
29 あっ！危ないきみならどうする 学校教育 27分
・学校帰りの危険・一人で遊ぶことの危険・エレベーターでの危険・公衆トイレで
の危険・一人で留守番をするときの危険…。その他日常生活の中に潜む危険を子ど
も達にわかりやすく、警察官のさくらが教えてくれます。

9 ぬくもりの彩
いろ

人権教育
学校教育
同和教育

36分
突然、障害を持った高齢者と同居を余儀なくされた家族が、同和地区に住む青年と
の出会いをきっかけにそれぞれが同和地区に対する差別意識の誤りに気づき、人を
思いやる心や家族のぬくもりを取り戻していく「心の変化」を描いた作品。

35
ＭＯＴＴＡＩＮＡＩ
　もったいない

環境学習
動画

22分

まんぷく村にすむ子どもたちは、出された食事や、着れなくなった服、飽きてし
まったおもちゃをポイポイとゴミ箱へ。出されたゴミはクマさんがゴミ収集車で森
のはずれにある「ゴミ捨て谷」へ捨てに行きます。ある日、夢中になって蝶を追っ
ていたカバくんがゴミ捨て谷の谷底へ落ちてしまいます。しばらくして村に戻った
カバ君の背後には得体の知れない大きな物体が…。不思議な生き物と動物たちとの
環境を考える物語です。

62
日本の森シリーズ
「温暖帯の森　生命をつなぐ知恵」

環境学習 34分
日本各地の森の自然環境や、豊かな生態系を形成する多様な動植物の世界を描き、
更に、人間と自然との関わりを見つめます。第２話では温暖帯を代表する森、照葉
樹林を中心に解説します。

63
日本の森シリーズ
「四季が育む生命の山々 東北・冷温帯の森」

環境学習 31分
日本各地の森の自然環境や、豊かな生態系を形成する多様な動植物の世界を描き、
更に、人間と自然との関わりを見つめます。第３話では東北の山々を中心に四季そ
れぞれに豊かな表情を見せる冷温帯の森の具体的な特徴を解説します。

76
北の大地に息づく命
亜寒帯・北海道の森

環境学習 35分
亜寒帯・北海道の森の具体的な特徴を説明します。四季ごとに豊
かな表情を見せる森で、密接に関わりあいながら生きる多様な動
植物たちの姿を紹介し自然の不思議とその魅力に迫ります。

10
ホーム･スイートホーム
誰にでも帰りたい家がある

劇映画 110分
元オペラ歌手・山下宏は痴呆症である。娘夫婦達の苦悩と軋轢は限界に達しある決
断をする・・・。グループホーム「おばんでがんす」を舞台に心やさしき日本人達
のふれあいと再生のドラマが展開します。

30 ＮＩＴＡＢＯＨ
劇映画
動画

100分

仁太坊、江戸から明治へという大きな時代変化の中で、生きるために様々なハン
ディや時代の壁と戦いながら、今に伝わる津軽三味線の独自の叩き奏法を生み出し
た人物。仁太坊の少年期から青年期の成長過程を史実とフィクションを交えて描き
出し、豊かな文明社会にともすれば弄され、自らの精神の拠り所を失っているとも
見える現在の日本人に強烈なメッセージを与えます。

34 飲酒運転の報い　破滅への道 交通安全 27分

新聞社を退職し、交通ジャーナリストとして活動している柏木栄三郎は、古巣の新
聞社へ出むいていた。そこで渡されたのが、榎本純一からの手紙。柏木には忘れら
れない手紙だった…。無謀な飲酒運転による危険な運転行為をしてしまったドライ
バーの心の軌跡。訪れる家庭の崩壊、被害者を襲う突然の悲劇、悪質な交通事故の
犯罪を訴えます。

38
新たなステージへ
～40歳代からのライフプラン～

生涯学習 30分

平凡な毎日を過ごす後藤誠は、ある日近所のラーメン屋で定年後にすることが無
く、妻には離婚を迫られているという角田岩雄に出会う。翌日、同期の大村礼子が
定年後は何か仕事につきたいという目標を持ち、資格を取っていることを知る。仕
事でも積極的に部下の意欲を引き出している。また、部下の倉橋雅彦からは結婚報
告があり、希望に満ちたライフプランの様子を目の当たりにする。このままではい
けない！後藤の中で何かが変わり始めていた。

