
ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 水たまりの小さな生き物  ①採集と観察②植物プランクトン③動物プランクトン④プランク 中1 　 年 　　分

 Ｖ１  トンのふえ方 10

 イヌワラビの生活  ①イヌワラビの体のつくり②イヌワラビのふえ方③いろいろなシ 中1

 Ｖ２  ダ植物 10

 ゼニゴケの生活  ①ゼニゴケの体のつくり②胞子によるふえ方③芽によるふえ方 中1

 Ｖ３ 10

 カエルの生活  ①カエルのすみか②カエルの卵の育て方③オタマジャクシからカ 中1

 Ｖ４  エルへ 10

 太陽の観察  ①太陽と地球②黒点の観察③日食でわかる太陽の構造④太陽の活 中1

 Ｖ５  動 10

 細胞の観察  ①細胞のつくり②生きている細胞③いろいろな細胞と組織 中2

 Ｖ６ 10

 細胞分裂と卵の育ち方  ①動物の細胞分裂②植物の細胞分裂③単細胞生物の分裂④卵から 中2

 Ｖ７  組織へ 10

 消化器のつくり  ①口・食堂・胃②十二指腸・小腸③大腸 中2

 Ｖ８ 10

 血液のはたらき  ①赤血球②白血球③血小板④血しょう 中2

 Ｖ９ 10

 雲のできるわけ  ①上昇気流と空気の膨張②雲をつくる実験③上昇気流と雲 中2

 Ｖ１０ 10

 光合成と環境条件  ①カナダモの光合成と気泡②光合成と環境条件③農業への応用 中3

 Ｖ１１ 10
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 土の中の小さな生き物  ①土の中の小動物②ツルグレン装置と小動物③土の中の微生物④ 中3 　 年 　　分

 Ｖ１２  微生物のはたらき 10

 生物のつりあい  ①自然界のつながり②植物連鎖③生物のつりあい 中3

 Ｖ１３ 10

 火山と火成岩  ①火山活動とマグマ②火山岩③深成岩④火成岩の種類と造岩鉱物 中3

 Ｖ１４ 10

 地層とたいせき岩  ①地層のできかた②たいせき岩のできるまで③たいせき岩の種類 中3

 Ｖ１５ 10

 ＳＯＳから笑顔へ  いじめ、登校拒否からの自立を親と子の感動のドキュメントで綴 一般

 Ｖ１６  ったビデオ 60

 四季の星座  四季の代表的星座を中心に１年にわたる星の動きを微速度・追尾 小5

 Ｖ１７  撮影でとらえたもの星たちの様子がはっきりとわかります 19

 原田泰治  心のふるさとを描く原田泰治の素朴な画と美しい旋津が織なす变 中

 Ｖ１８  ふるさとの四季「春・夏」  情の世界 37

 原田泰治  心のふるさとを描く原田泰治の素朴な画と美しい旋津が織なす变 中

 Ｖ１９  ふるさとの四季「秋・冬」  情の世界 35

 オーケストラの世界  オーケストラの楽器の個々の音色や合奏によるハーモニーの美し 小

 Ｖ２０  さを実際のオーケストラの楽団に取材して描く 24

 ジャズ体操「Ｐａｒｔ１］  個人の差を考えた新しい運転教材小・中・高校レベルに合わせ 小･中･高

 Ｖ２１  たいろいろな運動の事例を通じてわかりやすく解説 30

 ジャズ体操「Ｐａｒｔ２］  個人の差を考えた新しい運転教材小・中・高校レベルに合わせ 小･中･高

 Ｖ２２  たいろいろな運動の事例を通じてわかりやすく解説 30
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 ジャズ体操「Ｐａｒｔ３］  個人の差を考えた新しい運転教材　小・中・高校レベルに合わせ 小･中･高 　 年 　　分

