
４　一般

種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-017 郡上一揆 一般 劇 112分

江戸時代の農民一揆の中でも岐阜の「郡上一揆」は「江戸時代三大一
揆」の一つといわれ、幕府を巻き込んだこの一揆は、郡上農民の死闘の
末、藩主更迭という農民の勝利となり、これは江戸時代他に例を見ない
唯一のものである。それを映画化した作品。

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-031 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ① 一般 劇 108分
「ノーベルとチャップリン」「ノックアウト」「恋の２０分間」「酔いどれ２人組」
「ノーベルの結婚生活」「チャップリンの失恋」「タンゴがもつれる」「チャッ
プリンの番頭」　全８タイトルを収録

DVD D-032 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ② 一般 劇 81分
「逢い引きの場所」「チャップリンの役者」「男か女か」「チャックリンの消
防夫」「にわか雨」「チャップリンの駆け落ち」　全６タイトルを収録。

DVD D-033 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ③ 一般 劇 81分
「メーベルの奇妙な苦境」「仕事」「幻燈会」「チャップリンの伯爵」「笑いガ
ス」「チャップリンの移民」　全６タイトルを収録。

DVD D-034 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ④ 一般 劇 81分
「夕立」「チャップリンの掃除夫」「好みの娯楽」「チャップリンの霊泉」「新
米雑役夫」「チャップリンの冒険」　全６タイトルを収録。

DVD D-035 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑤ 一般 劇 81分
「アルコール先生海水浴の巻」「チャップリンのスケート」「恋の痛手」
「チャップリンの船乗り生活」「成功争い」「その日暮らし」「アルコール先
生公園の巻」　全７タイトルを収録。

DVD D-036 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑥ 一般 劇 81分
「忙しい生活」「ベニスの子供自転車競走」「チャップリンの放浪者」「メー
ベルの忙しい生活」「チャップリンの勇敢」「チャップリンの画工」「レクリ
エーション」「チャップリンの小道具係」　全８タイトルを収録。

DVD D-037 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑦ 一般 劇 81分
「新米活動屋」「アルコール先生原始時代の巻」「チャップリンの総理大
臣」「午前１時」「チャップリンのパン屋」「二人の夫婦」「チャップリンの拳
闘」　全７タイトルを収録。

DVD D-038 チャーリー・チャップリン　ｺﾒﾃﾞｨﾌｨﾙﾑｽﾞ⑧ 一般 劇 108分

「チャップリンの寄席見物」「チャップリンの女装」「チャップリンの看護人」
「チャップリンの改心」「アルコール先生自動車競走の巻」「チャップリン
の替え玉」「三つどもえ事件」「メーベルの身代わり運転」　全８タイトルを
収録。

DVD D-039 ＨＡＺＡＮ 一般 劇 108分
土と火と自然と向き合い、美を追求した陶芸家、板谷波山の生涯を綴
る、映像美溢れる作品。

DVD D-040 ホーム・スイートホーム 一般 人権 110分
現代社会の問題の一つとなっている高齢者社会福祉をテーマとして製
作された。痴呆症になってしまった元オペラ歌手・山下宏と、彼を取り巻
く家族の苦悩と愛を描いた作品。

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-043 はじめよう食育　～「食」見直しませんか？～ 一般
保健・健

康
23分

食育とは何かをわかりやすく解説。食育基本法の内容にも触れながら
全国で展開される食育活動を紹介。さらに「何を」「どれだけ」食べればよ
いかをイラストで示した「食事バランスガイド」の紹介とともに、その活用
方法も解説している。

DVD D-044 裁判員制度　～もしもあなたが選ばれたなら～ 一般
社会連帯

意識
58分

それは一通の封筒から始まった。平凡なサラリーマン・小林のもとに一
通の手紙が届けられた。「あなたは裁判員候補に選ばれました」・・・裁
判員制度の概略をたどりながらそこに参加するごく普通の人々をドラマ
で描く。

DVD D-063 山下清物語　裸の大将放浪記 一般 劇 117分
放浪の天才画家、山下清の生涯を限りない感動と溢れるユーモアで描
く。

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-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-066 裁判員　～選ばれ、そして見えてきたもの～ 一般
社会連帯

意識
69分

ある夜、建設会社の宿舎放火事件が起きた。この裁判の裁判員として６
名が選任された。裁判が開始され被告人が有罪であることは裁判員と
裁判官の意見が一致しているが、実刑か執行猶予かで意見が分かれ
る。評議の場面を中心に、その行方をドラマで描く。

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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

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-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-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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-099 二つの崩れた家族 一般 教育 30分
飲酒運転に対する甘い意識が引き金となって死亡事故を起こし、幸せ
だった加害者・被害者の家族が崩れていく姿を描いたもの。

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-110 死者の書 一般 劇 84分

８世紀の奈良を舞台に、己の運命に向き合いひたむきに生きる藤原南
家の姫・郎女と歴史のうねりの中で翻弄され非業の死を遂げた大津皇
子の彷徨う霊が時空を超えて出会い二人の数奇な運命の糸が紡がれ
てゆく。人形アニメーション。

DVD D-111 昭和３０年代の日本・家族の幸福　夫婦編 一般 家庭 146分 「今どきの嫁」「妻と夫がけんかした話」「愛情屋台」の３作品収録。

DVD D-112 昭和３０年代の日本・家族の幸福　親子編 一般 家庭 154分 「小さな町の小さな物語」「風光る日に」「現代家族」の３作品収録。

DVD D-113 昭和３０年代の日本・家族の幸福　家族編 一般 家庭 144分 「お母さんの幸福」「おじいさんはがんこ者」「長男」の３作品収録。

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-120 築こう！安全・安心なまちを 一般 防犯 34分
身近な場所で子供が犯罪に巻き込まれる事件があとを絶ちません。子
供達を守り、安心して生活できる環境を築くにはどうすればよいのでしょ
うか。

DVD D-121 もうひとつのウサギとカメ 一般 教育 73分
放送される映像は作られたものであり、さまざまなメッセージが含まれて
いることを理解するとともに、具体的な映像の表現技法に触れることを
目指しています。総務省メディア・リテラシー教材

DVD D-122 海神小学校　えいごあそび 一般 教育 6分

DVD D-123 ホームタウン　朴英美（パクヨンミ）のまち 一般 人権 54分

在日外国人が学校や社会で経験するさまざまな葛藤を描きながら、本
名を名乗り看護師として生きようとする在日韓国人３世の姿を通してそ
れぞれの生き方・考え方を大切にして相互に理解しあうことの必要性を
学び、すべての人の人権が尊重される豊かな社会の実現について考え
るドラマ。

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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

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-167 ふるさと-ＪＡＰＡＮ 一般 劇 98分 ○
昭和３０年代前半、経済成長前夜の東京下町、深川の木場の小学校を
舞台に、童謡に強い情熱をもつ新任女性教師と子供達の魂の絆を描く。

DVD D-169 銀河鉄道の夜 一般 劇 48分
宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」　そこに描かれた風景を、世界で初めてデ
ジタル映像化しました。

DVD D-170 若草物語 一般 劇 122分
１９世紀のアメリカを舞台に、マーチ家の４人姉妹の日常を描く。ルイザ・
メイ・オルコットの小説を映画化

DVD D-171 三十四丁目の奇跡 一般 劇 96分

ニューヨークのメイシー百貨店は毎年感謝祭の日にクリスマスパレード
を催している。酔っぱらってしまったサンタクロース役の男の代役として
雇われたクリングル老人のサンタは評判となるが、彼は自分が本物の
サンタだと言い張り・・・。

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-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-175 審理 一般 教育 60分

一般の市民が裁判員候補者名簿に掲載され通知を受け取ってから、殺
人事件の裁判員裁判で判決を評議し、裁判が終了するまでの過程を描
いたもので、裁判員制度の理解を深めてもらうための内容となってい
る。

DVD D-177 幸せ運ぼう～阪神・淡路大地震から学ぶ～ 一般 防災 130分

阪神・淡路大震災の記憶と記録、中越沖地震や能登半島地震などの災
害のほか東南海・南海地震など将来への備えに役立つ内容。ＤＶＤには
読売新聞などが取材した震災関連映像、ＣＤ-ＲＯＭには震災関連記
事・写真など。

DVD D-178 障害のある人とのふれあいと人権 一般 人権 23分

安心して暮らせる社会を築いていくためには、健常者と障がい者が助け
合うことが重要です。街で障害者に出会った時、どのように行動したらよ
いのか、関わり方・サポートの仕方を障がい者自身の言葉で伝える作
品。

DVD D-179 親愛なる、あなたへ 一般 人権 37分
一人一人の「気づき」が、互いに支えあう力が低下した地域の再生につ
ながる。無関心・無理解という冷たい壁を破って温かい見守りと相互支
援を進めることの大切さを語りかけます。

DVD D-185 わらびのこう　蕨野行 一般 劇 124分
江戸中期のある村では、６０歳を迎えた者は村を出て人里離れた蕨野
の丘に移り住まなければならないという風習があった。数年に一度の凶
作に備えるための知恵だったが・・・。

DVD D-186 いわたくんのおばあちゃん 一般 平和 20分 ○
広島の原爆にまつわる実話をもとにした絵本が原作のアニメーション作
品。

DVD D-187 危険な場所から逃げろ！ 一般 防災 19分
山では地形的に危険な場所・はぐれたら、川では河口・中流・上流での
危険、海では岸辺など危険がどのような所に潜んでいるのか、どんな時
にどこに逃げればよいのかを考える内容となっています。

DVD D-188 セロひきのゴーシュ 一般
童話・昔

話
40分 ○

ゴーシュは町の活動写真館でセロを弾く係でした。けれども仲間の楽手
の中では一番下手だという評判でいつも楽長からおこられていまし
た・・・。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-189 どんぐりと山猫 一般
童話・昔

話
40分 ○

ある晩、一郎の家に山猫から「面倒な裁判があるので来てほしい」という
ハガキが届いた。面倒な裁判とは、どんぐりの中で誰が一番偉いか決め
ることだった・・・。宮沢賢治原作

DVD D-190 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　１ 一般 劇 77分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「姿なき殺人」「黄金の鍵」「事件は飛ぶ」の３話収録。

DVD D-191 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　２ 一般 劇 76分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「女神と魔女」「正義の逆襲」「花と拳銃」の３話収録。

DVD D-192 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　３ 一般 劇 75分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「二つの顔」「黄金の鬼」「悪魔の正体」の３話収録。

DVD D-193 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　４ 一般 劇 74分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「舞台は廻る」「地獄の奇跡」「決戦近し」の３話収録。

DVD D-194 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　５ 一般 劇 81分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「アジトは何処だ」「罪の償い」「正義は死なず」の３話収録。

DVD D-195 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　６ 一般 劇 79分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「情報来る」「金は魔物」「嵐は近い」の３話収録。

DVD D-196 月光仮面　バラダイ王国の秘宝編　７ 一般 劇 77分
バラダイ王国の秘宝を狙うサタンの爪とそれを阻止する月光仮面との闘
い。「尊き犠牲者」「バラダイの月」「悪魔の敗北」の３話収録。

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-205 新型インフルエンザの予防と対策 一般
保健・健

康
25分

発生する可能性があるといわれる新型インフルエンザのパンデミック。し
かしその正確な実態は誰にも予測ができません。個人が知っておきたい
新型インフルエンザの知識と予防策を解説します。

DVD D-206 おくりびと 一般 劇 131分
遺体を棺に納める「納棺師」という職業を通して、様々な死と向き合い、
人生を見つめていくヒューマンドラマ。

DVD D-207 青葉学園物語 一般 劇 100分
太平洋戦争後の戦災孤児収容施設・青葉学園を舞台に、身寄りを亡くし
た子供達が異なる年齢の集団環境の中で人間としてたくましく成長して
いく姿を描いたもの。

DVD D-208 蟹工船 一般 劇 109分
戦前のプロレタリア作家、小林多喜二の代表作を映画化。蟹漁や缶詰
加工を行う蟹工船内で、過酷な環境で酷使される労働者と資本家との
間で対立が・・・。

DVD D-215 日本の青空 一般 平和 123分 日本国憲法誕生の真相。６０年の時を経ていま明らかに。

DVD D-218 火災！逃げ遅れを防げ！ 一般 防災 21分

最近火災が発生した６５歳以上の高齢者宅の事例を取り上げ、何故高
齢者は逃げ遅れるのか？天ぷら油発火、着衣着火、一酸化炭素中毒な
ど様々な火災実験を通して検証し、住宅用火災警報器の普及と火災を
未然に防ぐ方法を考える内容となっています。

DVD D-219 今すぐ防げ！大麻汚染 一般 防犯 25分
若者たちが興味本位で大麻に手を出し、人生を棒に振らないように、大
麻にはどんな害があるのか、その危険性と違法性を強く訴えていく。

DVD D-225 わが谷は緑なりき 一般 劇 118分
１９世紀末のイギリスのある炭坑町を舞台に、ある少年の目を通して時
の流れと家族の絆を描いた作品。

DVD D-226 ジェーン・エア 一般 劇 96分
孤児という逆境に負けずに成長したジェーンは、家庭教師先のロチェス
ター家で運命の出会いを果たす。

DVD D-227 カサブランカ 一般 劇 102分
第二次世界大戦時、親ドイツのヴィシー政権の支配下にあったフランス
領モロッコのカサブランカを舞台にしたラブロマンス。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-228 アラバマ物語 一般 劇 129分
１９３０年代のアラバマ州を舞台に、人種差別と闘いながら正義を貫こう
とする白人弁護士の姿を描く。

DVD D-229 山河遙かなり 一般 劇 105分
ナチスによって母と生き別れになった少年が、人々との出会いによって
少しずつ笑顔を取り戻してゆく。

DVD D-230 わが家の楽園 一般 劇 127分
工業用地買収に奔走する大富豪とそれに反対する一家が繰り広げる騒
動を通して人生に大切なものとは何かを訴える作品。

DVD D-231 風と共に去りぬ 一般 劇 231分
富豪の令嬢が愛や戦争に翻弄されながらも力強く生き抜く姿を描く不朽
の名作。

DVD D-232 我等の生涯の最良の年 一般 劇 170分
第二次世界大戦から同じ故郷に帰還した３人の復員兵たちの人生を描
いたドラマ。

DVD D-233 サハラ戦車隊 一般 劇 97分
灼熱のサハラ砂漠を舞台に男たちの激闘と友情を描いた戦争アクショ
ン。

DVD D-234 緑園の天使 一般 劇 128分
馬を愛する少女とその愛馬を通して友情、家族、動物との交流が描かれ
た作品。

DVD D-235 ローマの休日 一般 劇 118分 オードリー・ヘップバーン主演の珠玉のラブストーリー。

DVD D-236 真昼の決闘 一般 劇 84分
教会で結婚式を挙げ町を去ろうとしていた元保安官ケインと新妻エ
ミー。そのときケインに恨みを抱く４人のならず者達が彼を殺しにやって
くるという知らせが届く・・・。西部劇の名作。

DVD D-237 仔鹿物語 一般 劇 128分
フロリダ北部の森林地帯で暮らす一家を主人公に、ひとり息子の少年と
子鹿の触れ合いを描く。

DVD D-238 バルカン特急 一般 劇 98分
列車内で貴婦人が消えた。富豪の令嬢アイリスは貴婦人を探そうとする
が・・・。アルフレッド・ヒッチコック監督作品。

DVD D-239 駅馬車 一般 劇 99分
1880年代のアメリカ西部。９人の男女を乗せアリゾナからニューメキシコ
へ向かう１台の駅馬車。長旅が続く中、駅馬車はインディアンの襲撃を
受け・・・。

