
教材リスト分野別一覧【胎内市】

【ビデオテープ】
分　　類 ページ数 数量

生活 1 2
社会 1-3 41
理科 3-4 36
国語・英語 5 5
音楽･技術家庭･算数 5 2
保健安全 5-6 18
交通安全 6 9
体育 7 10
道徳・特別活動 7-10 51
家庭教育 10 5
新潟県 10 11
高齢者 0
劇映画 10 1
その他 11 13
まんが 11-12 12

216合    計



【ビデオテープ】

【生活】2本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

969
みんなであそぼう　きせ
つのあそび

15分 小

季節の移り変わりに合わせて、いろいろな遊びを具体的に取り上
げ、その事例を通して遊びの工夫を考えさせながら、自然に触れ
る事の大切さを捉えようとしている。

1989年 1

970 のりものにのろう 15分 小

児童一人ひとりの具体的な活動や体験を重視して、画面に児童を
登場させ、その実際の活動の展開を記録している。

1993年 1

2

【社会】41本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1047 信長・秀吉・家康 21分 小

それぞれの人物の特色と業績を対比・関連させながら、天下統一
に至る時代の流れを、人物の働きを通して興味深く描いている。

1987年 1

1048 清盛から頼朝へ 22分 小中

清盛と頼朝という源平の棟梁に焦点を当て、逸話や史跡、建造
物、絵巻物などを通して、武士が起こり、源平争乱を経て、鎌倉
幕府が成立するまでを描いている。

1988年 1

1070
新潟の地域おこしは今①
地域の活力・地域の文化

27分 般

イベント・新しい文化の創造を通じて、それぞれの町や村で、
今、若者たちが故郷に何を思い、どのような活動を繰り広げ、そ
して故郷の未来をどのように模索しているのかを伝えるもの。

1989年 1

1071
新潟の地域おこしは今②
地域特産品づくり

27分 般

県内の各地では地域経済の活性化に向けて、実にバラエティ豊か
な様々な特産品の開発運動が繰り広げられている。

1989年 1

1072
新潟の地域おこしは今③
地域間交流・国際交流

27分 般

触れ合う・理解し合うことの中から地域の未来を模索していく。
そうした地域おこしの試みが、今、県内各地で繰り広げられてい
る。

1989年 1

1080 私たちの米 17分 小

学校田での手で植え、手で刈り取る米作りの様子。子供たちの汗
と努力の結晶、一粒の米の大切さ、働くことの大変さを知る。

1990年 1

1086 郷土の宝～大河津分水～ 27分 小

昭和２年から６年にかけて実施された信濃川補修工事の際に、当
時の職員によって広報用に製作された無声映画「補修の歌」が、
平成２年９月に発見されたことを契機とし製作されたもの。

1991年 1

1092
日本の海運～船が支える
日本の暮らし～

30分 中

産業活動や私たちの日常の暮らしにとって、海運がいかに大切な
役割を果たしているか紹介している。

1992年 1

1096
宅急便のしくみ～どうし
て明日届くのかな？～

17分 小

宅急便が一日で届くまでの仕組みを解説している。

1993年 1

1117
明治維新をすすめた人び
と

10分 小中

長州や薩摩などの藩では外国文化に触れた若者たちによって、新
しい日本を作ろうとする動きが起こった。世界の情勢に目覚めた
人々の間に倒幕の気運が盛り上がった。

1994年 1

1118 近代化の歩み 10分 小中

政府は、日本の近代化のための殖産興業に力を入れ、富国強兵を
とった。人々は、西洋文明の嵐（文明開化）に驚き呆れる。藩閥
政治を批判した自由民権運動の高揚は国会開設、憲法発布を実現
した。産業や交通が発達した人々の生活は豊かになって行く。

1994年 1

1119 大正のころ 10分 小中

第一次世界大戦に参加した日本は、大きな利益を得る。輸出増大
で、産業は飛躍的に発達し、人々の生活も一変した大正デモクラ
シーの広がり、文化の大衆化などが大衆の時代の訪れを感じさせ
る。

1994年 1

1125
「ＮＨＫイブニングネッ
トワークにいがた」がで
きるまで

11分 般

「放送・新聞・電信電話などの産業」の資料として活用できるよ
うに、ＮＨＫ新潟放送局が製作した。

1992年 1

1126
わたしたちのくらしとご
みのしまつ

20分 小

ゴミを始末してくれる人々の働きによって健康な生活ができる。
そういう人々の働きや工夫、悩みや問題点を示しながら、ゴミを
減らすにはどうしたらいいか考える。

1995年 1

1141

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～（アニ
メ）

15分 小

魚や貝・海草は、どうやって私たちの食卓にやってくるのだろ
う。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、やさしく解説している。

1997年 1

1145 遣唐使と鑑真 10分 小中

奈良時代、中国から大陸文化の移入に大きな役割を果たした遣唐
使。仏教を伝えるために、苦難の末に日本に渡った鑑真を中心
に、遣唐使がどのようにして海を渡り、どんなものをもたらした
のか、遣唐使の人々の足取りをたどりながら解説する。

1997年 1

1146 平城京のあとを探る 10分 小中

平城京発掘現場の様子や成果を描きながら、平城京の規模やそこ
で営まれた生活を、具体的に理解させることを大きなねらいとし
ている。

1997年 1

合　　　　　　　計

備　　考

備　　考
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【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1147
大仏をつくる－奈良時代
－

20分 小中

奈良東大寺の大仏を取り上げ、大仏の鋳造の工程を具体的に示し
たり、昭和大修理落慶供養の様子を紹介しながら、国家的な大事
業として進められた大仏の造営について詳しく解説する。