 Ｖ２３  たいろいろな運動の事例を通じてわかりやすく解説 30

 たのしい表現運動 花火  「力が急に爆発する感じ」の題材に花火をえらび様々な花火の特 小3

 Ｖ２４  －爆発する感じ－  徴をとらえ表現する学習の一例 15

 たのしい表現運動 あれくるう  激しい荒波の動きと、船や岩などの力の対立を、筋にそって学習 小5

 Ｖ２５ 海 －対立する感じ－  する 15

 おとなへダッシュ  初潮を迎える女の子の心構えをドラマ構成で描く 小5

 Ｖ２６  -わたしたちの第2次性微期- 19

 大むかしのくらし  ①住まいとくらし②石器③土器 小･中

 Ｖ２７ 10

 登呂の村  ①登呂の村のようす②米づくり③村から国へ 小･中

 Ｖ２８ 10

 古墳と豪族  ①五色塚古墳②豪族のくらし③前方後円墳のひろがり 小･中

 Ｖ２９ 10

 聖徳太子の時代  ①聖徳太子と飛鳥の里②聖徳太子の政治③法隆寺と大陸文化 小･中

 Ｖ３０ 10

 奈良の都と東大寺  ①平城京②聖武天皇と大仏③遣唐使の人びと 小･中

 Ｖ３１ 10

 貴族の世の中  ①平安京と貴族のくらし②寝殿造りのすまい 小･中

 Ｖ３２ 10

 源頼朝と鎌倉武士  ①源平の戦い②ご恩と奉仕③元との戦い 小･中

 Ｖ３３ 10
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 金閣と銀閣  ①義満と金閣②義政と銀閣 小･中 　 年 　　分

 Ｖ３４ 10

 天下の統一  ①戦国の世の中②南蛮文化③秀吉と天下の統一 小･中

 Ｖ３５ 10

 江戸幕府の政治  ①将軍と大名②鎖国③士農工商 小･中

 Ｖ３６ 10

 町人の文化  ①歌舞伎と浮世絵②商業や交通の発達③寺子屋と藩校 小･中

 Ｖ３７ 10

 蘭学を学んだ人びと  ①杉田玄白と解体新書②蘭学と長崎 小･中

 Ｖ３８ 10

 明治維新をすすめた人びと  ①長州藩と薩摩藩②攘夷から開国へ③江戸から明治へ 小･中

 Ｖ３９ 10

 近代化への歩み  ①富国強兵と文明開化②自由民権と憲法発布③近代工業の発達 小･中

 Ｖ４０ 10

 大正のころ  ①第１次大戦と日本②大衆の時代 小･中

 Ｖ４１ 10

 戦争への歩み  ①不景気の世の中②中国での戦い③太平洋戦争 小･中

 Ｖ４２ 10

 新しい日本  ①荒れはてた国土②民主化への歩み③産業の復興 小･中

 Ｖ４３ 10

 経済のめざましい発展  ①技術革新と産業②世界に活躍する日本③新しい問題 小･中

 Ｖ４４ 10
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

　 年 　　分

 Ｖ４５  （廃棄処分）

 溶液  微速度撮影で溶液の再結晶を動的に描く 中･高

 Ｖ４６ 14

 固体・液体・気体  それぞれを構成する分子を分析し、その違いを解明する 中･高

 Ｖ４７ 18

 酸化と還元  酸化反応と消費される酸素の体積との関係を分子モデルで描いた 中･高

 Ｖ４８  もの 16

 熱と仕事  物質が状態変化する時の熱の出入りをモデル化した粒子の運動で 中･高

 Ｖ４９  説明する 14

 こらからのエネルギー  石油に変わるエネルギー源である自然エネルギーと原子力エネル 中･高

 Ｖ５０  ギーを説明する 22

 電流による発熱  電流による発熱をサーモグラフにより視覚化する 中

 Ｖ５１ 5

 電流と電子の流れ  放電実験により、電子の流れであるを説明する 中

 Ｖ５２ 5

 浮力  物体が浮く力「浮力」を実験により分かりやすくしたもの 中

 Ｖ５３ 24

 川を中和する  群馬県の湯川にアルカリを加えることによって川を中和した事実 中

 Ｖ５４  を説明したもの 5

 イオンと電流  塩化銅を水に溶かすと、銅イオンと塩素イオンに分かれて溶ける 中

 Ｖ５５  ため電流が流れるようになることを実験する 5
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 電気の引く力の利用  身近なところから静電気の存在を確認し、静電気の性質を解明す 中 　 年 　　分

