
４　環境

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-018 千葉の道・道路進化物語 一般 環境 56分
１．海を渡る道　２．内房の道　３．徳川家にまつわる道　４．遊山の道
５．鮮魚街道　６．千葉の発展への道

DVD D-019 食と農の未来を拓く研究開発 一般 環境 57分

１．麦の高品質化を目指して　２．イノゲノム情報を読む　３．循環する資
源としての家畜排せつ物　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

DVD D-030 食と農の将来を拓く研究開発　Ｖｏｌ．２ 一般 環境 22分
９．海洋生態系と水産資源　１０．食品の品質保証のための研究開発
１１．食料・環境問題の解決を目指した国際農林水産業研究　１２．化学
農薬だけに依存しない病害虫防除

DVD D-042 食と農の未来を拓く研究開発　Ｖｏｌ．３ 一般 環境 20分
１３．大豆の安定・多収を目指して　１４．進化する施設栽培　１５．イネで
牛を育てる　１６．魚と貝のバイオテクノロジー

DVD D-065 食と農の未来を拓く研究開発 一般 環境 68分
・新しい性質を持つ品種の育成　・生産性の向上とコスト削減　・安全、
安心を確保する　・環境問題への取り組み　・未来を切り拓く先端研究

DVD D-082 未来に残したい日本の自然１００選　① 一般 環境 113分
知床半島、釧路湿原、富良野、函館山、屏風山湿原、蔦温泉、櫃取湿
原、五葉山、白神山地、能代海岸、今神山、寒河江川、伊豆沼・内沼、
広瀬川、信夫山、新舞子浜

DVD D-083 未来に残したい日本の自然１００選　② 一般 環境 112分
奥久慈渓谷、涸沼、丸沼・菅沼、赤城山・荒山高原、鷲子山、西ノ湖、小
櫃川、清澄山、平林寺、狭山丘陵、名栗川渓谷、多摩川、高尾山、秋川
渓谷、高麗山、箱根旧街道

DVD D-084 未来に残したい日本の自然１００選　③ 一般 環境 112分
福島潟、天水越、呉羽丘陵、縄ヶ池、鉢伏山、内灘砂丘、冠山、気比の
松原、柿田川、寸又峡、西沢渓谷、青木ヶ原樹海、奥据花渓谷、木曽・
赤沢、葦毛湿原、汐川干潟

DVD D-085 未来に残したい日本の自然１００選　④ 一般 環境 111分
宇津江四十八滝、金華山、御在所岳・江野高原、七里御浜、余呉湖、御
池岳、芦生、京都・北山杉、串本・大島、天神崎、大和三山、玉置山、千
里丘陵、淀川、再度山、氷ノ山

DVD D-086 未来に残したい日本の自然１００選　⑤ 一般 環境 113分
臥牛山、百閒川、帝釈峡、八幡湿原、十種ヶ峰、長門峡、宍道湖、日御
碕、久松山、諸鹿川渓谷、四万十川、魚梁瀬千本山、岩屋寺、面河渓、
津田の松原、寒霞渓、眉山、吉野川

DVD D-087 未来に残したい日本の自然１００選　⑥ 一般 環境 119分
宝満山、英彦山、豊前海岸、虹の松原、黒髪山、多良岳、千々石海岸、
市房山、江津湖、文殊仙寺、黒岳、綾渓谷、祝子川渓谷、高隈山、屋久
島、八重岳、石垣島・川平湾、西表島

DVD D-173 世界遺産シリーズ　知床 一般 環境 31分
世界遺産に登録された知床を科学的に見つめ、具体的な特徴を解説し
ながら大自然の不思議と魅力に迫ります。

DVD D-256 暖温帯の森　生命をつなぐ知恵 中学生 環境 34分
暖温帯を代表する森、照葉樹林を中心に解説します。多種多様な生物
が生きる厳しい環境の中、どのように世代交代が行われ、どのように生
命をつないでいくのか、そのしくみを探ります。

DVD D-288 もったいない 幼児 環境 22分 ○
一人一人の「もったいない」の心が世界中に大きな輪を広げます。不思
議な生き物と動物達との物語。

DVD D-294
地球温暖化と異常気象　エネルギーに活用を考
える

一般 環境 20分
地球温暖化がどうして起こるのか、そのメカニズムをわかりやすく解説し
た上で温暖化防止と効果的なエネルギー獲得のための様々な方法を紹
介します。

