
１１　職業

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-064 森に生きる　～森の名手・名人～ 一般 職業 32分
日本人と森の歴史の中で培われた独自の林業技術を見つめ、現代に受
け継ぐ森の名手・名人の姿を紹介します。

DVD D-088 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀①ﾘｿﾞｰﾄ再生請負人 一般 職業 90分

不況が続くリゾート業界で次々と破綻リゾートの再建に乗り出し注目を
集める経営者、星野リゾート社長星野佳路。リストラせず、残った社員を
財産と考えやる気を出させるためにあらゆる手を尽くす。破綻した旅館
の再生現場に密着。

DVD D-089 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀②小児心臓外科医 一般 職業 81分
手術は難しいといわれた子供を助けてきた小児心臓外科医の佐野俊二
に迫る。「１％の可能性があればそれに賭ける」という彼の仕事に密着。

DVD D-090 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀③パティシエ 一般 職業 81分
人気パティシエ（菓子職人）杉野英実の感動と喜びを与える仕事ぶりに
密着。彼の人気の裏側には日々の地道な作業と努力を惜しまない姿が
垣間見える。

DVD D-091 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀④ｱｰﾄﾃﾞｨﾚｸﾀｰ 一般 職業 81分
ヒットデザインを次々に生み出すアートディレクター佐藤可士和に迫る。
広告デザインの世界でトップランナーである彼の仕事の流儀を紹介。

DVD D-092 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑤弁護士 一般 職業 81分
多重債務問題のパイオニア、弁護士・宇都宮健児に密着。年間１００件
以上の多重債務者の相談を受け、悪徳業者に立ち向かう彼の姿を収
録。

DVD D-093 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑥量子物理学者 一般 職業 81分
「科学は最高のスポーツだ」といい、最も大切なものは「根性」という量子
物理学者・古澤明。失敗を楽しみ、振り出しに戻る勇気を説く彼の仕事
に迫る。

DVD D-094 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑦ＷＨＯ医師 一般 職業 77分
WHOの感染症の専門家・進藤奈那子に密着。全世界を不安に陥れる鳥
インフルエンザの感染拡大を食い止めるために奔走する彼女の姿を収
録。

DVD D-095 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑧左官 一般 職業 77分
左官・挟土秀平に密着。「職人は臆病であれ」「納得いかないものは引き
渡さない」という、１００％の仕事を最後までやる彼の仕事ぶりを収録。

DVD D-096 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑨英語講師 一般 職業 83分
受験生を中心に人気を博したマンガ「ドラゴン桜」のモデルとなった英語
講師・竹岡広信に密着。生徒ひとりひとりと真剣に向き合う熱血英語講
師の仕事を追う。

DVD D-097 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀⑩スタジオジブリ 一般 職業 82分
盟友・宮崎駿とともにヒット作を次々と生み出してきたスタジオジブリプロ
デューサー鈴木敏夫に密着。仕事をみんなで楽しむ「祭り」に変えるとい
う彼の仕事の流儀を追求する。

DVD D-100 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ①商品企画部長 一般 職業 95分

キリンビバレッジのヒットメーカー・佐藤章の商品開発のポイントは「チー
ム」。会社の枠を超えてメンバーを集め商品のコンセプトからパッケー
ジ、広告まで手掛ける彼の情熱と揺るぎない姿勢が現場の人間を奮い
立たせる。

DVD D-101 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ②樹木医 一般 職業 84分
物言わぬ樹木の病気の予兆を見つけ迅速に治療を行う樹木医・塚本こ
なみ。自然を相手にさまざまな問題を解決していく彼女の技術に迫る。

DVD D-102 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ③高校教師 一般 職業 90分

清水商業高校サッカー部監督・大瀧雅良はサッカーの技術だけでなく、
服装や挨拶など人として当たり前のことを大切にする。ルール違反で
勝っても意味はない、勝つことより大事なことがたくさんあるという彼の
流儀に迫る。

DVD D-103 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ④ｹﾞｰﾑ開発部長 一般 職業 94分
大ヒットゲーム「甲虫王者ムシキング」をプロデュースしたセガの植村比
呂志。現場で発想することが成功の秘訣と語る彼の仕事ぶりや、人材育
成の為部下に成功体験を積ませたいという彼の思いを収録。

DVD D-104 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑤棋士 一般 職業 90分
常に将棋界のトップを走り続ける棋士・羽生善治。２５歳の若さにして７
冠達成という偉業をなしとげた彼の足跡、成功の秘訣を追う。

DVD D-105 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑥ﾍﾞﾝﾁｬｰ企業経営者 一般 職業 80分
１日で２億のページビューがある携帯サイトを仕掛けたのは、２００人の
社員を率いるベンチャー企業経営者・南場智子。キャリアウーマンから
転身し、一躍業界のトップに躍り出た彼女の仕事ぶりに迫る。

DVD D-106 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑦中学英語教師 一般 職業 95分
中学生を相手に英語を教える田尻悟郎。生徒たちに英語を「楽しませ
る」ことが大切だという田尻の授業や、授業に対する姿勢を紹介。

DVD D-107 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑧編集者 一般 職業 80分

作家にとって作品は子供であり命。その作品を世に出す助産師の役目
をするのが編集者であるという幻冬舎の石原正康。原稿を読み言葉を
尽くしてほめるという独自の編集術を持つ彼がヒット作を生み出す上で
のポイントを語る。