DVD D-250 黄色いリボン 一般 劇 103分
ジョン・フォード監督とジョン・ウェインが組む「騎兵隊西部劇」３部作の第
２作。

DVD D-251 アパッチ砦 一般 劇 127分
ジョン・フォード監督とジョン・ウェインが組む「騎兵隊西部劇」３部作の第
1作。

DVD D-252 バグダッドの盗賊 一般 劇 106分
陰謀により捕われの身となったバグダッド王と、それを助ける盗賊の少
年の数奇な運命を描いたスペクタクル。

DVD D-253 ショウ・ボート 一般 劇 108分
ミシシッピ沿岸を巡業する劇場船を舞台に、座長の娘と賭博師との恋、
南部で労働に精を出す黒人の姿などが描かれた作品。

DVD D-254 リオ・グランデの砦 一般 劇 105分
「アパッチ砦」「黄色いリボン」に続く、ジョン・フォード監督の騎兵隊西部
劇三部作の最終作。ジョン・ウェイン主演。

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-268 地震に備えて今、やるべきこと 一般 防災 23分

中越沖地震、岩手・宮城内陸地震や中国四川大地震の被害の様子など
から直下型地震の恐ろしさを伝え、そのメカニズムを分かり易く説明しま
す。そして安全に避難する方法、情報収集・安否確認の手段を分かり易
く解説します。

DVD D-269 地震への備えが命を守る 一般 防災 21分

近年起きた中越沖地震、岩手・宮城内陸地震や中国四川大地震の被害
の様子を検証し、崖崩れ・津波・火災など二次災害の恐ろしさを捉えて
いきます。地震が起こるメカニズムをＣＧで再現しアニメキャラクターの
「ナマズ君」によるクイズ形式での地震発生時の対応を学んでいきます。

DVD D-271 年間の保育記録　３歳児前半・後半①② 一般 教育 73分
入園から卒園まで、一人のこどもを通して幼児の発達と保育の実際を描
きます。　①よりどころを求めて②やりたい、でもできない

DVD D-272 年間の保育記録　４・５歳児編③④ 一般 教育 103分
入園から卒園まで、一人のこどもを通して幼児の発達と保育の実際を描
きます。③先生とともに④育ちあい学びあう生活の中で

DVD D-285 ヘレンケラーをしってますか 一般 人権 105分
盲聾の老女と生きる意味を見失った少年の偶然の出会いから始まる、
感動の物語。金子みすヾの詩「私と小鳥と鈴と」の一節、「みんなちがっ
て、みんないい」をテーマに、生命の根源である「愛」を問う作品。

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-301 大地の母　きくゑ 一般 人権 32分

差別を乗越え、人々の温かい心に支えられながら生き抜いてきたきく
ゑ。生活苦から考え出されたうどん作りが思わぬところで地域社会に役
立つこととなる。80歳を過ぎた今でもきくゑの地域交流活動はとどまると
ころを知らない。

DVD D-303 あの空の向こうに 一般 人権 38分
普段何気なく使っている携帯電話やインターネットによる人権侵害にス
ポットをあてた作品。誰もが被害者又は加害者になり得ることから、ここ
ろ豊かなコミュニケーション社会の在り方を考える。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-308 雨月物語 一般 劇 97分
戦国の世、貧しい陶工・源十郎は若狭姫という女性と知り合い、一緒に
生活するようになる。だが若狭姫の正体は死霊だった。それを知った源
十郎は若狭姫を捨て故郷に逃げるが・・・。

DVD D-309 祇園囃子 一般 劇 85分
京都の花街・祇園を舞台に、芸妓とそれを取り巻く人々の生態を細部ま
で描き出した人間ドラマの傑作

DVD D-310 東京物語 一般 劇 136分
尾道から２０年ぶりに上京した夫婦が子供たちの家を訪ねる。しかし彼
らはそれぞれの生活を守るのに精一杯だった。ただ戦死した次男の嫁
だけが義理の両親に優しさを示す・・・小津安二郎監督作品。

DVD D-311 お茶漬の味 一般 劇 115分
良家出身の妻と田舎出身の夫との間には倦怠期が訪れていた。ある時
夫は出張が決まり、妻にそのことが告げられずに出発する・・・。小津安
二郎監督作品。

DVD D-312 日本名作映画集２５　武蔵野婦人 一般 劇 88分
良家出身の妻に劣等感を持つ夫を軸に、妻の義理の弟、親戚の男とそ
の妻の人間模様が描かれた作品。

DVD D-313 日本名作映画集２６　お遊さま 一般 劇 95分
見合いの席で男が一目ぼれしたのは、その相手ではなく、付添いの姉
だった・・・。

DVD D-314 日本名作映画集１８　父ありき 一般 劇 94分
東京で教師をしながら一人息子を男手ひとつで育てた父親。教師を辞
め、故郷に戻った父親はやがて子供を残して上京する・・・小津安二郎
監督作品。

DVD D-315 日本名作映画集１９　長屋紳士録 一般 劇 72分
戦後、焼け跡に家が建ち始めたころ、戦災孤児のうちの一人の少年を
育てることになった女は、次第にその少年にわが子の面影を重ねはじめ
るが・・・　　小津安二郎監督作品。

DVD D-316 日本名作映画集２１　晩春 一般 劇 108分 結婚をめぐる父と娘を題材にした感動作。小津安二郎監督作品。

DVD D-317 日本名作映画集２２　麦秋 一般 劇 124分
「晩春」に続き、父と娘の関係や、娘の結婚問題を主なテーマにしてい
る。小津安二郎監督作品。

DVD D-318 日本名作映画集１３　青い山脈ー前後編ー 一般 劇 183分
東北地方の港町を舞台に若者の男女交際をめぐる騒動を描いた青春物
語。石坂洋二郎原作作品。

DVD D-319 日本名作映画集１５　地獄門 一般 劇 89分
平清盛の留守を狙い都で反乱が起こる。平康忠は上皇とその妹を逃が
すため身代わりとなった袈裟を牛車に乗せ護衛を盛遠に任せる。盛遠
は任務を果たすが、袈裟に惚れ、彼女の夫との間に確執が・・・

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-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-337 大地震発生！ー大切な命を守るためー 一般 防災 22分

最新の研究データや能登半島地震、新潟中越地震の映像や体験談、
東海地震と東南海地震が同時に発生した場合のシミュレーション、在来
木造住宅振動台実験、転倒防止器具の注意点、情報収集、緊急地震速
報などを紹介し、迫りくる大地震に備える内容。

DVD D-338 津波襲来　その一瞬が生死を分ける 一般 防災 22分
三陸大津波の体験者による案内、アニメーションや実験映像を交えた津
波にまつわる誤解の解説、実査に尾鷲市で行われている避難訓練の様
子などを紹介。

DVD D-341-01 Ｍａｙｕ　まゆ　ーココロの星ー 一般 人権 123分
２１歳のまゆが、ある日突然直面した現実。乳がんという病気を主軸にし
ながら、本作で描かれるのは「生きる」こと。まゆの凛とした生き方は観
る者すべてに勇気と希望と強さを与えるだろう。

DVD D-341-02 Ｍａｙｕ　まゆ　ーココロの星ー（バリアフリー） 一般 人権 123分
２１歳のまゆが、ある日突然直面した現実。乳がんという病気を主軸にし
ながら、本作で描かれるのは「生きる」こと。まゆの凛とした生き方は観
る者すべてに勇気と希望と強さを与えるだろう。

DVD D-342-01 ゼロからの風 一般 人権 111分
飲酒運転事故で息子を亡くした女性が街頭に立ち署名を集め、やがて
危険運転致死傷罪の新設につながるまでを描いたもの。

DVD D-342-02 ゼロからの風（バリアフリー） 一般 人権 111分
飲酒運転事故で息子を亡くした女性が街頭に立ち署名を集め、やがて
危険運転致死傷罪の新設につながるまでを描いたもの。

DVD D-343 紙屋悦子の青春 一般 平和 111分
主人公悦子の縁談相手は、ひそかに想っていた明石の親友・永与だっ
た。明石を想う悦子、出撃を控え永与に悦子を託す明石、２人の想いを
受け止める永与、戦火に芽生えた恋物語。

DVD D-344 ヒロシマ　ナガサキ 一般 平和 46分
科学者たちの報告を集大成した書物「広島・長崎の原爆災害」に基づ
き、科学的な視点から被爆者の証言を交え、被爆の総合像を描いた記
録映画。

DVD D-353 無事故の法則 一般 交通安全 22分
人が自ら招く危険をドラマと事故映像（ドライブレコーダー）で構成。そし
て交通事故を防ぐための安全運転の４つの法則「交通ルール・危険予
測・平常心・体調」をわかりやすく解説します。

DVD D-357-01 昭和二十年　第一巻、第二巻 一般 歴史 115分
第一巻：敗残の兵　海外にいた邦人を本土に送還する帰国事業の様子
を収録　第二巻：焦土の国土　東京・大阪等の焼け跡と復興に向けて逞
しく生きる庶民の姿を収録。

DVD D-357-02 昭和二十年　第三巻、第四巻 一般 歴史 136分
第三巻：焦土の町/戦禍の郷土　各都市の焼け跡と復興に向けて逞しく
生きる庶民の姿を収録。　第四巻：戦災を免れた京都　数々の名所・旧
跡を持つ古都「京都」は空襲を免れ街並みも人々の生活も残った。

DVD D-357-03 昭和二十年　第五巻 一般 歴史 54分

第五巻：伝統とGHQ　1200年以上の歴史を誇る京都では戦禍を乗越え
連綿と続く伝統の技を後世に伝えていく。一方では人々が新しい社会を
建設するために動き出す。新たな戦後体制構築のため国政選挙が行わ
れ、拡大する闇経済を食い止めるため横流しは摘発された。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-357-04 昭和二十年　第六巻 一般 歴史 59分

第六巻：復興への道　戦争のために動員されていた工業は一転して復
興のために向けられることとなった。戦車は鉄屑となり溶鉱炉へ送られ
大きなプレス機で鍬や皿を作り、余った石炭を練って練炭を作る人々が
映し出されている。

DVD D-357-05 昭和二十年　第七巻 一般 歴史 57分

第七巻：民衆の鼓動　戦争により閉鎖されていた宝塚大劇場は進駐軍
の接収を経て返還され1946年に講演を再開し人々の心を癒した。また
GHQに許可を仰がなければならないなど様々な問題を抱えながらも大
相撲の復興が始まった。

DVD D-358 もし今、地震が起きたら 一般 防災 19分
地震時の行動を起震装置の実験で検証する。地震時にいる場所の危
険、緊急地震速報時の行動、事前の備えなどを紹介する。

DVD D-359 津波・命を守る心構え 一般 防災 20分

２０１１年３月に発生した東日本大震災を取材し、津波から命を守るため
にはどのようんな意識を持ち、どのような行動を取るべきか考える。小中
学生６００人が津波から逃げ切った釜石町の防災教育、津波の基礎知
識などを紹介。

DVD D-363 宮沢賢治の生涯 一般 伝記 60分
宮沢賢治の生涯を映像で綴りました。詩人、作家、教育者としての賢治
の全仕事を紹介するとともに賢治の生きた足跡、賢治の名作ゆかりの
地をたずねます。

DVD D-372 トムとトーマス 一般 劇 110分
お互いを知らずに育った双子のトムとトーマスは、９歳の誕生日に遂に
出会い二度と離れないと誓うが・・・。クリスマスのロンドンを舞台に繰り
広げられる冒険ストーリー。

DVD D-404
防災の備えと意識１０カ条　東日本大震災が残し
た教訓

一般 防災 22分

地震対策や津波対策でまず大切なことは自分の命は自分で守る「自助」
について１０項目にまとめて紹介。建物や塀の耐震補強、家電・家具の
固定、初期消火、怪我の防止、非常持ち出し等の具体的な方法を説明
する。

DVD D-405
放射性物質の光と影　人体の影響は？生活の
影響は？

一般 理科 26分

放射性物質、放射能、放射線などの意味の違い、放射線の種類やその
性質についてさらに生活の身の回りで役に立っている放射線、自然放射
線など広く紹介、解説している。正しい知識を身につけることにより風評
に流されない的確な判断力を養う一助を目指す。

DVD D-412 ヒロシマの記憶 一般 平和 35分
被爆から２か月後に撮影された映像と、同じ場所の現在の映像を対比さ
せながら、広島の原爆の記憶をたどるドキュメンタリー。

DVD D-413 長崎の記憶 一般 平和 37分
長崎に原爆が投下されて2か月後。焦土の風景と苦しむ被爆者、治療を
受ける人々や医師と看護師、焼き尽くされた建物、瓦礫に埋まる町の様
子が映しだされている。

DVD D-415 サンタクロースになった少年 一般 劇 80分
事故で独りぼっちになった幼いニコラスを、村人たちは１年交代で世話を
することに。クリスマスはニコラスが新しい家族に移る日。だが６年後、
村は飢饉にみまわれる・・・。悲しくも心温まるサンタクロース誕生秘話。

DVD D-416 ウィンキーの白い馬 一般 劇 96分
中国からオランダにやってきた６歳の少女ウィンキーはセント・ニコラス
の日のプレゼントに馬が欲しい、とお祈りをしていた。だがそれはかなわ
ず、学校から飛び出したウィンキーの目の前に現れたのは・・・

DVD D-417 クリスマスに雪はふるの？ 一般 劇 90分

滅多に雪の降らない南仏プロヴァンスの片田舎に暮らす父母と７人の子
供達。一見幸せそうに見えるが父は夜になるともう一つの家庭に帰って
いく。身勝手な父親に耐える母と子供達。季節は夏から秋へそして冬が
訪れ、クリスマスに母親はある決心をする・・・。

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-420
若者の契約トラブル　～ネットトラブル・マルチ商
法～

一般 防犯 55分
若者の生活に欠かすことのできないインターネットと、若者の被害が深
刻なマルチ商法を取り上げています。

DVD D-432 子どもの非行と親の接し方 一般 家庭 24分

このドラマは親が子供の事に無関心、無責任な接し方の例と、期待して
いた子供がそれに応えられないと見るや見捨てようとする親の例を取り
あげました。親子の対話の大切さ、子供の非行等を防ぐための望ましい
親の接し方を示唆します。

DVD D-433
活きる力を育む　保育ビデオシリーズ　生活習慣
としつけ

一般 家庭 20分
しつけには食事や排泄、衣服の着脱など基本的な生活習慣と、社会の
一員として集団生活を送っていくための社会的習慣の二面があります。

DVD D-434
楽しい子育て支援・保育ビデオシリーズ　ほめ上
手　叱り上手

一般 家庭 21分
親子のよい関係をつくりだすほめ方、叱り方とはどのようなものなのか。
上手なほめ方、叱り方のためには、赤ちゃんが産まれたときからの信頼
関係が大切です。

DVD D-435
楽しい子育て支援・保育ビデオシリーズ　一人で
がんばらない

一般 家庭 22分
子育ては喜びであると同時に不安や悩みを持つもの。良い子に育てた
いとおもわず方に力が入ってしまうもの。いつの時代でも子供は家庭と
地域で育むものだが、一人で頑張らないことが大事です。

DVD D-436 地上最大のショウ 一般 劇 152分 世界最大のサーカス団を舞台にした映画。

DVD D-437 西部戦線異状なし 一般 劇 128分
第一次世界大戦下のドイツで教師に愛国精神を説かれ胸を熱くしながら
出征を志願し厳しい訓練の下、戦線に赴いたポール。しかし戦場の実態
は想像を絶する苛酷なものであった。

DVD D-438 自転車泥棒 一般 劇 88分
第二次大戦後の失業者あふれるイタリアを舞台に、２人の父子が生き
抜く姿を描いた感動のドラマ。

DVD D-441 一秒のミス　心のミス　-危険予測と安全確認- 一般 交通安全 19分

実際の事故を捉えたドライブレコーダーの映像や事故の再現映像を織り
交ぜながら検証する。また、B級ライセンス取得者の女性ドライバーが事
故の多発する様々な交通場面を走行しながらその場面に応じた安全運
転のポイントを検証する。

