いて成功させた取組みです。筋道を立てた要求と整然とし
た行動などから、不当な差別に生命をかけて立ち向かった人々の勇気や、人権を
守ることの大切さを訴えます。
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478 三味線ってカッコいい！！
学校教育

音楽
24分

邦楽器の代表的な楽器、三味線をとり上げ、その演奏方法や取り扱い方法を本條
秀太郎と福生第二中学校の生徒を中心に進め、この楽器の多様性や沖縄から青森
までの特色ある三味線も紹介します。

583
ＪＵＭＰ ＲＩＧＨＴ ＩＮ！
Ｔｈｅ ＡＬＴ Ｅｘｐｅｒｉｅｎｃｅ ｉｎ Ｊａｐａｎ
～飛び込んでみよう！日本の学校～

学校教育 23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
に向け紹介します。 

436 純国産車オートモ号誕生 産業 28分
大正時代にあくまで自製の工作機械・治具に拘り、約３００台の純国産乗用車を
製造販売し、大正１４年には「オートモ号」を日本で初の輸出車として上海に送
り出した豊川順弥の情熱を通して、自動車産業のルーツを紹介します。

408 主語で語る人権教育
学校教育
同和教育
人権教育

30分

三重県・大山田中学校は生徒数約２００名の小規模校。この学校で２０００年４
月から始まった総合学習は、多方面から注目を集めている。部落問題を中心に据
えながら、もっと広く、元気いっぱいの人権総合学習“全校ヒューマン・タイ
ム”を実践。知識と感性を両立させたユニークなこの試みを追った１年間の映像
は、人権総合学習のモデルケースとして貴重な情報価値を持っています。

449 身障犬ギブのおくりもの 劇映画 39分
生まれながら前足が不自由なラブラドール・レトリバー犬のギブと、その飼い主
一家の愛と勇気の実話を元にして描く感動の物語。犬とのかかわりの中で成長し
ていく主人公の少女の姿を通して、命の尊さ、思いやりの大切さを訴えます。

615
人権啓発アニメーション
　この空の下で

人権教育
動画

42分

ある夫婦が、町内会長の役を引き受けることによって、今まで気づかないで過ご
していた地域の人々の中にある心の壁、ひいては自分の心の壁に気づき、手探り
でその心の壁を壊すために自分たちは何が出来るだろうかと考えて、行動に移し
ていく姿を描いています。

424
人権啓発アニメーション
　夢、空高く

学校教育
人権教育
同和教育

動画

41分

秋の地域交流イベント“凧揚げ大会”の大凧の図案に、中学２年生の真一の絵が
選ばれる。同和地区の村田や聴覚障害を持つ美登利の励ましで、母親の反対を押
し切り、大凧の下絵を描き始める真一。果たして、真一の夢は空高く揚がるの
か。自立・共生・協働、同和問題、障害者問題、いじめ等、様々な課題を投げか
けます。

265
人権啓発映画 アニメーション
　蛍の舞う街で

人権教育
動画

42分

蛍の舞う街に住む寺内さんと小林さんという２つの家族の交流を中心に、私たち
が日常生活の中でごく当たり前のこと、常識だと思っていることの中にも様々な
人権問題が潜んでいることやお互いを尊重していくための自立と共生、家族のき
ずな、地域社会の連帯等の問題をなげかけます。

442
人権啓発アニメーション
　みーつけた！

人権教育
動画

18分

真樹は思ったことをうまく表現できない内向的な性格でクラスのみんなから無視
されていた。そこへ俊平が転校してくる。二人はうさぎの飼育委員になり、大切
なことをみつけていく。お互いを認め合うことの素晴らしさや、そのためには自
己表現が大切であることなどを描くことで、「生きることの素晴らしさ」や「命
の尊さ」について考えさせる作品。

326
人権啓発アニメーション

 いのち輝く灯
あかり

人権教育
動画

48分

ツアーコンダクターの古賀奈津子が添乗するバスツアーに、水江昭吉という目の
不自由な老人が参加。若い日の記憶を辿り、自分史を書くために参加したのだ
が、バスの中でケガをしてしまう。奈津子は責任を感じ昭吉を見舞うのだが、そ
の後、交通事故に遭い下半身不随に。奈津子を励まそうと、自分史の一部を書き
送る昭吉。そこには、戦争で失明した昭吉が、絶望の中で見つけた『いのちの
灯』のことが綴られていた 。（字幕入り）

84
人権啓発ビデオシリーズ
ドキュメント　－叫びとささやき－

同和教育 45分
大阪府松原市更池の識字学校、屠畜場、松原食肉地方卸売市場、地元高校生の屠
場見学、松原パークレーン事件などを紹介しながら、長い間差別と向かい合い生
きてきた更池の親、子どもの姿を描く。

559
人権啓発学習教材用ビデオ
　小さな叫び

家庭教育
人権教育

30分
秀光・奈緒夫妻は二人の子どもと４人家族。奈緒は深夜になると近所の子ども・
有紀の泣き声が聞こえるのが気になっていた。そんな折、秀光の母が訪れ有紀が
母親に虐待されていることに気づく・・・。

560
人権に向き合うための６つの素材
～街に、暮らしに、あなたのとなりに～

人権教育 27分
身近な人権問題を考えていく素材としてＤＶ、高齢者の尊厳、障害者との共生、
報道被害、ＨＩＶ感染者、同和問題を取り上げミニドラマとインタビューで構成
する。
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616
人権教育啓発ドラマ
 　千夏のおくりもの

人権教育 54分

千夏は、父親の勧める保育園に通っている好奇心いっぱいの女の子。母親は大学
の講師で研究に熱中。千夏の世話があまりできません。更に突然、遠くの大学へ
転勤話が持ち上がります。しかし、以前育児不安の中で夫の協力があり、復職し
た一件があり、即答できません…。子どもの率直な疑問をきっかけに、日常生活
のさまざまな出来事に潜んでいる「世間の常識」や「偏見」を問い直し、改めて
子どもや女性の人権についてのただしい理解を深める作品。

266
人権啓発映画
　誇り高き男

同和教育 56分

新卒でエリート意識の強い主人公が配属されたのは、期待とは裏腹に地方の小さ
な営業所だった。この町で主人公を中心に繰り広げられる人間ドラマは、傍目に
は面白おかしく映るが、偏見や差別がいかに恥ずかしい行為であるかが、笑いの
後に心にズシリと残る。

365 人権ショートストーリー　　山本家の場合 人権教育 13分
私たちの身の回りには、さまざまな人権問題があります。ドラマの中の山本家と
もに、わたしたちの身の回りを、もう一度見つめ直して考えていく内容をオムニ
バスで紹介。

366 人権啓発映画　風のひびき 人権教育 54分

聴覚障がいを持つ奈津は、恋人からプロポ－ズを受けるが、彼の父親は二人の結
婚に猛反対する。誰もが共に暮らせる社会の実現へ希望を抱く奈津は、自ら手話
の出来るヘルパーとして働いている。恋人の両親と分かり合いたいと、頑張る奈
津だが…。（字幕入り）

334 人権啓発ドラマ  雨あがり 同和教育 55分
銀行に勤める若者が土地の評価額を不審に感じたことから同和問題に直面し、か
つて自らの差別意識から銀行を辞めた元社員と共に、上司の間違った考えを正し
ていく。

367 人権啓発ドキュメント 風化からの告発   身元調査を考える！ 人権教育 32分
実際にあった「差別身元調査事件」を検証したドキュメント作品。差別の現実か
ら学ぶ内容です。

410
人権啓発映画
 夢の箱

人権教育 50分

国際農業交流で来日したマイラは、その歓迎会で知り合った良治と結婚し、二人
でブドウの栽培を営んでいるが、マイラが東南アジア出身という理由で良治の父
に結婚を反対され、以来、交流がない。二人の間には小学５年生になる息子洋夢
（ひろむ）がいる。マイラと家族が出会う様々な場面を通して、一人一人が、互
いの文化や生活習慣の違いを認め合い、理解していくことの大切さを描いていま
す。

591
人権入門
～日常から考える10のヒント～

人権教育 23分
このビデオは、ある男性の一日を追うものですが、その一日の出来事の中で、
「人権を考える１０のチェックポイント」を用意し、日常の中の身近な人権を改
めて考える作品。

411
人権啓発映画 翔太のあした
 子どもの目から見た男女共同参画社会

男女共同 54分

３話　オムニバス形式。
「学校」「職場」「家庭」と、それぞれの場面での男女の意識の差を描き出して
います。相原一家と一緒に、男女共同参画社会の実現がどんな意義を持つのか考
え、実現への行動力を育んでいきます。普段何気なく発せられる言葉や、一瞬の
出来事について、改めてその背景にある習慣や人びとの意識､制度等について考
え、話し合ってみましょう。

440
人権啓発ビデオ もう一人の私
　個人情報の保護

人権教育 27分

顧客の個人情報を無造作に扱ってきた主人公は、出会い系サイトにプライバシー
を無断で掲載され、個人情報という「もう一人の私」を守ることの大切さを痛感
する。私たちの暮らしの中の身近なプライバシー問題を、ドラマと解説の２部構
成で提起します。

474 人生楽しく・生涯現役
高齢者

生涯学習
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熟年世代
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、生きがいをもってセカンドライフを豊かに過ごして
いる３人の輝いているシニアを通して、セカンドライフを楽しむ心構えを参考に
していきます。無限の可能性を追い求める人間の生き方､ 「人生楽しく 生涯現
役｡ 」をテーマにした作品。

248 森林から見た日本の気候
学校教育

社会
21分

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。

113
森林サイエンス・シリーズ１

森林
　も　り

の働き

学校教育
理科

16分
森林の冬から秋にかけての変化を観察し、その中で森林の仕組みを明らかにして
いる。
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114
森林サイエンス・シリーズ２

森林
　も　り

の成り立ちと営み

学校教育
理科

16分
森林の様々な営みは、地球環境にとっての重要な役割を果たしています。森林の
変化を観察しその変化の背景に、どんな自然の法則が秘められているかを発見す
る上で、大切な情報を提供する。

30
森林のサイエンス・シリーズ③
森林と暮らし
－木を活かす日本人の知恵－

環境
学校教育

20分
木の組織・構成を詳しく観察して、優れた特性を探りながら、その特性を活かす
日本人の知恵を描き、森林の保護・育成の大切さを訴えている。

112
森林サイエンス・シリーズ４

森林
　も　り

の恵み

学校教育
理科

16分
「命のふるさと」である森林は、私達にいろんな恵みを与えていることを証明し
ている。

す

375
素敵なチャレンジ ボランティア
－ 私のまちのボランティアセンター －

ボランティア 35分

千葉県社会福祉協議会と千葉県ボランティア活動振興センターによって企画。ボ
ランティアセンターとボランティアコーディネーターの存在と働きをより多くの
方に知ってもらい、ボランティア活動啓発に役立つことをめざして制作された作
品です。

512
すべての人の人権が尊重される豊かな社会を目指して
マイ・プロジェクト

人権教育 60分

（第１話）ビワコメディカルの総務部社員・栗原恵は人事課の主任に抜擢され
る。最初の仕事は、新規高校卒業予定者の採用選考であった。職場内のいじめ、
セクシュアル・ハラスメント、公正な採用選考、個人情報の取り扱いなどをめぐ
る人権問題に取り組む。 （第２話）転任してきた所長・二宮敏之は、後輩の母
親の介護付き有料老人ホーム入居問題で、同和問題に対する現実を目の当たりに
し、とまどいながらも解決しようとする。 すべての人の人権が尊重される職場
作りに役立てることをねらいとしており、研修目的に応じて活用できるように２
つのストーリーからなるオムニバス形式で構成されています。

180
すべての人の人権が尊重される豊かな社会を目指して
　マイ・プロジェクト

人権教育 60分

（第１話）ビワコメディカルの総務部社員・栗原恵は人事課の主任に抜擢され
る。最初の仕事は、新規高校卒業予定者の採用選考であった。職場内のいじめ、
セクシュアル・ハラスメント、公正な採用選考、個人情報の取り扱いなどをめぐ
る人権問題に取り組む。 （第２話）転任してきた所長・二宮敏之は、後輩の母
親の介護付き有料老人ホーム入居問題で、同和問題に対する現実を目の当たりに
し、とまどいながらも解決しようとする。 すべての人の人権が尊重される職場
作りに役立てることをねらいとしており、研修目的に応じて活用できるように２
つのストーリーからなるオムニバス形式で構成されています。

せ

21 性の衛生・母性への心くばり
保健
衛生
健康

27分
様々な性行為を介した感染症について、それぞれの症状や胎児への影響などを解
説しています。

238
性別役割分業をこえて　第１巻
歴史と文化の中の女と男

男女共同 40分
男性と女性、それぞれの役割を固定化してしまうことで、自由な選択をすること
ができない人がたくさんいます 。「男は仕事、女は家事・育児」という誤った役
割分担意識の見直しについて考えます。

239
性別役割分業をこえて　第２巻
女も男もフリースタイルの時代

男女共同 50分
男性と女性、それぞれの役割を固定化してしまうことで、自由な選択をすること
ができない人がたくさんいます 。「男は仕事、女は家事・育児」という誤った役
割分担意識の見直しについて考えます。

627 世界遺産　古都奈良の文化財 一般教養 20分
東大寺「大仏殿䳄尾放光」、興福寺「五重塔宵月」、「紅梅匂う春日大社の
庭」、「春日山原始林新緑」、元興寺「極楽坊萩の秋」、「たそがれ薬師寺堂
塔」、「唐招提寺金堂列柱」、「雪に埋もれた平城京跡」

