
１５　紀行

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-068
世界豪華鉄道の旅　①ﾍﾞﾆｽ･ｼﾝﾌﾟﾛﾝ･ｵﾘｴﾝﾄ急
行

一般 紀行 65分
ロンドンを起点にドーバー海峡をこえ、パリ、チューリッヒ、インスブルック
を経由しベニスへと至る豪華寝台列車「ベニス・シンプロン・オリエントエ
クスプレス」の魅力に迫る。

DVD D-069 世界豪華鉄道の旅　②ザ・ブルートレイン 一般 紀行 64分
南アフリカが誇る世界一の豪華列車「ザ・ブルートレイン」の魅力を追っ
たDVD。プレトリアからケープタウンまで、１６００キロに及ぶ１泊２日の贅
沢な旅を徹底紹介。

DVD D-070 世界豪華鉄道の旅　③ｲｰｽﾀﾝ＆ｵﾘｴﾝﾀﾙ急行 一般 紀行 65分
バンコクからマレーシアを経由してシンガポールへと至る「マレー半島縦
断鉄道」を紹介するDVD.気候も文化も違う３つの国を走り抜ける、世界
でも人気の鉄道旅。

DVD D-071 世界豪華鉄道の旅　④ザ・ガン 一般 紀行 63分
シドニーからアデレードを経て、アリススプリングズに至る「ザ・ガン」の旅
を収録したDVD。オーストラリアの壮大な自然と優雅な鉄道の良さを満
喫できる。

DVD D-072 世界豪華鉄道の旅　⑤ｱﾒﾘｶﾝ･ｵﾘｴﾝﾄ急行 一般 紀行 64分
広大なアメリカ大陸を走る、アメリカン・オリエント急行のロサンゼルスか
らシアトルの旅を紹介。

DVD D-073 世界豪華鉄道の旅　⑥ロイヤル・スコッツマン 一般 紀行 66分
首都エディバラを起点に、スコットランド各地を最長７日間のペースで周
遊する寝台列車ロイヤル・スコッツマンを紹介。

DVD D-074 世界豪華鉄道の旅　⑦ロボスレイル 一般 紀行 65分
世界有数の美しさを誇る街・ケープタウンから、風光明媚な海岸線を走
る１泊２日の旅を紹介。

DVD D-075 世界豪華鉄道の旅　⑧ハイラムビンガム 一般 紀行 57分
南米ペルーを代表する世界遺産マチュピチュとクスコをおよそ３時間半
で結ぶ豪華列車「ハイラムビンガム」号の旅を紹介。

DVD D-076 世界豪華鉄道の旅　⑨ノーザン・ベル 一般 紀行 63分 イングランド北部を中心に運行される「ノーザン・ベル」での旅を紹介。

DVD D-077 世界豪華鉄道の旅　⑩ロッキー・マウンテニア 一般 紀行 66分
北アメリカ大陸西海岸のバンクーバーとカナディアンロッキーのリゾー
ト、バンフとの間を結ぶ列車「ロッキー・マウンテニア」での旅を紹介。

DVD D-078 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．１ 一般 紀行 56分

イタリア北部の湖水地方はアルプスの豊かな水に恵まれた風光明媚な
地。貴族の別荘もある高級リゾート地として有名なコモ湖、パダナ平原
から大学都市パヴィアへ、湖水地方を中心にロンバルディアの田園をめ
ぐる。

DVD D-079 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．2 一般 紀行 56分
世界遺産に登録された古都モデナ、生ハムで世界に知られるパルマ、
芸術を庇護した貴族ゴンザーガ家ゆかりのマントヴァ。中世以来、味わ
い深い芸術文化を育ててきた北イタリアの街々をめぐる。

DVD D-080 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．3 一般 紀行 56分
ルネッサンスの都、イタリア中部に広がるトスカーナ地方。緩やかな丘陵
が広がるこの地は肥沃な大地の恵みを受けた食の宝庫。フィレンツェ、
キャンティ、シエナ、ピエンツア等晩秋のトスカーナをめぐる。

DVD D-081 イタリア農園民宿の旅　Ｖｏｌ．4 一般 紀行 58分
スペインはじめ異民族との交わりから独特の文化を築き上げてきた南イ
タリアとシチリア島。ナポリから出発しサンマルツアーノ、サレルノ海岸を
経てカルタジローネをめぐる。

