
１６　民俗

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-029 千葉県の民俗芸能（１）獅子神楽 小学生 民俗 20分

千葉県には数多くの民俗芸能が伝承されています。この巻では２人で一
匹の獅子を演じる「二人立ちの獅子舞」を取り上げます。千葉県の場
合、北部・東部で「獅子舞」、中部・南東部で「神楽」、南部で「獅子神楽」
などと呼ばれています。

DVD D-041 千葉県の民俗芸能（２）念仏踊り・万作踊り 小学生 民俗 20分

千葉県には数多くの民俗芸能が伝承されています。「念仏踊り」は仏教
から発した踊りで念仏を唱えながら極楽往生を願います。「万作踊り」は
「念仏踊り」や旅芸人の踊りなどの要素を取り入れ関東で流行した踊り
です。

DVD D-116 船橋だより　平成１６年度４・６・８月 一般 民俗 45分
「ふなばしのアサリ」「守り育む　地域の伝統」「味が自慢！ふなばしのな
し」

DVD D-117 船橋だより　平成１６年度１０・１・２月 一般 民俗 45分
「みんなで作る！安全安心なまち」「次世代に残そう美しい街並み」「春
はすぐそこに　ふなばしであそぼ！」

DVD D-118 船橋だより　平成１７年度４・６・８月 一般 民俗 45分
「わがまち散策　船橋の自然を訪ねて」「おとぎの国のお姫さま　アンデ
ルセンスタジオ」「子ども記者探訪記　船橋の畜産農家を訪ねて」

DVD D-119 船橋だより　平成１７年度１０・１・２月 一般 民俗 45分
「シルバーパワーを発揮　能力と経験を生かした健康な人生」「冬を彩る
シクラメン　船橋の花竎栽培」「巨木・名木を訪ねて　船橋を見守る木々」

DVD D-134 日本の食文化①　日本料理ともてなしの心 一般 民俗 35分
日本の粋といわれる茶の湯の料理の魅力を生涯をかけて探究しもてな
し料理の極意を創造した吉兆主人・湯木貞一の生涯を振り返りながら、
彼が考案した「世界の名物・日本料理」の神髄とは何かを検証する。

DVD D-135 日本の食文化②　懐石、しつらう 一般 民俗 25分
わが国では昔から「料理とはしつらうこと」と言われてきた。日本人にとっ
て食卓とは季節を呼びよせる舞台である。季節感を料理に託し、自然と
人間生活の調和を一つの境地に推し進めた日本人の知恵といえる。

DVD D-136 日本の食文化③　おばんざい歳時記 一般 民俗 27分

京都では古くから一般家庭の日常のお惣菜を「おばんざい」と呼んでき
た。息災を念じながらの食文化「おばんざい」の時代と健康をめざしてい
る現代の食生活に変わるところはない。おばんざいの中に息づいている
庶民の深い知恵を探る。

DVD D-137 日本の食文化④　食は江戸 一般 民俗 29分

徳川家康が居を構え幕府の所在地となった江戸は長い平和が続き食文
化を成熟させた。そば、蒲焼、寿司などは江戸後期に誕生したものであ
る。江戸をひもとくと今日の食文化のルーツが江戸の街角で花開いたも
のであることがわかる。

DVD D-138 日本の食文化⑤　舶来の日本料理 一般 民俗 29分
日本の食文化はそのルーツを探ると海外にいきつくものが多い。輸入さ
れた食文化は日本の風土や文化に対応できるように知恵を働かせてき
た。それは見事な食文化の翻訳術である。

DVD D-139 中国の食文化①　北京～庶民の味・宮廷の味～ 一般 民俗 31分

中国料理の代表といわれる北京料理。それは中国各地の料理の集大
成であり又庶民の味から宮廷料理まで伝統を継承し改良を重ねて質の
高い食文化を形成してきた結果ともいえる。本編では北京料理の日常
食から北京の著名な料理店の厨房まで徹底取材し魅力を探る。

DVD D-140 中国の食文化②　広東～食は広州にあり～ 一般 民俗 30分

自由市場の多彩な食品の紹介に始まり、広州最大の料理店・渓酒家で
は飲茶の風景に子豚の丸焼きの全プロセスを撮影。南国酒家ではとう
がんの蒸し物に代表される「蒸す」という東アジア独特の調理文化にス
ポットをあてる。

DVD D-141 中国の食文化③　江南～魚米之里の名菜譜～ 一般 民俗 30分

とれたての魚と豊富な穀類の並ぶ鎮江の自由市場、楼外楼の伝統的な
魚料理、上海の小龍包やカニにカメラを向ける一方、紹興酒、鎮江香
醋、金華ハムなど中国随一と称されるものも取材し江南全体の豊かな
食文化の世界を紹介する。