392
世界遺産シリーズ①
白神山地 ―ブナ林と動植物の豊かなつながり―

文化財
環境

20分
白神山地は、広大なブナ林が原生林に近い姿で残っている世界的にも稀な森で
す。その森では、さまざまな動植物の豊かなつながりに、森全体が活発に息づい
ている様子をみることができます。

438
世界遺産シリーズ②
生命に満ちた島 　屋久島の森を探る

文化財
学校教育

環境
20分

世界遺産に登録された島、屋久島。そこで、大勢の子どもたちが集まって、森を
巡り、ふれあいながら森の仕組みや働きを観察し、森の中の生命の不思議に驚き
を感じます。
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189
世界は友だち
－国際社会で活躍する日本人－

国際社会 26分
国際社会に対するわが国の人的支援協力を紹介し、国際社会における日本人の活
躍を知る。

223
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～

一般教養 45分
馬と触れ合う少年達にスポットをあて、現在でも古来からの伝統的な馬の文化が
息づく中央アジアを紹介します。

384
世界の人と馬の文化シリーズ13
ジオストラの熱い一日
イタリア・トスカーナの馬上槍試合

一般教養 45分

イタリア・トスカーナ地方のアレッツオ市に今も受け継がれている馬上槍試合
「ジオストラ・デル・サラチーノ 」。９月初旬、トスカーナの沃野が秋の色に変
わる頃、アレッツオ市の旧市街にあるグランデ広場で男たちの熱き戦いが繰り広
げられます。

437
世界の人と馬の文化シリーズ15
メアフェルトの風　－ドイツ・勇壮な野生馬の祭り－

一般教養 45分

ドイツ北西部・ルール地方にあるデュルメン市。郊外にあるメアフェルト湿原に
は、ドイツで最も古い品種と言われている野生馬“デュルメン馬”がいます。美
しいメアフェルト湿原の風景の中で営まれる野生馬の暮らし、そしてその野生馬
をこよなく愛し、守り続けてきた男たちが野生馬とともに年に一度繰り広げる勇
壮な『野生馬の祭り』が行われます。さらにドイツ南部の街ランツフートに伝わ
る馬上槍試合とドイツの人たちが守り続ける人と馬の文化、馬に寄せる深い愛情
を描きます。

510
世界の人と馬の文化シリーズ16
天空の秘境を駆ける
－カンゼチベット族の馬祭り－

一般教養 45分
中国四川省の標高４０００ｍの高地にある大草原で繰り広げられるカンゼチベッ
ト族の馬の祭りを、人々の生活ぶりと合わせてダイナミックに描いています。

253
世界のペットボトルリサイクル事情
～北アメリカ編～

環境 15分
アメリカでは、ペットボトルのリサイクルに乗り出してから２０年余りが経ちま
す。そんなリサイクル先進国のアメリカでは、どのようにリサイクルを行ってい
るのかを見ていきます。

532
世界名作劇場　完結版
　フランダースの犬

動画 90分
ベルギーのアントワープ近くの小さな村。心やさしい少年ネロは、画家になるこ
とを夢見ながら、おじいさんと愛犬パトラッシュ、アロアや友だちに囲まれ、貧
しいながらも幸せな日々を送っていたが…。

533
世界名作劇場　完結版
　フランダースの犬

動画 90分
ベルギーのアントワープ近くの小さな村。心やさしい少年ネロは、画家になるこ
とを夢見ながら、おじいさんと愛犬パトラッシュ、アロアや友だちに囲まれ、貧
しいながらも幸せな日々を送っていたが…。

534
世界名作劇場　完結版
　母をたずねて三千里

動画 90分

アルゼンチンに出かせぎに行ったまま、連絡の途絶えたお母さんを訪ねようと、
少年マルコはたったひとりでイタリアのジェノバを旅立ちます。わずかな手がか
りを頼りに、お母さんを探し続けるマルコ…。はたしてお母さんに会うことがで
きるのでしょうか…。

535
世界名作劇場　完結版
　母をたずねて三千里

動画 90分

アルゼンチンに出かせぎに行ったまま、連絡の途絶えたお母さんを訪ねようと、
少年マルコはたったひとりでイタリアのジェノバを旅立ちます。わずかな手がか
りを頼りに、お母さんを探し続けるマルコ…。はたしてお母さんに会うことがで
きるのでしょうか…。

222
世界を結ぶ
日本の海運

産業
通商

30分

四面を海に囲まれ、輸出入物資のほとんどを海上輸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。日本の海運は、目覚ましい発展を遂げた日本
の経済と暮らしを、力強く支えてきました。ここに、戦後５０年を歩んだ海運の
軌跡をみつめ、明日の海運を展望します。

40
石油危機に備えて
－石油備蓄が活躍する時－

エネルギー
資源

17分
万一わが国の石油供給が不足するような緊急時に、どのように備蓄が放出され、
私たち消費者のもとにどのように安定供給されるのか、また、放出のためどのよ
うな訓練がなされているのか、わかりやすく紹介しています。

42
石油ワンダーツアー
ークイズで知る石油と備蓄ー

エネルギー
資源

学校教育
16分 私たちの生活と産業を支えている石油と備蓄の理解について説明している。
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67
せまってみよう！３つのキーワード　　　　　　　　－日常
生活と科学技術－

科学技術
エネルギー

32分
「リサイクル 」（地球を汚さない為の科学技術）、「自然エネルギーの利用 」
（自然エネルギーを利用するという科学技術）、「情報化社会 」（情報化社会の
中での科学技術）の３つのキーワードから日常生活と科学技術にせまる。

66
ＳＥＶＥＮ ＩＮ ＷＯＮＤＥＲＬＡＮＤ　　　　　　　～北野
博士、女性サイエンティストと語る

科学技術 25分
テレビでもおなじみの工学博士・北野大さんが７人の女性科学者にインタ
ビュー。日本の科学技術を支える彼女たちと遺伝子、原子、海底、宇宙…不思議
を解き明かす

331 セクシュアル・ハラスメントと女性の人権 男女共同 24分
男女で感じ方、考え方に大きな差のあるセクシュアル・ハラスメント。その認識
の違いが職場でのセクハラを引き起こします。セクハラの要因をはじめに、事業
主の責任、セクハラへの対応策等、知りたい事をわかりやすく示します。

617 セッちゃん 学校教育 34分

高木家はどこにでもある普通の家族。ある日、中学２年生の加奈子が「セッちゃ
ん」という転校生について話し出した。「みんなから速攻で嫌われちゃったの
…」と言うと、「加奈が面倒をみてやればいいだろう。」と父・雄介がきりかえ
す。加奈子は黙ったままだった。以来、加奈子は頻繁に「セッちゃん」のことを
話すようになった…。しかし、担任の原に聞くと、「セッちゃん」という転校生
は存在しないことが判明する。いじめとは何かを考える作品。

595 戦後６０年　　太平洋戦争と東南アジア 平和 29分
太平洋戦争はコタバルから始まった―。マレー半島での中国人虐殺を中心に、証
言と歴史的フィルムによって太平洋戦争の本質を探ります。

596 戦後６０年　　日韓併合への道 平和 30分
１９１０年、大韓帝国の名前が地図から消えた。江華島事件から、３・１万歳運
動まで、そこに至る３５年の歴史的事実と背景を鋭く見つめます。

597 戦後６０年　　太平洋戦争と沖縄 平和 35分
「本土決戦」のための“捨て石”となった沖縄―。その地獄の戦場を証言と記録
フィルムにより再現し、歴史の真実にせまります。

598 戦後６０年　　太平洋戦争への道中国大陸侵略 平和 30分
泥沼化する日中戦争―。日本はその打開の道を太平洋戦争へと求めていきまし
た。かつての貴重なニュース・フィルムと証言で綴る中国侵略の歴史です。

276
せんぼんまつばら
－川と生きる少年たちー

動画 90分
２４０年前（１７５４～５５）の代表的治水工事「宝暦治水 」を少年の視点から
描き、自然と共に生きることの意味 、〈水〉を守り治めるための努力の大切さを
描く作品。

そ

471 ぞう列車がやってきた
平和
動画

80分

戦争中、たくさんの動物が殺され、２０頭いた象も名古屋の東山動物園にいる２
頭が生き残っただけでした。戦後、２頭の象に会いたいという子どもたちの熱い
願いが大人たちを動かし、全国から「ぞう列車」に乗って子どもたちが東山動物
園にやって来ました。戦争から象を守りぬいた人々の優しさと勇気を子どもたち
の視点から描いた作品。（バリアフリー）

472
ぞう列車がやってきた
（バリアフリー対応策品：副音声・字幕スーパー付）

平和
動画

80分 471内容参照

29 育て！子供の森
環境

国際支援
20分

（財）オイスカ産業開発協力団がフィリピンなど、アジア太平洋地域を中心に途
上国の学校支援、子供たちの参加による植林活動、子供の森づくり運動の紹介。
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64
空と海と陸　地球を知る
２１世紀へのブレークスルー③

科学技術 29分
先端科学技術レポート③　地球科学技術
温暖化、酸性雨、汚染、砂漠化など、地球環境は、世界規模で新たな問題が表面
化している。それらに対応する科学技術を紹介する。

267
それぞれの音色
　太鼓の町に生きる

同和教育 33分

大阪の浪速地区。そこに生きる太鼓職人の技術と想い、また、太鼓集団としての
活動を通じて、差別の現実と向き合い、自分の「人間解放」をめざすとともに、
周りの人びとの解放のきっかけとなることを願う、地域の若者たちの姿を追って
います。

128 そろばんと友だち 学校教育 30分
子ども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
作されています。初めてそろばんに触れた子どもたちが、そろばんによる計算の
仕方を学んでいく様子をドキュメンタリータッチで描いている。

た

321 対決！ エレクとマグネの真剣勝負
学校教育

理科
25分

ケンタのゲームマシンが、突然動かなくなった。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
ていく。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
が明らかに。さて、その関係とは。

374 体験から学ぶ 心のふれあい ボランティア 19分
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見ていきま
す。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
てくる内容です。

218
台所でできるおもしろ理科実験
教えて！ボルタ先生

学校教育
理科

24分
台所という日常生活で極ありふれた場所にある野菜や果物、金属製の食器等を使
い電池を作ることにより、電池の仕組みや原理を紹介する。

385
太陽の子メグちゃんの環境をまもる
農林水産業

環境
農林
水産

15分
農作業の体験をするコウタくんとアイちゃん。水の王女フローラが二人に、農家
の人々や海で働く人々が、どのように環境を守っているか教えていく。

246
太陽の子メグちゃんの林業案内
～わたしたちのくらしと林業～

学校教育
社会
農林

15分

わたしたちのくらしと深い関わりがある林業。しかし子ども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きます。

219
太陽の子メグちゃんの水産業案内
～わたしたちの食生活と水産業～

学校教育
理科
水産

15分
魚や貝・海草は、どうやってわたし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に解説していきます。

323
太陽の子メグちゃんの畜産業案内
～わたしたちのくらしと畜産業～

学校教育
社会
畜産

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・メグちゃんと子どもたちの目を通してわかりやすく解説していま
す。

111
太陽の子メグちゃんの農業案内
～わたしたちの食生活と農業～　お米・野菜編

学校教育
社会

15分
わたしたちが毎日、食べているお米や野菜。それはどのようにして作られ、わた
したちの食卓にのぼるのか。この作品は、お米と野菜の生産から流通までを解説
していきます。

136 七夕さま 動画 10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。その仲よし姉弟に、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。
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480 確かな学力　ネットワーク活用法 学校教育 22分

電子掲示板を活用した共同学習を行っている学校、校内ネットワークを活用した
実践的な授業を行っている学校など、学習の中に、コンピューター・ネットワー
ク活用を積極的に取り入れている事例を紹介し、工夫に満ちたネットワーク活用
が、より学習効果を深めていくことを説明しています。

577
たのしさいっぱい！郷土の音楽
　～民族音楽の豊かな世界～

学校教育 20分
郷土の音楽のよさを再認識するとともに、子供たちの持っている音の感覚を掘り
起こしながら、授業を実践していく「学び」としてのアプローチを提示。

332 旅立ちの夏 人権教育 49分
父母の離婚が自分の就職に不利になるのではと悩む健一とその母は、担任の諸岡
先生に相談する。諸岡は心配する健一親子に健一の希望する会社に入社したばか
りの美華を紹介する。就職差別をテーマに、差別解消と人権尊重を訴えます。

345
だるまちゃんととらのこちゃん
だるまちゃんとうさぎちゃん

動画 30分

○だるまちゃんととらのこちゃん …ある秋の日、だるまちゃんにとらのこちゃん
から「遊びにおいでよ」とハガキが届きました。とらのこちゃんのおうちはペン
キ屋さん。土を使ってペンキ屋のまねをしているうちに大変なことに…。　○だ
るまちゃんとうさぎちゃん …ある冬の日、だるまちゃんとだるまこちゃんは、雪
の中でうさぎちゃんたちと出会い、いっしょに雪だるま作り。雪の遊びはおもし
ろく、次から次へいろんなものを作っていたら…。

7 男女平等を考える 男女共同 24分
男女平等を題材に、女性差別の歴史、地位向上を目指した運動、婦人参政権の実
現などを解説し、現在の問題点について紹介します。

ち

423
地域の虐待防止
－幼い命の悲鳴を救うために－

人権教育 26分

マンションの隣室から時折聞こえる子どもの泣き声とヒステリックな母親の声に
不安を感じながら過ごしていた田崎朋子は、手摺から突き出して子どもを叱りつ
ける母親の姿を目撃…。対処方法を例題として、専門家たちによる話し合いの様
子を紹介し、虐待問題への関わり方を探っていきます。