9 ぬくもりの彩
いろ

人権教育
学校教育
同和教育

36分
突然、障害を持った高齢者と同居を余儀なくされた家族が、同和地区に住む青年と
の出会いをきっかけにそれぞれが同和地区に対する差別意識の誤りに気づき、人を
思いやる心や家族のぬくもりを取り戻していく「心の変化」を描いた作品。

8 ツインズ１７
セブンティーン

同和教育 55分

高校２年生の真希と友希は双子の姉妹。姉の真希は剣道部員。何事にも積極的で、
同じ部員の晋介と心を寄せ合っている。一方、妹の友希は姉とは別に郷土の生んだ
文人や哲学者に関心を持ち、真実の生きる道を求めている。父の死後、ムラ（同和
地区）を離れて醤油工場で働く母と娘２人は、今なお解消されていない部落問題に
次々と遭遇。

奈良市視聴覚ライブラリー

【ＤＶＤ】　－分類別　目 録－

学校教育

環境

劇映画

交通安全

生涯学習

人権・同和教育
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27 私の好きなまち
同和教育
人権教育

35分

亡き父の不動産業を継ぐために故郷の兵庫へ戻った近藤聡と、東京で生まれ育った
妻・由美と小学校５年生の晴香。晴香は学校で言葉のアクセントの違いから友達と
ギクシャクし、由美は生き方の違いから姑と口論に。また社員と共に客を案内した
際「同和地区じゃないよね」と聞かれ怪訝に思う。誰もが体験しうる身近な問題を
取上げながら「違いを認め、共に生きる」「相手を思いやる」「夢をもって生き
る」大切さを訴えかけています。

26 エールを贈るバス 人権教育 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が直子
はすぐに母の過ちに気づき、母と一緒に智香の所へ謝りに行く。勇気を出して謝っ
たことで直子と智香の友情が芽生え、障害者も健常者も同じ社会の一員として認め
合うことの大切さを学びます。

40 今日もよか天気たい 人権教育 35分

人生の半ばで視力を失った青柳京子は、人の悩みや苦しみに耳を傾ける傾聴ボラン
ティアとして暮らしている。視覚障がい者になった当初、周囲の仕打ちに戸惑い、
傷つき、引きこもる暮らしだったが、決して孤独ではなかった。前向きに歩き出す
京子はある日、同じバスに乗り合わせた乗客らの行動から自分の心にある偏見や差
別に気付く。以降、多くの人に支えられてきた京子自身は人の役に立つことで生き
がいを見つけていこうと進みだす。

7
人権啓発アニメーション
　障害者問題編　風の旅人

人権教育
動画

30分

生まれつき骨形成不全症という重度の障害を持つため孤立しがちだった主人公が、
ある出来事を機に人と交流し、自らの可能性は人の力を借りても広がるのだと知
る。以来、通りがかりの人にベッド式車椅子を押してもらいながら少しずつ進み旅
をする。故・宇都宮辰範氏の感動的な実話を基に重度障害者の自立と人と人との心
の交流を描いた作品。

70 　めぐみ 人権啓発 25分
北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ：拉致という、自由を奪う行為を忘れない
でください。

42
世界遺産シリーズ
　知床　海・川・森の物語

文化財
環境

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。流氷が押し寄せる河岸
線、1500ｍ級の火山群・知床連山、山々を覆う豊かな森など、原生的な自然環境
の中で、多様な動植物が生息・生育する貴重な世界が存在する知床を科学的に見つ
め、具体的に解説しながら、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ます。

11
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅰ）故宮と中国の古都

文化財
地理
紀行

64分
故宮と中国の古都…明・清朝の皇居群（中国）／古都平遥（中国）／蘇州古典園林
（中国）／麗江旧市街（中国）／ラサのポタラ宮歴史地区群（中国）

12
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅱ）悠久のインド

文化財
地理
紀行

64分
悠久のインド…デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群（インド）／コナーラ
クの太陽神寺院（インド）／ダージリン・ヒマラヤ鉄道（インド）／ハンピの建造
物群（インド）／タージ・マハルとアーグラ城塞（インド）