 Ｖ５６  る 5

 圧力  圧力は目には見えず、非常につかみにくいものである実験を通 中

 Ｖ５７  して圧力を理解させる 5

 修学旅行事前研究ビデｵ｢日光｣  日光へ修学旅行へ行く前に視聴しておけばより充実した旅行とな 中

 Ｖ５８  -歴史･文化そして自然-  る教材 15

 よみがえる子供たち  夏休みに無人島で生活をして、「協力」を身に付けた子供たちの 小･中･高

 Ｖ５９  －無人島の生活体験－  記録 H2 42

 きびしさ  いじめや校内暴力が問題の今、親たちの役割を教える 一般

 Ｖ６０  -今､親に問われているもの- H2 30

 非行尐年と呼ばないで  非行尐年と呼ばれる子供たちの心の底を探り、何を求めているの 一般

 Ｖ６１  かを理解する H2 29

 いじめは誰の責任  いじめられ自殺を決意した尐年の心の叫びを伝える 一般

 Ｖ６２  －ある事例から－ H2 29

 父よ母よ子よ  家族の絆は何よりも大切であることを、非行に走った息子との交 一般

 Ｖ６３  流で改めて認識させられる H2 30

 愛と性の十字路  ある高校生の生活から子供と大人の性に対する認識の違いを教え 一般

 Ｖ６４  －青年前期の場合－  られる H2 32

 大地震が学校をおそった  地震が起きたらどうすれば良いか協力して防災に取り組む姿を 小･中

 Ｖ６５  映しだしている 一般 H2 20

 がんばったねお母さん  働く母に不満を持った子供がやがて母を理解するに至るまでを描 小･中

 Ｖ６６  く 一般 H2 39
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 成長と体の変化  ヒトが第２次成長が始まり、大人へと近づいていくことを示す 小 　 年 　　分

 Ｖ６７ H2 10

 コンピュータを生かす  数学と理科の授業においていかにコンピュータを活用すれば良い 中

 Ｖ６８  －数学、理科での活用－  かを指導する H3 20

 ちかくの変動  ちかく変動の起こるようすを分かりやすく解説している 中

 Ｖ６９ H3 20

 なぜおきる交通事故（１）  小学生が気をつけなければならない交通規則を分かりやすく解説 小

 Ｖ７０  どうしてとびだしたの  する H3 16

 なぜおきる交通事故（２）  小学生が気をつけなければならない交通規則を分かりやすく解説 小

 Ｖ７１  こんなときがいちばんあぶない  する H3 19

 ホシガリ姫の冒険  現代の子供たちに貯蓄心や生活習慣を身に付けさせる金銭教育ア 小

 Ｖ７２  ニメーション H3 20

 中学校人体資料集  栄養分のゆくえと肝臓のはたらき 中

 Ｖ７３       消化器系（３） H3 10

 中学校人体資料集  骨格と筋肉 中

 Ｖ７４       感覚・運動器官（１） H3 10

 中学校人体資料集  脳と神経系のしくみ 中

 Ｖ７５       感覚・運動器官（２） H3 10

 中学校人体資料集  感覚と運動 中

 Ｖ７６       感覚・運動器官（３） H3 10

 中学校人体資料集  生殖器官の仕組み 中

 Ｖ７７       受精・出産（１） H3 10
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 中学校人体資料集  受精・発生の仕組み 中 　 年 　　分

 Ｖ７８       受精・出産（２） H3 10

 中学校人体資料集  胎児の成長と出産 中

 Ｖ７９       受精・出産（３） H3 10

 廃棄物処理事例集  ごみの分別と排出抑制 一般

 Ｖ８０ H4 83

 廃棄物処理事例集  廃棄物のリサイクル 一般

 Ｖ８１ H4 57

 廃棄物処理事例集  産業廃棄物の処理とリサイクル 一般

 Ｖ８２ H4 74

 廃棄物処理事例集  汚水と水のリサイクル 一般

 Ｖ８３ H4 73

 廃棄物処理事例集  リサイクル型の街づくり 一般

 Ｖ８４ H4 77

 小学校人体シリーズ３年編  見る－目のはなし－ 小

 Ｖ８５ H4 10

 小学校人体シリーズ３年編  聞く－耳のはなし－ 小

 Ｖ８６ H4 10

 小学校人体シリーズ３年編  さわる－皮ふのはなし－ 小

 Ｖ８７ H4 10

 小学校人体シリーズ３年編  体を動かす－骨と筋肉のはなし－ 小

 Ｖ８８ H4 10
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 小学校人体シリーズ５年編  成長と体の変化 小 　 年 　　分