485
ＣＨＡＮＧＥ！
～新しい学習指導要領で変わるもの～

学校教育 22分

「総合的な学習の時間」の導入や、基本を確実に身につけるための指導方法の研
究など、平成１４年度から施行された新学習指導要領に基づく教育現場でのさま
ざまな取り組みを紹介し、さらに、開かれた学校づくりを目指すための、家庭や
地域社会と学校のかかわりについて事例をもとに説明しています。

252 地球の歌、まだ聞こえますか 環境 16分

大量消費・大量廃棄の使い捨て文化によって、環境がいま、危機に瀕していま
す。しかし、一般廃棄物に占める容器・包装の割合は大きく、そのほとんどが再
利用可能なリサイクル廃棄物なのです。資源の再循環化を図る「容器包装リサイ
クル法」について説明します。

27 地球号ＳＯＳ 環境 20分
アニメーションと実写で環境問題の実態と原因を具体的に示すと共に、開発途上
国の開発と環境の問題について考えてゆきます。

28
地球環境を守る
－エンノスケの旅－

環境 20分 自然が破壊されつつある現在、地球環境を守ることの大切さを訴える。

521 地域ぐるみの育成活動
家庭教育

ボランティア
19分

八王子市松木地区で行われているサタディスクール「寺子屋」は住民たちが手を
つなぎ、知恵を出し合うことで子供たちの体験の場を広げている。その取り組み
を紹介しながら、地域ぐるみの育成活動の大切さを訴えます。

37
地球にやさしい！リサイクル
～わたし達は、ごみではありません～

エネルギー
資源

12分
アルミ缶・空き瓶のリサイクルや再生紙など、代表的な再生資源のリサイクル工
程等を紹介しています。

28 ページ



5
「地球人になろう」シリーズ
中学生のボランティア入門

ボランティア
学校教育

28分
老人ホームでの落語や子供の遊び相手など机の上では学べない体験をし、社会に
対する目を開いていく中学生の姿をとらえ、ボランティア学習への関心を呼び起
こします。

421
地球が動いた日
阪神・淡路大震災のなかから
明日を見つめて成長する子どもたちの感動物語

総合学習
動画

76分

１９９５年１月１７日未明、大震災が神戸を襲った。主人公・剛の住む家屋は崩
壊。家族を失ったクラスメートの和幸君、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た。人々の心づかいや励ましの中で、人の繋がりの大切さ
を知る剛。そんな中、担任の酒井先生は、心身に大きな傷痕を残したまま、震災
で体験した事をとおして「命の授業」を再開。やがて、たくさんの願いを込めた
卒業式を迎える。

378 ちぎれ雲　いつか老人介護 高齢者 104分

広告会社に勤める主人公が、高齢者をめぐる様々な事件、問題に直面する。喜
び、悲しみの中、主人公は高齢者介護の必要性と意義を見出し、これからの自分
の仕事としていくことを決意する 。「高齢化社会」という私たちにとって未経験
である状況をしっかりと受け止めて、充実した質の高い生活を構築していく為に
は何が必要なのか、爽やかなタッチで問題を提起している作品。文部省選定。

221
中学生向け　エネルギー環境教育用ビデオ
エネルギーの未来
みんなで考えよう21世紀のエネルギー

学校教育
理科
環境

18分

新エネルギーの開発の最新動向についてわかりやすく解説するとともに、エネル
ギー・環境問題の解決に向けた一人ひとりの主体的な取り組みを喚起することを
目的。「今、なぜ新エネルギーなのか」「いろいろな新エネルギーの特色」「21
世紀に向けた新エネルギーの課題と目標」など。

262
中学校 理科
宇宙～地球～太陽系～　Vol.５
四季の星座と星の世界

学校教育
理科

宇宙科学
一般教養

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、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わかりやすく解説。
更に宇宙のはてとビッグバン、宇宙の構造、四季の星座なども紹介。

36
ちょっと待った！そのゴミ
～知ってますか ゴミの悩み～

環境 15分
奈良市のゴミの深刻な増加とこれ対処するための三つの取り組み（①分別収集、
②リサイクル、③ゴミの減量）に関する広報ビデオです。

つ

275 つるにのって -とも子の冒険- 平和
動画 27分

夏休みのある日、小学６年生の少女とも子は広島の原爆資料館を訪れました。平
和公園で、とも子は頭上に折り鶴を掲げた少女の像に出会います。像の前で一心
に鶴を折り始めたとも子の目の前で、不思議なことが起こり…。とも子の冒険が
始まります。

て

618 手紙
平和
動画

18分

タケオはおじいちゃんのことが苦手だった。ある夏の日、おじいちゃんが声を殺
して泣いていた。その手に一通の手紙を握りしめて…。その手紙は、戦争の時に
おじいちゃんと同じ戦場にいた友達が、両親に向けて書いたものだった。おじい
ちゃんは、友達が書いた手紙のことを話し始めた。戦争を生き抜いた祖父と現代
を生きる孫。すれ違っていた二人の心を通わせたのは一通の手紙だった…。祖父
と孫の交流を通して、戦争、平和について考えます。

102
天気になあれ
同和問題啓発
アニメーション映画

同和教育
動画

41分

１９９５年現在で８０歳になられる岸キヌエさんが、よみかき教室に通う２０年
の間に書き続けてこられた文章をもとに、昭和初期の少女時代から昭和４０年代
の壮年期に至る記録を、三部構成にまとめられたものです。彼女の人生は、差別
に耐え、貧困に苦しみ、子どもたちの将来を託して闘った部落女の一つの典型と
いえるものでした。

と

477
東京の職人
押絵羽子板　西山鴻月

一般教養 24分
江戸時代からの伝統を受け継ぎ、歌舞伎役者、美人絵などを題材に、華麗で豪華
な作品を作り続ける押絵羽子板職人・西山鴻月（こうげつ）さんの卓越した
「技」を紹介します。

227
東京の同和問題Ⅲ
表現からみた差別意識

同和教育 30分
差別表現には多くの場合、マスコミが関わっている 。「差別語」のリストを作
り、その用語さえ使わなければよいという風潮もある。差別表現の問題を通し、
その背景にある「意識」について考るひとつの作品。

347
同和教育ビデオ
ドキュメンタリー 結婚

同和教育 33分

部落差別事象の中でも深刻な結婚差別。性質上、極めて表面化しにくく、当事者
は深く傷つき､時には人を死に追いやるものです。このビデオは結婚差別を乗り越
え、二人が力を合わせて新しい家庭を築き上げ幸せを求めながら、部落差別をな
くすために闘っている生き方に学ぶことをねらいとしています。一言一言に願い
を込めて語る出演者の言葉をかみしめ、部落差別をなくすために私はどうしたら
よいか考え合いましよう。
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77
同和教育ビデオ　第１巻
部落差別のおこり以前を考える

同和教育 21分

同和問題を解決して行くには、何よりも正しい知識を提供することが大切です。
そこで埼玉県が実施した同和問題意識調査をもとに、部落差別の歴史を「古代か
ら中世まで 」「秀吉の全国統一から江戸幕末まで 」「明治時代から現代まで」
という三つに分けて示し、同和問題の歴史的背景を正しく理解していただけま
す。（全３巻）

78
同和教育ビデオ　第２巻
部落差別のおこりを考える

同和教育 21分 77.内容参照

79
同和教育ビデオ　第３巻
部落差別解消への歩みから考える

同和教育 23分 77.内容参照

405
同和問題啓発アニメーションビデオ
美しいメッセージ

同和教育
動画

27分

中二の純夏は、故郷の同和地区に診療所を開く叔母、絵理子の奮闘記を地元の
ケーブルテレビで発表することに。しかし、母、絹代は二人の「宣言」になるこ
とを思い反対。結局、絵理子の話を語る純夏 。「少し待てば差別はなくなると言
う人もいるが、私は待てない。差別に怯える自分にさよならしたい」と心から訴
え、最後に自分の話に賛同してくれる人は、８月８日夜８時、家の明かりを瞬か
せてほしいと呼びかける。

273
同和問題啓発映画
　おーい！

同和教育 45分
マンションの建設予定地が同和地区であるかを調査した下田の行動は差別事件と
して大きな問題となります。たとえ悪意はなくても、差別について知らないこ
と、知ろうとしないことも差別につながることを訴えかけます。

98
同和問題啓発映画
アメージングアニメーション
チェリーブラッサム

同和教育
動画

42分

中学生の友情と社会人の愛情。それぞれの親友と恋人が同和地区出身者だと知っ
た時、心の中でどのような変化が起きたか－というオムニバスドラマから、人間
は自らの差別性について気付かないうちに無責任な加害者になっている場合があ
ることを考えます。

513
同和問題啓発映画
善良な人々
どこにもある善良、それを疑うことからはじめる…。

人権教育 56分
差別は、特別な悪意にだけ根付くものではなく、だれにもある日常の中に、しか
も善意の中にも存在する…。三話のオムニバス形式でどこにでもある家族の日常
を描き、社会的呪縛から差別が生まれることを問題提起します。

425
同和問題啓発学習教材ビデオ
 バースデイ レストラン

同和教育 30分

二歳の時に両親が離婚して以来、パン屋を経営する父と祖母と暮らしてきた泉
は、父の葬儀で１２年ぶりに再開した母・聡子と暮らし始める。ある日、自分が
住んでいるところが同和地区であることを知り、動揺する泉。そんな時、毎年誕
生日に父と出かけていたレストランへの招待状が届く。差出人は亡くなった父で
あった。半信半疑でレストランへ行ってみると…。

108
同和問題啓発ビデオドラマ
人にいちばん近いまち
－まき子の人権宣言－

同和教育 58分

京都府内に実在する、ある中学校の生徒が自分の生まれた村（被差別部落）を書
いた作文を 、「公表され問題が生じたら、その生徒を支えきれない」とし、その
生徒に、教師が作文の書き換えを「指導」するといった事件がありました。その
作文事件を素材にし、現代のいじめ問題などを取り入れて創作された作品です。

127 道徳ビデオ教材（中学校用）　　 いけられた水仙
学校教育

道徳
14分

一人のおばあさんとの関わりを通して、自己中心的な自分の心をよりよく変えて
いこうとする主人公に共感させる中で、奉仕の素晴らしさや、進んで郷土の発展
に努めようとする心情や態度を育てることをねらいとしている。

2
動物愛護啓発ビデオ
みんな生きている

一般教養 23分
身近なペットとなっている動物たちの実態（迷子になったり、捨てられて保護さ
れいる状況も含め）を紹介し、それぞれの命の大切さを訴えます。

403 ＤＲＵＧ
家庭教育
青少年
劇映画

113分

女子高校に通う沙耶香は、いじめに苦しんでいたが、両親は仕事に追われ家庭を
顧みる余裕もない。学校にも家庭にも居場所を失った沙耶香は、ふとしたきっか
けから県立高校に通う健治と知り合う。しかし健治は、名門大学進学を希望する
親の圧力に苦しみ、つい覚醒剤に手を出してしまう。沙耶香の必死の努力のかい
なく、健治はやがて。後を追おうとする沙耶香を救ったのは…。

327 どんぐり森へ
人権教育

動画
15分

保育園に通うタッくんは虫が好きだが、つかまえては乱暴に扱っている。ある
日、偶然近所の『ぐるぐる公園』で、木の枝から落ちてきた鳥のたまごを手にす
る。お母さん鳥に代わり、病気にかかったそのたまごを公園裏の『どんぐり森』
の『どんぐり病院』まで連れていくことになったタッくん 。『どんぐり森』での
不思議な体験を通して、タッくんが見つけた“ひとりにひとつのたからもの”と
は…。
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414 どんぐりの家（字幕付き）
人権教育

動画
110分

田崎家に初めて誕生した圭子ちゃんが、聴覚障害と知覚障害を併せ持つ重い障害
者であったことから直面する様々な家族の苦しみのなかで、成長していく様子を
母親とのふれあいを軸に展開された作品。卒業後も豊かな生き方を切り開くた
め、多くの支援を得ながら共同作業所「どんぐりの家」を実現。生活労働施設の
設立めざし、聴覚障害者協会や手話メンバーの人々のエネルギーと情熱あふれる
活動の様子が描かれています。

9 とんび家族 家庭教育 54分
心理的にも精神的にも発達が著しく、また不安定な状態にある中学生の子供を持
つ親の対応は非常に大切です。子どもの心を正しく理解し行動することの大切さ
を問うている。

な

585 ながさきの子うま
平和
動画

27分

原爆で犠牲になったのは，人間ばかりではありません。命ある生きものすべてが
犠牲になりました。その中には，母さん馬と幼い子うまもいました。長崎のかわ
いい子うまを主人公に，他の動物たちのユニークなキャラクターも加わり，平和
の生命の尊さを描きます。

135 なかよし鯉のぼり 動画 9分

テレビゲーム好きの健太は相撲をとっても妹に負けてしまうほどヒ弱な少年だっ
た。それを知った鯉のぼりの鯉君が彼を背中に乗せてタイムスリップ。熊を連れ
た金太郎に相撲を教えてもらったり…。端午の節句のイワレを盛り込んだ楽しい
大冒険物語。

225 菜の花
同和教育

動画
20分

お上のおふれによって差別を受けている村に、庄七という働き者の若者がいた。
庄七の楽しみは酒を飲むこと。しかし庄七たちは本村の酒屋へ行って敷居をまた
ぐことさえ許されなかった。この差別に対して庄七のとった行動とは…。