DVD D-142
中国の食文化④　四川～天府之国の百菜百味
～

一般 民俗 30分
冬は温暖、夏は酷暑という四川は香辛料や大豆食品をうまく複合させた
充実した食文化を形成した。これら独特の四川料理の魅力を取材する
ほか、四川の生活、風土を詳しく紹介する。

DVD D-143 中国の食文化⑤　調理と医食同源 一般 民俗 33分

中国の料理界を代表する北京飯店の厨房に入り込み調理を様々なアン
グルから活写。刀工、乾物類の調理法、スープの取り方の秘訣、芸術的
とも思える火工の紹介と続き漢方薬を取り入れた滋養料理や精進料理
に至るまで、いずれも臨場感あふれるドラマとなっている。

DVD D-144 ヨーロッパの食文化①　黄金時代のフランス料理 一般 民俗 41分
天才シェフ・エスコフィエによって進められた料理の近代化。食文化史上
華麗さでは空前絶後といえるベルエポックのフランス料理を再現しなが
ら、その美食神話が世界を駆け巡った背景を検証する。

DVD D-145
ヨーロッパの食文化②　クリストフ・マルガンの伝
統料理

一般 民俗 31分

1968年の通称「パリの5月」事件は食の分野にも新たな潮流を引き起こ
す。世界的な健康志向の中で大食や美食が避けられフランスの食文化
の後退を嘆く声が聞かれた。しかしリヨンの若いシェフ、クリストフ・マル
ガンは伝統と創造性に満ちた料理で評判をとっていく。

DVD D-146
ヨーロッパの食文化③　ペルゴールの秋のはな
むけ

一般 民俗 31分

世界三大珍味のうちの２つ、フォアグラとトリュフを算出して有名なフラン
ス南西部ぺルゴール地方。収穫の季節にはドルドーニュ河に沿って「か
ぐわしい魂たち」といわれる農作物が勢ぞろい。しかし今日の美し国の
食材生産には様々な問題がつきまとっている。これを解決する生産者の
想像力とは・・・

DVD D-147
ヨーロッパの食文化④　主役はいつも大きなテー
ブル

一般 民俗 32分

西洋では家族団欒は昔からあったのではなく宗教改革以後のこととされ
ている。このことを如実に語っているのが食卓画である。食卓画はその
時代の世界像だとも言われている。ポンペイのフレスコ画から１８世紀イ
ギリスの家族の肖像画まで食卓の図像を読む。

DVD D-148
ヨーロッパの食文化⑤　木村尚三郎のシチリア
食紀行

一般 民俗 32分

1950年代、欧米で動物性脂肪の過度の摂取が原因の疾病が問題と
なった。そこで注目されはじめたのが地中海沿岸諸国の食事である。木
村氏は地中海式食事法の本家本元であるシチリアを訪れヨーロッパの
料理の流れが千年昔の地中海に回帰している姿を検証。

DVD D-160 アニメ落語館⑤　たらちね・つる 小学生 民俗 18分 ○

たらちね：大家さんが八っつあんにお嫁さんを世話してくれました。ところ
がこのお嫁さん、ちょっと変わった癖が・・・　　　つる：「鶴はどうして「つ
る」っていうのか？」ご隠居から聞いて、たつ公に受け売りしようとするが
うまくいなかい・・・

DVD D-161 アニメ落語館⑥　一目上がり・替り目 小学生 民俗 18分 ○
一目上がり：絵なんてさっぱりの八っつあんは「ちゃんと絵をほめればお
株があがる」というご隠居の話に関心して・・・　　　替り目：酒飲みには、
酒飲みの理屈ってものがあるようです。

DVD D-264 いのち耕す人々 一般 民俗 100分
３０年以上にわたって有機農業に取り組んできた山形県高畠町の人た
ちの軌跡を描きながら、「お金でははかれない豊かさ」を伝える長編ド
キュメンタリー。

DVD D-286 アニメ落語館　馬の田楽・お血脈 小学生 民俗 32分 ○
劇場での生の落語の様子と後半はその落語にアニメをかぶせて、子供
から大人まで楽しめる作品。　「馬の田楽」落語：桂文生　「お血脈」落
語：古今亭志ん輔



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-287 アニメ落語館　かぼちゃ屋・転失気 小学生 民俗 42分 ○
劇場での生の落語の様子と後半はその落語にアニメをかぶせて、子供
から大人まで楽しめる作品。　「かぼちゃ屋」落語：古今亭志ん五　「転失
気」落語：昔々亭桃太郎