 Ｖ８９ H4 10

 小学校人体シリーズ５年編  男女の体のつくり 小

 Ｖ９０ H4 10

 小学校人体シリーズ５年編  動物のオスとメス 小

 Ｖ９１ H4 10

 小学校人体シリーズ５年編  赤ちゃんこんにちは 小

 Ｖ９２ H4 10

 小学校人体シリーズ５年編  動物の赤ちゃん 小

 Ｖ９３ H4 10

 野口英世物語  野口英世の生涯を尐年時代から描く 小

 Ｖ９４ H4 20

 キュリー婦人物語  その生涯に２度もノーベル賞を受賞したキュリー婦人の一生をア 小

 Ｖ９５  ニメーションで描く H4 20

 Ｖ９６  （廃棄処分）

 災害シリーズ  絵図に見る災害の歴史 小･中･青

 Ｖ９７ 一般 H4 20

 災害シリーズ  昭和の自然災害と防災 小･中･青

 Ｖ９８ 一般 H4 25

 災害シリーズ  火災と事故の昭和史 小･中･青

 Ｖ９９ 一般 H4 30
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 災害シリーズ  稲むらの火（アニメーション） 小･中･青 　 年 　　分

Ｖ１００ 一般 H4 16

 再び学校へ  生涯学習を推進していく上で、リカレント学習の重要さをとく 一般

Ｖ１０１  リカレント学習 H4 29

 （廃棄処分）

Ｖ１０２

 きずな  部落差別の典型的な例である結婚差別を取上げ部落差別がいかに 一般

Ｖ１０３  －にんげんの詩パート２－  不当なものであるか、どうしたらこの問題を解決できるか考える H5 26

 （廃棄処分）

Ｖ１０４

 小学校人体シリーズ６年編  消化のなぞ 小

Ｖ１０５ H5 10

 小学校人体シリーズ６年編  体をめぐる血液 小

Ｖ１０６ H5 10

 小学校人体シリーズ６年編  ２本足のふしぎ 小

Ｖ１０７ H5 10

 小学校人体シリーズ６年編  かしこい動物　－ヒト－ 小

Ｖ１０８ H5 10

 小学校人体シリーズ６年編  人と植物のかかわり 小

Ｖ１０９ H5 10

 小学校人体シリーズ６年編  ヒトと環境 小

Ｖ１１０ H5 10

10



ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 中学校人体資料集  消化器系（１）消化器系のつながり 中 年 分

Ｖ１１１ H5 10

 中学校人体資料集  消化器系（２）消化のしくみ 中

Ｖ１１２ H5 10

 ゴンタと呼ばれた犬  燃えさかる山火事！逃げ出すことで精一杯の清之一家が気がつい 小･中

Ｖ１１３  たとき、愛犬ペスは行方不明に… 一般 H6 42

 ロビンソンクルーソー  無人島の大自然のなかに、知恵と勇気で立ち向かうロビンソン… 小･中

Ｖ１１４  （無人島の冒険） H6 40

 へんてこなボランティア  一人暮らしのお年寄りと中学生の深くさわやかな交流社会と人 小･中

Ｖ１１５  間のありかたを問いかけます 一般 H6 46

 （廃棄処分）

Ｖ１１６

 独り立ち  サルの独り立ちから学ぶ人間にも通じるさまざまな示唆とは… 小･中

Ｖ１１７ 一般 H6 29

 日本の歴史  徳川家康と江戸幕府 小６

Ｖ１１８ 　 （江戸時代シリーズ） H6 10

 日本の歴史  徳川家光と参勤交代 小６

Ｖ１１９  　（江戸時代シリーズ） H6 10

 日本の歴史  長崎の出島 小６

Ｖ１２０ 　 （江戸時代シリーズ） H6 10

 日本の歴史  江戸町人の文化 小６

Ｖ１２１ 　 （江戸時代シリーズ） H6 10
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 日本の歴史  本层宣長と国学 小６ 年 分