614 名前…それは燃えるいのち
同和教育

動画
18分

小学４年生のよりかと平吉は宿命のケンカ友だち。ある日名前のことでケンカに
なった二人に担任の姜(カン)先生は「名前のことを調べて発表するように。」と
の宿題を。両親の愛情に気づくよりか…移民した祖父を誇りに思う平吉… 自分
の名前に対する深い思いを感じます。名前を通じ、命の大切さ、違いの素晴らし
さを学びます。

22 なるほど血液ゼミナール　－血液のはたらき－
保健
衛生
健康

15分
血液の成分とその不思議な働きをアニメーションと顕微鏡特殊撮影等を交えて説
明しています。生命と血液の関わりをわかりやすく理解させ、また成分献血から
得られた血漿から作られる血漿文画製剤の重要性も描かれています。

379
何だろう?自分らしい生き方って
  －男女平等を考える－

男女共同 17分

「男らしさ 」「女らしさ」という固定観念は、家庭教育や職業生活では未だに非
常に根強く残っている。
「男女の役割の逆転」を導入するなど、男女平等という問題を、自分自身の問題
として具体的に考える作品。

に

324
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

科学技術 40分

２０世紀、人類はかつてない科学技術の進歩を遂げました。こうした科学技術の
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」という素朴で純粋な驚きと興味です。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、科学技術の成果を具体
的に映像で紹介します。

528
日中国交正常化30周年記念映画
　徐福さん

劇映画 107分

徐福とは、今から２２００年前、秦の始皇帝の命を受け不老不死の仙薬を求めて
渡海したと言われる人物です。この映画は日本と中国の中学生が稲作を通じて友
情を育みつつ、徐福をさきがけとする日中交流の歴史をひもといていく内容のド
キュメンタリードラマです。２１世紀を担う若い人々が日中友好の絆を基にアジ
アの平和と繁栄をさらに発展させていってほしいとの願いが込められています。

71 日本さくら紀行（第一巻） 地理
紀行 30分
春の訪れとともに、日本列島を縦断するように開花してゆく桜。いにしえより日
本人に愛でられてきた､この美しい桜の魅力を全国の桜の名所・名木を訪れなが
ら、旅情豊かに紹介しています。

72 日本さくら紀行（第二巻） 地理
紀行 30分 71.内容参照
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73 日本さくら紀行（第三巻） 地理
紀行 30分 71.内容参照

74 日本さくら紀行（第四巻） 地理
紀行 30分 71.内容参照

75 日本さくら紀行（第五巻） 地理
紀行 30分 71.内容参照

76 日本さくら紀行（第六巻） 地理
紀行 30分 71.内容参照

498 日本のエネルギー　　　　光と影①
エネルギー

資源
47分

エネルギーは私たちにとって欠かすことができないものですが、自給率が４％と
非常に低く、その消費が地球温暖化の原因となる場合があるなど将来に向けて考
えて行かなければならない課題を抱えています。知っていそうで知らなかった知
識を初めとして、エネルギーの抱える課題を考える際のヒントも得られます。

①エネルギーってなに（日本のエネルギー概説）

499 日本のエネルギー　　　　光と影②
エネルギー

資源
72分

498.内容参照
　
②第１回：石油はいつまでもつか・第２回：魔法の水　石油・第３回：日本の石
油の供給は・・・

500 日本のエネルギー　　　　光と影③
エネルギー

資源
72分

498.内容参照
　
③第４回：安定供給の絆・第５回：最後の手段　石油備蓄・第６回：誰が決める
の？原油価格

501 日本のエネルギー　　　　光と影④
エネルギー

資源
72分

498.内容参照
　
④第７回：“救世主”の天然ガスⅠ・第８回：“救世主”の天然ガスⅡ・第９
回：見直される石炭資源

502 日本のエネルギー　　　　光と影⑤
エネルギー

資源
72分

498.内容参照
　
⑤第10回：化石燃料　今後の役割・第11回：いま地球でなにが・第12回：温暖
化防止への取り組み

503 日本のエネルギー　　　　光と影⑥
エネルギー

資源
48分

498.内容参照
　
⑥第13回：省エネ最前線・第14回：暮らしの中の省エネ

504 日本のエネルギー　　　　光と影⑦
エネルギー

資源
48分

498.内容参照
　
⑦第15回：新エネルギーとは・第16回：新エネルギー　普及への課題

505 日本のエネルギー　　　　光と影⑧
エネルギー

資源
72分

498.内容参照
　
⑧第17回：原子力ってなに？・第18回：原子力発電所　災害への備え・第19
回：事故からの教訓　原子力の安全策

506 日本のエネルギー　　　　光と影⑨
エネルギー

資源
72分

498.内容参照
　
⑨第20回：核燃料サイクル・第21回：放射性廃棄物・第22回：世界の原子力発
電
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507 日本のエネルギー　　　　光と影⑩
エネルギー

資源
48分

498.内容参照
　
⑩第23回：石油をめぐる国際情勢・第24回：世界の資源戦略と外交

508 日本のエネルギー　　　　光と影⑪
エネルギー

資源
48分

498.内容参照

⑪第25回：小さい頃から積み重ね　身につく教育を・第26回：持とう「危機意
識」　地域・家庭で行動を

509 日本のエネルギー　　　　光と影⑫
エネルギー

資源
47分

498.内容参照

⑫クイズで知るエネルギーの将来

177 日本の海運
産業
通商

30分
資源のとぼしい日本に原材料を運んだり、工業製品を外国に運ぶ船、長距離、大
量輸送に適した、色々な日本の船を紹介します。

178
日本の海運－
船が支える日本の暮らし－

産業
通商

30分
世界海上貿易の２０％を占める日本、又国内の輸送量の５０％を占める船の役割
を映像で描く。

202 日本の酪農　－生産編－
農林
畜産
水産

20分
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、良質な
飼料づくり、衛生的で効率的な飼料管理、搾乳などに取り組んでいる姿を紹介し
ています。

203 日本の酪農　－流通・消費編－
農林
畜産
水産

20分
酪農家で搾られた「生乳」が牛乳や様々な乳製品に形を変えて消費者の食卓に届
くまでを紹介するとともに、その種類や加工方法、栄養価について分かりやすく
解説していきます。

38
日本列島誕生ものがたり
なぜ少ないエネルギー資源

エネルギー
資源

28分
日本列島はどのようにして生まれたのか、いつの頃から今と同じ形になったの
か。アニメーションをまじえ、地殻変動のメカニズムを示しながら、なぜ日本列
島にエネルギー資源が少ないかを描いている。

63
ニューフロンティア　－宇宙へ－
２１世紀へのブレークスルー②

宇宙科学 29分
先端科学技術レポート②　宇宙科学技術
〈宇宙を飛ぶ 〉〈宇宙に住む 〉〈宇宙を利用する〉３つの面から宇宙科学技術
について映像化し紹介する。

372
人間の翼
最後のキャッチボール

平和 135分
戦争のある時代、それでも野球を愛してやまなかった、２４歳の若さでこの世を
去った若者、プロ野球選手・石丸進一さんの白球にこめられた平和を願う魂の
メッセージ。今ある平和を大切に伝え継ぐ作品です。文部省選定。

557
忍たま乱太郎のがんばるしかないさ
よいと思うことをおこなう

動画 10分
野外学習で公園に出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。

ね

482
年長さんがつくったおばけやしき
生活発表会にむけて

学校教育
家庭教育

23分

年長組が、お化け屋敷やメリーゴーランドを作り、年少さんを招待する「遊園地
ごっこ」｡ その中の、お化け屋敷グループ６人の、ぶつかり合い、アイディアを
出しあいながら成長していく姿をとらえ、一人一人の思いを大切にし、それを支
える教師のかかわりの大切さを示唆しています｡

の

258 脳科学への招待 科学技術 24分
多くの可能性を秘めている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ます。

561 ノーマライゼーションを考えるシリーズ　　知的障害者 人権教育 22分

知的障害者の入所施設｢恩方育成園｣に暮らす津田ともいさんと原納洋介さんが自
立訓練棟と呼ばれる一軒家で訓練を受けている様子、また仕事を持つ障害者が家
賃や食費を払いながら生活する自立施設｢スミレの家｣や、働きながら自立を目指
す人の為の入所施設である通勤寮で暮らす知的障害者たちが、お金の管理を中心
にいくつものハードルを越えようとしている様子を描いています。

33 ページ



562 ノーマライゼーションを考えるシリーズ　　身体障害者 人権教育 22分

知的障害者の入所施設｢恩方育成園｣に暮らす津田ともいさんと原納洋介さんが自
立訓練棟と呼ばれる一軒家で訓練を受けている様子、また仕事を持つ障害者が家
賃や食費を払いながら生活する自立施設｢スミレの家｣や、働きながら自立を目指
す人の為の入所施設である通勤寮で暮らす知的障害者たちが、お金の管理を中心
にいくつものハードルを越えようとしている様子を描いています。

563 ノーマライゼーションを考えるシリーズ　　精神障害者 人権教育 22分

知的障害者の入所施設｢恩方育成園｣に暮らす津田ともいさんと原納洋介さんが自
立訓練棟と呼ばれる一軒家で訓練を受けている様子、また仕事を持つ障害者が家
賃や食費を払いながら生活する自立施設｢スミレの家｣や、働きながら自立を目指
す人の為の入所施設である通勤寮で暮らす知的障害者たちが、お金の管理を中心
にいくつものハードルを越えようとしている様子を描いています。

444 残された日記 同和教育 56分

「橋」の建設を専門とする技術者として人生のほとんどを生きてきた英一は、
妻・佐代子の死から立ち直れないでいた。ある日、佐代子が残した日記を読み、
本間みつ枝という人が佐代子に強い影響を与えている事と、みつ枝の孫・慎吾が
書いた詩の作曲を佐代子が自分に依頼していることを知る。みつ枝に会った英一
は、差別のため実家を追われ、部落へ嫁いだみつ枝が、そこで誇り高く生きてい
る姿に圧倒され、同和問題を避けていた自分を恥じるとともに、４５年ぶりに作
曲を始める。人権は無関心でいては見えません。そして、大切にしあおうとする
人権意識が全ての垣根を越えて真の幸せへの「橋」となることを、夫婦という形
から提起する作品。

264
残された名刺
 ～ある在日一世の軌跡～

人権教育
動画 30分
祖父が死の間際に残した「電話を」という言葉と名刺から、高校２年の平尾貴志
の名刺の人物「曹英圭」探しが始まる。見つけた曹英圭の話は、済州島に生まれ
た自分がなぜ日本に住むようになったのか、から始まったのだった…。

195
のりの養しょく
（とる漁業から育てる漁業へ）

農林
畜産
水産

20分
海苔の歴史から始まって、現在の海苔の養殖、加工工程、流通、の全過程を正確
な画面と生徒・先生の対話を通して平易に私達に伝えてくれる。栄養価について
もふれ、のりが健康食品といわれるゆえんをなるほどとうなずかせる。

は

497
バイク ノ セカイ ヘ ヨウコソ
Lｉｆｅ ｗｉｔｈ ｔｈｅ Ｍｏｔｏｒｃｙｃｌｅ

一般教養 25分

横浜から箱根までのツーリングシーンを主軸に、都市をスマートに移動する
「ビッグスクーター」､ 若者の自己表現の素材となっている「ストリートバイ
ク」 ､ライディングテクニックの向上に取り組む「バイクフォーラム」といっ
た、３つの異なったシーンを挿入して構成し、二輪車に乗る楽しさを紹介しま
す。

479
発見・体験！
食事の移り変わりを調べよう
－身近な生活から歴史を発見する－

学校教育
社会

22分
食事の変化を通して、歴史の移り変わりを描きます。主題学習を効果的に進める
資料を紹介しながら、体験学習を交えて、歴史を学ぶ意欲を高めます。

99 橋のない川 同和教育 139分

人間の尊厳を掲げて敢然と差別に抗して立ちあがっていく人々の姿を描いた 、
「橋のない川 」。この住井すゑさんの原作を、映画化した作品です。明治・大正
の奈良の農村にある被差別部落、小森。そこに生まれた主人公の兄弟誠太郎と孝
二の成長を通して、真の人間の豊かさとは何かを問いながら、全国水平社結成に
至るまでの人々の闘いを描く。

204
橋は生きている
－児島・坂出ルート架橋技術－

一般教養 34分
本州四国連絡橋公団が建設した「瀬戸大橋 」（道路鉄道併用橋）の記録映画で、
長大吊橋のもつ柔構造など、普段なかなか見ることのできない貴重なものです。

335 はとよ ひろしまの空を
平和
動画

21分
広島の原爆で可愛いがってくれた少年を亡くした小鳩ミチルが焼け野原を必死で
生き抜こうとする姿を通し、命や平和の意味を考えていく作品。

100 花束 同和教育 53分

会社でも家庭でも自分本位な生き方をしていた典型的なエリート・ビジネスマ
ン。病に倒れ、入院したことから、同和地区出身者の女性をはじめ、周囲の人々
の生き方が見えて来た。そしてこれまでの生き方を反省し、共に生きることの大
切さを見出していきます。

373 パパ ママ バイバイ 平和
動画 70分
ユー君とヤス君の幼い兄弟の命を奪った突然の墜落事故。二人と大の仲良しだっ
たかおりという女の子の純粋な目を通して、真の平和とは、命の大切さとは、を
優しく問いかけた作品です。
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106 パッチンして！おばあちゃん
高齢者
動画