DVD D-320 野生の王国　富士山嶺野鳥たちの詩 小学生 環境 44分
富士山麓は多様な自然環境を持ち野鳥たちの宝庫となっている。ここで
見られるおよそ１５０種のうち約６０種を紹介、野鳥たちの生態を通し富
士山麓の生態系の特長と豊かさを克明に描く。

DVD D-321
野生の王国　オオタカ～那須野ヶ原からの旅立
ち～

小学生 環境 35分

オオタカは里山の豊かな自然の象徴であるが開発などによって生息環
境が失われやすいことから保護が必要な猛禽でもある。オオタカの生態
を克明に描くとともに里山に生きるその姿を通して人と自然の共存を考
える。

DVD D-322 野生の王国　ニホンザルモズ　２６年の生涯 小学生 環境 52分
生まれながらに四肢に重度の障害を持ったニホンザル・モズが７歳では
じめて子供を産んでから２６歳で命を閉じるまでの生涯を追ったドキュメ
ンタリー。

DVD D-323
野生の王国　クロウサギの島～奄美の希少動物
たち

小学生 環境 45分
奄美大島には国の特別天然記念物アマミノクロウサギをはじめ「種の保
存法」による国内希少種が生息している。そんな奄美大島の多種多様な
生物相を克明に描き出す。

DVD D-324 野生の王国　平成熊あらし～異常出没を追う 小学生 環境 61分
日本列島各地で熊が出没しているが今なぜ人里に出没するようになっ
たのか。ツキノワグマの生態をはじめ狩猟文化、保護活動などを多面的
に描き「クマ問題」の解決の糸口を探る。

DVD D-325 野生の王国　サシバ～海を渡るタカ 小学生 環境 35分
サシバは本州北部以南の各地の低山や丘陵地に夏鳥として渡来する。
サシバの渡りのコースはいくつかあるが最もポピュラーなコースである伊
良湖岬・紀伊半島などを紹介。

DVD D-326 野生の王国　クマタカ～森の精 小学生 環境 40分
日本に生息する猛禽類の中でイヌワシと双璧をなす最強の猛禽類「クマ
タカ」。森で食し、子孫を繁殖させてきた日本最大の鷹がいかにして森の
生態系の中で生きてきたのか。

DVD D-327
野生の王国　ニホンザル　母の愛～モズの子育
て日記

小学生 環境 30分
地獄谷野猿公苑で重度四肢障害のニホンザルが初めて赤ん坊を生ん
だ。そのサルは「モズ」といい、ハンディを負ったモズの子育ての逞しさを
四季を通じて追う。

DVD D-328 野生の王国　街で子育て　小さな猛きんツミ 小学生 環境 40分
ハトより小さいタカで、日本の平地から低地の林で繁殖するが、近年は
都市近郊でも繁殖。

DVD D-329 野生の王国　イヌワシ　風の砦 小学生 環境 70分
日本各地のイヌワシの生息地を７年間にわたり追い続け、ハンティング
や兄弟殺しなど、謎とされるイヌワシの生態を捉えた記録。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-330 野生の王国　トキよ舞いあがれ～巣立ちの記録 小学生 環境 23分 地球上、その数４０羽となってしまった国際保護鳥トキの記録。

DVD D-331 野生の王国　雪豹～Snow　Leopard 小学生 環境 80分
三度のヒマラヤ探索行の末、遂に幻のユキヒョウの姿をカメラが捉えた
貴重な記録。

DVD D-333 私にできること 中学生 環境 19分 ○
地球温暖化という地球全体の大きな問題をひとりひとりの小さな私たち
が・・・。自分自身の心に、静かに問いかけたくなる物語。

DVD D-336
日本の森シリーズ　四季が育む
生命の山々　東北・冷温帯の山

一般 環境 31分
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、またそこに生きる多様な動植物たちを紹介し、
自然の不思議とその魅力に迫ります。

DVD D-350 地球白書第１巻　巨大都市・未来への選択肢 中学生 環境 118分
「大量消費との決別」　消費・浪費型社会システムから循環型社会シス
テムへ　「巨大都市　未来への選択」　２１世紀の都市型生活とは

DVD D-351 地球白書第２巻　大いなる自然の恵み等 中学生 環境 118分
「９０億人をどう養うか」　飽食が招いた地球の危機をどう乗り越えるか
「大いなる自然の恵み」　自然保護と経済を両立させるための政策転換