1997年 1

1165
昭和（１）戦争と国民生
活

20分 小中

昭和初期の様子、軍部と大陸への動き、日中戦争、第二次世界大
戦、日本の敗戦

1997年 1

1166
昭和（２）混乱から復興
へ

20分 小中

敗戦後の国民生活、日本の民主化、復興する日本、朝鮮戦争と日
本の独立

1997年 1

1167 昭和（３）発展する日本 20分 小中

工業の発展、国際社会での活躍、豊かな暮らし、安保条約をめぐ
る対立、高度経済成長へ、経済発展のひずみ

1997年 1

1168
昭和（４）国際社会の中
の日本

20分 小中

経済成長と国交回復、経済発展のかげり＜公害＞、石油ショッ
ク、産業の変化と貿易摩擦、これからの日本と国際社会の問題

1997年 1

1177 自動車工場で働く人びと 10分 小

機械化・大量生産・流れ作業など、現代の代表的な工業生産の仕
組みを、自動車の生産を通して見ていく。また、各種製品を提供
する関連工場の重要性も理解させる。

1997年 1

1204 人々の生活と環境（１） 15分 中

＜静止画ビデオ＞世界の食生活・世界の衣装

1997年 1

1205 人々の生活と環境（２） 15分 中

＜静止画ビデオ＞世界の住居・インドネシアの人々の生活・アン
デスの人々の生活・ベドウィンの生活・イヌイットの生活

1997年 1

1207 育てる漁業 21分 小

漁業に携わる人々が、漁業の保安や漁業技術の改善などに努めて
いることや、国民の食生活の上で水産資源の保護及び育成が大切
であることを理解させる。

1997年 1

1213
空から見た日本の国土
（１）山地と山脈

12分 小中

日本の山地・山脈の姿を、いっそう明確に示すために、航空撮影
により、特色のある山地の地形を広くとらえ、具体的に理解させ
ようと意図したもの。

1997年 1

1214
空から見た日本の国土
（２）川と平地

12分 小中

日本の川と平地の姿を、いっそう明確に示すために、航空撮影に
より、川や平地の特色ある地形を広くとらえ、具体的に理解させ
ようと意図したもの。

1997年 1

1215
空から見た日本の国土
（３）海岸と島

13分 小中

日本の海岸と島の姿をいっそう明確に示すために、航空撮影によ
り、海岸と島の特色のある地形を広くとらえ、具体的に理解させ
ようと意図したもの。

1997年 1

1216
国土をいかす
－水資源の利用－

20分 小

日本は資源が少なくほとんどを輸入に頼っているが、水には恵ま
れている。限りある水をいかに蓄え、無駄なく有効に利用するか
を分かりやすく示す。

1997年 1

1221 ヨーロッパ（ＥＣ） 29分 中

＜静止画ビデオ＞ヨーロッパの自然・ＥＥＣからＥＣへ・統合を
めざすＥＣ・ＥＣの開発と産業・ＥＣの人々の生活と都市

1997年 1

1222 ロシアと近隣諸国 20分 中

＜静止画ビデオ＞ソ連から独立国家共同体へ・ロシアと近隣諸国
の自然と生活・ロシアの開発と産業・ロシアの近隣諸国の開発と
産業

1997年 1

1223 アメリカ合衆国 27分 中

＜静止画ビデオ＞アメリカ合衆国の自然・ブラジルの開発と産
業・ブラジルの人々の生活と都市・中南アフリカのその他の国々

1997年 1

1227 九州地方 27分 中

＜静止画ビデオ＞有明海沿岸の農業・熊本平野の産業・南九州の
自然・南九州の農業・広域中心都市福岡・変貌する北九州工業地
帯・沖縄・離島の暮らし

1997年 1

1228 中国・四国地方 26分 中

＜静止画ビデオ＞瀬戸内の交通・瀬戸内工業地域・中国四国地方
の中心都市広島・瀬戸内海の育てる漁業・瀬戸内の農業・四国地
方の自然・高知平野の野菜栽培・中国山地と中国自動車道・鳥取
地方のなしの栽培と砂丘の開発

1997年 1

1229 近畿地方 26分 中

＜静止画ビデオ＞変貌する大阪・古都の保存とその変貌・変貌す
る神戸港と阪神工業地帯・琵琶湖と淀川・紀伊山地の林業

1997年 1

1230 中部地方 27分 中

＜静止画ビデオ＞中京工業地帯－豊田を中心に－・東海地方の農
業と工業・中央高地の自然と観光・盆地産業－諏訪盆地と甲府盆
地－・雪国の暮らし・北陸地方の産業

1997年 1

2400
水田はどんな働きをして
いるの？

15分 小

米作りの一年を紹介しながら、水田が洪水調節など、国土を守る
働きをするだけでなく、生き物たちの貴重な生活の場になってい
ることなどを解説。

2002年 1

備　　考
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【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

2463 海の大動脈　内航海運 19分 小

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働きを紹
介する。

2002年 1

2659 政治のはたらき 12分 小

私たちの暮らしと政治のかかわり、私たちの暮らしと日本国憲法

2006年 1

2660 世界の中の日本 12分 小

国際交流のようす、世界に貢献する人々、国際連合の役割

2006年 1

41

【理科】36本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1313
２１世紀へのブレークス
ルー　　新しい素材を求
めて

30分 中

あらゆる技術革新の基盤であり、原動力である物資材料科学技術
に焦点を当て、基礎研究で注目されるものを映像化して紹介して
いる。

1991年 1

1314
２１世紀へのブレークス
ルー　　ニューフロン
ティア－宇宙へ－

30分 中

宇宙科学技術に焦点を当て、我が国のロケット開発、エンジン開
発等を映像化して紹介している。

1991年 1

1315
２１世紀へのブレークス
ルー　　　　空と海と陸
地球を知る

30分 中

観測面に絞って、地球観測プラットホーム衛生、熱帯降雨観測衛
星、しんかい６５００から見た深海底、海洋音響トモグラフィ技
術による防災への貢献、地震観測網の整備などを立体的に描く。

1991年 1

1316
２１世紀へのブレークス
ルー　　　ライフサイエ
ンスの未来

30分 中

「細胞の中」「細胞の表面」そして「生体機能を利用」という３
本立て、細胞の中での微粒子の運動、老化に伴う脳のプロスタグ
ラジン受容体の減少、糖鎖工学などを紹介している。

1991年 1

1341
メダカとグッピー
－誕生のひみつ－

19分 小

小５の児童がメダカとグッピーを飼育することによって、魚（動
物）には卵で生まれるものと、親と同じ形で生まれるものがある
ことを理解していく様子を描く。

1995年 1

1345
向井千秋の宇宙教室　１
宇宙への限りなき夢　宇
宙開発編

30分 中

向井千秋が行った宇宙での生命科学実験の記録と、NASAの貴重な
映像資料により”宇宙と生命の不思議な関係”を解き明かしてい
く。

1995年 1

1346
向井千秋の宇宙教室　２
宇宙で生きるための挑戦
生命科学実験編

30分 中

向井千秋が行った宇宙での生命科学実験の記録と、NASAの貴重な
映像資料により”宇宙と生命の不思議な関係”を解き明かしてい
く。

1995年 1

1350
循環器系（１）心臓と循
環器系

10分 中

１.心臓の発達　　２.心臓のしくみ　　３.心臓収縮のしくみ
４.体循環

1996年 1

1351
循環器系（２）循環器系
のはたらき

10分 中

１.循環器系　　２.栄養物の吸収・運搬　　３.不用物の運搬と
血液の浄化　　４.肺での気体の交換

1996年 1

1352
循環器系（３）血液と免
疫

10分 中

１.赤血球　　２.白血球　　３.血小板　　４.血しょう　　５.
リンパ管とリンパ液　　６.免疫細胞のはたらき

1996年 1

1371
森林の植物を調べてみる
と

20分 小

森林の内外で、植物の育ち方や種類に違いがあることに気付いた
児童たちが、野外調査や結果の検討をしながら、やがて、植物間
の競争や相互依存に気付く過程を生き生きと描いている。

1996年 1

1374 モンシロチョウの生活 19分 小

卵・幼虫・蛹・成虫という完全変態の順序を詳しく説明し、さら
に、このライフサイクルを繰り返すことによって、種の生命が連
続することに気付かせる。　　　　＜１３０９と同一教材＞

1996年 1

1379
天気の変化①
気温の変化と天気

15分 小

気温と太陽高度の関係や、雲・風と気温の変化の関係を理解す
る。また、天気は西から東へ変化することも学び、さらに、天気
を予報する言い習わしにも触れる。

1996年 1

1386 水の旅 13分 小

空から降ってきた雨が土にしみ込み、やがて清水として湧き出
す。水を主人公に、水は人間の営みによって様々に汚れること、
逆に様々な汚れを運んでいること、そして最後に海にたまってし
まうことを示し、水を汚さないことの大切さを感じ取らせる。