Ｖ１２２ 　 （江戸時代シリーズ） H6 10

 日本の歴史  杉田玄白と蘭学 小６

Ｖ１２３ 　 （江戸時代シリーズ） H6 10

 日本の歴史  伊能忠敬の仕事 小６

Ｖ１２４ 　 （江戸時代シリーズ） 　　 （日本の地図ができた） H6 10

 日本の歴史  江戸の文化　教育の広がり 小６

Ｖ１２５ 　 （江戸時代シリーズ） H6 10

 ゴミ減量作戦  大きな社会問題になっているゴミ…消費者も生産者も国民全員が 一般

Ｖ１２６  物や資源を消費する姿勢を見直しし、真剣に考える作品 H7 30

 水からのメッセージ  地球上には１４億立法メートルの水があり９７％が海水であり 小･中

Ｖ１２７  残り３％が淡水であるその貴重な水について考える H7 25

 生物のつながりと食物連鎖  虫の大半は鳥に食べられ、鳥は肉食のより大型の鳥に食べられる 小･中

Ｖ１２８  という食物連鎖を展開する H7 17

 春をまつ雪  家族に反対されながらも、同和地区の青年と結婚して幸せに暮し 青･一般

Ｖ１２９ 　　　　　 ‐同和啓発‐  ていた佐枝子ある日セ－ルスマンから教育図書を買うことに… H8 53

 妹と私  この作品は思春期にさしかかった、ある尐女とおばあさんの耳を 小･中

Ｖ１３０ 　　　　　 ‐児童劇‐  怪我をさせて苦しむ、その妹との関わりの過程を描いている 一般 H8 45

 どんぐりと山猫  草むら中から黄金色に光るどんぐりたちが、がの大群のように押 幼･小

Ｖ１３１ 　　　　　 ‐アニメ‐  しかけてきました　　　　　　　‐宮沢賢治の作品‐ 一般 H8 20

 ぼくだってきれいに  「すすけのマ－ヤン」とあだ名されている差別に苦しむ小学校３ 小

Ｖ１３２  したいんだ‐人権アニメ‐  年の正夫の例をあげ、差別に対しての問題を解決していく H8 15
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 金のがちょう  正直者のハンスは、親切にしてやった木の精から金のがちょうを 幼･小 年 分