DVD D-150 中学・高校生のための中国ガイド 中学生 紀行 30分
北京・西安・上海それぞれの有名な歴史遺産等について映像でつづりま
した。

DVD D-197 司馬遼太郎と城を歩く　１ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　大阪城、小田原城、備中松山城、熊本城

DVD D-198 司馬遼太郎と城を歩く　２ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　弘前城、名古屋城、高知城、彦根城

DVD D-199 司馬遼太郎と城を歩く　３ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　松山城、宇和島城、首里城、姫路城

DVD D-200 司馬遼太郎と城を歩く　４ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　上田城、高取城、洲本城、丸亀城

DVD D-201 司馬遼太郎と城を歩く　５ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　岡崎城、岐阜城、島原城、松前城

DVD D-202 司馬遼太郎と城を歩く　６ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　　仙台城、長浜城、郡山城、中津城

DVD D-203 司馬遼太郎と城を歩く　７ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　　清州城、浜松城、丸岡城、佐賀城

DVD D-204 司馬遼太郎と城を歩く　８ 一般 紀行 60分
歴史に名を残す名城を、司馬遼太郎作品の朗読で綴る歴史ドキュメンタ
リー。　五稜郭、平戸城、会津若松城、江戸城

DVD D-371 湯の里ひじおりー学校のある最後の１年ー 中学生 紀行 76分
人と人のつながりが残る山形県の肘折温泉。真っ白い湯気に溶け込ん
で、故郷への想いと希望があふれる再生ものがたり。

DVD D-554 産業遺産紀行(第１巻) 一般 紀行 27分

「京都を救った人工の川　琵琶湖疏水」
明治23年(1890年)に完成した「第一疏水」それは水道用水、水力発電、
灌漑、工業用水として使われ、水運として琵琶湖と京都・伏見・宇治川を
結んだ



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-555 産業遺産紀行(第２巻) 一般 紀行 27分

「製糸家の湯　片倉館と富岡製糸場」
片倉館はシルクエンペラーと呼ばれた片倉財閥により建てられた福利
厚生施設である。富岡製糸場は明治５年から操業し日本の製糸業の生
産量・質を世界有数のものにした

DVD D-556 産業遺産紀行(第３巻) 一般 紀行 28分

「日本の鉄道とトンネル　笹子と関門から」
当時の技術で困難とされていた日本初の本格的なトンネルや橋梁を築
いたのが横川～軽井沢間を結んだ官営中山道線である。その掘削技術
の進歩が関門へとつながってゆく

DVD D-557 産業遺産紀行(第４巻) 一般 紀行 28分

「近代橋梁物語　橋の都・東京」
江戸には900もの橋が架けられていたが、明治政府は石造や鉄の橋に
架け替える大事業を行った。勝鬨橋・永代橋・清州橋・吾妻橋・言問橋等
は当時の技術の高さを内外に示したものである

DVD D-558 産業遺産紀行(第５巻) 一般 紀行 28分

「鉄は国家なり　八幡製鉄所」
この溶鉱炉は産業の心臓部として経済の中心を支え、鉄鋼生産量の半
分以上を生産した。ここが選ばれたのは、筑豊炭田からの石炭が大量・
迅速に調達出来たからである

DVD D-559 産業遺産紀行(第６巻) 一般 紀行 27分

「黒ダイヤとよばれて　三井三池と筑豊の盛衰」
福岡県大牟田市にあったこの炭鉱は、明治時代には官営事業であった
が三井財閥に払い下げられた。基幹産業として日本の近代化を支え、
戦後の復興の原動力となった

DVD D-560 産業遺産紀行(第７巻) 一般 紀行 28分

「福沢桃介と共に　木曽川水系電源開発」
彼は「日本の発電王」と言われ、日本初の本格的ダム式発電所、大井発
電所をはじめ次々と発電所を建設し、近代化の基盤となるエネルギー確
保を担った

DVD D-561 産業遺産紀行(第８巻) 一般 紀行 28分

「それは歓喜鉱から始まった　別子銅山」
一寒村だった愛媛県新居浜市が発展を遂げたのは日本最大の銅山の
発見によるものだった。その鉱床は純度の高い黄銅鉱、黄鉄鉱を産出し
日本の貿易や近代化に貢献した