90分

「パッチン！」という《まばたき》以外にコミュニケーションの手だてを一切
失った寝たきりのおばあちゃん。彼女の介護に奮闘する一人娘、さらに、おばあ
ちゃんの人柄に魅かれてかわるがわる病室を訪れる百人以上の仲間たち。彼らの
奇跡のような心のふれあいを描いています。

613 ハンセン病　今を生きる 人権教育 49分

ハンセン病は「らい病」と診断された患者が、強制的に隔離されたことから『強
い感染力をもった恐ろしい病気』『恐ろしい伝染病』という間違った考えが広ま
り、偏見と差別を大きくしたといわれる。現在では、早期発見と適切な治療で、
障害を残すことなく治る病気です。
ハンセン病について正しく学び、社会に根強く残っている偏見や差別を無くして
いくことを呼びかける感動のドキュメンタリー映像です。

ひ

274
ピースビデオ・ライブラリー⑤
かんからさんしん

平和
動画 78分

戦中から戦後にかけて収容所や疎開先で作成されていた空き缶と棒や落下傘の紐
などで作った三線（三味線）の“かんからさんしん”。
沖縄戦を真正面から描きながら「いかに死んだか」ではなく「いかに生きたか」
をその「かんからさんしん」託しながら語りかけます。

445 ひかり 同和教育 50分
父の転勤で東京から福岡に転校した一人の高校生が、インターネットの「見えな
い相手」との対話を通して自分のなかにある差別意識に気づき、誤った思い込み
が如何に差別と結びついているかを気づかせる作品。

257
光の性質を利用したおもしろ実験
光の正体をさぐってみよう

科学技術
学校教育

21分
光の性質をさぐるいろいろな実験を行いながら、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。

350
ビッグバンファミリー
Ｖol.１　金融ビックバンってなに?!
Ｖol.２　金融商品・金融機関の選び方

消費者生活
1-17分
2-20分

コツコツ貯めたお金を資産運用したいと考えている高井さん一家ですが、金融の
ことについてはよく分かりません。しかし、引っ越してきた家には幸福の天使が
住み着いていたのです！一家の幸せのためにも、自分の出世のためにも、魔法を
駆使して『金融ビッグバン』や『どのように対応すべきか』を伝えることになる
天使。はたして一家に幸せはやってくるのでしょうか…。

137
ピッポ君のなんでも答えちゃう
農村の役割ってなあに？

学校教育
社会

15分
小学校５年生の徹君が宿題で農村の役割を調べるため、ピッポ君の案内で農村を
訪れ、その役割について対話形式でやさしく説明している。

381 人、モノ、文化を運んで　　商用車と私たちの生活 一般教養 19分 商用車の活躍を生活、物流、災害、福祉と機能別に紹介した作品。

443 1人ぼっちの狼と7ひきの子やぎ 動画 18分

子やぎたちを食べてやろうと、家に忍びこんだオオカミ。ところが、子やぎたち
はだれもオオカミとは信じてくれず、一緒に踊ったりパンをご馳走になったりし
て、すっかり調子が狂ってしまいます。いつも１人ぼっちでみんなから嫌われて
いると思っていたオオカミは、子やぎたちのやさしさにふれて、涙するのでし
た。

531 ＰｉＰｉ
ぴ ぴ

　とべないホタル 動画 90分
夏の夕暮れ、森の昆虫の世界にホタル達が誕生した。ところが、光っているだけ
で飛べないホタルのピピがいた。そのため、仲間はずれにされ悲しい思いをする
が、精一杯明るく生きて、仲間に認められ、受け入れられていく。

237 ひなまつり 動画 11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
に素晴らしい唄と踊を見せてくれました。ミヨは以後病気一つしない丈夫な子に
なりましたが、この話をしても誰も信じてくれません。姉の愛情が温かく伝わっ
て来るお話。

592
人にいちばん近いまち２
　－共に咲くよろこび－

同和教育 54分

心の中の「アイツ」に怯える不登校の少年トオルは、身を寄せていた祖母が入院
したためヘルパーの純子と暮らすことになった。純子は子どものころ部落差別に
よるイジメにあっており、その純子を救ったのが叔父の邦衛だった。邦衛はトオ
ルに竹細工を教えると共に、自然との共生や部落差別についても教える。邦衛と
の対話によってトオルは生きることを少し楽しいと思えるようになっていく。
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110 ひろがれ！ 冒険遊び場 家庭教育 40分
日本で初めての冒険遊び場が東京・世田谷の地に開かれて２０年を迎えました。
この間、冒険遊び場づくりの動きは全国にひろがりを見せています。各地でのと
りくみの紹介と共に「冒険遊び場全国研究集会」の模様も収録されています。

349 １００万円あったら、どうする？ 消費者生活 28分
ある休日の午後、夕子、耕介、郁子、太の仲良しグループが公園を通りかかると
バッグが落ちていた。中にはなんと１００万円が…。４人は１００万円の使い道
を考えながら、お金について学んでいく。

325 びょういんの木
学校教育
人権教育
家庭教育

54分

公害が原因で喘息になった岡村君が、小学生のとき、病院に入退院を繰り返しな
がら自らの体験をもとに描いた絵本の映画化。入院している人たちや医師や看護
婦たちの心温まるエピソードが、病院にある大きな木と対話する形で描かれてい
ます。文部省選定。

376
兵庫県人権啓発ビデオ
　新しい風

人権教育 30分

的場一家が町内会長になった秋、聡子は地域行事のチラシを配っていた。最後の
一軒、本宮宅を訪ねたところ、出てきた弥生の顔にできたアザが気にかかった。
このことを小学校教師の夫・直之に相談したが「担任している児童の虐待のこと
で頭がいっぱい」と言って相手にされない。ついに二人は口論になり、大声を聞
きつけた子どもたちが仲裁に入る。ドメスティック・バイオレンスや児童虐待を
通して家庭における一人一人の人権の大切さを考えます。

517
兵庫県人権啓発ビデオ
　壁のないまち

人権教育 35分

交通事故で車椅子生活となった主人公が、自分の中にあった壁をなくし、前向き
に生きていく物語。障害のある人たちがおかれた状況に気づき、どうすれば障害
の有無にかかわらずだれもが元気に暮らせるユニバーサル社会を築くことができ
るのか考える作品。

518
病気にならない体をつくる
　小学生の生活習慣予防

保健
家庭教育

14分

かつて「成人病」と呼ばれていた病気が、悪い生活習慣に起因するものという認
識に変わり、今日では「生活習慣病」と呼ばれています。最近では子どもの中に
も生活習慣病の予備軍が増えつつあります。子どものうちから「体にいいこと」
を習慣づけておくことが大切です。子どもたちが自分の体を知り、主体的に生活
改善していけるように、また、興味をひきつけるような解説に工夫された作品で
す。

ふ

220 Ｖサイン
学校教育

道徳
45分

文部省編『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
行）所収の「Ｖサイン」をビデオ教材化したもので、道徳の時間に直接使えるド
ラマ仕立てのビデオ資料（資料編）とビデオ資料をビデオ教材化したもので、道
徳の時間に直接使えるドラマ仕立てのビデオ資料（資料編）とビデオ資料を使っ
た授業編（活用編）とで構成されています。

126 福は内！鬼は外！ 動画 11分

昔、ある山里の村に起きた不思議なお話。ところが原因がサッパリ分かりませ
ん。その内に子ども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。

134
二つめの門
－ 一枚の調書から －

同和教育 43分

父が死んで故郷に戻り再就職した伊東は身上調書等を、彼の入社手続をしてくれ
たミドリは住所変更届を提出することになっていたが…。伊東はその用紙を見て
目をむいた。企業の管理用紙が投げかけた波紋をドラマで描き、内在する人権の
問題点を考えます。

101
踏切事故を防止するために（総集編）
あなたの生命を守る踏切でのマナー

交通安全 21分
踏切事故は、一度発生すると重大な事故となります。事故を防止するためには、
設備の整備だけでなく､通行者の注意も必要です。そのための知識と理解を深める
ことを目的としてこのビデオが制作されました｡

15 冬のひまわり 同和教育 54分

アパレル会社に勤める高木芙美は、提出したデザイン画を上司に破られてしま
う。その夜、同和地区にある知的障害者の作業所で働いている大学時代の恋人の
片桐直哉と再会する。作業所でボランティアを始める芙美だが、芙美が同和地区
の出身という噂が広まり…。登場人物が本音で語り合うことから、同和問題が抱
える現在の一面が浮かび上がってきます。

330
プラスチックのリサイクルと油化
～循環型社会の構築に向けて～

環境
資源

17分
私たちの生活のあらゆるところに使われているプラスチックを 、“ゴミ問題 ”
“再資源化”の視点でとらえ、特に廃プラスチックを石油に戻す『油化』技術を
紹介しながら環境保全を考えていこうとするものです。

36 ページ



254
＜プラスチックと地球環境＞
軽さは省エネ！

環境 30分
環境面からプラスチックを見つめ直し、快適生活とは？地球への優しさとはどう
いうことか？　　①「軽さは省エネ 」・②「プラスチックのリサイクル 」・③
「クリーンに燃やす」の３つのテーマから検証する。

24
＜プラスチックと地球環境＞
プラスチックのリサイクル

環境 30分 ２４の内容参照

25
＜プラスチックと地球環境＞
クリーンに燃やす　焼却とダイオキシン

環境 30分 ２４の内容参照

26
部落史学習ビデオ
「人権教育のための国連10年」と同和教育

同和教育
人権教育

55分
同和教育の歴史を紹介し、取り組まれている同和教育・人権教育、識字運動や多
文化共生のための教育など幅広い内容を、６つのテーマに分けて実践例をあげて
分かりやすく解説しています。

272
「部落の心を伝えたい」ビデオシリーズ ①
更池の語り部・吉田小百合

同和教育 30分

吉田小百合さんの、自分の生い立ち、父のこと、母のこと、兄のこと、そして子
育て。彼女の思いを、命を慈しむ人間の思いを一人でも多くの人に知って欲しい
と製作されたもので 、“差別とは何か ”“部落の誇りとは何か”について語ら
れている作品です。

362
部落の心を伝えたいビデオシリーズ④
　人の世に熱と光を
-水平の渇仰者 西光寺・清原隆宣-

同和教育 26分

２１世紀の人権文化の思想的原点である『水平社宣言』。その精神を清原隆宣さ
んは、ズバリ「水平のものさし」の見直しという。人は何故、平等になれないの
か。人は何故、尊敬し合えないのか。西光万吉の系譜を引く清原隆宣さんを通し
て、『水平社宣言』の核心を描いた画期的ノンフィクション作品。

377 ブランコ乗りとピエロ
学校教育

道徳
54分

文部省編『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
行）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、道徳の時間に
直接使えるドラマ仕立てのビデオ資料（資料編）とビデオ資料を使った授業例
（活用編）とで構成されています。

441 ブンナよ木からおりてこい 動画 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り、恐ろしい事件に遭う。

へ

129
平成元年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 54分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『花か車か－家庭での話し合い－ 』『類義語－豊
かな表現のために－ 』『朗読の魅力－その２－』の３話収録（各１５分 ）。

211
平成２年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 30分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『適切な言葉遣い－敬語を中心に－ 』『くらしの
中の音声－談話を中心に－』の２話収録（各１５分 ）。

212
平成３年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 41分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている。『 慣用的な言葉』（１９分 ）『くらしの中の音声
－せりふの練習－ 』（２２分）の２話収録。

213
平成５年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 39分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『国際化時代の日本語 』（２０分）『くらしの中
の音声－アクセント－ 』（１９分）の２話収録。
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214
平成６年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 39分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『心を結ぶ言葉－豊かなコミュニケーション－ 』
（１８分 ）『「 あいうえお」と「いろは」 』（２１分 ）の２話収録。

215
平成７年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 40分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『論理的な話し方－ディベートを活用して－ 』
（２４分 ）『やまとことばの世界－その豊かな想像力－ 』（１６分）の２話収
録。

216
平成８年度版
美しく豊かな言葉をめざして

一般教養 33分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『自己紹介から始まるあなたと私 』（１８分 ）
『あいさつが心を結ぶ 』（１５分）の２話収録。

217
平成８年度
地に山に海に－ 農林水産リポート －

農林
畜産
水産

60分
私たち日本人の生活の基本である日本の農林水産業の現状と現在の世界の農林水
産業の流れを農業・林業・漁業・食料サミットの順に紹介します。

208
平成９年度版
美しく豊かな言葉をめざして（平成９年度版）

一般教養 37分

日常生活において、広く関心のもたれている言葉に関する種々の問題を取り上
げ、平易な解説等を加え､言葉について考えたり、話し合ったりするきっかけとな
ることをねらいとしている 。『おわびとお礼～心を言葉で伝える 』（２０分 ）
『言葉の使い分け～丁寧な言葉と友だち言葉 』（１７分）の２話収録。

260

平成12年度版
美しく豊かな言葉をめざして
表現を豊かにするために
～「かわいい」ってどういうこと？～

一般教養 42分

『表現を豊かにするために ―「かわいい」ってどういうこと？―』 をテーマ
に、ドラマ編と解説編の２部構成で、どうしたら豊かで適切な表現ができるよう
になるのかを考えます。日本語の豊かな語彙や表現を失わないように、もう一度
日常使っている言葉を見つめ直してみましょう。

399 へんてこなボランティア
同和教育

ボランティア
動画

46分

読み書きができなかったために辛い思いをして来た女性の生活に生き甲斐が生ま
れた。三人の中学生から文字を教わったお陰で念願の孫との手紙のやりとりもで
きるようになったからだ。彼等三人はこのふれあいの過程でボランティアの本質
を学んで行く。