Ｖ１３３ 　　　　　 ‐アニメ‐  もらう触った人がみんなくっついてしまう（世界民話） H8 19

 ナイチンゲ－ル物語  “看護婦の母”讃えらえ、看護組織の確立や看護婦の養成に力を 幼･小

Ｖ１３４ 　　　　　 ‐アニメ‐  つくしたナイチンゲ－ルの一生をアニメによって描いている H8 20

 七夕ものがたり  夏の夜空に天の川をはさんで織姫と彦星が、繰り広げるロマンス 幼･小

Ｖ１３５ 　　　　　 ‐アニメ‐  を美しく歌いあげた七夕伝説のアニメ化 H8 20

 ぽっぽちゃんの目にっき  ぽっぽちゃんは、生まれつき耳が不自由な聴覚障害児 小･中

Ｖ１３６ 　　　　　 ‐児童劇‐ 　‐私は勉強してヘレンケラ－のように世の中のために働きたい 一般 H8 40

 中学校理科観察  種子植物のつくり、花と種、花のように見えない花 中

Ｖ１３７  ‐種子植物の生活と体の作り‐　 (1年) H8 18

 中学校理科観察  シダ植物の増え方、コケ植物の体と増え方、ソウ類の体と増え方 中

Ｖ１３８  ‐胞子で増える植物‐　　　(1年) H8 18

 中学校理科観察  地球とはどんな星、身近な恒星―太陽、月とは、内惑星、外惑星 中

Ｖ１３９  ‐太陽系の天体‐　(1年) H8 18

 中学校理科観察  消化器官のしくみ、食物の消化、栄養分の吸収 中

Ｖ１４０  ‐食物の消化と吸収‐　　　(2年) H8 18

 中学校理科観察  血液とその働き、心臓、血液の循環 中

Ｖ１４１  ‐血液の働きと循環‐　　　(2年) H8 17

 中学校理科観察  動物の吸収、肺のつくりと働き、酸素を運ぶヘモグロビン 中

Ｖ１４２  ‐呼吸と排出‐　　(2年) H8 17

 中学校理科観察  植物の体と細胞、動物の体と細胞、微生物の体と細胞、 中

Ｖ１４３  ‐細胞と生物の成長‐　　　(3年)  細胞分裂と成長 H8 19

13



ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 中学校理科観察  有性生殖、無性生殖、親と子のつながり 中 年 分

Ｖ１４４  ‐生物のふえかたと遺伝‐　　(3年) H8 19

 中学校理科観察  身近にある酸とアルカリ、金属をとかす酸、アルカリ、中和 中

Ｖ１４５  ‐酸とアルカリ‐　(3年) H8 18

 中学校理科観察  新しい素材の開発、新素材と私たちの生活 中

Ｖ１４６  ‐新素材と私たちの生活‐　　(3年) H8 18

 ぼくときどきぶた  突然まおうがとび出したみんなブタになれ－！ 小

Ｖ１４７ 　　　　　　　　　　　　　 原作　矢玉四郎　アニメ－ション H9 25

 ぼくへそまでまんが  これはすごいまんがだ！　こういうのをナンセンスまんがという 小

Ｖ１４８  んだ　　　　　　　　　　　　　　　　　　アニメ－ション H9 25

 うちへおいでよ  爽やかな感動で描く、子育てと介護と人権頑張りかあさん奮闘記 一般

Ｖ１４９ 　 　　　　　　　　 ―社会同和教育啓発作品― H9 54

 ひとりぼっち  人に対する思いやり、友情の大切さを考えます 中･高

Ｖ１５０ 　　　　　　　　　　　―道徳教材― 一般 H9 21

 クラスメイト  クラスのみんなを巻き込んだいじめの構図その中で、自分の 中･高

Ｖ１５１  考えにそった行動をとる勇気の大切さを訴えます 一般 H9 20

 お母さんの仕事  お母さんの働く姿を見られてしまった恥ずかしいと思う私の心 中･高

Ｖ１５２ 一般 H9 20

 援助交際を考える  増加する性非行身も心も傷つくのは女性なのに…取材による 中･高

Ｖ１５３  再現映像と子どもたちの生の声で構成 一般 H9 20

 ＨＥＬＰ　ＭＥ  覚醒剤の恐ろしさを知っていますか！ 中･高

Ｖ１５４ 　　　　　　　　　　 ―非行防止教育映画― 一般 H9 31
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 尐年犯罪を考える  「万引き」「偽りのパ－ティ券売り」「オヤジ狩り」…これらが 中･高 年 分