DVD D-442 ぼくと仔犬のわんぱく大事件 一般 劇 42分
主人公の少年が仔犬を拾ったばっかりに大騒動に巻き込まれ、今度は
サイフを拾ってまたまた大騒動に・・・「親切」「勇気」「心のふれあい」を描
いたドラマ。

DVD D-447 今、地域社会と職場の人権は！ 一般 人権 36分

日常生活の中にある様々な人権問題に焦点をあて、４項目に分けた構
成ドラマ。①高齢社会の中の地域と職場の人権②子育てと働く女性の
人権③ハラスメントを見逃さない職場と人権④同和問題、差別のない明
るい社会を



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-451 ミラーを拭く男 一般 劇 117分

定年間近のサラリーマン・皆川は突然飛び出してきた自転車をよけきれ
ずにはねてしまう。被害者の少女は軽傷で済んだ。脚立と清掃用具を抱
えて事故現場を訪れた皆川はひたむきにカーブミラーを拭きはじめた。
ついには家族に内緒で会社を辞め全国のカーブミラーを拭く旅にでるの
だった・・・。

DVD D-456 探梅～春、遠からじ～ 一般 人権 40分 ○
人権課題の多くは、人を排除する意識から生まれ人が孤立することで深
刻化していきます。しかし「困ったときはお互い様」その気持ちが人を温
かく結び付け、助け合う社会へと導きます。

DVD D-458 いのちのあさがお 一般 人権 36分
実話に基づくこの映画は、急性白血病のため7歳で亡くなった丹後光祐
君と家族の愛情の物語です

DVD D-459 生き抜く　南三陸町　人々の一年 一般 防災 99分
テレビでは伝えられない、宮城県南三陸町の日常を記録した大阪・毎日
放送の取材チームによるドキュメンタリー

DVD D-465 災害時、ドライバーはどう生き残るか 一般 防災 28分
ドライバーが地震、津波、火災などの災害に遭遇した時にどの様に行動
すればよいのか、東日本大震災を参考に学ぶ

DVD D-466 放火を防ぐ第一歩　放火をさせない環境づくり 一般 防犯 19分
放火の実情、個人や地域の放火対策を紹介し、安全な街づくりの大切さ
訴えます

DVD D-467 二重被爆　語り部　山口彊の遺言 一般 平和 70分
歴史に埋もれていた二重被爆の実態を明らかにし、反核の思いを伝え
続けた山口さんの遺言の意味を描いた

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-472 熱中症 一般
保健・健

康
15分

熱けいれん・熱失神・熱疲労（脱水症）・熱射病の症状を解説し、アイシ
ングなどの応急処置例と水分補給などの予防法についてわかりやすく
説明しています

DVD D-473 地域で守る子どもの安全 一般 防犯 17分
「地域の危険を知る、子ども達の意外な遊び場所、自主防犯グループ、
個人でできる防犯活動、社会全体での取り組み」を紹介し解説していま
す

DVD D-476 無関心ではいけない！障害者の人権 一般 人権 24分
視覚・聴覚・身体障害者の日常を通し、直接・間接差別や合理的配慮を
怠った場合の差別について考えて、「差別解消法」への理解を深める

DVD D-477 冬道の危険を知る　安全に走行するために 一般 交通安全 18分
スリップ・雪による視界不良による事故はどのようにして起きているの
か、どんな場面が危ないのか、基本的な知識を具体的に紹介し解説し
ている

DVD D-479-1 新・職場のメンタルヘルス(第１巻) 一般
保健・健

康
20分

第１巻自殺予防編　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職に必要な
知識ノウハウをミニドラマで描く

DVD D-479-2 新・職場のメンタルヘルス(第２巻) 一般
保健・健

康
7分

第２巻職場復帰編　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職に必要な
知識ノウハウをミニドラマで描く

DVD D-479-3 新・職場のメンタルヘルス(第３巻) 一般
保健・健

康
18分

第３巻過重労働対策編　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職に必
要な知識ノウハウをミニドラマで描く

DVD D-479-4 新・職場のメンタルヘルス(第４巻) 一般
保健・健

康
30分

第４巻職場復帰編PART２　部下が心の病に罹ってしまった時、管理職
に必要な知識ノウハウをミニドラマで描く

DVD D-480 エールを贈るバス 一般 人権 29分
親の無責任な発言から子供達の心が動く！
涙も元気も勇気も出る心温まる人権啓発映画です

DVD D-489
DX（ディスレクシア）な日々　-美（び）んちゃんの
場合ー

一般 人権 81分
ディスレクシアは、発達障害（LD）の中心的な症状です。このドキュメンタ
リーは、人生を楽しみ自信を持って前向きに生きる通称美んちゃんの日
常を描いています

DVD D-491 中高年のための健康教室 一般
保健・健

康
17分

健康長寿をめざすために必要な心構えと実践したい事柄について紹介
する

DVD D-493
ねらわれています！あなたも
多発する振り込め詐欺

一般 防犯 22分
被害者のほとんどが振り込め詐欺の知識を持ちながら、なぜ騙されるの
か、どうしたら防げるのか・・・

DVD D-494 夢のつづき 一般
社会連帯

意識
40分 ○

世代の異なる者との交流を通じ、様々な立場の人々の絆や生きがいを
描く

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-496 高齢者虐待　尊厳を奪わないために 一般 人権 26分
実例３例のオムニバスドラマ。介護の問題点と虐待防止の対応法を紹
介します

DVD D-497 鉄人２８号 一般 劇 113分
破壊ロボット「ブラックオックス」が飛来し東京を次々と破壊していった。
その猛威に立ち向かえるのは正太郎少年しかいない。勇気をふりしぼり
戦いに挑む正太郎、果たして結末は？

DVD D-499 心肺蘇生法 一般
保健・健

康
27分

救命処置の意義と正しい方法・手順について、丁寧に解説。学習を通じ
て「命を救う」ということについて考えることができます。

DVD D-500 最期の願い　どうする自宅での看取り 一般
保健・健

康
26分

命（死の準備）教育ビデオ。ある在宅医療を支えるクリニックの活動を紹
介し、QOLのあり方を理解してもらい尊厳のある生き方・死に方とは何
かを考えていきます。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-506
がんは怖い・でも怖くない
　-乳がんー

一般
保健・健

康
17分

人間ドッグでがんが見つかり第５期の乳がんと宣告をうけた女性を紹介
する。真正面から立ち向かい苦しい闘病生活を経て、また再発転移の
不安のなかでも元気になり、仕事も趣味した充実した人生を楽しんでい
ます。

DVD D-509 NPOならきっとできる！ 一般
社会連帯

意識
32分

子ども編・・・NPOってなぁに？（１５分）大人編・・・あなたが変える社会と
人生！～NPOとの出会い～総合的な学習の時間、地域の講座や説明
会・企業研修・退職者向けセミナー等でご活用下さい

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-511
配偶者からの暴力の根絶をめざして
～配偶者暴力防止法のしくみ～

一般 人権 35分
配偶者からの暴力は、犯罪となる行為をも含む重大な人権侵害で、そ
れは身近なところでおきてます。改正法が成立した配偶者暴力防止法を
わかりやすく紹介します

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-515
歯周病菌が身体を蝕む
対策は歯みがきと生活習慣改善

一般
保健・健

康
15分

日本人の半数がかかっているといわれている歯周病は、動脈硬化、心
筋梗塞、脳卒中、口腔ガンなどに関わっている事がわかってきました。
その治療、対策を紹介し、生活改善も大切と訴える。

DVD D-517
病気にならない体づくり
　～コア・トレーニング～

一般
保健・健

康
64分

メタボ対策や肩こり、腰痛などの改善・予防、ダイエットに最適なコア・ト
レーニング。どこでも誰でも手軽にできるエクササイズを紹介します。

DVD D-518
避難所の開設・運営
 その時、皆さんの力が必要です

一般 防災 17分
地域の防災拠点としての避難所の役割、解説・運営の流れ、東日本大
震災での教訓を解説し、市民が運営の一員であり共助力を一層高める
ことを目的とした市民向けの防災・減災教材です。

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-530
ウォーキングWＩTHダイナソー
BBCオリジナルシリーズ　VOL１

一般 理科 86分
恐竜ドキュメンタリーの傑作
Episode１ 恐竜の出現ー三畳紀　Episode２　巨大になった恐竜たちー
ジュラ紀　Episode３-海の支配者ージュラ紀

DVD D-531
ウォーキングWＩTHダイナソー
BBCオリジナルシリーズ　VOL２

一般 理科 87分

恐竜ドキュメンタリーの傑作
Episode４　大空の巨大生物ー白亜紀前期　Episode５　氷の森に生きる
恐竜たちー白亜紀後期　Episode６　運命の時ー白亜紀後期　特典映
像：５２分付き

DVD D-532
ウォーキングWＩTHダイナソー
スペシャルタイムスリップ！恐竜時代

一般 理科 58分
映画化された大ヒット・シリーズ「ウォーキングWＩTHダイナソー」のスペ
シャル版！　Episode１ 巨大カギ爪を追え！　Episode２　地上最大の巨
大恐竜

DVD D-533
ウォーキングWＩTHダイナソー
  スペシャル：海の恐竜たち

一般 理科 87分

映画化された大ヒット・シリーズ「ウォーキングWＩTHダイナソー」のスペ
シャル版！　Episode１　危険度５-７　オルドビス紀・三畳紀・デポン紀
Episode２　危険度　３-４　始新世・鮮新紀　Episode３　危険度１-２　ジュ
ラ紀・白亜紀

DVD D-534
ウォーキングWＩTHダイナソー
  スペシャル：伝説の恐竜ビック・アル

一般 理科 58分
映画化された大ヒット・シリーズ「ウォーキングWＩTHダイナソー」のスペ
シャル版！　Episode１：伝説の恐竜ビッグ・アル　Episode２　ビッグ・アル
を調査せよ！

DVD D-535 生きた正倉院　雅楽 一般 芸術 90分
生きた正倉院　雅楽（２８分）　雅楽は５世紀から９世紀にかけて伝来し
た世界最古のオーケストラといわれています。　甦る古代音楽の響き（２
６分）　悠久の舞楽（３６分）

DVD D-550 ありがとう 一般
保健・健

康
教育

55分

筋ジストロフィー（進行性筋委縮症）を患った石川正一さん（享年２３歳）
の記録である。病気を契機に福祉活動や看護師の道に入った両親や兄
弟の歩みも描く。人間にとって最後の最も大切なものは何か考えさせる
稀有な作品である。

DVD D-551 日本画家・平山郁夫 一般 芸術 32分
美しい画像で綴った、被爆体験から平和と文化財保護の必要性を学ん
だ平山郁夫のメッセージ！中学校道徳・美術、高等学校の道徳心を養う
教材に向いています。指導の手引付き。（字幕版あり）

DVD D-552 深刻化する気象災害 一般 防災 25分
集中豪雨、土砂災害、竜巻・落雷、大雪などの気象災害の発生を実験
やＣＧで解説し、身を守るための事前の準備を具体的に説明すると共
に、災害に直面した場合の対策も解説しています

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-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-567 はだしのゲン　涙の爆発　（第２部） 一般 平和 123分
終戦直後の広島市を中心に、原爆孤児であるわんぱく少年ゲン達のバ
イタリティあふれる生きざまを感動的に描き、差別を生んだ被爆の残酷
さを告発している

DVD D-568 はだしのゲン　ヒロシマのたたかい （第３部） 一般 平和 128分
戦争体験をした人だけが知りうるその悲惨な実態を、戦争を知らない世
代にいかに伝えるか・・・感動的に少年ゲンの力強い生き方を描く

DVD D-573 火垂るの墓(実写版) 一般 平和 100分
空襲で病身の母を亡くし出征した父とは連絡が途絶えた清太は妹・節子
とともに親戚に世話になるが、冷たい仕打ちに耐えられず家を出て防空
壕で生活を始めた。ホタルのように短く儚い２人の命は・・・

DVD D-574 ＮＩＴＡＢＯＨ 一般 劇 100分 ○
魂を揺るがすあの津軽三味線の叩き奏法を生み出した仁太坊。失明し
た少年期から、もがき苦しむ青年期の成長の過程を史実とフィクションを
交えて描き出す。精神の拠り所を失っている者への強烈なメッセージ！

DVD D-580 黄昏 一般 劇 112分

田舎から働きに出たキャリーは、生活に困りセールスマンのドルーエの
援助に頼り同居を始めた。一流料理店の支配人のジョージはキャリーに
会い、ドルーエの目を盗んで逢い次第に心を惹かれ話はついに結婚に
まで進んだのだったが…

DVD D-581 市民ケーン 一般 劇 119分

新聞王ケーンの半生を回想形式で描く。新聞記者のトンプソンは、ケー
ンが残して死んだ「バラのつぼみ」という謎の言葉の意味を求めて、生前
の彼を知る人物にあたるが……。オーソン・ウェルズ監督・主演で贈る不
朽の名作

DVD D-582 ジャンヌ・ダーク 一般 劇 100分
少女ジャンヌはイングランドとの百年戦争でフランスを勝利に導いて国
民的ヒロインとなった。敵軍に捕らえられ19歳の若さで魔女として火刑に
処せられた彼女の心理的葛藤を描く

DVD D-583 太平洋作戦 一般 劇 99分
厳格な少佐と反抗的な部下との対立をからませ、実写フィルムを大量に
使用しガダルカナル島での壮絶な戦いを描く

DVD D-584 硫黄島の砂 一般 劇 110分
アメリカ海兵隊の軍曹であるストライカーの隊は、硫黄島の戦いに参戦
し、摺鉢山に星条旗を掲げようとする

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

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-587 守ってますか？自転車のルールとマナー 一般 交通安全 20分
自転車が加害者となる交通事故を起こさないための、「安全に、楽しく、
スマートに乗る」広報、交通安全教材です。

DVD D-606 The A-bomb　ヒロシマで何が起こったか 一般 平和 46分
広島への原爆投下直後の貴重な映像と当事者の証言インタビューを織
り交ぜながら、原爆を知らない若い世代にもわかりやすい内容で原爆や
放射線被害の実態を伝えます。

DVD D-617 災害時の食支援 一般 防災 84分
東日本大震災において、行政、病院、学校給食、管理栄養士養成施
設、栄養士がどのような食支援を行なったのか、また、被災者の健康を
支える食支援を効果的に進めるための課題をまとめたDVDです。

DVD D-620 幼い命を守れ！どう教える「避難の方法」 一般 防災 26分
幼稚園や保育所の指導者向けに、災害発生時、幼児がすぐに身を守る
行動ができるようにするためには、日常生活の中で、どのような指導の
工夫が必要なのかを紹介します。

DVD D-621
項目別 介護技術のコツと実践 Vol.1
身体を動かす・日頃の健康管理

一般
保健・健

康
60分

臨場感あふれる映像と目的・項目ごとの解説で、学びたい介護ケアを素
早く習得できる構成の実用DVD。施設や在宅での介護技術の向上、家
庭での介護負担軽減、寝たきり予防に必要な介護技術の習得に役立ち
ます。

DVD D-622
項目別 介護技術のコツと実践 Vol.2
もしもの対応・リハビリテーション

一般
保健・健

康
46分

臨場感あふれる映像と目的・項目ごとの解説で、学びたい介護ケアを素
早く習得できる構成の実用DVD。施設や在宅での介護技術の向上、家
庭での介護負担軽減、寝たきり予防に必要な介護技術の習得に役立ち
ます。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-623
項目別 介護技術のコツと実践 Vol.3
清潔を保つ・排せつのお世話