ほ

115 ぼくときどきぶた 動画 25分
紙しばいをやることになった則安くんたち３班は、宇宙人が地球を攻撃する話や
子ぶたが弁当をもって遠足に行く話を全部まぜた話にすることにしたが、突然、
紙しばいの絵から魔王が飛びだし、みんなをぶたにかえてしまった。

343 ぼくの青空
人権教育

動画
26分

進行性筋ジストロフィー症と闘う義人の発病から、進行する病の中で心の支えと
なった音楽やその仲間との出会い、別れまでの半生が描かれた作品。
どんなに辛くとも、生きることをあきらめない、主人公の心の叫びが、生命の尊
さ、大切さを訴えています。

344
ボクの犬小屋日記
　自分の力でやりとげる

学校教育
家庭教育

20分

冬休み初日。柔道クラブの帰り、主人公・正は、ダンボールに捨てられているメ
ス犬を見つける。正はその犬を『三四郎』と名づけ、自分で面倒をみることを条
件に飼うことを許してもらった。寒そうにしている三四郎に犬小屋を買ってやろ
うと決心した正は、お金を稼ぐために悪戦苦闘しながら、お金や物の大事さを学
んでいく。

308 ぼくへそまでまんが 動画 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。それからは、な
んでもまんがに書いてゆくのだが…。

２４４
ぼくらの工場見学
石油化学コンビナート

学校教育
社会

22分 様々な石油化学製品とその生産ラインである石油コンビナートを紹介する。
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523
星野知子のそれいけ！アグリ
（前編）平成17年度

農林
畜産
水産

80分
私たちの食生活や暮らし、そして、心の豊かさまでを提供してくれる農山漁村。
これからもずっと守り育んでいくために、それいけ！アグリが全国の農林水産業
や農山漁村の最新情報を分かりやすくお伝えします

608
星野知子のそれいけ！アグリ
（後編）平成17年度

農林
畜産
水産

80分
私たちの食生活や暮らし、そして、心の豊かさまでを提供してくれる農山漁村。
これからもずっと守り育んでいくために、それいけ！アグリが全国の農林水産業
や農山漁村の最新情報を分かりやすくお伝えします

594 火
ほ

垂
た

るの墓
はか 平和

動画
88分

昭和２０年夏、少年が戦禍で両親と死別し、最後はたった一人の妹を栄養失調で
亡くすまでの出来事が、瀕死の淵にある少年の回想という形で語られています。
戦時中の資料を収集し、見事に再現された昭和２０年夏の映像は、当時を知らな
い子どもに多くのことを伝えることができます。

ま

６０９

「麻依子の日記から」ちいさな勇気
～見ぬふり あなたは？～
奈良県教育委員会 '98.3
家庭ふれあい促進事業ビデオ教材シリーズ3

家庭教育 15分

公園近くで紙ふぶきをまき散らしている少年たち。みかねて諭そうとするはなさ
ん。しかし、少年達は余計なお世話だ。とばかり、聞き入れようとしません。身
勝手な行為やいわたりの気持ちのない行為に出会ったとき 、「見て見ぬふり」を
しない勇気を私たちは持っているでしょうか。麻依子は自問します。子どもたち
の成長を見守る家庭や地域社会のあり方を描きます。

607 舞の海のとれたて日本
農林
畜産
水産

70分
日本ならではのおいしい食材を求めて、全国各地を訪れます。とれたてハンター
舞の海が、旬の味覚や伝統食、郷土料理など、その地方に息づく味わい深い食文
化を、おいしく楽しく紹介します。

250 まごころの川 同和教育 51分

部落差別の嵐の中で人間愛に目覚めていく人々の姿を描き部落差別の実態から学
ぶことによって型にはめられた部落のマイナスイメージを打破し、更に差別をし
ない、させない、許さない、明るい社会の現実に向けてどう生きていくべきかを
考えます。

398 マザー・テレサ 動画 20分

とてつもなく豊かな人々と路上で暮らすような貧しい人々が混在するインド。修
道院の学校の校長をしていたテレサは、貧しく苦しんでいる病人、学校に行けな
い子ども、親のいない赤ちゃん、ハンセン病患者などのために奉仕しようと決心
して、校長を退職し、スラムの中に入る。マザー・テレサの生涯を紹介した作
品。

96 マナ★カナの天然ガス自動車で行こう！
環境

エネルギー
25分

天然ガス自動車のように地球環境にやさしい自動車のことを「クリーンエネル
ギー自動車」といいます｡マナちゃんカナちゃんと小学生たちが一緒に、楽しい調
査や実験を通し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
を知っていきます。

415
学び 交流 そして 喜び
～住民参画と公民館活動～

生涯学習
地域活動

20分

地域住民の交流の場であり、家庭教育に関する学習やＩＴ講習など様々な学習活
動や地域づくりの中心的施設である公民館が、人々の生き生きとした活動をサ
ポートしている取り組みを紹介し、住民とまちづくりの今後の在り方を示唆しま
す。

417 真弓の提案　－みんなで綴った介護日記－ 家庭教育 24分

息子や娘の家庭とは別居して、高齢の祖父が寝たきりの祖母を介護する家庭があ
ります。その祖父が倒れ、祖母の介護をめぐって、小さな店を営む娘夫婦の家庭
にも波乱が生じます。誰が、いかに介護の役割を果たすか、悩み、まどい、葛藤
する家族の姿を、中学生「真弓」の目を通して描きます。　　　1997.3　奈良
県教育委員会 制作

224 まんがイソップ物語① 動画 66分

生きるうえでの様々な教訓や知識を描いた寓話童話「イソップ物語」を、子ども
にもわかりやすいように楽しい動物などのキャラクターで表現したアニメビデオ
作品です。

①北風と太陽／アリとハト／りこうなニワトリ／王様を求めるカエルたち／キツ
ネとツル／馬とロバ

148 まんがイソップ物語② 動画 66分

生きるうえでの様々な教訓や知識を描いた寓話童話「イソップ物語」を、子ども
にもわかりやすいように楽しい動物などのキャラクターで表現したアニメビデオ
作品です。

②きこりとヘルメス／シカとぶどうの木／うそつきの羊飼い／ライオンとウサギ
／イノシシとキツネ／おばあさんと医者

39 ページ



149 まんがイソップ物語③ 動画 66分

生きるうえでの様々な教訓や知識を描いた寓話童話「イソップ物語」を、子ども
にもわかりやすいように楽しい動物などのキャラクターで表現したアニメビデオ
作品です。

③金の卵を産むニワトリ／農夫とその子どもたち／欲ばりな犬／オオカミと子ギ
ツネ／ロバとオンドリとライオン／キツネときこり

150 まんが世界昔ばなし① 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

マッチうりの少女／イワンのばか

151 まんが世界昔ばなし② 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

ヘンゼルとグレーテル／おおかみと少年

152 まんが世界昔ばなし③ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

はだかの王様／ねずみの嫁入り

153 まんが世界昔ばなし④ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

ブレーメンの音楽隊／たなばたさま

154 まんが世界昔ばなし⑤ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

しらゆき姫／まほうの子うま

155 まんが世界昔ばなし⑥ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

おやゆび姫／アルプスの名犬バリー

156 まんが世界昔ばなし⑦ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

おおかみと七ひきの子やぎ

157 まんが世界昔ばなし⑧ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

まめの木／しりたがりやのとら

158 まんが世界昔ばなし⑨ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

幸福の王子／おじぞう様の赤い目

159 まんが世界昔ばなし⑩ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

いばら姫／金色のがちょう

160 まんが世界昔ばなし⑪ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

三びきの子ぶた／星のコスモス

161 まんが世界昔ばなし⑫ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

ハーメルンの笛ふき／おしゃれなクジャク
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162 まんが世界昔ばなし⑬ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

シンデレラ／なかまはずれのこうもり

163 まんが世界昔ばなし⑭ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

フランダースのいぬ／岩じいさん

164 まんが世界昔ばなし⑮ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

アラジンとまほうのランプ／さるのきも

165 まんが世界昔ばなし⑯ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

ありときりぎりす／鐘をならしたきじ

166 まんが世界昔ばなし⑰ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

みにくいあひるの子／まほうのソーセージ

167 まんが世界昔ばなし⑱ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

にんぎょ姫／長ぐつをはいたねこ

168 まんが世界昔ばなし⑲ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

赤ずきんちゃん／なし売り仙人

169 まんが世界昔ばなし⑳ 動画 22分

人気テレビ番組「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。
語り継がれてきた世界の童話を紹介しています。

王様の耳はろばの耳／オルペウスのたて琴

170 まんが世界昔ばなし 21 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

美女と野獣／金色のしか

537 まんが世界昔ばなし 22 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

誕生日の秘密／霜の巨人

538 まんが世界昔ばなし 23 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

ロビンフッドのぼうけん／洋服がごはんをたべた話

539 まんが世界昔ばなし 24 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

十一わのはくちょう／動物たちと火

540 まんが世界昔ばなし 25 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

クリスマスの贈りもの／ろばになった旅人
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541 まんが世界昔ばなし 26 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

トロイの木馬／にじの湖

542 まんが世界昔ばなし 27 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

十二の月／北風のくれたテーブルかけ

543 まんが世界昔ばなし 28 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

ドン・キホーテ／うさぎにまけたとら

544 まんが世界昔ばなし 29 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

三色すみれ／スーホーの白い馬

545 まんが世界昔ばなし 30 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

七つの星／ウィリアム・テル

546 まんが世界昔ばなし 31 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

かしこいコヨーテ／海の水はなぜからい

547 まんが世界昔ばなし 32 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

さいごの一葉／にじの鳥

548 まんが世界昔ばなし 33 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

おばあさんと白熊／ライオンのおんがえし

549 まんが世界昔ばなし 34 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

おばけのびんづめ／医者になったおひゃくしょうさん

550 まんが世界昔ばなし 35 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

きつねとうさぎのちえくらべ２／あざらしの皮

551 まんが世界昔ばなし 36 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

ドラキュラ／仕事をとりかえたおやじさん

552 まんが世界昔ばなし 37 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

はくちょうの騎士／マンゴーの実と猿の王様

553 まんが世界昔ばなし 38 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

雲のかじ屋さん／こうのとりになった王様
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554 まんが世界昔ばなし 39 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

ふしぎなオルガン／夏至の夜の話

555 まんが世界昔ばなし 40 動画 22分

ＴＢＳ系テレビで大好評を博した「まんが世界昔ばなし」のビデオ化。 ｢こども
のやさしいこころをはぐくむ」世界の名作童話を網羅しています。

蛙の王子さま／小さなへーベルマン

556 まんが日本昔ばなし１ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

花咲か爺さん／夢を買う／さるかに合戦／たのきゅう

278 まんが日本昔ばなし２ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

桃太郎／豆つぶころころ／わらしべ長者／田植地蔵

279 まんが日本昔ばなし３ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

浦島太郎／絵姿女房／一休さん／髪長姫

280 まんが日本昔ばなし４ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

三枚のお札／そこつ惣兵衛／分福茶釜／湖の怪魚

281 まんが日本昔ばなし５ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

一寸法師／火男／カチカチ山／大沼池の黒竜

282 まんが日本昔ばなし６ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

金太郎／宝の下駄／おむすびころりん／馬方とタヌキ

283 まんが日本昔ばなし７ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

養老の滝／雀とキツツキと山鳩／こがねの斧／蛙の恩返し

284 まんが日本昔ばなし８ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

七夕さま／さだ六とシロ／河童の雨ごい／イワナの怪

285 まんが日本昔ばなし９ 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

耳なし芳一／月見の枝／三年寝太郎／ひょうたん長者

286 まんが日本昔ばなし10 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

舌切り雀／龍の淵／おいてけ堀／河童のくれた妙薬

287 まんが日本昔ばなし11 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

うばすて山／芋ほり長者／だんだらぼっち／ムカデの使い
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288 まんが日本昔ばなし12 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

屁ひり女房／旅人馬／八郎潟の八郎／猿の恩返し

289 まんが日本昔ばなし13 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

塩ふきうす／あとかくしの雪／羅生門の鬼／大歳の火

290 まんが日本昔ばなし14 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

雪女／岩屋の娘／かしき長者／ソラ豆の黒いすじ

291 まんが日本昔ばなし15 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

小太郎と母龍／オオカミと娘／タヌキと彦市／ねずみの嫁

292 まんが日本昔ばなし16 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

八つ化け頭巾／クラゲの骨なし／座敷童子／ナマズの使い

294 まんが日本昔ばなし18 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

くわず女房／蛙になったぼた餅／むりどん／小僧がま

295 まんが日本昔ばなし19 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

きつねの嫁入り／熊と狐／うぐいす長者／ミソサザイは鳥の王様

296 まんが日本昔ばなし20 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

カサ売りお花／船幽霊／赤ん坊になったお婆さん／水神さまと虹の橋

297 まんが日本昔ばなし21 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

牛方と山んば／よくばり和尚／爺婆かぼちゃ／水の種

298 まんが日本昔ばなし22 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

みそ買い橋／言うなの地蔵／猿地蔵／エビの腰はなぜまがったか

299 まんが日本昔ばなし23 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

狐森／乞食のくれた手ぬぐい／蛸八長者／千亀女

300 まんが日本昔ばなし24 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

にせ本尊／きつね女房／としがみさま／すりばちをなめた猫
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301 まんが日本昔ばなし25 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