Ｖ１５５  犯罪である事を、生徒自らに考えさせるための教材 一般 H9 20

 くもりのち晴れ  「どうして私だけがいじめられなければならないの」 小･中

Ｖ１５６  幸子の心からの叫びは…　　　　　　アニメ－ション 高 H9 40

 エイズ発症その生と死  エイズ…それはもう、私たちにとって関係のない遠い世界のこと 中・高

Ｖ１５７  を考える  でもなく、身近なこととして理解し、考える時… 一般 H9 29

 いじめを考える被害者の  つらい、寂しい…死んでしまいたい！　でも誰にもいえない 中･高

Ｖ１５８  心の叫び  実例をもとに構成しました 一般 H9 16

 タバコの煙は死の煙  肺ガン手術を受けた元患者の生々しい証言を交え、健康への悪 中･高

Ｖ１５９  影響についてわかりやすく解説し、喫煙防止を訴えます 一般 H9 21

 エイズを知れば怖くない  エイズについての正確な知識、正しい理解を得るための教材 中･高

Ｖ１６０ 一般 H9 19

 エイズと共に生きよう  エイズについての正確な知識、正しい理解を得るための教材 中･高

Ｖ１６１  ｢ジｮﾅｻﾝ君といっしょに｣ 一般 H9 15

 わかりあえる季節  「自分は差別していない」と思っている人たちの心の中にある 中･高

Ｖ１６２  差別性を気づかせる感動のドラマ　　　同和問題啓発 一般 H9 52

 こぎつねの消防隊  いたずらな３匹のこぎつねが火の恐ろしさを子どもたちに 小･中

Ｖ１６３  教えます　　　　　　　　　　　　アニメ－ション H9 17

 こぎつねの交通安全  いたずらな３匹のこぎつねと楽しく学べる交通安全 小･中

Ｖ１６４ 　　　　　　　　　　　　　　　　　 アニメ－ション H9 16

 生命創造  生命の美しさ、誕生の素晴らしさを受精から出産まで初めて

Ｖ１６５  体内にカメラが入った感動のドキュメント 一般 H9 18
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 みんなで創ろう新しい流山  中学生程度でも理解できるように、中学２年生の男女２人が親戚の 中･高 年 分

Ｖ１６６  －常磐新線とまちづくり－  若いおじさんと一緒に常磐新線とまちづくりについて学習するもの 一般 H9 20

 増え続けるごみ  流山市の現状を紹介これから増え続けるゴミ問題を考える 一般

Ｖ１６７  -流山市の現状- 企画課製作 H9 19

 橋本総理の外交記録Ⅱ  中南米諸国歴訪、国連出席、ＡＰＥＣ首脳会議出席、東南アジア諸 一般 　　
Ｖ１６８  国歴訪、日・ペルー首脳会談など橋本総理の外交活動 H9 35

 自治体マルチメディア  マルチメディアによる地域活性化施策をどのように展開するのか、 一般 　　
Ｖ１６９ 　　　　　　　 セミナー  また、先進的に取り組んでいる東京都・横浜市の様子 H9 28

 炎の証言  戦争体験のない若年世代に対して戦争の悲惨さや愚かさ、平和の尊 青年 　　
Ｖ１７０  さを再認識させるもの 一般 H9 30

 ＮＧＯ国際貢献/はばたけ！  海外での農業協力・植林活動などの様子をパプアニューギニア、ミ 青年 　　
Ｖ１７１  ２１世紀を担う青年たち  ャンマーを取材に取上げ、ＮＧＯの国際協力活動の一端を紹介 一般 H9 25

 世界を結ぶ日本の海運  戦後５０年歩んだ海運の軌跡をみつめ、明日の海運を展望するもの 中・高 　　
Ｖ１７２ 一般 H9 30

 橋本総理の外交記録Ⅲ  米国・豪州・ニュージーランド歴訪、ペルー訪問、デンヴァーサミ 一般 　　
Ｖ１７３  ット出席など橋本総理の外交活動 H9 35

 未来からの電子メール  地球環境問題が私達の次世代に関わる問題としてより身近に考え、 中・高 　　
Ｖ１７４  ～環境に国境はない～  環境汚染が国境を超える問題であることを認識させるもの H9 28

 週刊こどもニュースが  番組スタッフが放送の準備する様子を父・母・子役の案内でわかり 小・中 　　
Ｖ１７５ 　　　　　　 できるまで  やすく紹介 H9 12

 ＮＨＫは地域に密着  ＮＨＫ千葉放送局の活動案内 　　
Ｖ１７６ H9 17
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 できることからひとつずつ  ボランティアの体験講座・心構え・情報収集や子供たちのボランテ 中・高 年 分