13
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅲ）聖地巡礼

文化財
地理
紀行

64分
聖地巡礼…ウルル‐カタ・ジュタ国立公園（オーストラリア）／泰山（中国）／曲
阜の孔廟・孔林・孔府（中国）／宗廟（韓国）／天壇：北京の皇帝の廟壇（中国）

14
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅳ）大航海時代の残照

文化財
地理
紀行

64分

大航海時代の残照…リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔（ポルトガル）／
ゴアの教会群と修道院群（インド）／ゴール旧市街とその要塞群（スリランカ）／
古代都市アユタヤと周辺の古代都市群（タイ）／琉球のグスク及び関連遺産群（日
本）

15
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅴ）聖地エルサレムと古代オリエント

文化財
地理
紀行

64分
聖地エルサレムと古代オリエント…ヒエラポリス－パムッカレ（トルコ）／古代都
市ボスラ（シリア）／ビブロス（レバノン）／エルサレム旧市街とその城壁群（ヨ
ルダン・ハシェミットによる申請遺産）／バールベック（レバノン）

16
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅵ）イスラム古都

文化財
地理
紀行

64分

イスラムの古都…古都アレッポ（シリア・アラブ）／シバームの旧城壁都市（イエ
メン）／アムラ城（ヨルダン・ハシェミットアムラ城（ヨルダン・ハシェミット）
／バゲルハットのモスク都市（バングラデシュ）／サナア旧市街（イエメン）⑤シ
バームの旧城壁都市（イエメン）

17
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅶ）仏教の誕生と伝播

文化財
地理
紀行

64分
仏教の誕生と伝播…仏陀の生誕地ルンビニ（ネパール）／サーンチーの仏教建造物
群（インド）／エローラ石窟群（インド）／峨眉山と楽山大仏（中国）／石窟庵と
仏国寺（韓国）

18
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅷ）仏陀と生きる

文化財
地理
紀行

64分
仏陀と生きる…古代都市スコタイと周辺の古代都市群（タイ）／カトマンズの渓谷
（ネパール）／古代都市ポロンナルワ（スリランカ）／聖地キャンディ（スリラン
カ）／ルアン・パバンの町（ラオス）

19
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅸ）自然と人との調和

文化財
地理
紀行

64分
自然と人との調和…白川郷・五箇山の合掌造り集落（日本）／日光の社寺（日本）
③ハロン湾（ベトナム）／厳島神社（日本）／フィリピン・コルディリェーラの棚
田群（フィリピン）

地理・紀行
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20

ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅹ）神の宿る大地

「特典ディスク」紀伊山地の霊場と参詣道

文化財
地理
紀行

64分

神の宿る大地…九寨溝の渓谷の景観と歴史地域（中国）／トンガリロ国立公園
（ニュージーランド）／チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連
古代遺産群（ラオス）／黄龍の景観と歴史地域（中国）／カカドゥ国立公園（オー
ストラリア）

36
あした元気になーれ！
　～半分のさつまいも～

平和
動画 90分

空襲で家族を失ったかよ子。世話になっている伯母の手伝いをしながら、残された
兄・喜三郎の行方を捜し続けていました。しかし、思い出の詰まった生家の跡地が
売り渡されると聞いて、たまらず家を飛び出します。翌日、ついに浅草で兄と再会
を果たしますが…。

21
復刻版名作人形アニメ
　わらしべ長者

動画 18分

ある日、乙丸が１匹のあぶをわらにしばって歩いていると、そばをとおりかかった
若宮が、そのあぶのとまったわらを欲しがった。そこで、乙丸はそのわらを若宮に
あげ、お礼としてみかんを3つもらう。さらに、乙丸はみかんを持って歩いている
と、のどがかわいて苦しんでいる旅の女の人に出会う。持っていたみかんを差し出
す乙丸は、とてもきれいな反物をお礼としてもらう。

22
復刻版名作人形アニメ
　彦一とんちばなし

動画 18分

たくさんとれたスイカを売り歩いていた彦一とお里は、お城の前で、家老の忠ェ門
に出会う。忠ェ門は、隣の国からやってきた使いから無理難題を言われて困り、頭
のいい知恵のある男を探しているという。そこで、彦一は知恵くらべに勝ったら、
スイカを全部買ってもらう約束で、協力することにした。不可能と思われる課題を
型破りな発想と行動で可能にしていく、村のとんち者・彦一。知恵と勇気のドラマ
がリズミカルに展開していく。