宝のおお釜／雷と月と日／大年の客／天福地福

302 まんが日本昔ばなし26 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

かぐまのちから石／白狐の湯／念仏天狗／猫檀家

303 まんが日本昔ばなし27 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

かじ屋のばばあ／百合若大臣／大蔵と天狗どん／蛸薬師

304 まんが日本昔ばなし28 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

梨山の大蛇／念仏の鼻／へび女房／幽霊飴

305 まんが日本昔ばなし29 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

雷と悪者／安珍清姫／かみそり狐／佐吉舟

306 まんが日本昔ばなし30 動画 50分

親から子へと語り継がれてきた昔ばなし。 人気テレビ番組「まんが日本昔ばな
し」の中で厳選された１２０話。

はなたれ小僧さま／山伏石／木仏長者／夢地蔵

み

109
南の国の人たちと共に
－人口と食糧－

国際社会 20分
貧困と人口増加の悪循環、食料消費の南北格差など、複雑な国際問題を、南アジ
アの国に生きる人々の日常の暮らしの中から、人口と食糧の問題を描いている。

34
みらいテレビ科学でＧＯ！
コンピューターがニューメディアが
時代を変える

科学技術 25分
フライト・シュミレータ、コンピュータグラフィックスから噂のニューメディア
まで。ハイパーメディア・クリエーターが最先端科学情報を紹介する。

３０７ 未来をひらく光電池
学校教育

理科
12分

小学校４年生・理科Ｂ・物質とエネルギーの（３）乾電池と光電池に関連し、特
に光電池についてエネルギー利用と環境問題の面からわかりやすく解説したもの
です。

59
みんな地球市民
人権の歴史と現代　①自由

同和教育 31分
「人権」についての基本的な知識について、人権の概念がどのようにして生ま
れ、発展してきたのか、歴史的過程を学んでいく。

268
みんな地球市民
人権の歴史と現代　②差別

同和教育 31分

大阪の高校を取材したドキュメント。
松原高校では、毎年２月、人権学習のひとつの集約として「人権の集い」という
全校あげての取り組みをおこなっている。この取り組みを追っていくなかで「人
権」を考えていく。

269
みんな地球市民
人権の歴史と現代　③自己実現

同和教育 35分

大阪西成を舞台に「地場産業（靴づくり ）」と「障害者自立支援の取り組み」を
ドキュメントで紹介。
それぞれが「働く」ことを通して自分に誇りを持ち、自分の可能性に向かって
「自分らしく生き」ようとしている。
人権とは「自己実現の権利」だということを考えていく。

む

２７０
むすびあうもの 人間
 －今日の部落差別に学ぶ－

同和教育 43分

「人間をとりもどす 」（近世）、「人間の誇り 」（近代）、「人間を生きる 」
（現代）を受けた作品で、同和対策事業特別措置法からの二十年余を扱った今日
編。明日への明るい展望はどのようにすれば得られるかを明らかにして行く教材
です。

め

８５
名作アニメーションシリーズ
シートン動物記　　ギザ耳うさぎ

動画 23分

ギザ耳うさぎとは、彼の耳がギザギザになっているところからつけられたもので
す。それは、彼が最初にやった「冒険」のために出来たキズなのです。好奇心の
強いこの子うさぎは、黒ヘビとの戦いで片耳を噛みちぎられてしまったのです。
さて、ギザ耳うさぎの次の冒険はどんな冒険になるのでしょう。
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491
名作アニメーションシリーズ
シートン動物記　　タラク山の熊王

動画 23分

猟師のランは2匹の子ぐまを育てていて、ジャックと名づけた頭の良い子ぐまが
お気に入りでした。しかし、ジャックを手放すことになり、猟師をやめてしまい
ました。ある日、牛や羊を襲う「タラク山の熊王」をしとめて欲しいという話が
持ち上がり、ランは熊王を追って再び山に向かうことに・・・。

492
名作アニメーションシリーズ
シートン動物記　　峰の王者 羊のクラッグ

動画 23分

大角羊のクラッグは、知恵と勇気そして丈夫な体と、誰よりも立派な角によっ
て、大きな群れのリーダーになります。しかし、その角が人間の欲望の対象とな
り、多額の賞金がかけられてしまいます。クラッグと猟師のスコッティとの運命
的な戦いが始まりました。

493
名作アニメーションシリーズ
シートン動物記　　ちび犬チンク

動画 23分

山男のビリーじいさんは、チンクというかわいい子犬を飼っていました。ある
日、ビリーじいさんは町へ行くことになり、チンクにテントの見張りを言いつけ
て、出かけて行きました。しばらくするとテントを狙うコヨーテが忍び寄って来
ました。果たしてチンクはテントを守ることができるのでしょうか？

489
名作アニメーションシリーズ
シートン動物記　　森を守る小さな赤リス

動画 23分

リスたちは、母親の教えによって生きていくための知恵を学びます。しかし、そ
れ以上に先祖から受けついできた「不思議な知恵」の働きによることも多いので
す。おいしい実のなるヒッコリーやその他、森の木はたいていリスたちによって
植えられることが多いのです。

490
メル友募集に潜む落とし穴
-危機意識のない子どもたち-

学校教育
家庭教育

消費者生活
21分

奈月、晴奈、明恵は仲良しメル友３人組。３人は遊ぶ金欲しさに出会い系サイト
を使用、そこで知り合った男達と遊び、やがて金や物をもらうようになる。ある
日いつものようにサイトをチェックした３人は、カメラマンを名乗る男と知り合
う。有名人を自宅のスタジオで撮影しているという話しを信用して、一緒につい
ていってしまうが、監禁され、暴力を振るわれてしまう。

568 メール 同和教育 54分
ホームページに覚えのない差別メールを書きこまれた女子高生・礼子。精神的な
苦しみから立ち直っていく礼子と同級生や周囲の大人たちの交流を爽やかに描き
ます。

426 メゾン風の丘 同和教育 ５３分

「風の丘」と名づけられたマンションの理事会で、このマンションが安いのは同
和地区だからだという話が起こった。住人たちはその場では関係がないことと平
静さを装うが…。皆が幸せに暮らすために、私たちはどう生きるべきかを考えて
いく。

も

３２９ もう、がんはこわくない！？
保健
衛生
健康

25分
国民の死因の第一位を占めるがん。このビデオではＣＧアニメーションなどの表
現技法を駆使し、細胞･遺伝子レベルで次第に解明されてきたがんの本態に迫ると
ともに、著しく進歩しつつある治療法を紹介します。

18 盲導犬 一般教養 16分
訓練センターでの盲導犬を訓練する様子や訓練を終えた盲導犬の仕事ぶりを紹介
します。

536 盲導犬クイールの一生 動画 25分

１９８６年、東京に５匹の仔犬が生まれた。そのうちの１匹が後の盲導犬クイー
ルである。育ての親との別れ、訓練を経て、盲導犬としてはじめてのパートナー
との出会い。そして別れ。育ての親との再会と別れ。静かに、いっしょうけんめ
い生きたクイールを描いた作品です。

587
もっと知りたい元気のもと
～食育と食生活指針～

家庭教育 10分

私たちが心も体も元気で健康な生活を送るには、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。

622
MOTTAINAIで地球を守ろう
くらしの工夫が地球を守る
～「もったいない」から始めよう～

環境 15分

環境問題の原因の多くは私たち自身の生活にあります。では毎日のくらしの中で
どんな工夫をすれば地球環境を守ることができるのでしょうか。リサイクルのお
手本といわれる江戸のくらしなども参考にしながら、リデュース・リユース・リ
サイクルの「３Ｒ」をすぐに実践するための方法を具体的に示します。できるこ
とから少しずつ、「もったいない」から始めましょう。
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580
もとにするのはな～に？
―授業を変える指導と評価の一体化―

学校教育 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。

584 森を創る －森の名手・名人－ 農林 32分

日本人の森との深い関わりの歴史と、その中で培われてきた独自の林業技術を
見つめ、また、現代にその技術を受け継ぐ、森の名手・名人の姿を通じて、あら
ゆる年齢層の人々が森の中で活動し、国民参加の森づくり運動が盛んに行われて
きている現状を描いています。

1 森の“聞き書き甲子園”　－名手・名人に学ぶ－ 生涯学習 22分

高校生が、森や山にかかわる分野で優れた技や知恵をもつ名手・名人に取材し、
記録として残す「森の聞き書き甲子園」。このプロジェクトに参加し、枝打ち名
人や、和紙漉き名人への取材、そして技を体験する高校生の様子を捉えながら、
事業のもつ意義や役割について説明しています。

612 森と共に－森の名手・名人―
農林
畜産
水産

34分
森と共に生きる中で、木を活用するための卓越した技術を育み、日本独自の木の
文化を築き上げてきました。枝打技術、修羅等伐木運搬技術や家具作りなどの名
手･名人の技を映像で伝えます。

や

４８１ やくそく
学校教育

道徳
20分

達也（１２歳）がハーモニカを吹いていると、心臓を患い、車椅子に乗った美里
（６歳）が話しかけてきた。再びハーモニカを聴かせることを約束させられた達
也は、約束の日、うさぎ小屋の掃除を押しつけられてしまう。時間に気づき、慌
てて飛び出した達也は、小屋に鍵をかけ忘れ、うさぎを逃がしてしまい、そのこ
とで嫌がらせを受けることに。数日後、美里の母親から学校に手紙が届き、そこ
には美里が亡くなったこと、達也との出会いが心の支えであったこと、達也への
お礼が書かれていた…。病をわずらう少女と、彼女との約束を守ろうとするやさ
しい少年の心の交流を通して、人のために尽くすことの尊さ、すばらしさを訴え
ます。

450 やさしいオオカミ
人権教育

動画
16分

臆病で気弱なオオカミは、森のみんなにバカにされ、誰も相手にしてくれませ
ん。人間の仕掛けたワナにかかっていたキツネを助けますが、そのキツネにも見
放される始末。いじめられ続けた気弱なオオカミが見せたやさしさ、本当の強さ
とは…。

601
山本周五郎シリーズ
 第一回作品時代劇「かあちゃん」

劇映画 60分

女手ひとつで４人の子どもを育てるお勝は、情けが厚く、評判の女だった。だが
裕福になるにつれてお金に汚くなり、今では金の亡者と呼ばれている。食い詰め
者の勇吉がその噂を耳にし、夜中、強盗に入ったが、お勝は騒ぎ声一つ立てず、
逆に勇吉をもてなし、金箱を渡す。そして金の亡者と言われてまで銭を貯める訳
を話した。その理由とは…

418
山本周五郎シリーズ
第二回作品時代劇「泥棒と殿様」

劇映画 60分

権力争いに巻き込まれ幽閉された若殿のあばら屋に、初仕事の泥棒が忍び込む。
若殿の人柄に惹かれた泥棒は、見捨てることもできず、屋敷に住みつき献身的な
世話をする。身分を越えた友情を感じ始めた二人だが、人それぞれの立場は、互
いがともに生きることを許さなかった。

ゆ

４１９ 友情　フレンドシップ
学校教育
家庭教育
人権教育

103分

白血病に冒されながらも、生命への情熱を燃やしながら、生命への情熱を燃やし
爽やかに生きる少女・あゆみの愛と希望の物語。普段忘れがちな親子の熱い絆
と、教師・クラスメイトの間の深い気持ちの繋がり。沸き起こる熱い感動を見る
人の心に届けます。文部省選定。

370 勇気への出発
たびだち 同和教育

人権教育
52分

湊川幸太郎は営業成績抜群の営業マン。娘とは外国人男性との結婚を理由に絶縁
状態。そんな幸太郎も､様々な人との出会いから心に変化が…。娘とも向き合うよ
うに。雑用ばかりの仕事に女性差別を感じている新入社員の麻生香菜、香菜と同
期で、社内外で日常的に飛び交う差別的言葉に胸を痛める同和地区出身の志田順
一と共に 、「言いたい事が言える会社を作ろう」と前向きに歩み始める。（字幕
入り）

328 夕焼けの詩 同和教育 59分

幸せに生きたいとのねがいをふみにじる差別。子どもたちの教育に、若者たちの
結婚に、差別は重くのしかかる。わたしたち一人ひとりにとって、部落差別とは
何なのか。社会のなかにある差別の存在を鋭くえぐり、自らの姿を問う感動の同
和教育映画。

235 ゆかりの鍵 同和教育 54分

購入した当日、母に「高校生になったら返す」と言って没収された鍵を見つけよ
うと家中を探し回る中１のゆかり。
ある日、ゆかりは大変なものを見てしまい…。
ゆかりの鍵探しが巻き起こすスリルとサスペンスと笑いと涙の作品。
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93 豊かさと楽しさを支える　　安心・安全思想 交通安全 18分
交通事故の増大傾向を背景に、自動車の安全性に関する関心が高まってきていま
す。この作品は「安心」「安全」に基づいたクルマづくりの思想や、交通安全へ
の取組みを紹介したビデオです。

14
豊かな心を育てる体験活動
～地域と連携する学校～

学校教育
家庭教育

ボランティア
20分

お年寄りから地域の伝統行事「綱つり」を学ぶ小学校の子どもたち、生徒全員が
ボランティア活動を実施している中学校など、体験活動におけるさまざまな事例
を紹介し、活動をより効果的に進めるための指導の工夫や、地域との連携など、
そのポイントについて説明しています。

486
豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（１）
学校教育全体で取り組む道徳教育

学校教育
道徳

30分
道徳教育を学校教育全体の中でどのように取り組んでいくのが望ましいか、とい
うことをわかりやすく解説したもので、教育現場での研修用ビデオとしてだけで
なく、広く一般の方々にも、学校での道徳教育の実情を理解できる。