DVD D-108 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑨ｺﾝﾋﾞﾆ･ﾁｪｰﾝ経営者 一般 職業 82分

大手コンビニエンスチェーン・ローソンを率いる経営者・新浪剛史。長らく
トップダウンでやってきた社員の意識を変え一人一人が納得した上で行
動するプロセスが大切だと新浪は考える。「社員を鼓舞するのが自分の
仕事」という彼が社員に求めるものとは。

DVD D-109 ﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ仕事の流儀Ⅱ⑩玩具企画開発者 一般 職業 90分
「トゲ」とは普通とは違うぞという「違和感」。無数のモノがあふれる現代
では「トゲ」こそ商品の生命線だと、玩具企画開発者・横井昭裕は考え
る。そんな彼が仕事に懸ける思いを語る。

DVD D-172 ﾜｰｸ・ﾗｲﾌ・ﾊﾞﾗﾝｽを知っていますか？ 一般 職業 27分

ワーク・ライフ・バランスという言葉を知っていますか？それは「仕事」と
「生活」を調和させるライフスタイルのこと。このDVDではワーク・ライフ・
バランス社会の実現を目指す企業や仕事と家庭の理想的なバランスを
実践する人々の姿をドキュメンタリータッチで紹介します。

DVD D-657 全社員・職員で学ぶ！マイナンバー漏洩対策 一般 職業 26分
マイナンバーが漏洩してからではもう遅い！ 映像で学ぶマイナンバーの
漏洩を防ぐ研修用DVD。 マイナンバーの重要性と基本知識が身につ
き、取り扱いの注意点を短時間で解説します。

DVD D-687
海上保安庁DVDシリーズ Vol.2
南極観測船「宗谷」と巡視船「そうや」

一般 職業 82分

南極観測船「宗谷」の大改造・第一次南極観測から第三次南極観測ま
での貴重な記録写真や記録映像と、研究者・海上保安官が語る、巡視
船「そうや」による17年にわたるオホーツク海 海氷観測の内容・意義を
収録。

DVD D-688
海上保安庁DVDシリーズ Vol.3
五管の海上保安官

一般 職業 42分

兵庫、大阪、滋賀、奈良、和歌山、徳島及び高知各府県の区域及びそ
の沿岸水域を管轄する、第五管区海上保安本部の海上保安官たちが
行っている訓練を42分収録。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-689
海上保安庁DVDシリーズ Vol.4
特殊救難隊　36名のSpecial Rescue Team

一般 職業 60分

特殊救難隊が日々行っている訓練の一部をご紹介したい。また、訓練
の成果が発揮される実際の出動シーンを特殊救難隊員のヘルメットに
つけられたカメラや、ヘリコプターに搭載されたカメラの映像で紹介す
る。

DVD D-723
安全でおいしい食べ物を考える
日本一おいしいお米を作る

一般 職業 16分
私達が毎日食べているお米がどのようにして作られているのか、全国
米・食味分析鑑定コンクールで4年連続金賞を受賞している、山形県の
遠藤五一さんの稲作を通じて紹介する。

DVD D-724
安全でおいしい食べ物を考える
有機農業で育てる米や野菜

一般 職業 16分
農号とはどんな仕事なのか、35年前から有機農業に取り組んできた山
形県高畠町の米づくり・野菜づくりを見ながら、その営みをわかりやすく
解説する。

DVD D-725
安全でおいしい食べ物を考える
私の農業体験

一般 職業 16分
有機農業に取り組んでいる山形県高畠町の農家で、都会の中学生、高
校生、大学生たちが農業体験をする様子を紹介する。

16mm
フィルム

26 　ある機関助手 中学生 職業 37分
蒸気機関車に乗務する機関士、機関助士に焦点をあててその一端を紹
介

16mm
フィルム

287 　中華人民共和国の農業 中学生 職業 21分
中国の農業と農業地域の特色を把握させそれを通して社会主義国とし
ての農業の特色と人々の生活について理解させることを主眼に制作さ
れた

16mm
フィルム

290 　輪島市の漆器づくり　－伝統をいかす工業－ 中学生 職業 20分
代表的伝統工芸としての輪島市の漆器づくりをとりあげ、伝統工芸のも
つ条件や特性を生き生きととらえさせることを意図して制作された

16mm
フィルム

304 　芭蕉布を織る女たち 小学生 職業 30分
この作品は沖縄で最初に国の重要無形文化財の指定を受けた芭蕉布
を織る女性たちを描いたもの

16mm
フィルム

357 　アメリカの青果物流通 中学生 職業 20分
アメリカの青果物の流通をハンツポイント市場を例にとり生産物の輸送
及び卸売の様子、品質管理のための常駐の検査官の活動等を描く

16mm
フィルム

368 　伝統に生きる工業 小学生 職業 20分
この作品は出雲和紙を例にして伝統的な技術を生かした工業を学習す
る際の理解を深めるための資料として製作された

16mm
フィルム

468 　繍いの美　－ある刺繍工房の記録－ 一般 職業 38分
日本の伝統をどう守り伝えるかそれは言葉でいうほど簡単ではない　千
六百年の歴史を持つ日本刺繍は名もない繍い人達の技と心で伝えられ
てきた