23
復刻版名作人形アニメ
　つるのおんがえし

動画 17分

雪深い山奥に、おじいさんとおばあさんが住んでいた。ある日、おじいさんは山道
でワナにかかった鶴を助けてやる。その夜「つう」という娘が家を訪れ、家の手伝
いや近くの子どもの遊び相手となったり、おばあさんのはた織りを手伝ったりす
る。つうの織る布はとても美しく、商人の目にもとまる。「はたを織るところは見
ないでください」と言ってはた織り部屋に入るのだが、はたを織るとやつれていく
つうに２人は気づき…。

49
手塚治虫アニメワールド
雨降り小僧

動画 24分
奥沢村の分校に通う中学生のモウ太は、月に一度、街の本校へ行く度に大喧嘩をし
て帰ってくる。そんなある日、モウ太は雨ふり小僧と出会い、３つの願いをかなえ
られたら自分の履いている新品の雨靴をあげると約束するが…。

50
手塚治虫アニメワールド
雨降り小僧
（バリアフリー版）

動画 24分 49. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

51 新ジャングル大帝①　誕生 動画 24分

古代エジプト王朝で神と崇められていた白いライオンの子が盗まれてから４０００
年後、アフリカの秘境にはパンジャという名の白いライオンが出没。魔神として人
間達に恐れられていた。動物達からは王者と崇められていたパンジャだったが、密
猟者の手にかかり命を落とす。一方、パンジャの妻・エライザは捕獲され、移送先
のヨーロッパへ向かう船内でレオを出産する。

52
新ジャングル大帝①　誕生
（バリアフリー版）

動画 24分 51. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

53 新ジャングル大帝②　約束 動画 24分
母エライザを残し、船を脱出したレオは海上を漂流。近くを通りかかった船に救出
され港に上陸。そこでレオは初めて人間の生活を体験することになる…。

54
新ジャングル大帝②　約束
（バリアフリー版）

動画 24分 53. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

55 新ジャングル大帝③　旅立ち 動画 24分
レオは、アフリカに送還されることになり、その厚さや広さに目を見張る。しか
し、そこは人の管理下にあるサファリパークだった。「本当のジャングルに逃げ
ろ！」ヌーの言葉を胸にレオはケンと一緒にパークから逃亡を図る。

56
新ジャングル大帝③　旅立ち
（バリアフリー版）

動画 24分 55. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

57 新ジャングル大帝④　友達 動画 24分
アフリカの大地で黒ヒョウのトットから逃れたレオは、罠にかかったガゼルのト
ニーとオウムのココを救い、初めて友人を得る。そんなレオは、次から次へと苦難
に巻き込まれていく。

58
新ジャングル大帝④　友達
（バリアフリー版）

動画 24分 57. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

動画（アニメーション）
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59 新ジャングル大帝⑤　故郷 動画 24分

平和なパンジャの森に突如ジェット機が墜落し、あたりは火の海となる。その時レ
オは、薬草を探しに来ていたライオンの娘ライヤと出会い、滝の上の薬草を探し得
る事に成功。とっさのアイデアで滝の岩を崩し、パンジャの森に大水を導き、火を
消し止めることに成功した。

60
新ジャングル大帝⑤　故郷
（バリアフリー版）

動画 24分 59.. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

64
楽しいムーミン一家 ①
ムーミン谷の春

動画 25分
春が来て、ムーミン谷の住人が冬の眠りから目覚めました。ムーミンはみんなを
誘って山に登り、帽子を見つけました。しかし、その帽子はとても不思議な帽子
だったのです。

65
楽しいムーミン一家 ①
ムーミン谷の春
（バリアフリー版）

動画 25分 64. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

66
楽しいムーミン一家 ②
魔法の帽子

動画 25分
飛行鬼は、帽子の中に何か入れると別の物に変えてしまう不思議な帽子をどこかで
失くしてしまいました。大変！誰かが帽子に何かを入れてしまいました…。

67
楽しいムーミン一家 ②
魔法の帽子
（バリアフリー版）

動画 25分 66. 同一作品（音声ガイド・字幕スーパー付）

28 火垂るの墓
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。

43
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分

裁判員制度の開始を翌年に控えた2008年、有馬係長はその通知を受取る。時を同
じくして総務課では「裁判員に選ばれた社員をサポート」するプロジェクトが立ち
上げられ、六平太は制度を学びながらサポート策作りに精を出す。そんな中、有馬
係長が裁判所へ行くことになり…。動揺する有馬係長が逃げ出さないように一計を
案じる六平太。総務課のプロジェクトは無事完了出来るか！？そして裁判員として
法廷に臨んだ有馬係長は…！？