DVD D-352 地球白書第３巻　私たちの惑星等 中学生 環境 118分
「新エネルギー革命」　石油から新しいクリーンエネルギーへ　　「私たち
の惑星　２１世紀市民の力」　環境を守るために個人が実践できることは

DVD D-406 もったいないばあさんと考えよう世界のこと 小学生 環境 71分
地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子供たちの現状、そしてそれら
の問題が私たちの暮らしとどのようにつながっているのかをわかりやすく
伝えます。

DVD D-468 北の大地に息づく命 一般 環境 35分
亜寒帯にある北海道の森の特徴を描き、多様な動植物と自然の不思
議、その魅力を紹介します　また、森と人々との関わり、森を守るいろい
ろな試みも紹介します

DVD D-495 木づかいで地球を救え！ 一般 環境 25分
Co2削減に大切な役割を果たしている木を育て環境への心を呼びかけ
る作品

DVD D-510  生命の宝庫　亜熱帯の森　沖縄・奄美の島々 一般 環境 33分
西表島、沖縄本島北部のやんばる、奄美大島の亜熱帯林の特徴を解説
し、多様な動植物と自然の不思議、その魅力を紹介します　また、森と
人々との関わり、森を守るいろいろな試みも紹介します

DVD D-522
海・青き大自然　第１巻
いのちの物語

一般 環境 50分
青き惑星・地球の約７０％を占める海の、巨大なシロナガスグジラから微
細なプランクトン、新種の深海生物まで感動に満ちた知られざる海の神
秘を照会する。

DVD D-523
海・青き大自然　第２巻
深海探検

一般 環境 50分
海全体の９割以上が水深２００メートル以上の深海である。そこには口も
消化器官も排泄器官もない独自の進化を遂げた生物もいる。その生物
の生命の源とは？

DVD D-524
海・青き大自然　第３巻
外洋のハンターたち

一般 環境 50分
マグロ、サメ、カジキなどの外洋のハンターたちは、陸地から数千キロ離
れた栄養分の少ない大海原で熾烈な生存競争を繰り広げている。

DVD D-525
海・青き大自然　第４巻
氷の海のサバイバル

一般 環境 50分
常に氷に覆われた極寒の地、北極と南極。コウテイペンギンの子育て、
狩りに訪れるホッキョクグマ、シロイルカ、セイウチなどの生きものたちの
生死に迫る。

DVD D-526
海・青き大自然　第５巻
海の中の四季

一般 環境 50分
陸上と同じように春夏秋冬の変化に富む海。太陽の光はプランクトンを
育み、海水量と温度の変化が海の様相を大きく変えている。

DVD D-527
海・青き大自然　第６巻
サンゴ礁に生きる

一般 環境 50分
海の熱帯雨林と呼ばれるサンゴ礁。様々な生き物の生存競争が繰り広
げられ、ハイスピードカメラがサンゴ礁の生態と絶滅を写す。

DVD D-528
海・青き大自然　第７巻
潮流のドラマ

一般 環境 50分
太陽、月、地球が一直線に並ぶ大潮の時期に産卵する生きものは多
い。満潮、干潮、天体の力がもたらす潮流のリズムをテーマに、干潟の
生き物の生態を紹介する。

DVD D-529
海・青き大自然　第８巻
海と陸のはざまで

一般 環境 50分
陸に上がって産卵するウミガメ、子ガメを狙う海鳥、アザラシの繁殖な
ど、陸と海の境界ー海岸で繰り広げられる壮絶な戦いに迫る。

DVD D-586 絶海に浮かぶ進化の島々 一般 環境 33分
小笠原諸島の自然と、そこに生息・生育する動植物の生態を、科学的な
視点で解説します。また、外来の動植物から貴重な小笠原諸島の自然
を守る、人々の様々な取り組みを紹介していきます。

DVD D-796 さくらとサクリン　雑木林のひみつ 小学生 環境 17分 ○
小学3年生のさくらが桜の妖精サクリンと時をめぐり、雑木林のひみつを
探ります。雑木林が人と自然が助け合って生まれたものであることを学
ぶ作品です。

DVD D-806 いのちの地球 ダイオキシンの夏 小学生 環境 83分 ○
1976年にイタリアの街セベソにある化学工場の爆発事故が引き起こした
大規模なダイオキシン汚染事件の恐怖を描き、地球環境問題を問う作
品です。