1996年 1

1387 増えていく二酸化炭素 15分 小

自動車を動かすためにガソリンを燃やす。ゴミを処理するために
ゴミを燃やす。息にも二酸化炭素が含まれている。このように、
生活は空気中の二酸化炭素を増やし続けている。二酸化炭素を減
らすためには、どうすれば良いのかを考えていく。

1996年 1

1398 見る－目のはなし－ 10分 小

私たちは、目で色や形を見分けている。動物も、目で物を見分け
ている。目が２つあることは、どんな意味があるのだろう。動物
は、まばたきをするのだろうか。急に暗い所へ入った時、だんだ
ん物が見えてくるのはどうしてなのだろうか。

1997年 1

備　　考

合　　　　　　　計

備　　考
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【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1399 聞く－耳のはなし－ 10分 小

ウサギが耳を立てて警戒している。私たちの耳は、思うように動
かない。耳にメガホンを当てると、遠くの音が聞こえる。耳も２
つあるのは、どうしてなのだろう。動物の耳も２つある。片方の
耳だけの時、音はどのように聞こえるのだろう。

1997年 1

1400 さわる－皮ふのはなし－ 10分 小

熱い、冷たい、痛い、ざらざらなどの感覚は皮膚で感じている。
調べてみると、感じ易いところと、鈍いところとある。目隠しを
して物に触り、当ててみよう。皮膚は、感触の違いを区別するこ
とができる。皆で、物当てゲームをしながら、考えてみよう。

1997年 1

1401
体を動かす
－骨と筋肉のはなし－

10分 小

歩いたり、座ったりできるのは、体が骨と筋肉でできているか
ら。骨は細かく分かれている。もし分かれていなかったら、いろ
いろな動作ができるだろうか。腕を曲げたり伸ばしたりして、筋
肉を確認しよう。運動選手やいろいろな動物を観察して、筋肉を
調べよう。

1997年 1

1413 一日の変化とそのリズム 10分 小

一日の活動のリズムは、普段ほとんど意識していない。しかし病
気をすれば、それらのリズムも崩れ、また病気が治れば元のリズ
ムに戻ることが、画面を通して理解できる。

1997年 1

1414
運動による体温、脈拍、
呼吸数の変化

10分 小

私たちの体温、脈拍、呼吸数は、運動によりどのように変化する
だろうか。Ａ君に特殊な測定器を付けて運動をさせ、その時の体
温、脈拍、呼吸数を連続して記録する。

1997年 1

1415
季節の変化とわたしたち
のからだ

10分 小

雪の降る寒い冬、ジリジリ照らされる暑い夏、その中間の春や
秋、季節の違いによって私たちのからだの状態は、どんな影響を
受けるのだろうか。私たちのからだは、環境が変わっても、状態
を常に一定に保つ働きを持っている。

1997年 1

1416
動物の体温、脈拍、呼吸
数

10分 小

ウサギや馬を中心に、体温、脈拍、呼吸数が運動前後で変わるこ
と、普段は一定であることを視聴し関心をもたせる。昼夜の活動
が逆転しているヤマネやフクロウを取り上げ、体温、脈拍、呼吸
数を調べ、異なる生活リズムをもつ動物の関心をもたせる。

1997年 1

1428
基本操作と事故防止①ア
ルコールランプとガス
バーナー

10分 小

アルコールランプとガスバーナーのそれぞれ使用前の点検、正し
い使い方、使用後の基本操作。また、事故例と事故が起きた場合
の措置方法を映像で見られる。

1997年 1

1429
基本操作と事故防止②
ガラス器具

10分 小

実験中のガラス器具での事故防止のために、いろいろなガラス器
具の基本操作を映像で学ぶ。また、洗い方や乾かし方も理解でき
る。

1997年 1

1430
基本操作と事故防止③
いろいろなけんび鏡

10分 小

顕微鏡のしくみ、基本で正しい使い方、持ち運び方、しまい方、
注意すべき点、してはいけない点を映像で理解できる。

1997年 1

2447
大地のつくりと変化
（１）　地層　６年生

14分 小

地層のひろがり、水の働きでできた地層、火山のはたらきででき
た地層

2002年 1

2448
大地のつくりと変化
（２）　噴火・地震　６
年生

14分 小

火山のふん火と大地の変化、大きな地震と大地の変化

2002年 1

2449
生物とかんきょう　６年
生

16分 小

植物の役割と私たち、水と生物、空気と生物

2002年 1

2565 太陽の動きとかげの動き 12分 小

屋外で影を観察し、影の位置と大きさは規則的に変化することに
気付かせる。また、太陽は東から昇り、西に沈むという一日の動
きを観察し、影は太陽に伴って、反対に動くことを理解させる。

2004年 1

2615
星や月①～星の明るさや
色を調べよう～

15分 小

彦星・織姫星やデネブの観察を通して、星の明るさや色には違い
があることを理解する。また、星座の探し方として、星座早見の
使い方も紹介する。さらに、星座神話のアニメを通して、天体に
対する興味と関心を深める。

2005年 1

2616
星や月②
～月は動くのだろうか～

15分 小

半月と満月の動きを時間を追って撮影し、それを早送り再生する
ことで、月の位置が時間の経過に伴って変化することを理解す
る。また、発展的な学習として、月の表面の観察の仕方を紹介す
る。

2005年 1

2617
星や月③
～星は動くのだろうか～

15分 小

オリオン座を時間を追って観察することで、星座は並び方を変え
ずに、位置を変えていることを理解する。また、宇宙を調べた
り、利用する方法や国際宇宙ステーションなどについても紹介
し、天体に対する興味・関心を深める。

2005年 1

2662
ふりこの動きとおもりの
しょうとつ①～ふりこの
うごき～

15分 小

ふりこの動きを、おもりの重さ、おもりの揺れ幅、糸の長さなど
の条件を制御して調べ、スロー、ストップ、二分割画面などビデ
オならではの映像で、ものの動きの規則性を追求。ガリレオ･ガ
リレイについても紹介している。

2006年 1

2663
ふりこの動きとおもりの
しょうとつ②～おもりの
しょうとつ～

15分 小

おもりが衝突した時の働きを、おもりの速さやおもりの重さなど
の条件を制御して調べ、スロー、ストップ、二分割画面などビデ
オならではの映像で、ものの衝突した時の規則性を追究。アイ
ザック・ニュートンについても紹介している。

2006年 1

2775
秋から冬の生き物のよう
す

12分 小

秋、多くの動物や植物は冬を越す準備をする。冬、気温が下がる
と、生き物の活動は少なくなる。中には寒い中で活動するものも
いる。秋から冬にかけて気温が下がると、生物の活動はどうなる
のか？植物や動物の寒い季節の様子を紹介する。

2009分 1

36

備　　考

合　　　　　　　計

4/12



【ビデオテープ】

【国語・英語】5本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1902 枕草子 25分 中

「枕草子絵巻」を中心に、平安朝の生活や習俗を表す映像資料を
加えて解説したもので、清少納言の新鮮なものの見方や優れた文
章表現を味わうとともに、作品の文学的特性や清少納言の才気あ
ふれた人物像をさぐろうとしたものである。