44
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分 43. 同一作品

45
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分 43. 同一作品

46
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分 43. 同一作品

1
名作アニメシリーズ
シートン動物記　　　ちび犬チンク
（バリアフリー対応作品：副音声・字幕スーパー付）

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？

2
名作アニメシリーズ
シートン動物記　　　森を守る小さな赤リス
（バリアフリー対応作品：副音声・字幕スーパー付）

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。

3
名作アニメシリーズ
シートン動物記　　　ギザ耳うさぎ
（バリアフリー対応作品：副音声・字幕スーパー付）

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。

4
名作アニメシリーズ
シートン動物記　　　タラク山の熊王
（バリアフリー対応作品：副音声・字幕スーパー付）

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・・・。
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5
名作アニメシリーズ
シートン動物記　　　峰の王者　羊のクラッグ
（バリアフリー対応：副音声・字幕スーパー付）

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。

7
人権啓発アニメーション
　障害者問題編　風の旅人

人権教育
動画

30分

生まれつき骨形成不全症という重度の障害を持つため孤立しがちだった主人公が、
ある出来事を機に人と交流し、自らの可能性は人の力を借りても広がるのだと知
る。以来、通りがかりの人にベッド式車椅子を押してもらいながら少しずつ進み旅
をする。故・宇都宮辰範氏の感動的な実話を基に重度障害者の自立と人と人との心
の交流を描いた作品。

30 ＮＩＴＡＢＯＨ
劇映画
動画

100分

仁太坊、江戸から明治へという大きな時代変化の中で、生きるために様々なハン
ディや時代の壁と戦いながら、今に伝わる津軽三味線の独自の叩き奏法を生み出し
た人物。仁太坊の少年期から青年期の成長過程を史実とフィクションを交えて描き
出し、豊かな文明社会にともすれば弄され、自らの精神の拠り所を失っているとも
見える現在の日本人に強烈なメッセージを与えます。

24
農林水産研究開発レポートvol.１
食と農の未来を拓く研究開発

農林
畜産
水産

57分

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

25
農林水産研究開発レポートvol.２
食と農の未来を拓く研究開発

農林
畜産
水産

28分
１．海洋生態系と水産資源 ２．食品の品質保証のための研究開発 ３．食料・環
境問題解決を目指した国際農林水産業研究 ４．化学農薬だけに依存しない病害虫
防除

42
世界遺産シリーズ
　知床　海・川・森の物語

文化財
環境

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。流氷が押し寄せる河岸
線、1500ｍ級の火山群・知床連山、山々を覆う豊かな森など、原生的な自然環境
の中で、多様な動植物が生息・生育する貴重な世界が存在する知床を科学的に見つ
め、具体的に解説しながら、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ます。

11
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅰ）故宮と中国の古都

文化財
地理
紀行

64分
故宮と中国の古都…明・清朝の皇居群（中国）／古都平遥（中国）／蘇州古典園林
（中国）／麗江旧市街（中国）／ラサのポタラ宮歴史地区群（中国）

12
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅱ）悠久のインド

文化財
地理
紀行

64分
悠久のインド…デリーのクトゥブ・ミナールとその建造物群（インド）／コナーラ
クの太陽神寺院（インド）／ダージリン・ヒマラヤ鉄道（インド）／ハンピの建造
物群（インド）／タージ・マハルとアーグラ城塞（インド）／

13
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅲ）聖地巡礼

文化財
地理
紀行

64分
聖地巡礼…ウルル‐カタ・ジュタ国立公園（オーストラリア）／泰山（中国）／曲
阜の孔廟・孔林・孔府（中国）／宗廟（韓国）／天壇：北京の皇帝の廟壇（中国）

14
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅳ）大航海時代の残照

文化財
地理
紀行

64分

大航海時代の残照…リスボンのジェロニモス修道院とベレンの塔（ポルトガル）／
ゴアの教会群と修道院群（インド）／ゴール旧市街とその要塞群（スリランカ）／
古代都市アユタヤと周辺の古代都市群（タイ）／琉球のグスク及び関連遺産群（日
本）