一般
保健・健

康
50分

臨場感あふれる映像と目的・項目ごとの解説で、学びたい介護ケアを素
早く習得できる構成の実用DVD。施設や在宅での介護技術の向上、家
庭での介護負担軽減、寝たきり予防に必要な介護技術の習得に役立ち
ます。

DVD D-625 森の中の淑女たち 一般 劇 101分

カナダ、ケベック州の片田舎、モントレンブラントの森で一台のバスがエ
ンジントラブルを起こし、乗客と運転手は森の中の廃屋で共同生活を送
ることになる。異なる人生を歩んできた七人の老婦人と女性運転手の姿
を描く人間ドラマ。

DVD D-626
人生をダメにしないで
違法ドラッグの危険性

一般
保健・健

康
22分

違法ドラッグが身体与える影響や、危険性を科学的に検証しています。
また、法律的になぜ違法なのか、厚生労働省が打ち出した｢包括指定｣
などを盛り込みながら、違法薬物に対する正しい知識を身につける内容
となっています。

DVD D-627
子育てに希望を！
児童虐待のない社会のために

一般 人権 19分

児童虐待の増加が大きな社会問題になっています。母親なら誰でも感じ
ることのある子育ての不安から起因する問題とその解決法を、再現ドラ
マや、埼玉県和光市での地域ぐるみの取り組みを見ていきながら、わか
りやすく紹介します。

DVD D-628
悩む子供の話を聞こう
子どものうつ病と自殺対策

一般 家庭 23分
うつ病を原因とした子供の自殺という悲劇をおこさせないために、身近
にいる教師・保護者が、うつ病についての正しい知識を身につけ、子共
のうつ病の早期発見と対策方法について解説します。

DVD D-629
歯周病菌は赤ちゃんにもうつる
女性と歯周病対策

一般
保健・健

康
14分

女性はホルモンバランスの変化により、歯周病にかかりやすい傾向にあ
ります。女性ホルモンと歯周病の関係を描きながら、セルフケアとプロ
フェッショナルケアで、早期に歯周病予防・改善に取り組む大切さを訴え
ます。

DVD D-630
パパもいっしょいに見たい！聞きたい！
初めての赤ちゃんのこと 1巻
「もうすぐ出産～生まれてすぐ」

一般 家庭 26分

パパのための実践的な育児情報やママへのサポートなど、これからの
育児生活の手助けとなるDVD教材。出産にむけての準備や情報を解説
し、生まれてすぐに行う授乳や沐浴、オムツ替えの方法などをまとめまし
た。

DVD D-631
パパもいっしょいに見たい！聞きたい！
初めての赤ちゃんのこと 2巻
「赤ちゃんの生活・健康・安全」

一般 家庭 23分

赤ちゃんが成長するにつれて外出する機会が増えたり、ハイハイを始め
たりと行動範囲も広がり、ケガや病気の心配が増えます。産後の赤ちゃ
んに起こりやすいケガや病気への対策、日常生活について気をつける
点をまとめました。

DVD D-632
パパもいっしょいに見たい！聞きたい！
初めての赤ちゃんのこと 3巻
「パパの育児と祖父母との関わりかた」

一般 家庭 23分
パパにも役立つ育児の基本や、パパならではの育児の関わりについて
解説します。今と昔の子育ての違いについても学び、 おじいちゃん・お
ばあちゃんとのコミュニケーションに役立てていただけます。

DVD D-644 火災から命を守る８つのポイント 一般 防災 19分
全国各地で毎日のように発生する住宅火災。住宅火災から命を守るに
は、3つの習慣、5つの対策が重要です。その8つのポイントを一つ一つ
検証します。

DVD D-645
「一気飲み」が死亡事故へ
急性アルコール中毒の危険

一般
保健・健

康
20分

大学生活を送っていた健康な若者が、飲酒によって突然、命を落とす
…。あってはならない悲劇が何度も繰り返されている。アルコールの持
つ恐ろしい一面と、背景にある問題点を、ナビゲーターと共に探ってい
く。

DVD D-646 サクラサク 一般 劇 107分
さだまさし原作の小説を映画化。認知症の父親と、家族を顧みず仕事に
没頭してきた息子、そしてその家族の再生を描く、家族のロードムー
ビー。

DVD D-647 トロッコ 一般 劇 116分
芥川龍之介原作の短編小説「トロッコ」をモチーフに、舞台を台湾に移し
映画化した作品。急死した父親の納骨のため台湾を訪れた、幼い兄弟
の冒険と成長、家族の絆を描いた物語。

DVD D-648 Little DJ　小さな恋の物語 一般 劇 128分

野球とラジオが大好きな少年は病に倒れ入院するが、ふとしたことから
院内放送でラジオDJをすることになる。そんなある日、交通事故で入院
してきた１つ年上の少女と出会う。70年代の函館を舞台にした、切ない
初恋の物語。

DVD D-649 ポテチ 一般 劇 86分
プロ野球のスター選手と空き巣を生業とする人。同じ生年月日でありな
がら、対照的な人生を歩む2人の青年。別々の人生を歩んでいるかのよ
うにおもえた2人は、目に見えない強い力で引き寄せられていった…。

DVD D-650 横道世之介 一般 劇 164分

世之介は長崎県から大学進学のため上京した18歳。どこか図々しくも人
の頼みを断れないお人好しの世之介は、仲間たちとともに青春時代を過
ごす。16年後、そこに彼の姿はなく、思い出の片隅の真ん中で、彼はい
つも笑っている。

DVD D-651
三遊亭楽太郎十八番集1
薮入り、お化長屋

一般 民族 61分
平成20年8月に六代目三遊亭圓楽襲名を発表した三遊亭楽太郎。還
暦・芸能生活40周年を迎える平成22年3月2日の襲名式に合わせた襲名
記念作品。

DVD D-652
三遊亭楽太郎十八番集2
禁酒番屋、死神

一般 民族 69分
平成20年8月に六代目三遊亭圓楽襲名を発表した三遊亭楽太郎。還
暦・芸能生活40周年を迎える平成22年3月2日の襲名式に合わせた襲名
記念作品。

DVD D-653
三遊亭楽太郎十八番集3
明烏、芝浜

一般 民族 71分
平成20年8月に六代目三遊亭圓楽襲名を発表した三遊亭楽太郎。還
暦・芸能生活40周年を迎える平成22年3月2日の襲名式に合わせた襲名
記念作品。

DVD D-656
危険！自動車運転中のスマホ
事故発生のメカニズム

一般 交通安全 15分
近年増加している、運転中のスマホ操作による交通事故。その危険性を
科学的に検証し、運転スマホの危険性と防止を訴えるとともに、安全運
転の大切さを呼びかけます。

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-659 太田のエンヤーホー 一般 民族 59分
旭市太田八坂神社に伝わる、悪霊を払い豊作を祈願する民俗芸能「つく
舞」の一つ。豊作祈願と子宝祈願の無言劇のあと、子どもたちの「エン
ヤーホー」というかけ声に合わせて演じられます。

DVD D-662 マララ　教育を求めて闘う少女 一般 人権 30分
ノーベル平和賞を受賞したパキスタンの少女マララ・ユスフザイ。暴力に
屈することなく、女子教育の必要性を訴え続ける彼女の映像から、その
素顔と信念を見る。そして教育を受ける価値を改めて問う。

DVD D-674
問われる住民の防災力
自助・共助の輪を広げよう

一般 防災 22分
木造住宅密集地の自主防災組織、津波が予想されている沿岸の自主
防災組織、そして東日本大震災で、実際に津波から逃れた人の体験談
も紹介しながら、大地震に備える自助・共助の大切さを考えます。

DVD D-679 美女と野獣 一般 劇 113分
囚われの身となったベルは、恐ろしい野獣の、悲しい瞳に惹かれていく。
彼が野獣になった本当の理由…その秘密は“真実の愛”だけが解き明
かす。ファンタジーの傑作を、原作小説に基づき実写映画化。

DVD D-680 旅立ちの島唄～十五の春～ 一般 劇 114分

沖縄県南大東島には高校がなく、島唄グループでリーダーの中学3年生
の優奈も、1年後には生まれ育った島を出なければならない。家族と離
れることへの不安や、未知の世界への好奇心を胸に、精一杯の思いを
込めて旅立ちの島唄を歌う。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-684 能　鑑賞入門 一般 芸術 25分
六百年を超えて感動を与え続ける伝統演劇「能」。その歴史をはじめとし
て、能舞台、能面と装束、演技の特色などをわかりやすく解説した能鑑
賞の手引きです。

DVD D-685 狂言　鑑賞入門 一般 芸術 27分
「能」と並ぶ日本の伝統演劇「狂言」。舞台、家の継承、演技の伝承、稽
古、謡と舞、狂言面、装束など狂言の鑑賞のための基本的な事項をわ
かりやすく解説します。

DVD D-686
海上保安庁DVDシリーズVol.1
海上保安官が見た巨大津波と
東日本大震災復興支援

一般 防災 118分
東北地方の海上保安部・署6箇所で記録された巨大津波映像と東日本
大震災復興支援のために、海上や破壊された港湾で活動する潜水士の
姿を中心とした記録映像と現地取材映像を118分収録。

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。

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-698
突然、高熱が…感染拡大
その症状と予防策

一般
保健・健

康
25分

感染症についての基本的な知識とその予防方法を身に付け、自分自身
と家族、周りの人々を感染症から守るために正しく実践していくことの大
切さを訴えます。

DVD D-699
昭和30年代の日本・家族の生活　都会の子供た
ち編

一般 家庭 142分
敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和30年代の日本の姿を、ニュー
ス映画から当時の出来事を振り返り、また短編映画で都市と農村の生
活を懐かしむ。

DVD D-700 昭和30年代の日本・家族の生活 都会のくらし編 一般 家庭 148分
敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和30年代の日本の姿を、ニュー
ス映画から当時の出来事を振り返り、また短編映画で都市と農村の生
活を懐かしむ。

DVD D-701 昭和30年代の日本・家族の生活 農村のくらし編 一般 家庭 133分
敗戦の混乱から這い出したばかりの昭和30年代の日本の姿を、ニュー
ス映画から当時の出来事を振り返り、また短編映画で都市と農村の生
活を懐かしむ。

DVD D-702 父と暮せば 一般 劇 99分
原爆の投下から3年、図書館に勤める美津江の前に1人の青年が現れ
る。彼に心惹かれながらも、ひとり生き残ったことに負い目を感じ恋心を
押さえつけようとする美津江を父は常に励まし続けるのだが……。

DVD D-703 ネコのミヌース 一般 劇 83分
新聞記者のティベはある日、木に登って降りられなくなっていた女の子ミ
ヌースを助け、ひょんなことから一緒に住むことになる。ところが、ミヌー
スはある日突然ネコから人間に変身してしまった女の子だったのだ。

DVD D-705
世界ウルルン滞在記 特別編
忘れない！戦場で傷ついた子どもたち
～ドイツ国際平和村の記録～

一般 平和 98分
1967年の創立以来、世界各国で続く内戦や紛争で傷ついた子供たちを
受け入れ、治療し、母国へ帰す活動をしてきたドイツ国際平和村の活動
のドキュメンタリー。

DVD D-706
まず命を守る備え
集合住宅・マンションの防災対策

一般 防災 22分
規模の違う2つのマンションの大地震に備える取り組みを紹介しながら、
マンション・集合住宅の自主防災のあり方を考えます。

DVD D-707
気象災害から命を守る
「想定外」はいま、起きるかもしれない

一般 防災 49分
近年、想定を超える規模の気象災害が多発しています。ゲリラ豪雨とそ
れに伴う災害を中心に取り上げ、気象に関する正しい知識と、命を守る
正しいすべを伝えます。

DVD D-710 映画 深夜食堂 一般 劇 119分
繁華街の路地裏にある深夜営業の食堂「めしや」に、マスターの料理と
居心地の良さを求めて集まってくる人々の、様々な人間模様が展開す
る。

DVD D-711 そして父になる 一般 劇 121分

一流企業に勤め幸せな家庭を築き、順風満帆な人生を過ごす主人公の
もとに産院から連絡が入り、6歳になる息子は取り違えられた他人の子
供だと判明する。血縁か共に過ごした時間か、選択を迫られた家族の苦
悩や葛藤を描く。

DVD D-712
ナショナルジオグラフィック
太平洋の楽園のレッドリスト
ハワイのモンクアザラシ

一般 理科 51分
太平洋の真ん中にある、北西ハワイ諸島に暮らすハワイアンモンクアザ
ラシは、生息数およそ1300頭と絶滅の危機にあります。特殊な小型カメ
ラによりその生態が明らかになります。

DVD D-713
ナショナルジオグラフィック
森の建築家ビーバー物語

一般 理科 50分
アメリカロッキー山脈のふもとに暮らすビーバー家族の春夏秋冬に密着
しました。新たに巣立ったビーバーは初めての冬を乗り越えられるので
しょうか。

DVD D-714
ナショナルジオグラフィック
ホッキョクグマ 解けゆく氷の上で

一般 理科 52分
地球温暖化の影響で北極圏の気温が上がり、流氷もえさになるアザラ
シもやってこない。氷の上で生活するホッキョクグマは、生きのびること
ができるのでしょうか。

DVD D-722 天王寺おばあちゃんゾウ　春子最後の夏 一般 劇 99分
昭和25年にタイから大阪の天王寺動物園へ来園し、64年間にわたり大
阪の人々に愛され続けた、ゾウの春子とその飼育員の最後の日々を
追った感動のドキュメンタリー。

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。

DVD D-729 アルプスの少女ハイジ　アルムの山（前編） 一般 劇 89分 ○
名作テレビアニメーションを再編集した総集編の前編。ハイジがアルム
の山にやってくるところから、フランクフルトでのクララとの出会いを描く。

DVD D-730 アルプスの少女ハイジ　ハイジとクララ（後編） 一般 劇 91分 ○
名作テレビアニメーションを再編集した総集編の後編。ホームシックに
なってしまったハイジはアルムの山に帰り、すっかり元気を取り戻す。そ
こへ静養のためにクララが訪れる。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-731 アルプスの少女ハイジ　長編アニメーション映画 一般 劇 107分 ○
名作テレビアニメーションを再編集し劇場公開された作品。元気いっぱ
いの少女ハイジのアルムの山での生活や仲間たちとの心の交流を描
く。

DVD D-732 アニメ文学館　伊豆の踊子・野菊の墓 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。伊豆の踊子／川端康
成、野菊の墓／伊藤左千夫

DVD D-733 アニメ文学館　風立ちぬ・春琴抄 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。風立ちぬ／堀辰雄、春
琴抄／谷崎潤一郎

DVD D-734 アニメ文学館　太陽の季節・オリンポスの果実 一般 文学 48分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。太陽の季節／石原慎太
郎、オリンポスの果実／田中英光

DVD D-735 アニメ文学館　舞姫・たけくらべ 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。舞姫／森鴎外、たけくら
べ／樋口一葉

DVD D-736 アニメ文学館　あすなろ物語・人生劇場 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。あすなろ物語／井上
靖、人生劇場／尾崎士郎

DVD D-737 アニメ文学館　放浪記・奉教人の死・高安犬物語 一般 文学 73分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。放浪記／林芙美子、奉
教人の死／芥川龍之介、高安犬物語／戸川幸夫

DVD D-738 アニメ文学館　潮騒 一般 文学 47分 ○ 日本文学の名作をアニメーションでお届けする。潮騒／三島由紀夫

DVD D-739 アニメ文学館　ぼっちゃん 一般 文学 47分 ○ 日本文学の名作をアニメーションでお届けするぼっちゃん／夏目漱石。

DVD D-740 アニメ文学館　ビルマの竪琴 一般 文学 47分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。ビルマの竪琴／竹山道
雄