DVD D-1015
絶景のかなたへ そこにある奇跡 1
命がけ

一般 紀行 50分
イギリスＢＢＣが制作した、世界中の絶景と、そこに住む人々や生物の
驚異の物語を伝るドキュメンタリー。

DVD D-1016
絶景のかなたへ そこにある奇跡 2
大いなる水

一般 紀行 50分
イギリスＢＢＣが制作した、世界中の絶景と、そこに住む人々や生物の
驚異の物語を伝るドキュメンタリー。

DVD D-1017
絶景のかなたへ そこにある奇跡 3
イニシエーション

一般 紀行 50分
イギリスＢＢＣが制作した、世界中の絶景と、そこに住む人々や生物の
驚異の物語を伝るドキュメンタリー。

16mm
フィルム

1 　日光 一般 紀行 25分
奈良朝のむかしからの歴史を物語る遺跡などをとどめる日光には、ほと
んどの人が気づかずにいるようです

16mm
フィルム

21 　海辺の村　山の村 小学生 紀行 22分
海べの村と山の中の村をとりあげそれぞれの村の外観的な特長を見せ
ながら村の人々の生産活動と自然の結びつきを知らせる

16mm
フィルム

42 　寒い地方とあたたかい地方 小学生 紀行 22分
南北に細長く伸びている日本は南と北とでは気候の上で大変な違いが
ありそれぞれの自然や生活の相違をとらえていく

16mm
フィルム

79 　信州の自然 中学生 紀行 28分
美しい信濃の高山・高原・渓谷の自然のなかにたくましく賢い生物のいと
なみがつぎつぎにあらわれる

16mm
フィルム

128 　大和路をたずねて　－飛鳥．奈良－ 中学生 紀行 30分
飛鳥・奈良の地の代表的な遺産や遺跡をたずね偉大さや美しさにふ
れ、この地をよりよく理解するための資料として制作された

16mm
フィルム

157 　鎌倉歳時記 一般 紀行 30分
鎌倉は古都の名にふさわしい町である　京のみやびはなくとも歩けばつ
まづくほど歴史の爪あとが残っている

16mm
フィルム

161 　ヨーロッパの旅 一般 紀行 30分
ヨーロッパへ行く日本人旅行者の数は年々増加の一途をたどり旅行の
内容も奥行きの深いものになってきた　この作品はヨーロッパ旅行への
手引き

16mm
フィルム

170 　黒部峡谷 中学生 紀行 30分
厳冬期の黒部峡谷を中心にその季節の移り変わりとそこに生きる動物
達のいとなみを２年間にわたり追い続けたドキュメンタリー

16mm
フィルム

199 　房総の自然 小学生 紀行 29分

16mm
フィルム

200 　房総路をいく 小学生 紀行 29分

16mm
フィルム

205 　尾瀬 一般 紀行 30分
日本のほぼ中央、本州の屋根を形づくる山脈の中に尾瀬はある　尾瀬
の美しい四季を描く

16mm
フィルム

223 　北極の大自然 小学生 紀行 30分
広大な北極圏の大自然！野生の動物たちの生態を描く感動のドキュメ
ント

16mm
フィルム

269 　日本人の富士 一般 紀行 43分
有名な「ふるさと富士」を紹介し、その周辺に生き富士を心のよりどころ
として暮らす日本人の姿を描いたドキュメンタリー

16mm
フィルム

284 　大いなる南極大陸 中学生 紀行 31分
南極の特色を理解させ日本調査隊の２２次にわたる研究・調査の記録
を中心にすばらしい南極の自然を紹介

16mm
フィルム

317 　穂高岳賛歌 一般 紀行 32分
本州の屋根といわれる日本アルプスの中でもひときわ雄大で美しい山
岳地形として多くの人々に愛されてきたのが穂高岳とその山麓の地形で
ある

16mm
フィルム

356 　南木曽路 一般 紀行 13分
南木曽町より馬籠、妻籠を経て中津川へ至る旧木曽街道は明治百年記
念事業として百年前の姿に復元、保存されている



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

16mm
フィルム

381 　インドネシア　－資源と産業－ 中学生 紀行 20分
多様な生活様式や伝統文化をもつ民族の調和を図りながら新しい国づ
くりに励むインドネシアの資源や産業、日本との結びつきなどを考察

16mm
フィルム

389 　アンデスの人々の生活 小学生 紀行 20分
広大なアンデス山脈の中の高原では数多くのインディオが特色のある生
活を営んでいる

16mm
フィルム

557 　サクラ日本 一般 紀行 28分
サクラは日本を代表する花です　サクラは日本の黎明期、神話の中に
登場し、何時しか国の花、民族の花となりました

16mm
フィルム

732 　悠々散歩道　～中山あたりを訪ねて～ 一般 紀行 14分