DVD D-334 祭囃子 一般 民俗 20分 千葉県の民俗芸能を紹介。

DVD D-418
桂福団治　心の手話落語　大阪冬物語・しじみ売
り

一般 民俗 25分
手話落語を考案し、手話落語の第一人者として幅広く活動している桂福
団治による手話落語。

DVD D-419
桂福団治　心の手話落語　手話で楽しむニッポ
ンの民話

一般 民俗 26分 ツルの恩返し、どっこいしょの豆腐、鶴亀さんの三話

DVD D-512 安房やわたんまち 一般 民俗 54分
千葉県指定無形民俗文化財である「安房やわたんまち」を紹介し、地域
活性化に活かす。

DVD D-563 匠の世界　和紙　その他（一） 一般 民俗 52分

1300年の歴史を持つ日本の伝統の技、手すき和紙がユネスコの無形文
化財に登録されました。日本最古の戸籍用紙「本美濃紙」。正倉院の書
画に使用されている「石州半紙」は楮を育て、皮を剥ぎ繊維をほぐし、漉
き上げていく

DVD D-564 匠の世界　和紙　その他（二） 一般 民俗 52分

1300年の歴史を持つ日本の伝統の技、手すき和紙がユネスコの無形文
化財に登録されました。和歌山県で漉かれた細川奉書の技術が秩父に
持ち込まれた「細川紙」。簀つくりや紙漉き用具紙漉き唄も紹介。他に唐
紙の技術も収録

DVD D-585 上総十二社祭り 一般 民俗 60分

十二社祭りは、約１２００年前の大同２年（西暦807年）から始まったとい
われ、一宮町を中心に、近隣５市町村の広域から神輿が集まり、担ぐ
人々が裸に近い姿で波打ち際を走ることから「裸祭り」の名前で親しま
れています

16mm
フィルム

116 　宿場町船橋 小学生 民俗 27分

16mm
フィルム

125 　船橋の灯明台 小学生 民俗 19分

16mm
フィルム

136 　明日への船橋 高校生 民俗 23分
明日にはばたく船橋の新しいふるさとづくり　その主役はもちろん市民で
あり、市民のたくましいエネルギーなのではないだろうか

16mm
フィルム

149 　船橋の文化財を訪ねて 小学生 民俗 28分

16mm
フィルム

206 　わたしたちのまち　船橋 小学生 民俗 24分

16mm
フィルム

278 　船橋だより　－進む公共水道事業－ 一般 民俗 15分

16mm
フィルム

279 　船橋だより　－広げよう福祉の輪－ 一般 民俗 15分

16mm
フィルム

303 　猿の子踊りと仲間たち 小学生 民俗 49分
鹿児島県指宿市池田の下門地区に伝わる伝統芸能「猿の子踊り」は村
の古老から子どもたちへと引き継がれ、いまも生きている

16mm
フィルム

355 　木曽山今昔　－檜と暮らしの記録－ 一般 民俗 30分
この作品は木曽ひのきと共に生きてきた、谷間の人々の仕事と暮らしの
記録である

16mm
フィルム

528 　奥羽の鷹使い　－日本の狩猟民俗－ 一般 民俗 33分
東北の山中で滅びゆく珍しい狩猟習俗を記録し、タカの心理と行動をよ
く捉えた貴重なフィルムである

16mm
フィルム

534 　心のふるさと童謡の世界 一般 民俗 43分
美しい四季、人々の営みと心を素朴で美しくうたい私達にやすらぎと希
望とそして思い出を甦らせてくれる歌、童謡

16mm
フィルム

566 　いのり 一般 民俗 50分
日本人の精神世界は多くの面で中世やそれよりもはるかに古い原始の
時代に生まれた信仰によって支えられてきた

16mm
フィルム

569 　諏訪の御柱　－氏子たちの祭典－ 一般 民俗 32分
７年目ごとの寅と申の年に諏訪地方一円、諏訪大社２０万人の氏子の
心を一つにして壮大に繰り広げられる御柱祭　その準備から本番まで克
明に記録

16mm
フィルム

573 　ふなばし今．そして未来 一般 民俗 25分

16mm
フィルム

629 　日本の稲作 一般 民俗 42分
お米の一粒一粒に神様が宿っておられる、そういってお米を大切にして
きた日本人、その生活や文化にも数々の農耕儀礼が深く根をおろしてい
る

16mm
フィルム

647 　南部杜氏 一般 民俗 34分
大正から昭和初期の南部酒造習俗を史実と往時を知る杜氏たちの協力
により再現し、記録した映像

16mm
フィルム

648 　石を架ける 一般 民俗 40分 日本を代表する石橋を架けた種山石工の謎に迫る

16mm
フィルム

672 　和鋼風土記 一般 民俗 30分
たたら製鉄は古代から明治初期まで我が国で必要とした鉄鋼類のすべ
てを供給していた
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16mm
フィルム

733
　きもちも体もハツラツと　～応援しますスポーツ
心～

一般 民俗 14分

16mm
フィルム

734
　しなやかにたくましく　～がんばれ女性消防団
～

一般 民俗 14分

16mm
フィルム

735 　「住みよいまちへ」立花地区再開発事業 一般 民俗 27分