DVD D-741 アニメ文学館　姿三四郎 一般 文学 70分 ○ 日本文学の名作をアニメーションでお届けする。姿三四郎／富田常雄

DVD D-742
アニメ文学館　ホームタウンの事件簿・天からの
声

一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。ホームタウンの事件簿・
天からの声／赤川次郎

DVD D-743 アニメ文学館　友情・学生時代 一般 文学 49分 ○
日本文学の名作をアニメーションでお届けする。友情／武者小路実篤、
学生時代／久米正雄

DVD D-747 LGBTを知ろう 一般 人権 20分
セクシャル・マイノリティであるLGBTの人たちを取り巻く現状を理解し、
職場や教育現場でどのように取り組んでいけばよいか解説しています。

DVD D-752 疎開した40万冊の図書 一般 平和 102分
戦争中、都立日比谷図書館の蔵書の一部と民間人から買い上げた貴
重な図書40万冊が疎開し戦火を免れた。戦争中に「本」を守った人々の
ドキュメンタリー。

DVD D-753 熊本地震から学ぶこんな対策があなたを救う 一般 防災 26分
平成28年4月に発生した熊本地震の5つの特徴から学ぶ教訓を、被害に
遭われた方へのインタビューや資料映像に加え、専門家による解説を交
えて紹介します。

DVD D-754 震災の記録Ⅰ 一般 防災 26分
時代を越え、大地震の災禍を記録映像でリアルにお伝えします。①関東
大震災(大正12年)、②関西大震災(昭和21年)、③福井大地震(昭和23
年)

DVD D-755 震災の記録Ⅱ 一般 防災 28分
時代を越え、大地震の災禍を記録映像でリアルにお伝えします。①十勝
沖地震(昭和27年)、②新潟大地震(昭和39年)、③十勝沖地震(昭和43
年)、④伊豆半島沖大地震(昭和49年)

DVD D-757 小さな世界はワンダーランドVol.1 一般 理科 98分
カブトムシ、シマリス、ハネジネズミ、マーモセットといった体長30cmにも
満たない小さな生き物たちの目線で見る、驚異と感動のドラマ。「ミニミニ
大作戦」、「秘密の森」の2話を収録。

DVD D-758 小さな世界はワンダーランドVol.2 一般 理科 50分
小さな動物による大いなる世界は都会の片隅にも存在する。ネオン輝く
東京のカブトムシ。彼は仲間との相撲で無敵であったが、ある日ついに
敗北してしまう…。「コンクリートジャングル」を収録。

DVD D-759 NORIN TEN 稲塚権次郎物語 一般 劇 110分
世界で生産されている小麦の80%を占める品種の基となった「農林10号」
やコシヒカリの基となった「陸羽132号」などを産み出し“農の神”と呼ば
れた男、稲塚権次郎の物語です。

DVD D-765 Give and　Go 一般 人権 70分
ケガでチームを離れ地元に戻っていたプロバスケットボール選手のケ
ニーは、ろうあの少女夏希と出会う。2人の心の動き、周囲の人々との心
の触れ合いを描く青春ストーリーです。

DVD D-766 ハルをさがして 一般 劇 93分
福島からの転校生チエコから親戚に預けてきた愛犬ハルを探してほしい
と頼まれ、ひと夏の冒険が始まる。震災後の福島を舞台に、少年少女の
成長を描く作品です。

DVD D-776 平家物語人物紀行１　清盛の光と影 一般 歴史 43分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

DVD D-777 平家物語人物紀行２　物語を彩る女性たち 一般 歴史 40分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

DVD D-778 平家物語人物紀行３　悲劇の脇役たち 一般 歴史 40分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-779 平家物語人物紀行４　源氏のつわものたち 一般 歴史 41分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

DVD D-780 平家物語人物紀行５　平家最後の一日 一般 歴史 38分
平家物語の主要な登場人物を取り上げ、朗読と解説、能や謡曲の演奏
を交えて平家物語という古典の魅力をより深く味わう作品です。

DVD D-781
美の巨人たち１　静謐なる風景画の世界
東山魁夷・奥村土牛

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-782
美の巨人たち２　一つのテーマに魅せられて
向井潤吉・佐伯祐三

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-783
美の巨人たち３　繊細で華麗なる日本画の世界
速水御舟・土田麦僊

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-784
美の巨人たち４　近代絵画の夜明け
浅井忠・青木繁

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-785
美の巨人たち５　心の風景への希求
川合玉堂・与謝蕪村

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-786
美の巨人たち６　屏風絵に見る巧みな画面構成
俵屋宗達・尾形光琳

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-787
美の巨人たち７　歴史の渦に呑まれて
英一蝶・渡邉華山

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-788
美の巨人たち８　近代洋画の青春
小磯良平・安井曽太郎

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-789
美の巨人たち９　永遠の一瞬との対峙
香月泰男・佐藤哲三

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-790
美の巨人たち１０　和と洋のモダニズム
東郷青児・小倉遊亀

一般 芸術 50分
テレビ東京で放送された番組「美の巨人」からテーマごとに日本の巨匠
をピックアップした作品。一人の画家の一つの作品を取り上げ紹介しま
す。

DVD D-791 スマホ依存　スマホ依存の恐怖とその対策法 一般
保健・健

康
12分

日本人の2人に1人がスマートフォンを利用しているといわれており、スマ
ホに依存している人も多くいます。そんなスマホ依存の特徴・原因そして
悪影響を説明し、対処法を紹介します。

DVD D-793 いのちに寄り添う～ターミナルケアと人権～ 一般 人権 35分
人はどんな風に生きてどんな風に最期を迎えるのか。終末医療の在り
方、病気との向き合い方を2組の実際のがん患者の姿から考える教材で
す。

DVD D-794 道もなき道ふみわけて 女性科学者の100年 一般 伝記 45分
「女性に学問はいらぬ」とされていた明治大正の頃、日本科学の黎明期
を担った学者たちの支援を受け活躍した女性科学者たちの足跡をたどり
ます。

DVD D-810 アンダンテ～稲の旋律～ 一般 劇 107分
音楽の道を志すも挫折し、引きこもってしまった主人公千華と千葉県の
農業家晋平との交流をとおして、転機に立つ現代人の葛藤と再生を描
きます。

DVD D-811 映画 続・深夜食堂 一般 劇 108分
繁華街の路地裏にある深夜営業の食堂「めしや」に、マスターの料理と
居心地の良さを求めて集まってくる人々の、様々な人間模様が展開す
る。劇場映画版の第2弾です。

DVD D-812 信さん 炭坑町のセレナーデ 一般 劇 108分
昭和38年、美智代は福岡の炭坑町に小学生の息子守と戻ってきた。あ
る日悪ガキたちに囲まれた守を札付きの少年信さんが助けたことから、
美智代は彼に優しく接し、信さんも美智代にだけは心を開くようになる。

DVD D-813 ゆずり葉の頃 一般 劇 102分
市子が少女のころに想いを寄せていた人は、国際的な画家となってい
た。彼の個展の記事を目にした市子は、思い出の一枚の絵を求めて軽
井沢へと旅立ちます。

DVD D-814
広島原爆　魂の撮影メモ
映画カメラマン 鈴木喜代治の記した広島

一般 平和 29分
幻の原爆映画と言われた「広島・長崎における原子爆弾の影響」。この
撮影に携わったカメラマンが残した一冊のメモから、当時の広島の惨状
と平和の尊さを伝えます。

DVD D-816 ゼロの阿蘇 500日の記録 一般 防災 78分
平成28(2016)年4月16日、阿蘇でM7クラスの大地震が発生しました。被
災した人々の500日間の経験、復興の思いを語るインタビューとドローン
による映像で震災地の真実に迫ります。

DVD D-833
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
さくらさくら　～日本の心を歌う～

一般 芸術 42分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。さくらさくら、箱根八里、宵町月、浜千鳥、仰げば尊し、荒
城の月ほか全14曲収録。

DVD D-834
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
春の小川　～里の風景～

一般 芸術 38分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。春の小川、虫の声、四季の雨、冬景色、牧場の朝、背くら
べ、鯉のぼりほか全16曲収録。

DVD D-835
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
茶つみ　～ふるさとを思う～

一般 芸術 35分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。茶つみ、村祭、船頭さん、りんごのひとりごと、故郷、海～
我は海の子～ ほか全16曲収録。

DVD D-836
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
仲よし小道　～童心に帰る～

一般 芸術 38分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。仲よし小道、しゃぼん玉、赤い靴、かもめの水兵さん、七
つの子ほか全16曲収録。

DVD D-837
歌い継がれる想い出の唄　唱歌・叙情歌名曲集
故郷の空　～遥かなる旅路～

一般 芸術 48分
懐かしの唱歌・叙情歌を詩情豊かな水彩画と歌詞字幕付のカラオケで
お送りします。故郷の空、埴生の宿、蛍の光、野ばら、オールド・ブラッ
ク・ジョーほか全16話収録。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-842 第三の男 一般 劇 105分
アメリカ人の作家ホリーはウィーンの親友ハリーを訪ねるが、到着直後
ハリーはすでに死んだと聞かされる。親友の死の真相を追うにつれ現場
に居合わせた「第三の男」の存在を知る。

DVD D-843 シャレード 一般 劇 113分
オードリー・ヘップバーン演じるレジーナがスキー場から帰ると、夫の死
を知らされる。その後大使館の情報局長から夫が戦時中に金塊を横領
したと聞かされる。消えた25万ドルをめぐるミステリーコメディの傑作。

DVD D-844 雨に唄えば 一般 劇 102分

サイレント映画のスター俳優ドンと美人女優リナの新作はトーキー映
画。試写で不評のリナの声をドンの元恋人ケーシーが吹替え大評判とな
る。リナは名声を維持するため今後もケーシーに吹替えをさせようとする
が…。

DVD D-845 シェーン 一般 劇 118分
世話になったスターレット一家のため、対立するライカー一味との間に入
るシェーン。リアルな人物描写を少年ジョーイの目を通して描くことでより
深みが増す西部劇の傑作。

DVD D-846 荒野の決闘～いとしのクレメンタイン～ 一般 劇 97分

ワイアット・アープはメキシコからカリフォルニアへ牛を運ぶ途中で立ち
寄ったトゥームストンで、末弟を殺され牛を盗まれてしまう。ワイアットは
保安官として町に留まり、クラントン一家による犯行の証拠を得て、対決
に臨む。

DVD D-852 天国へのシュート 一般 劇 90分
サッカーのナショナルチーム入りを夢見父と息子だったが、ある日突然
に父は亡くなってしまう。失意の息子の前に亡くなったはずの父が現れ
…。

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-854 巧妙化する詐欺手口に備える 一般 防犯 21分
日々報じられる「特殊詐欺」の被害。この作品では受け取り型と劇場型
勧誘の二つの再現映像を検証しながら、対策をわかりやすく説明してい
きます。

DVD D-855 冬道運転あなたは大丈夫？ 一般 交通安全 16分
雪や凍結した冬道でのスリップによる事故や吹雪などの視界不良による
事故を起こさないよう、冬道を安全に走行するための作品です。

DVD D-858 スープ・オペラ 一般 劇 119分
30年間一緒に暮らした叔母が家を出て、一人残されたルイの心にぽっ
かり穴が開く。そんなある日へんなおじさんが転がり込み、さらに明るい
若者も同居することになり…。

DVD D-859 一人息子 一般 劇 87分
一人息子の進学のため、身を削って働いた母が、年老いてから東京の
息子に会いに行く。大学を出て出世していると思ったが、息子は夜学の
教師で貧しい暮らしをしていた。

DVD D-860 戸田家の兄妹 一般 劇 106分
5人兄妹がいる戸田家は裕福な家だったが、母の還暦祝いの日に父が
死亡し多額の借金が判明する。本宅や家財を手放し母と独身の三女は
長男の家に居候するが…。

DVD D-861 銀座化粧 一般 劇 87分
銀座の女給雪子は、資産家の息子石川の案内役を頼まれる。次第に石
川との結婚を夢見るが、一時案内を代わった雪子の妹分の京子と石川
は婚約してしまうのだった。

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。

DVD D-865 プライドインブルー 一般 人権 84分
ハンディキャップ・サッカー選手たちによる『もうひとつのワールドカップ』
サッカー日本代表を追ったスポーツドキュメンタリーです。

DVD D-866 ヨーロッパ難民危機 一般 人権 50分
中東から多くの難民船がたどり着くギリシャの島からオーストリアまで、
およそ2000キロメートルにわたる難民の旅路を取材した、イギリスBBC
のドキュメンタリー。

DVD D-867 二宮金次郎物語 一般 劇 115分
600以上の農村を復興させる偉業を成し遂げた二宮尊徳の基盤となった
幼少期から青年期の姿を描く。

DVD D-868 巴里のアメリカ人 一般 劇 113分
パリに住むアメリカ人の画家ジェリーは歌手のアンリと友情を結ぶ。ある
時出会ったリズに恋に落ちるが、リズがアンリの婚約者だと知り、ジェ
リーはいさぎよく身を引くのだが…。

DVD D-869 サンセット大通り 一般 劇 110分
サンセット大通りに面する豪邸のプールに、若い脚本家の死体が浮かん
だ。死んだ彼はそのいきさつを語る…。語られるのは、ハリウッドの光そ
して影。

DVD D-870 イヴの総て 一般 劇 138分
アメリカ劇界最高の栄誉、セイラ・シドンス賞が新進女優のイヴに贈られ
る。満場の拍手の中、彼女の本当の姿を知る数人だけは複雑な表情で
も守るのだった…。

DVD D-871 誰が為に鐘は鳴る 一般 劇 170分
ヘミングウェイ原作の小説の映画化。アメリカ人ロバートはスペイン内戦
にゲリラとして参加し、鉄橋爆破の作戦を実行する途中で美しい娘アリ
アと恋に落ちる。

DVD D-900 過ぐる日のやまねこ 一般 劇 92分

ガールズバーをクビになった21歳に時子は、ふと思い立ち幼少期を過ご
した長野を訪れる。かつて住んでいた山小屋で高校生の陽平と出会う。
偶然に出会った二人が、互いの傷に寄り添い、癒され、やがて見つけた
答えとは。

DVD D-909 奇跡の子どもたち 一般 人権 80分
日本でたった3人しかいない難病「AADC欠損症」。寝たきりの希少難病
の患者とその家族を10年間取材し、彼らに訪れた“奇跡”を伝える感動
の物語。

DVD D-912
日本の起業家群像 第1巻
会社企業の成立
岩崎弥太郎・弥之助／渋沢栄一

一般 伝記 30分
幕末・維新期の激変の中で、ビジネスチャンスを生かし登場した起業家
の中から岩崎弥太郎とその弟弥之助、渋沢栄一を紹介します。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-913
日本の起業家群像 第2巻
国産新製品の創製とマーケティング
長瀬富郎／鈴木三郎助

一般 伝記 30分
明治20年代半ばから30年代初めの「企業勃興」の時期において、個人
事業で新しい商品を創出し、事業化していく起業家たちの中から、花王
の長瀬富郎と味の素の鈴木三郎助を紹介します。

DVD D-914
日本の起業家群像 第3巻
新事業群の形成
鮎川義介／豊田喜一郎

一般 伝記 30分

戦後の高度経済成長の原動力となった自動車産業において、様々な事
業を展開し自動車産業を育てた日産自動車の鮎川義介と、技術者とし
て自動車の国産化に全精力を注いだトヨタ自動車の豊田喜一郎を紹介
します。

DVD D-915
日本の起業家群像 第4巻
都市型第三次産業の開拓者
小林一三／堤康次郎

一般 伝記 30分
日露戦争から第一次世界大戦後の時期に来るべき大衆消費社会を予
測し、それぞれ異なるのプロセスで第三次産業の開拓者となった、阪急
グループの小林一三と、西武グループの堤康次郎を紹介します。