1989年 1

1912
美しく豊かな言葉をめざ
して

50分 般

言葉はパスワーク－頼む時・断る時－、美しい日本語・楽しい語
源、朗読の魅力

1987年 1

1913
美しく豊かな言葉をめざ
して

50分 般

旅の出会い・言葉の出会い－ものの尋ね方－、美しい日本語・楽
しい語源－その３－、心に残るスピーチ

1988年 1

1922
美しく豊かな言葉をめざ
して

33分 般

自己紹介から始まるあなたと私、挨拶が心を結ぶ

1997年 1

2552 方言の旅 52分 般

現実に使われている話し言葉としての方言の様々な側面や、方言
について調べたり考えたりする方法を具体的に描いている。

2004年 1

5

【音楽・技術家庭・算数】2本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1634
青い炎の科学＜暮らしを
支えるＬＰガス＞小学校
高学年

20分 小

ＬＰガスの性質やその安全で合理的な扱い方について分かりやす
く解説している。

1995年 1

1635
青い炎の科学＜暮らしを
支えるＬＰガス＞中学校
向け

20分 中

ＬＰガスの性質やその安全で合理的な扱い方について分かりやす
く解説している。

1995年 1

2

【保健安全】18本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1637 赤ちゃんが生まれるまで 10分 小

精子と卵子との出会い・受精・受精卵の変化・胎児の成長、そし
て出産の過程を特殊撮影を交えながら克明に描く。

1991年 1

1638 その日、晴れやかに 15分 般

初潮の持つ意味や正しい知識、お子様への対応のあり方等を、分
かりやすく描いている。

1985年 1

1639
ようこそ、小さなレディ
たち

15分 小

初潮の意味や正しい知識、メカニズム、レディとしてのエチケッ
ト等を、会話形式で分かりやすく描いている。

1985年 1

1656 AIDS　正しい理解と行動 21分 高

高校生におけるエイズに関する指導の一層の充実を図ることを目
的に、エイズという病気そのものを理解するためのもの。偏見・
差別をなくし、患者・感染者と共に生きていこうとする態度を育
てるためのもの。

1993年 1

1657 破滅へのシグナル 30分 中高

少年少女たちが、ちょっとした遊び感覚で手を出したシンナー。
心も肉体も蝕み、やがて彼らをねらう魔の手「暴力団」。シン
ナーの恐ろしさをいくつかの事例を紹介しながら解説している。

1993年 1

1674 私たちの生命創造 18分 中

生命誕生の神秘的な営みと、厳粛な生物としての発生を、正しい
知識として子供たちに受け止めてもらう内容構成になっている。

1995年 1

1683 どうして病気になるの？ 14分 小

病原体が主な原因になって起こる病気の予防には、病原体を体に
入れないこと、病原体に対する体の抵抗力を高めることが必要で
あることを理解させる。

1997年 1

1684 成人病ってなに？ 13分 小

生活の仕方が主な原因となって起こる成人病は、必ずしも大人だ
けがかかるとは限らない。偏った食事や塩分・糖分・脂肪の取り
過ぎ、不規則な生活を改め、望ましい生活習慣を身に付けること
が、成人病予防のために必要なことを理解させる。

1997年 1

1685
健康な生活のために
－運動・食事・すい眠・
休養－

11分 小

健康を保持増進するには健康的な生活をすることが必要で、運
動・休養と睡眠、食事の調和のとれた生活の大切さを理解させ
る。

1997年 1

1686
健康と環境
－水・空気・日光－

12分 小

健康の保持増進には、良い水・良い空気および日光など良い環境
が欠くことのできないものであることを理解させる。また、個人
の努力と共に、家庭・学校なども努力して良い環境を守り作って
いく必要があることを知らせる。

1997年 1

備　　考

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計

備　　考

備　　考
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【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1703
目ってだいじだね
小学校低・中学年向

12分 小

みんなの目は、どんなふうに作られているかな？テレビの見過ぎ
や悪い姿勢は目に良くないこと、目に良い食品と良くない食品が
あることなどを教え、目を大切にする生活習慣を身に付けさせて
いく。

1997年 1

1704
目がわるくなるのはな
ぜ？ 小学校中・高学年向

13分 小

テレビを見る時や本を読む時の正しい姿勢、視力検査とめがねの
必要性、バランスのとれた食生活の大切さを教え、目の病気への
注意も強調。親しみのわく目玉人形を主人公に、目に対する配慮
を育てる。

1997年 1

1705
近視・乱視・遠視
小学校高学年向

13分 小

近視・乱視・遠視、それぞれどう見えるかを比較。精密な模型で
目の構造と見る仕組みを解明。

1997年 1

1740 火災と安全 15分 小

火災による死傷者は、年間９，０００人に及んでいる。このビデ
オでは、火災から生命を守るために、火災発生時の火や煙の危険
性を理解し、安全な行動の仕方を理解させる。

1997年 1

1741 水の事故と安全 15分 小

幼児・児童・生徒の死因の中で、最も多いのは不慮の事故による
ものだが、その事故の中で交通事故と並んで圧倒的に多いのが、
水の事故である。水の事故の実態から、安全について考える。

1997年 1

1932 女性とお酒 30分 般

女性がお酒と上手に付き合いをする方法（基本）を豊富な資料を
もとに説明している。

1987年 1

2101
地震！その時のために～
家庭でできる地震対策～

28分 般

釧路沖地震の体験者である主婦が、首都圏直下型地震の発生が心
配されている東京の親戚を訪ね、釧路での体験をもとに家の中の
安全についてチェックしていく。

1995年 1

2480
キョロちゃんの地震用
心・火の用心（アニメ）

11分 幼

テレビ東京の大人気テレビアニメ「キョロちゃん」の防災アニ
メーション。青い海と緑のエンゼル島で元気な仲間たちと、地震
が起きた時の身の安全、火の用心の大切さを楽しく学ぶ。

2002年 1

18

【交通安全】9本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1642 ストップ･ザ･自転車事故 20分 中高

自転車走行の危険性をレンズからのぞくと、事故は起こるべくし
て発生している。自転車走行は様々な危険に囲まれている。あな
たは自転車走行を甘く見ていないか。

1989年 1

1643 交通ルールをまもろうよ 14分 小

楽しさの中に歩行時や自転車走行時の飛び出しの危険性、道路の
正しい渡り方、交通ルールの大切さなどを印象付ける。

1990年 1

1669
交通事故にあわないため
に

18分 小中

危ない目にあった仲良し三人組。共に交通ルールは熟知している
つもりだったが、自動車に同乗して歩行者の様子を観察し、いか
に実践していなかったかに気付いた。

1994年 1

1671
がんばれ！子象の交通安
全パトロール隊

17分 幼

母さん象の交通事故をきっかけに子象は交通安全パトロール隊に
入隊し、みんなの大切な命を交通事故から守る立派な交通安全パ
トロール隊員としての活躍を描いていく。

1995年 1

1728
危険を予測する
－原付の安全運転－

20分 中高

原付事故原因の大半を占める「前方不注意」に焦点を合わせて企
画。過去の事例を再現しながら、どこに問題があったかをベテラ
ンライダーの模範走行と対比させながら、アイカメラを駆使して
探っていく。

1997年 1

1737
こうつうあんぜん①あぶ
ないよまがりかどからの
とびだし

12分 幼

ある日、いつものように、じゃじゃまる・ぽろり・ぴっころが集
まって遊ぶ約束をする。しかし、じゃじゃまるだけが約束の時間
に間に合わない。慌てているじゃじゃまるが走りに走って、曲が
り角を横切ろうとして飛び出した瞬間、自動車が・・・。