15
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅴ）聖地エルサレムと古代オリエント

文化財
地理
紀行

64分
聖地エルサレムと古代オリエント…ヒエラポリス－パムッカレ（トルコ）／古代都
市ボスラ（シリア）／ビブロス（レバノン）／エルサレム旧市街とその城壁群（ヨ
ルダン・ハシェミットによる申請遺産）／バールベック（レバノン）

16
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅵ）イスラム古都

文化財
地理
紀行

64分

イスラムの古都…古都アレッポ（シリア・アラブ）／シバームの旧城壁都市（イエ
メン）／アムラ城（ヨルダン・ハシェミットアムラ城（ヨルダン・ハシェミット）
／バゲルハットのモスク都市（バングラデシュ）／サナア旧市街（イエメン）⑤シ
バームの旧城壁都市（イエメン）

17
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅶ）仏教の誕生と伝播

文化財
地理
紀行

64分
仏教の誕生と伝播…仏陀の生誕地ルンビニ（ネパール）／サーンチーの仏教建造物
群（インド）／エローラ石窟群（インド）／峨眉山と楽山大仏（中国）／石窟庵と
仏国寺（韓国）

18
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅷ）仏陀と生きる

文化財
地理
紀行

64分
仏陀と生きる…古代都市スコタイと周辺の古代都市群（タイ）／カトマンズの渓谷
（ネパール）／古代都市ポロンナルワ（スリランカ）／聖地キャンディ（スリラン
カ）／ルアン・パバンの町（ラオス）

農林・畜産・水産

文化財
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19
ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅸ）自然と人との調和

文化財
地理
紀行

64分
自然と人との調和…白川郷・五箇山の合掌造り集落（日本）／日光の社寺（日本）
③ハロン湾（ベトナム）／厳島神社（日本）／フィリピン・コルディリェーラの棚
田群（フィリピン）

20

ユネスコ世界遺産　新たなる旅へ
（Ⅹ）神の宿る大地

「特典ディスク」紀伊山地の霊場と参詣道

文化財
地理
紀行

64分

神の宿る大地…九寨溝の渓谷の景観と歴史地域（中国）／トンガリロ国立公園
（ニュージーランド）／チャンパサック県の文化的景観にあるワット・プーと関連
古代遺産群（ラオス）／黄龍の景観と歴史地域（中国）／カカドゥ国立公園（オー
ストラリア）

36
あした元気になーれ！
　～半分のさつまいも～

平和
動画 90分

空襲で家族を失ったかよ子。世話になっている伯母の手伝いをしながら、残された
兄・喜三郎の行方を捜し続けていました。しかし、思い出の詰まった生家の跡地が
売り渡されると聞いて、たまらず家を飛び出します。翌日、ついに浅草で兄と再会
を果たしますが…。

28 火垂るの墓
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。

37
温暖化時代の豪雨災害
その時 あなたは身を守れるか?

防災 20分

最近、従来の記録を大きく上回る降雨が発生。今度も大丈夫だろうという慣れや警
報など外部からの情報を過信していませんか？防災には、危険を知り、自分の命は
自分で守るという心構えが大切です。 自分が住んでいる場所にどのような災害が
起こりうるか予測し、対策を考える／自主防災組織／日頃の備え・防災マップの作
成／日頃の備え・避難訓練／早めの避難／河川の氾濫／都市型水害（ドア模型によ
る実験・階段模型による実験）／まとめ

39
まさかの時!!
自分のちからで生きのびられるように

防災 36分

天災に遭遇した時、援助の手が及ぶまでの生き残りは、各自の体力と知力によるし
かありません。この時間が生死を分ける場合があります。自分で生きのびる、その
ための工夫を解りやすく解説します。 [少年少女のためのサバイバルレッスン]
逃げる場所／あたたかさをとる／ねむる場所／ケガと病気／あきカンでごはんをつ
くる／トイレをつくる／たすけて！！

31 裁判員制度
－もしもあなたが選ばれたら－①

一般教養 58分

平凡なサラリーマン小林靖雄のもとに一通の手紙が送られてきました。「あなたは
裁判員候補に選ばれました」仕方なく裁判所を訪れると、数十人の裁判員候補が集
合していました。その多くは裁判員に選ばれることに対して消極的…。裁判員制度
の意義や内容について一般向けに分かりやすく、ドラマ仕立てで紹介しています。