DVD D-853 みなまた海のこえ 一般 環境 40分
水俣の海辺に住むキツネの視点から水俣病の恐ろしさを描いた同名の
絵本を映像化した作品です。

DVD D-862 ワンダーマウンテンズ 一般 環境 36分
日本の代表的な山々の雄大で美しい風景の映像です。八ヶ岳、屋久
島、日光白根山、穂高連峰、下の廊下、上高地、立山白馬を収録。

DVD D-863 ワンダーマウンテンズ2 一般 環境 38分
日本の代表的な山々の雄大で美しい風景の映像です。立山、白馬、
八ヶ岳、雲の平、黒部五郎岳、甲斐駒ケ岳、仙丈ケ岳、北岳、間ノ岳、
農鳥岳などを収録。

DVD D-864 花の色 一般 環境 27分
日本の山々に咲く高山植物や山野草を200種類以上収録。限られた
山々に咲く貴重な花から里山に生える草花まで季節の変化と共に紹介
します。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-1009
めぐる季節はワンダーランド 1
ニューイングランドの森

一般 環境 52分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡極端に変化する
気候の中を生き抜く、動物たちの生態に注目したシリーズ！

DVD D-1010
めぐる季節はワンダーランド 2
スヴァールバル諸島

一般 環境 52分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡極端に変化する
気候の中を生き抜く、動物たちの生態に注目したシリーズ！

DVD D-1011
めぐる季節はワンダーランド 3
オカバンゴ・デルタ

一般 環境 52分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡極端に変化する
気候の中を生き抜く、動物たちの生態に注目したシリーズ！

16mm
フィルム

15 　大気汚染と騒音 中学生 環境 22分
公害は今や大都市から各地域へと拡大し大きな社会問題となっている
大気汚染、騒音を科学的に追求し公害に対する認識を深めさせる

16mm
フィルム

50 　公害とのたたかい 小学生 環境 30分
公害の発生により、澄んだ空気や清浄な水などの自然の恵みは奪われ
人々の健康と生活はむしばまれています

16mm
フィルム

59 　せまりくる環境破壊 中学生 環境 21分
国の政策によってつくられた道路と住宅　東京と京葉工業地帯と往復す
る大型車輛の騒音が習志野市民を苦しめる　生活環境を無視した結果
がここに

16mm
フィルム

85 　ひらけゆく北総 小学生 環境 30分

16mm
フィルム

86 　変ぼうする東京湾 小学生 環境 30分

16mm
フィルム

132 　ごみのゆくえ　　－きれいな町に－ 小学生 環境 15分
ごみの排出とその処理を、子どもの身近な社会問題としてとらえてもらう
ために制作された

16mm
フィルム

133 　ごみとの闘い 小学生 環境 22分
ゴミの不法投棄や埋立地の現状等と向き合う船橋市東町事業所指導員
の日々を描く

16mm
フィルム

331 　アイスランドに地球の鼓動をきく 一般 環境 27分
海底の大山脈、大西洋中央海嶺の貫く陸地アイスランドは活発な地殻
変動を繰り返す大自然のドラマをダイナミックに演じつつある

16mm
フィルム

597 　柳川掘割物語　第一巻 一般 環境 27分
第一章＜掘割は生きている＞　　第二章＜吸水場と船とお濠端＞　製
作：宮崎駿　監督：高畑勲

16mm
フィルム

598 　柳川掘割物語　第二巻 一般 環境 38分
第三章＜柳川三年肥後三月＞　　第四章＜福岡県令　飲用河川取締規
則＞　　第五章＜列島改造の時代＞　製作：宮崎駿　監督：高畑勲

16mm
フィルム

599 　柳川掘割物語　第三巻 一般 環境 21分
第六章＜海のつくった平野＞　　第七章＜水を”もたせ”る＞　製作：宮
崎駿　監督：高畑勲

16mm
フィルム

600 　柳川掘割物語　第四巻 一般 環境 29分
第八章＜水の一滴は血の一滴＞　　第九章＜直訴と英断＞　　第十章
＜自然を生かし共に生きること＞　製作：宮崎駿　監督：高畑勲

16mm
フィルム

601 　柳川掘割物語　第五巻 一般 環境 53分 第十一章＜住民と行政の連帯＞　製作：宮崎駿　　監督：高畑勲