1997年 1

1738
こうつうあんぜん②きを
つけようくるまのかげか
らのとびだし

11分 幼

仲良くパン屋さんへお買い物に行くぴっころとじゃじゃまる。そ
こへ救急車が通りかかる。男の子が、とまっている車のカゲから
飛び出して、走って来た車にひかれたのだ。驚く二人。そこで
ぴっころが自分の恐ろしい体験を話しだす。

1997年 1

1745
ミラクル太郎の自転車安
全教室

20分 小

自分で正しいと思っている乗り方が実は大変危険な場合がある。
どこがどう違うか。自転車の乗り手とドライバーの視界など映像
特性をフルに活用し実感的に示す。

1998年 1

1746
忍たま乱太郎の自転車安
全教室

16分 小

幼児からお年寄りまで、ＮＨＫ教育テレビで人気を集めている落
第忍者の乱太郎、きり丸、しんべえが自転車に乗って、現代にタ
イムスリップ。危険の多い都会の事故で、自転車の交通ルールや
道路での安全な自転車の走行方法を学んでいく。

1998年 1

9

備　　考

合　　　　　　　計

備　　考

合　　　　　　　計
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【ビデオテープ】

【体育】10本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1753 楽しい軟式テニス 27分 中

軟式テニスを楽しむための基礎的技術習得ポイントを、日本軟式
庭球連盟指導委員で第３回世界選手権者、井伊勝利が分かりやす
く示す。

1990年 1

1754 クロスカントリースキー 30分 中

冬季スポーツの振興をはかるために制作された。平地の滑り方の
基本テクニックを詳しく教えている。

1983年 1

1755 小学校体育・基本の運動 60分 小

力試しの運動、歩走跳の運動、用具を使った運動

1988年 1

1756 基本の運動－低学年編－ 60分 小

基本の運動の実例を具体的に示している。子供と共に見ながら運
動できる。

1988年 1

1757 基本の運動－低学年編－ 32分 小

回転、ひねり、支持、けんすいなどの感覚を養う為の固定施設や
器具を用いた運動と、歩・走・跳などの日常的な運動。

1988年 1

1758 基本の運動－中学年編－ 42分 小

鉄棒、マット、とび箱、平均台などの器具を用いた基本の運動
と、走・跳などの日常的な運動と、ボール・なわ・棒などの用具
を用いた運動から構成されている。

1988年 1

1778
水遊びから初歩のクロー
ルへ～小学校低・中学年
～

20分 小

楽しい水遊び・泳ぐ前に～呼吸と浮く練習～

1995年 1

1779
安定したフォームのク
ロール・平泳ぎを目指し
て～小学校高学年～

20分 小

クロール・平泳ぎ・安全なスタート・意欲を持って取り組むため
の授業の進め方・着衣での水泳指導

1995年 1

2505
はずんで！踊って！楽し
い表現運動の学習（小学
校編）

45分 小

子供たちが授業で生き生きと踊る様子を紹介し、その流れに沿っ
て授業作りと指導のポイントについて解説し、分かりやすく印象
的に伝える工夫をしている。

2003年 1

2506
みんながダンサー！楽し
いダンスの学習！（中学
校・高校編）

45分 中高

「創作ダンス」「フォークダンス」「現代的なダンス」これらの
３つの学習内容で構成し、特に新しく加わった「現代的なリズム
のダンス」にスポットを当て、学習の進め方を解説している。

2003年 1

10

【道徳・特別活動】51本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1802
部落差別おこり以前を考
える

21分 般

古代から中世の歴史を通して、同和問題の歴史的背景を正しく理
解する。

1992年 1

1803 部落差別おこりを考える 22分 般

秀吉の全国統一から江戸幕府までの歴史を通して、同和問題の歴
史的背景を正しく理解する。

1992年 1

1804
部落差別解消への歩みか
ら考える

23分 般

明治時代から現代までの歴史を通して、同和問題の歴史的背景を
正しく理解する。

1992年 1

1813
豊かな心をもちたくまし
く生きる生徒を育てる

31分 般

様々な葛藤を経て、成長していく生徒の様子を一人の生徒のモノ
ローグで表現しつつ、学校教育活動全体と響き合う道徳の時間の
年間指導計画を模索する教師たちの努力を描いている。

1992年 1

1814
豊かな心をもちたくまし
く生きる子供を育てる

39分 般

道徳教育に空しさを感じ、指導法にいきづまる浅井教諭が先輩教
師のアドバイスを受けながら、子供の立場に立った授業の在り方
を探る姿を描く。

1993年 1

1835 明子のハードル 41分 中

中二の明子と母親を主人公に、母子家庭ゆえに差別されていると
思っていた明子が、親友を巡って学校で起きた事件を契機に、自
分も親も差別する心を持っていたことに気付き、差別をしない、
差別を許さない、差別に負けない心を持とうと思うまでの物語。

1994年 1

1838
豊かな心をもちたくまし
く生きる子どもを育てる
（４）

36分 般

教職経験１０年目の中堅教師が、学級経営が上手くいかないこと
を悩み、夫や同僚のアドバイス、１０年次研修などを通して自分
の学級の道徳に教育のあり方に目を向け、自らが変容していくこ
とで活路を開いていく様子を描いている。

1994年 1

1839
豊かな心をもちたくまし
く生きる生徒を育てる
（４）

36分 般

教職経験７年目の先生が、いつのまにか自分に都合のよい学級像
を描いていた学級経営の根本に心の教育がなければならないこと
を自覚し、道徳教育の実践に真剣に取り組み、生徒との心の触れ
合いが深まっていく様子を描いている。

1994年 1

1846
友情のキックオフ（アニ
メ）

27分 小

小学校のサッカーチームに凄い選手が入って来た。転校して来た
誠だ。サッカーと友情をバックにいじめや差別を許さないことを
強く訴える。

1995年 1

備　　考

合　　　　　　　計

備　　考
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【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1856
青い目の人形物語
－平和の使者－（アニ
メ）

30分 小

「青い目の人形」はアメリカから「平和の親善大使」として日本
に贈られたものだった。しかし太平洋戦争が始まると、敵国のも
のとして敵視される。これは人形を救おうとする子供たちの物
語。

1997年 1

1871
核戦争後の地球　第１部
地球炎上

30分 中

これまでの核実験実写フィルムや、NHKが新たに開発した特撮を
駆使して、世界の主要都市に１メガトンの核が落ちたらどうなる
かを科学的データにもとづいて想定し、核の破壊力を映像化し
た。

1997年 1

1872
核戦争後の地球　第２部
地球凍結

30分 中

核戦争から約１００年後まで影響する地球の環境変化を描く。死
の灰が拡散し、人類や生態系に影響を及ぼすと共に、大火災に
よって発生した煙により、太陽光線がさえぎられ、大気循環が破
壊される結果、地上の平均気温が約４０度低下する。

1997年 1

1879 実験場の家 81分 中

スターウォーズのミサイル計画と軍拡競争に捧げられた人間の命
の記録。数万人が住んでいた太平洋クワゼリン環礁の島々は、３
０年前にアメリカの秘密ミサイル実験場にされ、一つの島に集め
られた。悲惨な破壊された人々の生活を描く。

1997年 1

1880 ある南京の記録 21分 中

日本軍によって３０万人の市民が虐殺された南京大虐殺。その状
況が、当時の貴重なフィルムと、かろうじて生き残った人々の証
言、そして戦後、中国で行われた戦犯裁判の記録によって再現さ
れる。