DVD D-916
日本の起業家群像 第5巻
技術志向型事業展開と市場志向型成長
小平浪平／松下幸之助

一般 伝記 30分
共にその時代の経営環境を強く意識しながらも、対象的な環境に置か
れたことで、その企業経営に対する考え方もまた対照的なものとなった、
日立製作所の小平浪平と松下電器産業の松下幸之助を紹介します。

DVD D-917
日本の起業家群像 第6巻
戦後型起業家と高度成長
井深大・盛田昭夫／本田宗一郎・藤沢武夫

一般 伝記 30分

戦後日本の復興・成長を担った大企業の経営者は内部昇進した専門経
営者と、自ら大企業に育て上げたオーナー経営者に分けられます。後者
の代表としてソニーの井深大・盛田昭夫とホンダの本田宗一郎・藤沢武
夫を紹介します。

DVD D-918
日本の起業家群像 第7巻
流通改革と消費の多様化
中内功／鈴木敏文

一般 伝記 30分
戦後日本において、消費の多様化による小売業の経営革新が著しかっ
た。その変遷を牽引した起業家としてダイエーの中内功とセブン－イレ
ブン・ジャパンの鈴木敏文を紹介します。

DVD D-919
全国共通 防災落語 親子で楽しんで学ぼう1
災害の備え編

一般 防災 24分
いざという時にためになる、日頃から被災時に備えて知っておきたい防
災テクニックを落語で楽しみながら学ぶことできる教材です。

DVD D-920
全国共通 防災落語 親子で楽しんで学ぼう2
災害時編

一般 防災 27分
いざという時にためになる、日頃から被災時に備えて知っておきたい防
災テクニックを落語で楽しみながら学ぶことできる教材です。

DVD D-921 助ける、助かる　検証西日本豪雨 一般 防災 22分
大雨が発生する原因と、それがどのような危険を生み災害となっていく
かを過去の被害の実態を紹介しつつ解説します。また、身に迫る危険を
事前に知るための情報収集の方法、災害情報の内容を紹介します。

DVD D-922
運転マナーが大切
思いやり・ゆずり合いの心が事故を防ぐ

一般 交通安全 16分

社会問題となっている「あおり運転」をしないための心構えや遭遇した時
の対処法を解説します。そして相手の危険な運転が主な原因となる事
故事例を、ドライブレコーダーの映像を使って検証し、安全運転のポイン
トを紹介します。

DVD D-923 昭和こどもキネマ第1巻　記録映画編 一般 民族 115分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

DVD D-924 昭和こどもキネマ第2巻　児童映画編1 一般 民族 119分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

DVD D-925 昭和こどもキネマ第3巻　児童映画編2 一般 民族 124分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

DVD D-926 昭和こどもキネマ第4巻　社会科教材映画編 一般 民族 96分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

DVD D-927 昭和こどもキネマ第5巻　児童映画編3 一般 民族 91分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

DVD D-928 昭和こどもキネマ第6巻　児童映画編4 一般 民族 94分
戦後、復興へ向かう昭和20年代の日本で子供たちはどのように暮らし、
遊んでいたのか。昭和の時代が懐かしい映像とともに「あの日あの時」
の記憶が鮮やかによみがえります。

DVD D-937
宇宙大百科 コンプリートコスモス1
太陽系の神秘

一般 理科 130分
NASAの撮影した貴重な映像とCGを組み合わせて太陽系・銀河系・さら
に宇宙の最果ての領域について学ぶ教材です。

DVD D-938
宇宙大百科 コンプリートコスモス2
人類と宇宙

一般 理科 120分
NASAの撮影した貴重な映像とCGを組み合わせて太陽系・銀河系・さら
に宇宙の最果ての領域について学ぶ教材です。

DVD D-939
宇宙大百科 コンプリートコスモス3
天空への道しるべ

一般 理科 150分
NASAの撮影した貴重な映像とCGを組み合わせて太陽系・銀河系・さら
に宇宙の最果ての領域について学ぶ教材です。

DVD D-941 「ただいま」の声を聴くために 一般 人権 33分

中学校の部活から帰る途中で姿を消し、後に北朝鮮に拉致されたことが
判明した少女、横田めぐみさん。大切に育てた娘が、ある日突然消えて
しまった。それからずっとわが子を愛し続けて「家族のもとに返して」と叫
ぶ父と母の物語。

DVD D-942 あの日の写真館　千葉県 一般 民族 32分
千葉県の大正時代から昭和15年頃までの、懐かしい風景などの画像
を、音楽にのせて収録しています。

DVD D-943 晴れの舞台はブロードウェイで 一般 芸術 68分

市民企画講座「60歳からの演劇入門」の参加者によって立ち上げられた
劇団「すずしろ」。60歳から84歳までのシニア劇団が、「どうせやるならブ
ロードウェイで！」と一大決心。無事ブロードウェイ公演を成功させること
ができるのか？

DVD D-944 猫カフェ 一般 劇 90分
どこにもなじめないのが悩みのアイドル志保や、母の介護に明け暮れる
沙世など、一風変わった「猫カフェ」に集まる人々が織り成す4つのエピ
ソードで構成された物語。

DVD D-945 ミッドナイトバス 一般 劇 156分
長距離深夜バスの運転手を務める利一。ある晩に彼の運転するバスに
乗ってきたのは16年前に別れた妻、美雪だった。突然の思いがけない
再開をきっかけに、停まっていた家族の時間が、また動き出す。

DVD D-946 人情紙風船 一般 劇 86分
歌舞伎でお馴染みの「髪結新三」の映画化。長暮らしの生活に窮する浪
人と粋な遊び人の新三を中心に、江戸の下町風景を描いた作品です。

DVD D-947 丹下左膳餘話 百萬両の壺 一般 劇 92分
山中貞雄監督作品。ある小藩に伝わる壺の中には先祖が隠した百萬両
のありかが示されていた。その壺をめぐって様々な人間ドラマが繰り広
げられる人情喜劇です。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-948 続・丹下左膳 一般 劇 75分
マキノ雅弘監督作品。左膳のもつ妖刀乾雲をめぐる江戸の争乱を描く。
大殺陣シーンが目を引くチャンバラ映画。山中貞夫監督作品とも全く異
なる左膳のキャラクターも見どころ。

DVD D-949 すっ飛び鳶 一般 劇 94分
表向きはお城で数奇坊屋坊主、実際は街中でゆすりたかりを業とする
河内山宗俊が、たまたま救った若侍を助け、悪党一味を退治する痛快
時代劇。

DVD D-950 安宅家の人々 一般 劇 116分
主人公の国子は安宅家の跡継ぎで知的障害を持つ優しい夫・宗一を支
えながら養豚場を切り盛りする。しかし夫の弟・譲二が事業に失敗し安
宅家に戻ると、様々な問題に直面することに…。

DVD D-951 レベッカ 一般 劇 130分
キャロラインは英国紳士マキシムと旅行中に出会い、彼の後妻としてイ
ギリスの屋敷に宇あってくる。しかしその屋鋪では、マキシムの死んだ前
妻、レベッカの見えない影がすべてを支配していた…。

DVD D-952 我が道を往く 一般 劇 130分
悪童がたむろするニューヨークの下町に、古く貧しい教会の副神父とし
てオマリーが赴任する。当初は失敗ばかりだったが、親切な行動で次第
に人々の信頼を得るようになる。

DVD D-953 ハムレット 一般 劇 153分
シェイクスピア原作で4大悲劇のともいわれる戯曲を映画化した作品。ハ
ムレットはデンマーク王であった父の死の真相を知り復讐を遂げようとす
るが、そのせいで周囲の人々をも悲劇に巻き込んでしまう。

DVD D-954 嵐が丘 一般 劇 105分
イギリス文学三大悲劇ともいわれる小説を映画化した作品。互いに深く
愛し合いながらも結ばれなかった男女。魂は硬く結ばれたまま、女の幽
霊に導かれて男も黄泉の国へ行く。

DVD D-955 我が家の楽園 一般 劇 127分
大富豪カービーは軍需工場拡大のため土地の買収に乗り出すが、風変
わりな一家の反対に会う。息子トニーの恋人アニーがその一家の娘であ
ると知り交際に大反対すると、トニーは認めてもらうと奮闘することに。

DVD D-956 災害時に役立つ知識とサバイバルクッキング 一般 防災 51分
災害時の暮らしを乗り切るための様々な工夫を学び、ライフラインがス
トップした時でも常備品で簡単においしく食事が作れる方法をお伝えしま
す。

DVD D-957
全国共通防災テクニック 1
災害発生時の対処・災害時の生活(水・食)

一般 防災 40分
地震・大型台風など思わぬ災害時に役に立つ！応急知識や身の回りに
あるもので実践できる防災テクニックを紹介します。

DVD D-958
全国共通防災テクニック 2
電気・トイレ・快適生活・予防

一般 防災 42分
地震・大型台風など思わぬ災害時に役に立つ！応急知識や身の回りに
あるもので実践できる防災テクニックを紹介します。

DVD D-959
飼い主のための 全国共通愛犬防災 1
すべては備えから編

一般 防災 35分
災害時に愛犬を守れるのはあなただけです。家族に一員である愛犬と
一緒に生き残る、飼い主に向けた防災マニュアルです。

DVD D-960
飼い主のための 全国共通愛犬防災 2
災害サバイバル編

一般 防災 25分
災害時に愛犬を守れるのはあなただけです。家族に一員である愛犬と
一緒に生き残る、飼い主に向けた防災マニュアルです。

DVD D-962
より一歩踏み込んだ新型コロナウイルス感染予
防行動へ

一般
保健・健

康
16分

新型コロナウイルスに「うつらない」「うつさない」ためには何か必要なの
か？感染予防の基本から積極的な行動につながる知識まで徹底解説し
ます。

DVD D-964
あおり運転 加害者にも被害者にもならないため
に

一般 交通安全 17分
近年あおり運転が社会問題となっています。加害者にも被害者にもなら
ないために私たちはどうすればよいのでしょうか。

DVD D-969
知りたいあなたのこと
外見からはわからない生涯・病気を抱える人

一般 人権 21分
外見ではわからない障害や病気を抱えながら日常生活を送る人は多く
います。そんな人たちの話を通じて、私たちにできる配慮を共に考えて
いく教材です。

DVD D-970 シェアしてみたらわかったこと 一般 人権 46分
東京のどこかにあるシェアハウスを舞台に、年齢も社会的立場も異なる
人たちが同じ屋根の下で暮らす中で気が付いた様々な人権についての
物語です。

DVD D-971 子どもに本を　石井桃子の挑戦1 一般 文学 35分
「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」などの翻訳で知られ、日本の
児童文学の礎を築いた文学者・石井桃子さんの歩みを描いたドキュメン
タリー作品です。

DVD D-972 子どもに本を　石井桃子の挑戦2 一般 文学 49分
「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」などの翻訳で知られ、日本の
児童文学の礎を築いた文学者・石井桃子さんの歩みを描いたドキュメン
タリー作品です。

DVD D-973 子どもに本を　石井桃子の挑戦3 一般 文学 52分
「ノンちゃん雲に乗る」や「クマのプーさん」などの翻訳で知られ、日本の
児童文学の礎を築いた文学者・石井桃子さんの歩みを描いたドキュメン
タリー作品です。

DVD D-974 綾小路きみまろ爆笑！最新ライブ名演集 一般 芸術 62分 毒舌大暴走で大爆笑！綾小路きみまろの3会場でのライブを収録。

DVD D-975 綾小路きみまろ　あれから４０年！ 一般 芸術 69分
中高年だけじゃない、世の中を元気にする決定盤。「あれから40年」ネタ
を集めた爆笑セレクションと「未発表ライブ」を収録。

DVD D-976
綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブベストセレク
ション1

一般 芸術 73分 綾小路きみまろの愛と尊厳を毒舌に込めた最新ライブ集。

DVD D-977
綾小路きみまろ 爆笑！最新ライブベストセレク
ション2

一般 芸術 77分
いろいろあるけど元気になれる！きみまろパワーで大爆笑。中高年に愛
と尊厳を込めた最強毒舌漫談。

DVD D-978 紅い襷　富岡製糸場物語 一般 劇 100分
明治維新、日本の大転換期に若き女性たちの活躍が産業のあらたな扉
をひらいた知られざる物語。

DVD D-979 ベトナムの風に吹かれて 一般 劇 114分
ベトナムで日本語教師として働く日本人女性・小松みゆきが認知症の母
との暮らしをつづった「越後のＢａちゃんベトナムへ行く」を、フィクションを
交えながら映画化した人間ドラマ。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

DVD D-980 哀愁 一般 劇 108分
第一次大戦下のロンドンで出会い、瞬く間に恋に落ちた男女の悲恋を描
いた不朽のラブロマンス。

DVD D-981 陽のあたる場所 一般 劇 122分
貧しい家に育ち野心に燃える青年ジョージは富豪令嬢のアンジェラに心
惹かれ結婚の約束をする仲に至るが、その一方で同僚のアリスとも深い
仲にあり…。

DVD D-982 心の旅路 一般 劇 125分

第一次世界大戦の戦線で砲撃を受けたショックで記憶を失った英国陸
軍大尉は旅の踊り子ポーラと出会い結婚をするがある時交通事故に
遭ったショックで記憶を取り戻すが、引き換えに記憶を失っていた3年間
のことを忘れてしまう。

DVD D-983 ガス燈 一般 劇 114分
育ての親である叔母が殺され、傷心のまま声楽の勉強のためロンドンか
らイタリアへ留学したポーラ。留学先で作曲家のグレゴリーと恋に落ち夫
婦となり、再びロンドンで生活を送ることになるのだが…。

DVD D-984 地上より永遠に 一般 劇 118分
1941年の夏、ハワイ・ホノルルの兵営にブルーと呼ばれる青年兵が転属
してきた。彼はこの隊に公正な待遇を期待してきたのだが、現実は彼の
考えていたようにはならなかった…。

DVD D-985 望郷 一般 劇 94分
東洋風の怪奇と秘密の世界と呼ばれたフランスの植民地アルジェリア
の首都アルジェのカスバ。暗黒街の王者と畏敬されるペペと取り巻く
人々との暴力、裏切り、嫉妬が絡み合う人間模様を描く。

DVD D-986 栄光何するものぞ 一般 劇 111分
第一次世界大戦中のフランスの田舎町に駐留中のアメリカ海兵隊に新
任軍曹クワートがやってくる。彼と部隊の大尉フラッグは昔からのライバ
ルであった。そんな二人が一人の娘に恋をして…。

DVD D-987 郵便配達は二度ベルを鳴らす 一般 劇 113分
飲食店を営む夫婦のもとにジーノという風来坊が転がり込む。妻とジー
ノはすぐに深い仲にない駆け落ちを計画するが、いつしかお互いに疑心
が芽生えはじめ、二人の関係は二転三転していく。

DVD D-988 フライング・タイガー 一般 劇 101分
第二次世界大戦下の中国を舞台とし、戦闘機隊フライング・タイガーが
日本軍を見替え撃ち、壮烈な空中戦を展開する。

DVD D-989 椿姫 一般 劇 108分

椿の花を愛することから「椿姫」と呼ばれるパリ社交界の花、マルグリッ
ト。あるときパトロンである男爵と思い間違い、純粋な青年アルマンに優
しい態度を示してしまい、ひそかに彼女を慕っていたアルマンは大変喜
んだのだか…。

DVD D-990 ブロードウェイ・メロディ 一般 劇 100分

歌手のエディは恋人のハンクやその妹のクィーニイと2年ぶりにニュー
ヨークの舞台に立つことになる。やがてエディはクィーニイを愛してしまう
が、姉に気兼ねし、言い寄られていたならず者のジャックと遊びまわるよ
うになり…。