32 裁判員制度
－もしもあなたが選ばれたら－②

一般教養 58分 31.同一作品

43
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分

裁判員制度の開始を翌年に控えた2008年、有馬係長はその通知を受取る。時を同
じくして総務課では「裁判員に選ばれた社員をサポート」するプロジェクトが立ち
上げられ、六平太は制度を学びながらサポート策作りに精を出す。そんな中、有馬
係長が裁判所へ行くことになり…。動揺する有馬係長が逃げ出さないように一計を
案じる六平太。総務課のプロジェクトは無事完了出来るか！？そして裁判員として
法廷に臨んだ有馬係長は…！？

44
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分 43. 同一作品

45
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分 43. 同一作品

46
総務部総務課 山口六平太
裁判員プロジェクトはじめます！

法律
動画

23分 43. 同一作品

41
みんなでおどろう！
レッツ ヒップ ホップ

一般教養 55分
子供たち同士の表現やコミュニケーション不足、意思伝達乏しさを補い、言葉を超
えて気持ちや感情を伝える有効な手段として注目されている「ヒップ ホップ ダン
ス」を無理なく楽しもうと制作されたものです。

61
DVD教材
「みんなに元気をあげよう！チアロビクス」

運動教材 58分
チアリーディングとエアロビクスを組み合わせた「チアロビクス」を紹介していま
す。

保健・衛生・健康・スポーツ

平和

防災

法律
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71
DVD教材
「ゲームで遊ぼう！大好きなおじいちゃん・お
ばあちゃん！」

運動教材 43分

子供たちとお年寄りが交流し、互いに刺激し合って心身ともに健康づくりを図るこ
とを目的としています。手遊び。指遊びゲームは脳の活性化につながり、健康体操
1は健康維持に効果ある気功を基にしており、健康体操２は筋肉や関節を柔軟にす
る太極拳を基にしています。

74 元気に行進！　レッツゴーパレード 運動教材 45分

幅広い年代の子供たちに楽しんでもらう「体力作り体験型」のコンテンツです。・
パレードを練習することで、遊びながら体力が向上。・パレードを演じることで、
気持ちが高揚して感動を体験。・ステップ学習なので上達度に応じたメニューを選
択して効率よく運動できます。

77 ボディスラップ 運動教材 40分

ボディスラップは、身体を叩いた音や足踏みの音でリズムを作り、そのリ
ズムに合わせて様々な身体表現を行うパフォーマンスです。・ボディス
ラップを練習することで、遊びながら体力が向上。・パレードを演じるこ
とで、気持ちが高揚して感動を体験。・子ども同士の「思いやる心」「協
力する力」を育成。

73
折って・切って・広げて　びっくり！
切り紙遊び

切り紙教材 40分
子供たちと様々な世代の方たちが、一緒に切り紙の知識を教え合い、楽しみながら
互いに刺激し合って交流を深めることを目的としています。

6
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。

68
大きな和の国・日本
－はじまりの奈良から未来へ－

一般教養 234分
「大きな和の国」－日本／① 和に基づくルール／② 知の知恵が生んだ様式／③ 知
が育てた「美」と「知」／④ 時代をリードした和／和の力が拓く未来

69
はじまりの奈良から未来へ ①
（２枚組の1）

一般教養 91分18秒 ① 大きな和の国／② NARASIA －つながりゆくもの

69
はじまりの奈良から未来へ ②
（２枚組の２）

一般教養 207分57秒

① 「引き算」の日本文化／② 真似る・学ぶ・つながる／③ 古代日本人の宇宙観／
④ 大陸から見た遣唐使／⑤ 聖徳太子の夢／⑥ 旅は道連れ、世は情け／⑦ 建築に見
る日本の方法／⑧ 古事記と日本書記／⑨ 手から手へ、人から人へ／⑩ 和の美、誕
生！

72 みんなが主役！　人形劇で遊んじゃおう 演劇教材 46分

子供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に制作されました。森の動物さ
んたちがカレーライスを作ろうとしたのに、カレーラーメンになってしまう楽しい
お話です。

その他（一般教養 etc）
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