1997年 1

1894 ブランコ乗りとピエロ 54分 小

ヨーロッパのある国。王様がサーカスに来られるというので団員
ははりきる。わがままなブランコ乗りのサムは、演技の時間を勝
手に延長して王様を喜ばせるが、ピエロの出番がなくなってしま
う。楽屋では、サムと団員たちの対立が深刻になる。

1997年 1

1898 一番星 45分 中

道徳の時間の指導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
る。

1998年 1

1958 思いやりを行動に 18分 般

障害者と健常者が一緒になって自由に生活するための自然のあり
方について教えてくれる。

1990年 1

1961
ある日の藤城さん親子
原子炉の暴走は防げるか

30分 般

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。

1991年 1

1977
教師のためのコンピュー
タ実践講座　第一回
天体の運動を学ぶ

40分 般

コンピュータを中学校の授業で既に活用されている先生の授業内
容を見ながら、コンピュータの活用方法の検討とコンピュータを
活かした授業について解説がなされている。

1992年 1

1978
教師のためのコンピュー
タ実践講座　第二回
助動詞の定着を図る

40分 般

コンピュータを中学校の授業で既に活用されている先生の授業内
容を見ながら、コンピュータの活用方法の検討とコンピュータを
活かした授業について解説がなされている。

1992年 1

1979
教師のためのコンピュー
タ実践講座　第三回
生徒白書を作る

40分 般

コンピュータを中学校の授業で既に活用されている先生の授業内
容を見ながら、コンピュータの活用方法の検討とコンピュータを
活かした授業について解説がなされている。

1992年 1

1980
教師のためのコンピュー
タ実践講座　第四回
データベースを作る

40分 般

コンピュータを中学校の授業で既に活用されている先生の授業内
容を見ながら、コンピュータの活用方法の検討とコンピュータを
活かした授業について解説がなされている。

1992年 1

1988
原子力と環境　原子力と
発電所のしくみ

24分 般

酸性雨など地球の環境問題がクローズアップされているなか、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
のエネルギーを問う。

1992年 1

1990
紙・地球への思いやり
水と大気を守り緑を育て
る

15分 般

製紙産業が自然を守る工夫をしていることを紹介している。

1992年 1

2025
炎の証言
～戦争と女性たち～

28分 般

太平洋戦争で多くの血と涙を流し、苦渋と嗚咽の連続の中で生き
た女性史の断片を描いたもので、戦争の悲惨さや愚かさ、平和の
尊さを再認識してもらうために作成されたもの。

1994年 1

2032 広がる緑のボランティア 16分 般

地球環境問題への意識の高まりと共に、海外で植林活動にボラン
ティアとして参加という人たちが多くなってきている。そんな中
でオイスカが取り組んでいる植林ボランティアを紹介している。

1995年 1

2040 花の詩人　星野富弘 60分 般 1996年 1

2045
炎の証言
～打ち続いた空襲～

30分 般

アメリカ軍の日本本土への攻撃は、昭和２０年８月１５日正午の
玉音放送が始まる直前まで続き、一般市民だけでも数十万の方が
犠牲になった。このビデオは、今日の平和と繁栄の礎として、当
時の証言を集めたもの。

1996年 1

2084
消費者保護ドラマ　カー
ド破産～ある家族の悪夢
～

29分 般

クレジットカードを無計画に使ったために引き起こされるある家
族の悲劇をドラマ化し、間違ったカードの使い方をすると恐ろし
い結果になることを知ってもらうとともに、カードを正しく計画
的に使うことが大切であることを訴える。

1994年 1

2096
うっかり奥さまのPETボト
ルリサイクル

18分 般

PETボトルリサイクルには、使用済みのものを加工して再利用す
るマテリアルリサイクル、焼却して発生する熱エネルギーを利用
するサーマルリサイクルなどがある。その中のマテリアルリサイ
クルについてご理解いただくことを目的として制作したもの。

1995年 1

備　　考
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【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

2097
資源が生きるPETボトルリ
サイクル

16分 般

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。東京都東村山市、埼玉県春日部市では分別回収に積極的
に取り組み、短期間で成果を上げている。また、リサイクル工場
の実際やノウハウ、さらにその成果として再利用品を併せて紹介
している。

1995年 1

2112 橋のない川 139分 般

人間の尊厳を揚げて敢然と差別に抗して立ち上がっていく人々の
姿を描いた、住井すゑの原作を本格的に映画化した作品。

1993年 1

2321
明日への伝言
小さな赤いトマト

25分 小中

Ｂ-２９の爆弾のゴミ捨て場とされた浜松。兄さんと一緒に食べ
ようと、小さな赤いトマトを井戸に冷やしたまま、死んだ少女が
いる。半世紀を経た浜松で、今、若い世代は、奪われた平和－戦
災の記憶を平和への祈りとして、明日へ伝えようとしている。

2000年 1

2343 いのちのあさがお 36分 般

急性白血病のため７歳で亡くなった中条町の丹後光祐くんと家族
の愛情物語。光祐くんが３ヶ月だけ通った小学校で大切に育てた
朝顔を、母まみこさんが毎年咲かせていった。そして種を、「命
のアサガオ」として配って新潟県下に広がっていった。

2000年 1

2349 ごみは警告する 25分 般

ごみは、燃やして埋めればいいのか。ダイオキシンを発生させる
清掃工場、土や水を汚染し続ける埋め立て処分場。大量生産、大
量消費、大量廃棄の時代は人と自然を蝕んでいる。未来を失いた
くないならば、事実と向き合うことから始めよう。

2000年 1

2350 ごみは甦る 40分 般

自分の町の処分場が一杯で使えなくなった時、新しい処分場をも
う作れなくなった時、今までとは違ったやり方でごみの処理を考
え出した町がある。ごみの分別・資源化の徹底をはじめた沼津
市、我孫子市、臼田町の実践から見えてくるものは・・・。

2000年 1

2374
マナ･カナの天然ガス自動
車で行こう！

28分 小

楽しい調査や実験を通して環境への興味を深め、クリーンエネル
ギー自動車の必要性を知っていく。

2001年 1

2451
地域の虐待防止－幼い命
の悲鳴を救うために－

26分 般

小児科医・精神科医による児童虐待の解説や、児童虐待防止に取
り組む民間組織の紹介、虐待を見たり聞いたりした時の対処法の
説明などが織り込まれている。

2002年 1

2453
むいむいはたおり教室活
動記録

28分 般

農家の機織りを同じ地に生きる女性として身に付け伝えていこう
と活動を始めた「むいむい　はたおり教室」の10年間の活動と、
土浦・つくば周辺に伝わる農家の機織り技術を映像にまとめた。

2002年 1

2454
職場へ　ふたたびの朝～
中途障害者の職場復帰の
ために～

38分 般

企業で働いている人が病気や事故などで中途障害者になり、その
ために離職せざるを得ない人が少なくない。このビデオは、中途
障害者が職場復帰を実現する様子を複数の事例をもとに紹介して
いる。

2002年 1

2455
考えながら感じながら
－高学年の造形遊び－

21分 小

自分たちの周りの場所や環境を積極的に取り込んで活かしていく
活動と、今まであまり使わなかった材料と道具を使った活動を紹
介する。

2002年 1

2457
これで安心！インター
ネットを楽しむために

20分 般

インターネットとは？メールはどうやって届く？ホームページの
しくみ、オンラインショッピングここに注意、インターネット利
用は自己責任で、コンピュータウイルスの猛威、ウイルスの予防