DVD D-991 オール・ザ・キングスメン 一般 劇 109分

政治の腐敗を非難し注目を集めた理想主義者の公務員であるウィリー
は州知事選挙に出馬するも落選してしまう。汚いやり口を覚え3度目の
選挙でついに当選するが、その姿は彼がかつて非難していた政治家の
ようであった。

DVD D-1002
新種発見!?史上最大の恐竜・魚竜 1
史上最大の恐竜パタゴティタン

一般 理科 46分
イギリスＢＢＣが制作したドキュメンタリー｡巨大恐竜の骨格標本復元に
挑みながら、謎に包まれた生態に迫っていきます。

DVD D-1003
新種発見!?史上最大の恐竜・魚竜 2
ジュラ紀の巨大魚竜

一般 理科 52分
イギリスＢＢＣが制作したドキュメンタリー｡巨大恐竜の骨格標本復元に
挑みながら、謎に包まれた生態に迫っていきます。

DVD D-1004 ダイナスティーズ 1 チンパンジー 一般 理科 59分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

DVD D-1005 ダイナスティーズ 2 コウテイペンギン 一般 理科 59分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

DVD D-1006 ダイナスティーズ 3 ライオン 一般 理科 58分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

DVD D-1007 ダイナスティーズ 4 リカオン 一般 理科 59分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

DVD D-1008 ダイナスティーズ 5 タイガー 一般 理科 58分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリーの新境地！様々な
生き物たちの壮大なる王国と家族の物語。

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！

DVD D-1012
華麗なるトリックスター 1
生まれながらのペテン師

一般 理科 53分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡様々な曲者たちを
紹介！だましだまされる生きる動物たちのドラマをユニークに描きます。

DVD D-1013
華麗なるトリックスター 2
キテレツな晩餐

一般 理科 53分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡様々な曲者たちを
紹介！だましだまされる生きる動物たちのドラマをユニークに描きます。

DVD D-1014
華麗なるトリックスター 3
ハニートラップ

一般 理科 53分
イギリスＢＢＣが制作したネイチャー・ドキュメンタリー｡様々な曲者たちを
紹介！だましだまされる生きる動物たちのドラマをユニークに描きます。

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。



種類 整理番号 作品名 世代 分類 時間 アニメ 内容

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 紀行 一般 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

13 　法隆寺 歴史 一般 24分
千三百年の歴史の風雪に耐えてきた大和法隆寺は世界で最も古い木
造建築であり東洋仏教美術の貴重な遺品である

16mm
フィルム

29 　富ヶ谷国民学校 平和 一般 64分 戦争中の学童集団疎開の記録映像

16mm
フィルム

96 　石の文化 歴史 一般 29分
日本各地に残る石の文化財をたずね、ものいわぬ石が語る日本歴史の
側面をさぐる

16mm
フィルム

108 　世界のまちかど　－人とくるま－ 交通安全 一般 27分
交通安全に対する幼児教育、学童教育の現状をわが国より進んでいる
欧州諸国に訪ね取材したもの

16mm
フィルム

136 　明日への船橋 民俗 一般 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

141 　万葉のふるさと 文学 一般 20分
大和の、特に山の辺の道を中心にしながら上代日本人の素朴な感情の
機微に触れる歌の数々、その歌まくらなど美しい自然のたたずまいをた
ずねる

16mm
フィルム

148 　放課後の子どもたち 教育 一般 30分
学童保育クラブの子どもたちの生活ぶりを描く　１年生から４年生までの
子供集団が繰り広げる生活の中には学校や家庭では得られない教育
効果がある

16mm
フィルム

157 　鎌倉歳時記 紀行 一般 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 紀行 一般 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

205 　尾瀬 紀行 一般 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

207 　たばこ．ジャポニカ４００年 歴史 一般 33分
種子島に鉄砲の渡来と共に上陸した、たばこのたどった４００年の歴史
を描く

16mm
フィルム

226 　明治．たばこ．ラプソディー 歴史 一般 32分
激動と躍動の明治、そして日本が近代国家に生まれ変わってゆく明治
日露戦争の勃発はたばこの運命を決定づけました　「民営」から「専売」
へ

16mm
フィルム

235 　グラッときたらどうする 防災 一般 26分
コンピュータによる宮城県沖地震の再現実験を駆使して地震を視聴覚
的に解明し地震による災害を最小限に防ぐ為の心構え、対策を明らか
にする

16mm
フィルム

236 　１９７８年　宮城県沖地震の記録 防災 一般 17分
１９７８年６月１２日午後５時１４分、宮城県を中心とした東北の太平洋岸
一帯をマグニチュード７．４の強い地震がおそった・・・

16mm
フィルム

246 　動物の天国　－ガラパゴス諸島－ 理科 一般 28分
この作品は南米大陸から１２００キロも離れた太平洋上に点在するガラ
パゴス諸島に棲む動物達の生態を紹介する

16mm
フィルム

249 　たばこ．昭和史．心の歌 歴史 一般 45分
激動の昭和史・・・ともすれば沈みがちだった人々の心にやすらぎの灯を
ともしつづけたたばこの歌

16mm
フィルム

268 　こころ 劇 一般 32分
人の心のやさしさ・・・この大切なものを私たちはいつのまにか忘れてし
まってはいないだろうか

16mm
フィルム

269 　日本人の富士 紀行 一般 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

270 　１６ミリフィルムと映写機 教育 一般 21分 １６ミリ映写講習で活用し、フィルムを痛める操作ミスの防止法を示す

16mm
フィルム

278 　船橋だより　－進む公共水道事業－ 民俗 一般 15分

16mm
フィルム

279 　船橋だより　－広げよう福祉の輪－ 民俗 一般 15分

16mm
フィルム

294 　１６ミリ映写機の操作パートⅠ 教育 一般 30分
１６ミリ映写機のうち一般的な手掛け式の映写機のフィルムのかけ方と
注意点等を解説

16mm
フィルム

308 　船橋だより　－大橋市長を囲んで－ 歴史 一般 15分
市民代表の二人と大橋市長との対談形式で５０万都市になろうとしてい
る船橋の山積する問題について話し合う



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

309 　船橋だより　－５０万都市　船橋の農業－ 歴史 一般 15分
都市化の進む中でしっかりと根をおろしている「５０万都市船橋の農業」
について市民に理解を深めてもらうための作品

16mm
フィルム

310 　船橋だより　－自転車はいま．．－ 歴史 一般 15分
社会問題化しつつある放置自転車について船橋にある各駅周辺の様子
を描き今後の自転車駐車場や交通事故対策等への市民の意識を高め
る

16mm
フィルム

311 　船橋だより　－スポーツと私たち－ 歴史 一般 15分
スポーツの盛んなまちを目指す船橋の社会体育施設の現況や市民のス
ポーツ活動を多く紹介

16mm
フィルム

312 　みんなでつくるまち　船橋 歴史 一般 30分
自分たちのまち船橋をよりよいまちにするために様々な地域で力強い活
動を行っている人々を多角的に描く

16mm
フィルム

317 　穂高岳賛歌 紀行 一般 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

331 　アイスランドに地球の鼓動をきく 環境 一般 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

339 　文楽 芸術 一般 30分
文楽は能、歌舞伎とともに我が国が世界に誇る三大舞台芸術の一つで
す　文楽に少しでも関心を持ってもらうため国立劇場が企画監修したも
の

16mm
フィルム

348 　船橋だより　－親しまれる船橋の公民館－ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

349
　船橋だより　－スポーツで健康船橋こんにちは
－

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

350
　船橋だより　－船橋市医療ｾﾝﾀｰ市民を守る24
時間－

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

351
　船橋だより　－いきいきハツラツ船橋市老人大
学－

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

352
　船橋だより　－はばたけ子どもたち一宮少年自
然の家校外学習－

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

353 　船橋だより　－いい汗流そう健康船橋－ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

354 　船橋だより　－５０万市民を守る船橋の消防－ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

355 　木曽山今昔　－檜と暮らしの記録－ 民俗 一般 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

356 　南木曽路 紀行 一般 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

16mm
フィルム

374 　船橋だより　－生きた英語を教室へ－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

375 　船橋だより　－船橋乗り物の旅－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

376
　船橋だより　－座談会「これからのふなばし」大
橋市長と語る－

歴史 一般 15分

16mm
フィルム

377 　船橋だより　－世界にはばたけ子供たち－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

404 　頬笑み 劇 一般 34分
本当に考えてくれる人がいれば、心を通わせてくれる人がいれば私は生
きられる　つっぱり少女の心の風景

16mm
フィルム

412 　核戦争後の地球　－第一部　地球炎上－ 平和 一般 30分
原爆、水爆の膨大な実験データを駆使し、核の破壊力を現代の市民生
活の中で再現

16mm
フィルム

413 　核戦争後の地球　－第二部　地球凍結－ 平和 一般 30分
核戦争後、２３億トンの煙が発生、一部が成層圏まで達し地球は煙に覆
われ太陽光が届かず気温が氷点下へと低下し核の冬が訪れる

16mm
フィルム

414 　イキイキふなばし 歴史 一般 27分

16mm
フィルム

415
　船橋だより　－笑顔が広がる「ｽﾎﾟｰﾂｺﾐｭﾆﾃｨ
の輪」－

歴史 一般 15分

16mm
フィルム

416
　船橋だより　－「ﾊﾛｰFUNABASHI」外国人のみ
た－

歴史 一般 15分



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

417 　船橋だより　－WELLCOME HAYWARD－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

418 　船橋だより　－新春ビック対談－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

419 　船橋だより　－５０年のあゆみ５０万の歌声－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

420
　船橋だより　－未来を育てる総合教育ｾﾝﾀｰ.武
道ｾﾝﾀｰ

歴史 一般 15分

16mm
フィルム

421 　船橋だより　－これがワンパク王国だ－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

422 　船橋だより　－さあ、甲子園！－ 歴史 一般 15分

16mm
フィルム

423
　船橋だより　－広がる友好の和　船橋の国際
交流－

歴史 一般 15分

16mm
フィルム

466 　高瀬舟 文学 一般 45分
弟は死んだ　罪科は殺しである　しかし喜助は弟の頼みを叶えてやっ
た、弟の望むとおり死なせてやっただけではないのか・・・

16mm
フィルム

468 　繍いの美　－ある刺繍工房の記録－ 職業 一般 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

16mm
フィルム

473 　風の色が見えた 劇 一般 32分
定年後退屈な日々を送っていた信彦は、公園でシルバー人材センター
で働く幼なじみの大滝たちと出会う

16mm
フィルム

475
　われら健康市民　スポーツ健康都市宣言のす
べて

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

476 　ふなばしこの１年 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

477 　市長と語る（鈴木大地、佐藤寿治） 歴史 一般 29分

16mm
フィルム

478
　コンピュータと童話の縁組　ｵｰﾃﾞﾝｾ市と姉妹都
市に

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

479 　住みよい街を目指して　「船橋ゴミ処理事情」 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

480 　市長と語る（山崎芳久船橋医師会会長） 歴史 一般 29分

16mm
フィルム

481
　開かれた地域医療　船橋市医療センターの２４
時間

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

482 　船橋横町の仕事人たち 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

516 　野菊の墓 劇 一般 80分
民子は野菊のような子であった　民子は全くの田舎風ではあったが決し
て粗野ではなかった

16mm
フィルム

527 　ＮＯ！と言うのも親の愛 家庭 一般 30分
三遊亭円楽がエピソードを交えて語る辛口家庭教育論をベースに子供
の真の幸せとは何か、立派に育てるために親は何をすべきか等を問い
かける

16mm
フィルム

528 　奥羽の鷹使い　－日本の狩猟民俗－ 民俗 一般 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 民俗 一般 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

535 　黒い雨 平和 一般 123分
昭和２０年８月６日、二十歳の矢須子は広島に近い疎開先にいた　叔父
の重松を頼り市内に戻る矢須子の純白のブラウスを大粒の黒い雨が汚
した・・・

16mm
フィルム

547 　しがらきから吹いてくる風 人権 一般 91分
信楽ここは狸の焼物で知られる窯業の里　知恵おくれと呼ばれる人たち
がおおらかに働き生きられる町　やわらかな人間の風が吹く町

16mm
フィルム

548 　夜明け前 文学 一般 140分
原作：島崎藤村
明治維新を背景に描く本格的歴史劇

16mm
フィルム

557 　サクラ日本 紀行 一般 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



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

566 　いのり 民俗 一般 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－ 民俗 一般 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 民俗 一般 25分

16mm
フィルム

597 　柳川掘割物語　第一巻 環境 一般 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 環境 一般 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 環境 一般 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 環境 一般 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 環境 一般 53分 第十一章＜住民と行政の連帯＞　製作：宮崎駿　　監督：高畑勲

16mm
フィルム

603
　船橋だより　かんばれ！未来のナースさん　市
立看護専門学校

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

604 　船橋だより　見て聞いて楽しんで　ﾃﾞﾝﾏｰｸﾌｪｱ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

605
　船橋市新春特別番組　市長と語る（伊藤薫．安
藤まり子）

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

606 　船橋だより　ふなばしのまちづくり 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

607 　船橋だより　We are in Funabashi 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

608
　船橋だより　24時間市民を守る　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ発進
（手話あり）

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

609
　船橋市新春特別番組　市長と語る「居関金一．
荒谷美枝子」（手話あり）

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

610
　船橋だより　設備充実　魅力満載　船橋市総合
体育館オープン

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

611
　船橋だより　船橋駅１００年　宿場町から首都
圏の中核都市へ

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

612 　船橋だより　船橋の姉妹都市交流 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

613
　船橋だより　新春スペシャル
　21世紀に向かって豊かで住みよい国際都市船
橋

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

614 　船橋だより　災害に強い街づくり 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

615 　岸壁の母（ワイドレンズ使用） 劇 一般 93分
最後の引き揚げ船・興安丸にも新二の姿はなかった　それでもいせは今
も岸壁に立ち続ける　新二は必ず帰ると云ったのだ　私は必ず待つと約
束した

16mm
フィルム

629 　日本の稲作 民俗 一般 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

638 　阪神大震災の教訓 防災 一般 20分
阪神大震災で被災した人たち　本作品はその貴重な体験から学んだ
「命を守る」ためのノウハウである

16mm
フィルム

642 　さくら 劇 一般 100分
「太平洋と日本海を桜でつなごう」と唱えて二千本余りの桜の木を黙々と
植え続け４７年の短い生涯を桜の植樹に捧げた故佐藤良二氏の物語

16mm
フィルム

647 　南部杜氏 民俗 一般 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 民俗 一般 40分 日本を代表する石橋を架けた種山石工の謎に迫る