117
豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（２）
道徳教育の充実と年間指導計画

学校教育
道徳

31分

道徳教育とその進めかたの基本についてドラマを通して理解できる、道徳の時間
を中心にして子どもの内面をより豊かにしていくためのさまざまな取り組みを紹
介し、併せて年間指導計画の改善についての手立てをわかりやすく説明してい
る。

118
豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（３）
生き生きとした道億事業の工夫

学校教育
道徳

39分
小学校道徳推進指導資料－生き生きとした道徳授業の工夫－。経験の浅い若い教
師が悩んだり、試行錯誤したり、あるときは挫折し、その都度、同僚や先輩教師
に励まされ、援助協力を得たりして活路を開いていく様子を描いている。

119
豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（４）
わたしのクラスの道徳教育

学校教育
道徳

36分
小学校道徳教育推進資料。教職１０年目の教師が学級経営がうまくいかないこと
を悩むが、夫や同僚のアドバイスや研修により、自ら変容し活路を開いて行く様
子を描く。（教師の研修会に利用できる。）

120
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる
学校教育全体で取り組む道億教育

学校教育
道徳

30分
道徳教育を学校教育全体の中でどのように取り組んでいくのが望ましいか、とい
うことをわかりやすく解説したもので、教育現場での研修用ビデオとしてだけで
なく、広く一般の方々にも、学校での道徳教育の実情を理解できる。

121
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（２）
道徳教育の充実と年間指導計画

学校教育
道徳

43分

道徳教育とその進めかたの基本についてドラマを通して理解できる、道徳の時間
を中心にして子どもの内面をより豊かにしていくためのさまざまな取り組みを紹
介し、併せて年間指導計画の改善についての手立てをわかりやすく説明してい
る。

122
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（３）
生き生きとした道徳授業の工夫

学校教育
道徳

39分
中学校道徳教育推進指導資料－生き生きとした道徳授業の工夫－。教職経験２年
目の教師が生徒の心を見ること、また生徒の心をつかむことの難しさを痛感する
が、校内の研究授業を機会に、授業を工夫していく。

123
豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（４）
－道徳教育の学級における実践－

学校教育
道徳

37分
中学校道徳教育推進資料。学級における道徳教育の実践に当たって不可欠な生徒
の内面の理解と信頼の在り方について取り上げている 。（教師の研修に利用でき
る）

529
ゆとりある老後をめざして
生涯学習で自立・共生

生涯学習
高齢者

27分
来るべき超高齢化社会をどう生きるかを考える「ゆとりある老後をめざして」シ
リーズの第１作目。清水市の清見潟大学塾を実践のモデルケースとして紹介しま
す。

233
ゆとりある老後をめざして
健康は自らつくる

健康
生涯学習
高齢者

25分

来るべき超高齢化社会をどう生きるかを考える「ゆとりある老後をめざして」シ
リーズの第２作目。この作品では、健康問題（心と体の健康）を取り上げ、体の
健康では 、「歩く」ことの効能を、また、心の健康では、生きがいをもち、豊か
な心で病を寄せつけない生き方を提起しています。

234
ゆとりある老後をめざして
“１０万時間”どう生きますか

生涯学習
高齢者

ボランティア
25分

来るべき超高齢化社会をどう生きるかを考える「ゆとりある老後をめざして」シ
リーズの第３作目。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
している人々を紹介しています。
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124
夢をかなえた男

　マラソン王 金栗四三
かなぐり しぞう

劇映画 65分
幾多の挫折にも屈せず、大学箱根駅伝をはじめ日本陸上連盟に尽力し、今日のマ
ラソン王国・日本の基礎を作った気骨あるスポーツマン・金栗四三（かなぐりし
ぞう）選手の半生とその後の長距離界への貢献について、描いた作品。

よ

389
よいお年を 福祉施設
「元気な亀さん」の記録

高齢者 88分
埼玉県にある福祉施設「元気な亀さん」で暮らすお年寄り、子どもたち、障害
者、スタッフらを１年間にわたって記録した長編ドキュメンタリー作品。地域社
会における福祉の在り方の一つの参考となる作品。

１０４ よしっ！僕がやる！ 家庭教育 38分
幼い頃、祖父にかわいがられた少年が痴呆症になり始めた祖父の粗相を自分の手
でかたづけ始めた。その姿に両親は驚き感動する。新聞の小さな投書欄から実際
にあった話の映画化。

229 よみがえれ、マングローブ 海の森づくり 環境 23分
「地球のゆりかご」と呼ばれている、マングローブの役割について、解説された
作品。

ら

２３２ ライヤンツーリーのうた 動画 85分

強制連行によって北海道の炭鉱に送り込まれ、炭鉱脱出後終戦も知らずに１３年
間、道内の山野を単独逃亡し続けた一人の中国農民と、心因の言語障害を持つ日
本人少女との出会いをモチーフに、主人公の播いた菜陽慈梨（ライヤンツー
リー）の種が大木へ成長する時間を追いながら、言葉を超えて結び合う人間と人
間の魂の交流を描きます。

277
ライフサイエンスの未来
２１世紀へのブレークスルー④

科学技術 29分
先端科学技術レポート④　ライフサイエンス
〈観測する科学 〉から〈操作する科学〉へ脱皮したと言われるライフサイエン
ス。その中のいくつかについて映像化し紹介する。

65 ラサール石井の科学のふしぎ実験隊 科学技術 43分
1. 人間のはく息の中には水蒸気（水分）がふくまれているヨ！　2. 水を沸騰させ
ると出てくる「アワ」は水蒸気！　3. 光を青と赤にわける　4. 慣性の実験
５.浮力　６.海水から塩の結晶を見る　７.静電気

り

６８
離陸するアジア
－日本の援助とインドネシアの人々－

国際社会 25分
インドネシアジャワ島における日本のODA等の支援を活用した治水事業などによ
る農業の発展状況を中心に、若い女性の生活の変化などを紹介する。

る

１８７ ルーシーの挑戦
エネルギー

資源
25分

約１００万年前の「火」の発見から現在に至るまでのエネルギーの歴史を、風
力、水力から始まり、石炭、石油、電気までの移り変わりを描いている。

れ

４３
レクイエム・５０
－北千島最北端・占守島の戦後－

平和 97分
第２次世界大戦末期占守島の守備についていた日本軍兵士の多くが終戦３日後に
突如攻め込んできたソ連軍によって還らぬ人となりました。その５０年後、日本
兵の遺骨収集と慰霊巡拝がようやく実現しました。そのときの記録です。

103
Ｌｅｔ’ｓ 生涯学習
－ 子どもと話そう －

生涯学習
家庭教育

22分
俳優の永島敏行氏や落語家の立川志の輔氏の体験談を交え、子どもと関わること
の大切さや、話すために大人自身が生き生きとした生活を送る必要があることを
訴えます。

ろ

３３８ 老親 高齢者 112分
老親の介護という問題を通して、高齢社会・性別による固定的役割分担意識、家
族の人間関係等の現代社会の様々な課題を写し出すとともに、主人公の天真爛漫
なキャラクターが、見る者に勇気と希望を与える作品です。

わ

46 わが子の長所みえてますか 家庭教育 30分

子どもの将来を思いやるばっかりに、かえってわが子の短所ばかりが見えてしま
うのは親の宿命かも知れない。近所の子どもを３日ほど預かった良子の目を通し
て、長所を見つけ、励ましてやることこそ子どもを伸ばす王道なのだということ
を示します。
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90 若草の詩
学校教育
家庭教育
同和教育

63分
奈良市企画による同和教育映画で日常生活に存在する差別。教育の本当の意味。
子供にとって何が必要なのか。補充学級はなぜ必要なのか。学校教育と家庭教育
のかかわりは？直面する現実の差別に迫り、感動的に展開する同和教育劇映画。

200 わが子の心が見えない 家庭教育 32分

ラジオのパーソナリティーとして子供電話相談を担当し、子供たちのさまざまな
悩みにアドバイスしている片瀬聡子。ある日、息子が“いじめ”によって同級生
を自殺に追い込んだと夫から連絡を受ける。子供たちの気持ちについては、良く
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。親が我が子の
心をどのようにして開き、理解していけば良いのかを考えるきっかけとなる作品
です。

92 和菓子　－その美と心－ 一般教養 25分
昔から日本人に深く愛され、親しまれ、私達が世代を越えて口にしている和菓子
の歴史をたどるとともに、その製造工程や、パリの人々からも好まれている様子
なども描かれています。

586
和楽器だ！音楽づくりだ！
～イメージをふくらませよう～

学校教育 23分
小学生や中学生が和楽器を使って音楽づくりに取組み、自己の思いを音楽で表現
するなかで、表現する力や考える力などの今日の子どもたちが求められている力
を育む姿を描きます。

602 ワシントンポスト・マーチ 人権教育 40分
養護学校のクラスメイトの美雪は、兄の結婚式に出られなかった。それ以来元気
のない美雪を横目に、たけしは姉の結婚式を楽しみに待っていた。ところが、た
けしにも同じ問題が持ち上がって…。

70 私たちと人権（家庭編） 人権教育 26分

固いきずなで結ばれている家族の中にも色々な物の見方や考え方、意識の違いが
ある。そうした身近な問題を色々な角度から提起し、私たちが、なぜ、このよう
な意識や考え方にとらわれるのか、それをなくすにはどうすればよいか考えま
す。

88 私たちと人権（職場編） 人権教育 29分

家庭編に続く作品。職場に焦点をあて、職場の一人ひとりがお互いの立場を尊重
し、人権意識を高めて行けば、明るく、楽しい職場になること、そのためにはど
うすればよいか、私たちの意識やものの考え方について、色々な角度から問題を
提起します。

89 私たちと人権（課題編） 同和教育 30分

社会には部落差別を始め女性や障害者、外国人などに対する様々な差別がある。
これらの問題を解決するために、自分を始め多くの人々が深く関わっていること
を自覚し、自分自身の人権意識を問い直し、自ら考え、生き方を変え、行動する
必要を訴えます。

319 私たちの国際交流 国際社会 30分

わが国で生活する外国人は年々増えつつあります。しかし、外国人との接触に慣
れていない私たちは、彼らとどう交流すれば良いのかが分からず戸惑っていま
す。この作品では、各地で始められている市民レベルの活動を紹介し、国際交流
の方策を示唆します。

336 わたしたちの試み　（第一部・第二部） 同和教育

第一部
５３分

第二部
５４分

一般公募で集まった１６人の高校生が、差別問題について本音をぶつけ合い激論
する。対立や分裂を経ながら語りあった８日間のドキュメンタリー。自分と向き
合う時間の中で変化していく高校生たちの姿が､問題解決のヒントになって…。

45
私、電気をつくる人？！
智子のエネルギー見て歩き

エネルギー
資源

28分
レポーターの吉田智子さんが、アメリカ、デンマーク、日本での“太陽光 ”“風
力”さらには“地熱”といった自然エネルギーを利用した発電に取り組んでいる
現状と問題点を紹介した作品です。

371 私の名はでんき
エネルギー

資源
19分

明け方から真夜中まで電気が走りまわる一日の旅を、カメラの眼を通して、追い
かけてもらいました。家の中で、勤め先や学校で、それらをとりまく街の中で、
夜のくつろぎの場で、私は、どんな顔をして、どんな役割を演じているのかを描
いている。

228 わすれるもんか！
人権教育

動画
40分

雪の降りしきるクリスマスイブに開かれたギター演奏会を舞台に、目の不自由な
正彦の精一杯生きている姿が周りの人たちに感動を与え、感動を受けた人がその
感動から行動をはじめ、周りの人を変えていくという人間性の変革と連帯を描い
ています。
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407
私自身を見てください
固定観念・ステレオタイプ

人権教育 27分

広報課に配属された新入社員の主人公が、社内ビデオ「人物図鑑」の撮影で、初
対面の「加藤さん」を訪ね歩く中で、様々な固定観念・ステレオタイプに出会
う。私たちの暮らしの中にある身近な固定観念・ステレオタイプ・偏見をドラマ
と解説の２部構成で問題提起します。

243
わらべうた歳時記
～奈良市音声館・ならまちわらべうた教室～

生涯学習
高齢者

15分 音声館のわらべうた教室やわらべうたフェスタの様子を紹介しています。

261 Ｗorld Ｈeritage Ｈistoric Ｍonuments of Ａncient Ｎara
文化財

一般教養
20分 318.「世界遺産　古都奈良の文化財」の英語版。

395
笑いと涙で綴る感動の人権啓発ドラマ
セピア色の風景

同和教育 55分

交通事故に遭って意識不明となった父を見舞いにきてくれた父の友人から意外な
ことを聞いた中学生の淳は、父が１５歳の時の写真を持って京都へ旅立つ。やが
て幼い時に別れた父の妹とあって…。同和地区出身というだけで、同じ人間なの
に世間の偏見、差別に苦しめられる人びとの厳しい運命を、ハートフルな画風に
やさしい眼差しで描いています。

363
我らユトリスト
シルバーと車の２１世紀

高齢者
交通安全

19分

高齢化時代のシルバーエイジドライバーに向けて、ゆとりある安全運転とそれを
支援する環境の発展（ＩＴＳ、ＡＳＶ、道の駅）等、シルバードライブを楽しむ
方法を紹介。二組のシルバーエイジドライバーと若い女性が、運転中に遭遇する
歩行者、対向車、右折等の事故要因から安全への意識を高め、併せて、若者にも
高齢者時代の安全運転への認識を啓発します。
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