2002年 1

2461
生命に満ちた島～屋久島
の森を探る～

20分 般

屋久島には、世界的にも稀な樹齢数千年の屋久杉をはじめ、多く
の固有種や絶滅のおそれのある動植物など、多様な生物がみられ
る貴重な森がある。その森の全体像や、様々な生き物の不思議を
探り、さらに、人間と自然との関わりを見つめる。

2002年 1

2503
森と海の役割ってなあ
に？

13分 般

地球の温暖化を抑制する森と海のはたらきを中心に、その多様な
機能を紹介し、環境を守っていくことがいかに大切かを気付かせ
る。

2003年 1

2512
太一のもりのぼうけん
（アニメ）

15分 幼

幼児期の子供を対象に良いことや悪いことに気付くことや、他の
人に対して思いやりの気持ちを持つことなど、道徳性の芽生えを
培うことを目的としている。

2003年 1

2513
「ダメ。ゼッタイ。」ス
クール

20分 般

薬物乱用防止。

2003年 1

2705 わくわく１ねんせい 15分 小

小学校入学時の早い時期に視聴させる、学校生活の導入用ビデ
オ。登下校時から、授業・休み時間・放課後など様々な場面を提
示しながら、クラス・学校という集団生活のルールやマナーを自
然に学ばせ、他人への理解や思いやりなど、豊かな心を育てる。

2007年 1

2706
おこりじぞう
（人形アニメーション）

28分 小

昭和２０年。広島に原子爆弾が落とされ、約１４万人が死に、町
は焼け野原となった。数年後の広島の町に「おこりじぞう」と呼
ばれる首と胴体がつながっていないお地蔵さんが立っていた。こ
の首は一体どうしたのか？そして、なぜ怒っているのか？

2007年 1

2753
名前・・・それは燃える
いのち（アニメ）

18分 小

ひとりにひとつ、誰もが持っている名前。自分の名前、友達の名
前・・・名前に込められた思いに気付いた時、ひとりひとりの命
の大切さ、ひとりひとりの違いの素晴らしさが見えてきた。

2008年 1

2763
部落の心を伝えたい⑨私
からはじまる人権

27分 小中

自分たちの子供に、部落出身をどう伝えていくか、仕事の上で、
生活の場で、二人の共通のテーマはまさに「私からはじまる人
権」の実践であり、「そして、あなたは？」の問いかけである。

2008年 1

2842 火垂るの墓 88分 般

この映画は昭和２０年６月から９月にかけて、日本の敗戦をはさ
んだ約３カ月間に、１４歳の清太と４歳の節子というふたりの兄
妹がどう生きたか、を描いた作品。＜ＤＶＤ版は教材番号２８４
３＞

2009年 1

備　　考
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【ビデオテープ】

51

【家庭教育】5本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1900 子どもの心に向き合う心 20分 般

見えにくい子供たちの心の問題を考え、子供たちが非行に向かう
サイン（前ぶれ行動）と、親が子供たちのこころに、きちんと向
き合うことの大切さについて、学校や地域社会などからの声を紹
介している。

1998年 1

2065
１・２の３ちゃん～父親
も子育て・ことば～

30分 般

子育てに、積極的に父親が参加することで得るメリットや、父親
の子育てへの参加の仕方などを解説している。

1994年 1

2066
もうすぐ一年生
－新入学にそなえて－

24分 般

入学前に読み書きや計算を教えたい親の気持ちはわかるが、家庭
で「基本的生活習慣」をしつけることが、学校社会に円滑に溶け
込む基本であることを訴える。

1994年 1

2372 家庭教育手帳 70分 般

「家庭教育手帳・ノート」について、家族のコミュニケーショ
ン、しつけって何？、ルールを作る、家族で育む思いやり、夢は
人を育てる、遊びが子供を大きくする。

2001年 1

2373 家庭教育ノート 75分 般

家庭の在り方、家族のコミュニケーション、しつけへの姿勢、子
供の非行、家庭でのルール、思いやり、個性をのばす、不登校や
いじめなどの対応。

2001年 1

5

【新潟県】11本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1848
 '９４　中条町小・中学
生海外体験学習

18分 小中

中条町の小学生・中学生の海外体験学習の様子。

1995年 1

2410
越後関川　よみがえる米
沢街道

30分 般

協議会及びワークショップ等の地域住民参画による計画づくりの
様子や工事説明会、工事の実施状況等の記録を「ふるさとの顔づ
くり事業」の主旨説明を交えて収録。

2002年 1

2411
奥三面ダム建設記録映画
（用地編）

30分 般

ダム建設に伴い水没する三面集落の姿や渓谷美・豊かな自然の情
景、旧三面集落の移転の経過等の記録を収録。

2002年 1

2412
奥三面ダム建設記録映画
（技術編）

33分 般

アーチ式ダムの建設技術に焦点を当て、その説明とともに施工状
況の記録を収録。

2002年 1

2413
奥三面ダム建設記録映画
（建設一般編）

16分 般

奥三面ダム建設事業全体をやさしく説明。

2002年 1

2421
飛躍ふたたび　用地編
大谷ダム

40分 般

大谷ダム建設で閉村になった大江・大谷集落の暮らしや用地交渉
の様子を中心に収録。

2002年 1

2422 栃尾市を拓く 20分 般

栃尾市街の状況、トンネル予定地のボーリング、トンネル出入り
口の現況、交通混雑状況の実態、トンネルの掘削状況、栃尾市内
の催し物状況、トンネル開通式等を収録。

2002年 1

2429
７・１１水害　関川復興
への軌跡

32分 般

平成７年７月１１日の梅雨前線豪雨により関川流域の大災害が発
生した。この災害の被災状況や復旧工事の施工状況、地域住民と
の連携状況などを収録。

2002年 1

2433 よみがえる清流　姫川 35分 般

平成７年７月１１日の梅雨前線豪雨により姫川流域に大災害が発
生した。この災害の被災状況と復旧工事の完成までを収録。

2002年 1

2466
奥胎内ダム河川総合開発
（二級）ダム建設記録映
画

8分 般

ダム周辺の自然景観、工事用道路工事状況、トンネル起工式及び
貫通式、橋梁完成状況、ダム予定地現況等を収録。

2002年 1

2697
サケのふるさと
～新潟県村上市～

30分 般

四季を通じて、村上市の産業・工業・伝統工芸・町の様子等を紹
介している。サケの稚魚の放流／サケの収穫／村上茶／武家屋敷
／近代工業／村上木彫堆主／村上大祭／六歳市／岩舟港／イヨボ
ヤ会館等

2007年 1

11

【劇映画】1本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

2772 かあちゃん 60分 般

女手ひとつで４人の子を育てるお勝。そんなお勝の家の金を狙っ
て勇吉が強盗に入った。勇吉を引き止め、一緒に暮らすことにな
るが・・・。山本周五郎シリーズ第１回作品。