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

663 　わが心の朝 劇 一般 53分
この映画は女性が自分自身の羅針盤を持つための努力をはじめる過程
を今日的な視点でとらえています

16mm
フィルム

672 　和鋼風土記 民俗 一般 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

16mm
フィルム

673 　私たちの北方領土 歴史 一般 27分
北方四島は確かに「日本固有の領土」であることを国民が理解し認識し
てもらうことを目的として制作

16mm
フィルム

680
　２１世紀のまちづくり
生き生きとしたふれあいの都市・船橋

社会連帯
意識

一般 29分 船橋市の広報映画

16mm
フィルム

699 　船橋だより　船橋駅の素顔 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

700 　船橋新春特番　市長と語る 歴史 一般 29分

16mm
フィルム

701 　船橋だより　音楽教育にかける熱血先生 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

702 　船橋だより　オシャレに衣がえ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

703 　船橋だより　「ふるさとに夢をかける」 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

704 　船橋だより　北図書館 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

705
　船橋市新春特別番組　市長と語る（松ヶ根親方
夫妻）

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

706 　船橋だより　飯山満あたりを訪ねて 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

707 　船橋だより　夏のふなばしわくわくスポット 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

708 　船橋だより　古式ゆかしく勇壮に 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

709 　船橋新春特番　市民参加のまちづくり 歴史 一般 29分

16mm
フィルム

710 　船橋だより　船橋市・西安市友好学校調印 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

711 　船橋だより　温もりのあるまちを目指して 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

712
　船橋新春特番　東葉高速の開通と環境共生ま
ちづくり

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

713
　船橋だより　市民の夢をのせて　東葉高速鉄道
開通

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

714
　船橋だより　都心へ一直線　東葉高速線の一
日

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

715 　船橋だより　太平洋に架けた友情の橋 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

716 　船橋だより　千人の音楽祭 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

717
　友好の大地を駆ける　西安城壁国際マラソン大
会

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

724 　わが心の銀河鉄道・宮沢賢治 劇 一般 111分 宮沢賢治生誕１００年記念作品　賢治３７年の生涯を描く

16mm
フィルム

730 　みんなでつくるまち船橋 歴史 一般 30分

16mm
フィルム

731 　２１世紀のまちづくり 歴史 一般 27分



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

732 　悠々散歩道　～中山あたりを訪ねて～ 紀行 一般 14分

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～

民俗 一般 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
～

民俗 一般 14分

16mm
フィルム

735 　「住みよいまちへ」立花地区再開発事業 民俗 一般 27分

16mm
フィルム

736
　明日への出発　～船橋駅北口再開発事業～第
１部

歴史 一般 30分

16mm
フィルム

737
　明日への出発　～船橋駅北口再開発事業～第
１部

歴史 一般 29分

16mm
フィルム

742 　学校へ行けない子どもたち 人権 一般 30分
登校拒否の初期段階ともいえる小学生にスポットを当て保護者がこのこ
とについて正しい知識と理解を持つことを訴える

16mm
フィルム

746 　船橋だより　おすすめレジャースポット 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

747 　船橋だより　２１世紀へ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

748 　船橋だより　今日もみんなでファイト 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

752 　泥棒と殿様 劇 一般 60分
「また会おう伝九郎、お前がお前らしく生きるように俺も俺らしく生きてみ
せるよ」　身分を越えた男の友情、無償の行為の美しさを描く

16mm
フィルム

756 　かあちゃん 劇 一般 60分
お勝の金を狙って強盗に入った勇吉は、お勝から金の亡者と言われて
まで銭を貯める訳を聞くと金箱を返し、お勝たちと一緒に暮らすこと
に・・・

16mm
フィルム

764 　鉄道員（ぽっぽや） 劇 一般 110分
北の果ての小さな終着駅で不器用なまでにまっすぐに鉄道員一筋の人
生を送ってきた一人の男・・・　　主演：高倉健

16mm
フィルム

766 　船橋だより　悠々散歩道～本町あたり 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

767 　船橋だより　学校帰りがぼくらの楽しみ 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

768 　船橋だより　英語で遊ぼう 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

769
　船橋だより　時速150㎞の熱き戦い　船橋ｵｰﾄ
ﾚｰｽ

歴史 一般 14分

16mm
フィルム

770 　船橋だより　24時間いつでも安心　救急医療 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

773 　船橋だより　船橋自然探検 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

774 　船橋だより　子育て支援センター 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

775 　船橋だより　１０周年記念　千人の音楽祭 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

785 　火垂るの墓 平和 一般 88分 ○
昭和２０年６月～９月の日本の敗戦をはさんだ約３か月間に１４歳の清
太と４歳の節子の兄妹がどう生きたかを描いた作品　　原作：野坂昭如

16mm
フィルム

791 　チョコレート工場の秘密 劇 一般 90分 奇想天外なミュージカル風ファンタジー

16mm
フィルム

792 　船橋だより　秋だ！本を読もう 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

793 　船橋だより　再開発ビル「フェイス誕生」 歴史 一般 14分

16mm
フィルム

794 　船橋だより　レッツ！リサイクル 歴史 一般 14分



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

795 　大いなる旅路（ワイドレンズ使用） 劇 一般 95分
信ずる道を生き抜く！一鉄道員の三十年に及ぶ歴史を謳う人間賛歌！
出演：三国連太郎、高倉健ほか

16mm
フィルム

800 　アイ・ラブ・ユー 人権 一般 111分
世界で初めて、ろう者と聴者の監督二人が共同演出した笑いと涙の感
動作

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

16mm
フィルム

603
　船橋だより　かんばれ！未来のナースさん　市
立看護専門学校

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

604 　船橋だより　見て聞いて楽しんで　ﾃﾞﾝﾏｰｸﾌｪｱ 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

605
　船橋市新春特別番組　市長と語る（伊藤薫．安
藤まり子）

一般 歴史 29分

16mm
フィルム

606 　船橋だより　ふなばしのまちづくり 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

607 　船橋だより　We are in Funabashi 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

608
　船橋だより　24時間市民を守る　ﾄﾞｸﾀｰｶｰ発進
（手話あり）

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

609
　船橋市新春特別番組　市長と語る「居関金一．
荒谷美枝子」（手話あり）

一般 歴史 29分

16mm
フィルム

610
　船橋だより　設備充実　魅力満載　船橋市総合
体育館オープン

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

611
　船橋だより　船橋駅１００年　宿場町から首都
圏の中核都市へ

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

612 　船橋だより　船橋の姉妹都市交流 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

613
　船橋だより　新春スペシャル
　21世紀に向かって豊かで住みよい国際都市船
橋

一般 歴史 29分

16mm
フィルム

614 　船橋だより　災害に強い街づくり 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

615 　岸壁の母（ワイドレンズ使用） 一般 劇 93分
最後の引き揚げ船・興安丸にも新二の姿はなかった　それでもいせは今
も岸壁に立ち続ける　新二は必ず帰ると云ったのだ　私は必ず待つと約
束した

16mm
フィルム

618 　自転車の乗り方迷惑物語 一般 交通安全 21分
危険で迷惑な自転車走行のパターンを取り上げ、テーマごとにルールと
マナーに基づいた正しい乗り方を明示します

16mm
フィルム

619 　お地蔵さんになった三姉妹 一般 交通安全 30分
暴走の若者によって一瞬にして命を奪われた幼い三姉妹・・・かけがえ
のないいのちを守ろうとドライバー・市民に訴える感動のドキュメント

16mm
フィルム

626 　自転車事故を防ぐ 一般 交通安全 21分
誰もが起こしやすい自転車事故の実態と予防方法を事故現場を通して
描く

16mm
フィルム

627 　乳がんの早期発見と予防 一般
保健・健

康
16分

最近の乳がんの動向と将来の予測、危険因子、検査法を紹介しながら
早期発見・治療の重要性、集団検診、自己検査法の重要性を示します

16mm
フィルム

628 　動脈硬化の予防 一般
保健・健

康
15分

動脈硬化とはどのようなメカニズムで発生するか、危険因子、合併症の
怖さを示し日常生活の中で予防するにはどうしたらよいかを示します

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

630 　肥満を予防する日常生活 一般
保健・健

康
20分

肥満度の判定、なぜ肥るか、なぜ痩せられないかどんな運動が減量に
効果的か、更に太りやすい食べ方や無理なくやせる食事法などを解説し
ます



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

631 　糖尿病を予防する日常生活 一般
保健・健

康
20分

糖尿病は戦後急増し脳卒中や心筋梗塞の引き金となる恐ろしい病気で
す　日常の予防法を糖尿病学会の治療食など６か条にまとめ解説しま
す

16mm
フィルム

638 　阪神大震災の教訓 一般 防災 20分
阪神大震災で被災した人たち　本作品はその貴重な体験から学んだ
「命を守る」ためのノウハウである

16mm
フィルム

640 　アリサ 一般
保健・健

康
78分

生後２か月から６歳１１か月までの７年間を撮影し、ヒトから人間への幼
児の発達を描きます

16mm
フィルム

642 　さくら 一般 劇 100分
「太平洋と日本海を桜でつなごう」と唱えて二千本余りの桜の木を黙々と
植え続け４７年の短い生涯を桜の植樹に捧げた故佐藤良二氏の物語

16mm
フィルム

646 　それからの季節 一般
保健・健

康
30分

更年期のからだと心についての医学的な情報を伝えると共に４人の女
性達に自分自身の体験を語ってもらい更年期がどのようなものか実感
で捉える

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

663 　わが心の朝 一般 劇 53分
この映画は女性が自分自身の羅針盤を持つための努力をはじめる過程
を今日的な視点でとらえています

16mm
フィルム

666 　ならぬことはならぬ 一般 教育 29分
子どもの人間形成の場である家庭　父親が果たさなければならない役
割を強く訴えます

16mm
フィルム

668 　悲しい教訓（二輪車事故検証リポート） 一般 交通安全 21分
路上で起こった事故の様々な証言を交えて検証し悲惨な事故の現実を
描き出す

16mm
フィルム

670 　痴呆性高齢者の介護 一般
保健・健

康
21分

痴呆性高齢者の介護について介護者の心構え、介護の方法をアニメー
ションも用いてわかりやすく説明

16mm
フィルム

671 　中高年からの健康設計（カルシウムと蛋白質） 一般
保健・健

康
24分

カルシウムをとる時に蛋白質が一緒であればその吸収効率はぐんと良く
なります

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

16mm
フィルム

673 　私たちの北方領土 一般 歴史 27分
北方四島は確かに「日本固有の領土」であることを国民が理解し認識し
てもらうことを目的として制作

16mm
フィルム

679 　家族-忍び寄る覚醒剤の恐怖- 一般
保健・健

康
36分

覚せい剤とは知らずに手を染めやがては断ち切れずに身も心も傷つき
病床に横たわる娘とその家族がたどった怒りと悲しみ、再起への長い記
録

16mm
フィルム

680
　２１世紀のまちづくり
生き生きとしたふれあいの都市・船橋

一般
社会連帯

意識
29分 船橋市の広報映画

16mm
フィルム

683 　ニホンザルモズ　二十六年の生涯 一般 環境 52分
「モズ」という一頭のメスザルの障害を１９年間にわたって追った渾身の
映像記録

16mm
フィルム

692 　わが子の心が見えない 一般 家庭 32分
親はわが子の心をどのようにして開き、理解していったらよいのかを考
える

16mm
フィルム

697 　お母さんもっと聞き上手に・・・ 一般 家庭 30分
子どもの健全な成長をはばむものは何でしょうか　幼稚園児と母親との
かかわりを通して考えます

16mm
フィルム

699 　船橋だより　船橋駅の素顔 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

700 　船橋新春特番　市長と語る 一般 歴史 29分

16mm
フィルム

701 　船橋だより　音楽教育にかける熱血先生 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

702 　船橋だより　オシャレに衣がえ 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

703 　船橋だより　「ふるさとに夢をかける」 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

704 　船橋だより　北図書館 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

705
　船橋市新春特別番組　市長と語る（松ヶ根親方
夫妻）

一般 歴史 29分



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

706 　船橋だより　飯山満あたりを訪ねて 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

707 　船橋だより　夏のふなばしわくわくスポット 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

708 　船橋だより　古式ゆかしく勇壮に 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

709 　船橋新春特番　市民参加のまちづくり 一般 歴史 29分

16mm
フィルム

710 　船橋だより　船橋市・西安市友好学校調印 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

711 　船橋だより　温もりのあるまちを目指して 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

712
　船橋新春特番　東葉高速の開通と環境共生ま
ちづくり

一般 歴史 29分

16mm
フィルム

713
　船橋だより　市民の夢をのせて　東葉高速鉄道
開通

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

714
　船橋だより　都心へ一直線　東葉高速線の一
日

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

715 　船橋だより　太平洋に架けた友情の橋 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

716 　船橋だより　千人の音楽祭 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

717
　友好の大地を駆ける　西安城壁国際マラソン大
会

一般 歴史 29分

16mm
フィルム

723 　子どもと話してますか 一般 家庭 30分
今、親子の間に最も必要とされる心の通った本音の会話の大切さを浮
かびあがらせる

16mm
フィルム

724 　わが心の銀河鉄道・宮沢賢治 一般 劇 111分 宮沢賢治生誕１００年記念作品　賢治３７年の生涯を描く

16mm
フィルム

730 　みんなでつくるまち船橋 一般 歴史 30分

16mm
フィルム

731 　２１世紀のまちづくり 一般 歴史 27分

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

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

16mm
フィルム

736
　明日への出発　～船橋駅北口再開発事業～第
１部

一般 歴史 30分

16mm
フィルム

737
　明日への出発　～船橋駅北口再開発事業～第
１部

一般 歴史 29分

16mm
フィルム

738 　親たちみんなの子どもたち 一般 家庭 35分 子供達を育むためのＰＴＡの意義及び重要性について考える

16mm
フィルム

740 　しつけで守る幼児のいのち 一般 交通安全 21分
幼い命を交通事故から守るにはどうすればよいのか実際の事故例を見
ながら家庭で出来る幼児の交通安全を考える

16mm
フィルム

742 　学校へ行けない子どもたち 一般 人権 30分
登校拒否の初期段階ともいえる小学生にスポットを当て保護者がこのこ
とについて正しい知識と理解を持つことを訴える

16mm
フィルム

746 　船橋だより　おすすめレジャースポット 一般 歴史 14分



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

747 　船橋だより　２１世紀へ 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

748 　船橋だより　今日もみんなでファイト 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

752 　泥棒と殿様 一般 劇 60分
「また会おう伝九郎、お前がお前らしく生きるように俺も俺らしく生きてみ
せるよ」　身分を越えた男の友情、無償の行為の美しさを描く

16mm
フィルム

756 　かあちゃん 一般 劇 60分
お勝の金を狙って強盗に入った勇吉は、お勝から金の亡者と言われて
まで銭を貯める訳を聞くと金箱を返し、お勝たちと一緒に暮らすこと
に・・・

16mm
フィルム

764 　鉄道員（ぽっぽや） 一般 劇 110分
北の果ての小さな終着駅で不器用なまでにまっすぐに鉄道員一筋の人
生を送ってきた一人の男・・・　　主演：高倉健

16mm
フィルム

766 　船橋だより　悠々散歩道～本町あたり 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

767 　船橋だより　学校帰りがぼくらの楽しみ 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

768 　船橋だより　英語で遊ぼう 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

769
　船橋だより　時速150㎞の熱き戦い　船橋ｵｰﾄ
ﾚｰｽ

一般 歴史 14分

16mm
フィルム

770 　船橋だより　24時間いつでも安心　救急医療 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

773 　船橋だより　船橋自然探検 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

774 　船橋だより　子育て支援センター 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

775 　船橋だより　１０周年記念　千人の音楽祭 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

785 　火垂るの墓 一般 平和 88分 ○
昭和２０年６月～９月の日本の敗戦をはさんだ約３か月間に１４歳の清
太と４歳の節子の兄妹がどう生きたかを描いた作品　　原作：野坂昭如

16mm
フィルム

791 　チョコレート工場の秘密 一般 劇 90分 奇想天外なミュージカル風ファンタジー

16mm
フィルム

792 　船橋だより　秋だ！本を読もう 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

793 　船橋だより　再開発ビル「フェイス誕生」 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

794 　船橋だより　レッツ！リサイクル 一般 歴史 14分

16mm
フィルム

795 　大いなる旅路（ワイドレンズ使用） 一般 劇 95分
信ずる道を生き抜く！一鉄道員の三十年に及ぶ歴史を謳う人間賛歌！
出演：三国連太郎、高倉健ほか

16mm
フィルム

800 　アイ・ラブ・ユー 一般 人権 111分
世界で初めて、ろう者と聴者の監督二人が共同演出した笑いと涙の感
動作

16mm
フィルム

802 　はだしのゲン　涙の爆発 一般 平和 123分
終戦直後の広島市を中心に少年ゲンと原爆孤児たちのバイタリティあふ
れる生きざまを感動的に描くとともに差別を生み出す被爆の残酷さを告
発