2008年 1

1

合　　　　　　　計

備　　考

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計

合　　　　　　　計

備　　考

備　　考

10/12



【ビデオテープ】

【その他】13本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

1948
地域ぐるみの交流アラカ
ルト

20分 般

留学生と地元商店会の交流など、家庭や地域での国際交流を通し
て世界の人たちと信頼関係を築いていく姿を生き生きと描いてい
る。

1990年 1

1956
炭酸ガスでウォーム・ダ
ウン

8分 般

炭酸ガスを入浴に利用すると疲労の回復によいことを示してい
る。

1990年 1

1965
ゆかりとハテナのなるほ
ど・ザ・かまぼこ物語

21分 般

１１月１５日がかまぼこの日である由来を解説しながら、かまぼ
こがいつ頃から作られたのか、どのように作られたのかなどを分
かりやすく紹介している。

1991年 1

1967 和菓子－その美と心－ 25分 般

和菓子の歴史をたどると共に、春夏秋冬、四季折々の風物をモ
チーフにした、とても美しい和菓子の姿が数多く映し出されてい
る。

1992年 1

1992
「テレビと生涯学習」
～ともに生きる世界～

90分 般

九州地区で行われた放送利用促進部会の研究協議会の様子を収録
したもので、放送メディアと生涯学習の関わりについて協議して
いる。

1993年 1

1999
古都新世紀
古都の保存と活性化

23分 般

我が国の歴史上、政治・文化の中心地として栄えてきた京都・奈
良・鎌倉。「古都」の「歴史的風土」を保存し、活性化させるた
めに、そこに住む人々の努力などを紹介している。

1993年 1

2042 橋本総理の外交記録 30分 般

平成８年１月に就任以来、アジア欧州首脳会議、日米首脳会議、
リヨン・サミットなどの外交舞台で積極的な提案を行い、世界の
平和と繁栄に向けて精力的な外交活動を展開している。橋本総理
のこれらの外交活動をまとめて紹介している。

1996年 1

2043
英国王室の伝統を守る騎
兵

45分 般

馬の国イギリス。この国で今も中世騎士道の伝統と誇りを守り続
ける現代の騎士たち、英国王室近衛騎兵の姿を、華やかなトゥ
ルーピング・ザ・カラーを舞台に描いていく。

1996年 1

2194
旅たびトラブル～事前の
情報収集が決め手～

18分 般

渡航先に関する情報収集の仕方や海外でのトラブル防止のポイン
トなど、海外旅行の安全対策に役立つ情報を紹介している。

1999年 1

2254 警察官物語 30分 般

第１話「神様がくれた落し物」　第２話「婦警さんと呼ばれて」
第３話「真実への熱き思い」

1990年 1

2342
ジオストラの熱い一日
－イタリア・トスカーナ
の馬上槍試合－

45分 般

イタリア・トスカーナ地方の都市アレッツオ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」ヨーロッパ
の騎士道文化を今に伝える人と馬のロマンをドラマチックな競技
と共に伝える。

2000年 1

2346
九州・沖縄サミット２０
００－森総理の首脳外交
記録－

45分 般

主要国首脳会議関連東京行事、沖縄・首脳会合、各国首脳の沖縄
訪問、九州・蔵相外相会合、サミットへの道のり

2000年 1

2557
地理情報システム（GIS）
－私たちの社会に浸透す
る身近なツール－

22分 般

GISとは何か、私たちの社会の中でどのように使われ、生活に役
立っているかについて、GIS自体の説明をするのに加えて、レ
ポーターが実際に活用事例を体験することを通して、視聴者の
GISに対する理解を深めるものとなっている。

2003年 1

13

【まんが】12本

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

2121
父と子～クオレ「愛の学
校」より～

22分 幼

父親の負担を、軽くしてあげたいと深夜密かに、宛名書きの内職
をする父親を手助けするジュリオと、それを知らずに成績の下
がった息子のことを心配する父親をめぐる感動のアニメーショ
ン。

1990年 1

2126 金色の足あと 28分 小

捕えられた子狐を助け出そうとする狐の両親は身を挺し、必死に
なって努力する。その様子、親子の素晴らしい愛情を見て正太郎
は感動する。椋鳩十原作のアニメ。

1993年 1

2132
ミッキーマウスのお化け
退治

9分 幼

ミッキーマウスとドナルド・ダックとグーフィーは、退屈なので
何か面白いことはないかと、新聞広告に「どんなお化けでも追っ
払います」と書いて出した。こちらは街外れのお化け屋敷。ここ
に住んでいるお化けたちも退屈で困っている。

1996年 1

2133
ミッキーマウスのおたん
じょう日パーティー

9分 幼

ここはミッキーマウスのガールフレンド、ミニーちゃんのお家。
今日はミッキーのお誕生日。グーフィーもドナルド・ダックもメ
ン鶏さんも集まって、みんなでミッキーのお誕生日パーティーを
開くことになった。

1996年 1

2134
ミッキーマウスのゆかい
な船長さん

8分 幼

ミッキーマウスが可愛い船長さんに、ドナルド・ダックとグー
フィーが乗組員で、いろいろな失敗と笑いを振りまく。

1996年 1

2135
ミッキーマウスと魔法の
帽子

10分 幼

ミッキーマウスは魔法を習おうと、魔法使いの弟子になった。し
かし、いつも水汲みや雑用ばかりさせられて、なかなか教えても
らえない。

1996年 1

備　　考

合　　　　　　　計

備　　考

11/12



【ビデオテープ】

教材番号 タイトル 時間 対象 内　　　　容 購入年 数量

2136
ドナルド・ダックとゆか
いなペンギン

11分 幼

このお話は地球の南の端、南極にいるペンギンのお話。南極とい
えば氷。寒い所なのに沢山のペンギンがいる。その中にパブロフ
という、ひどく寒がりやのペンギンがいた。

1996年 1

2613 じごくのそうべえ 16分 小

地獄行きになってしまった軽業師のそうべえと仲間たち。あの手
この手でピンチを切り抜け、苦しむどころか地獄の鬼を笑い飛ば
していく始末。はたしてそうべえたちの運命はいかに？

2005年 1

2765
日本のおばけ話
のっぺらぼう

15分 幼小

ドキッとこわい、おばけの話・・・。今宵は満月、赤い月。のっ
ぺらぼうがこんばんは。＜ＤＶＤ版は教材番号２７６６＞

2008年 1

2767 まほうのおとしあな 12分 幼

魔法使いによって高い塔に閉じ込められた村の娘マリアを、ハン
スは森の精のおじいさんと助けようとするが・・・。愛と思いや
りの心を育てるお話。カラー人形アニメーション。お話　岸田今
日子。＜ＤＶＤ版は教材番号２７６８＞

2008年 1

2769 大男とクリスマスツリー 13分 幼

ある山奥に二人の大男が住んでいた。クリスマスの日、大男はハ
ンスの素敵なクリスマスツリーが欲しくなり、家ごと持って帰っ
てしまった…。愛と思いやりの心を育てる人形アニメーション。
お話　岸田今日子。＜ＤＶＤ版は教材番号２７７０＞

2008年 1

2794 百目のあずきとぎ 15分 小

むかし、むかし、旅人は、ちょうちんのあかりをたよりに、夜道
を歩いていた。山の夜道は不安でいっぱい。すると、どこからと
もなく、ショキショキ…ショキショキ…と、あずきをとぐような
音が聞こえてきた。＜ＤＶＤ版は教材番号２７９５＞

2009年 1

12

216ビ　デ　オ　合　計

備　　考

合　　　　　　　計
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