Ｖ１７７  ボランティアはじめの一歩  ィア活動、点訳活動等の事例紹介 一般 H9 17

 炎の証言（鎮魂の祈り）  戦争体験のない若年世代に対して戦争の悲惨さや愚かさ、平和の尊 一般

Ｖ１７８  さを再認識させるもの H9 30

 ここがポイント！  わたしたちにとって一番身近な家庭の食事を食中每から守るための 一般

Ｖ１７９ 　 家庭の食中每予防  手引で、家庭の食事づくりに生かせるもの H9 16

 橋本総理の外交記録Ⅳ  中国訪問、ロシア訪問、サウディアラビア王国訪問、ＡＰＥＣ出席 一般

Ｖ１８０  オタワ訪問、ＡＳＥＡＮ首脳会議など橋本総理の外交活動 H9 28

 光の正体をさぐってみよう  光の性質をさぐるいろいろな実験を行いながら、自然界のことや未 小・中

Ｖ１８１  来の科学に思いをはせることができるわくわく感いっぱいのもの H9 21

 脳科学への招待  脳科学研究の最前線を支える個性豊かな研究者の生の声を紹介しな 小・中

Ｖ１８２  がら、脳科学研究の現状と未来を展望しているもの 高・一般 H9 24

 未来への伝言  千葉県の実態に沿った同和問題の現実を描き、同和問題の解決のた 小・中

Ｖ１８３  めに「あなたがしなければならないことは何か」を考えさせる 高・一般 H10 50

 一番星  道徳の時間に直接使えるドラマ仕立てのビデオ資料とビデオ資料を 中学生

Ｖ１８４  使った授業例とで構成 H10 45

 おわびとお礼  生涯学習の重要性が再認識されている今日、言語生活についてもう 小・中 20

Ｖ１８５  言葉の使い分け  一度見直す気持ちを持たせるための教材として製作 高・一般 H10 17

 実験で知る  高校生たちのエネルギー・環境問題に対する関心と主体的な取組み 高校生

Ｖ１８６        エネルギーの世界  を喚起することをねらいとして製作した高校生用教育ビデオ H10 20

 太陽の子メグちゃんの  森林を守り育てることの大切さや森林のもつはたらき、木材の生活 小・中

Ｖ１８７ 　　　　　　　 林業案内  利用などについて案内役のメグちゃんがわかりやすく紹介 H10 15
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 日本の山村  山村の自然を守りそこで暮らす人々とそれを支援する都会の人々と 一般 年 分

Ｖ１８８ 　 私たちのくらしと山村  の交流をとおして、人間の営みと自然との調和をテーマに製作 H10 20

 世界のペットボトル  北アメリカのペットボトルリサイクル事情について紹介 一般

Ｖ１８９          リサイクル事情 H10 10

地球の歌、まだ聞こえますか  環境がいま、危機に瀕してしている廃棄物ゼロの循環経済…とは？ 一般

Ｖ１９０  産業映画祭受賞作品 H10 16

 ストップ！地球温暖化  生活の場で簡単に実行できるＣＯ２の排出削減方法など環境にやさ

Ｖ１９１  しい取り組みのいろいろを紹介 一般 H10 18

 中年からの私づくり  中年からの女性たちがこれからの人生でどのように自己実現を果た

Ｖ１９２  していこうとしているのかについて考えて見る 一般 H10 31

 わが心の朝  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

Ｖ１９３  な視点でとらえ、それを描いた教育映画祭最優秀作品賞受賞作品 一般 H10 53

①  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    近代国家の誕生 　 明治期　① 中･高 H10 20

②  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    国際社会への道 　 明治期　② 中･高 H10 20

③  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    民衆の時代 　 大正期 中･高 H10 20

④  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    戦争と国民生活 　 昭和期　① 中･高 H10 20

⑤  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    混乱からの復興へ 　 昭和期　② 中･高 H10 20
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

⑥  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現 年 分

Ｖ１９４    発展する日本 　 昭和期　③ 中･高 H10 20

⑦  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    国際社会の中の日本 　 昭和期　④ 中･高 H10 20

⑧  近代日本の歩みシリーズ  貴重なニュースフィルム、歴史資料などを中心に再現

Ｖ１９４    戦後５０年の歩み 　 戦後期 中･高 H10 20

①  日本の現代文学シリーズ  映像でたどる作家の生涯と作品の世界

Ｖ１９５    夏目漱石 中･高 H10 30

②  日本の現代文学シリーズ  映像でたどる作家の生涯と作品の世界

Ｖ１９５    芥川龍之介 中･高 H10 30

③  日本の現代文学シリーズ  映像でたどる作家の生涯と作品の世界

Ｖ１９５    樋口一葉 中･高 H10 30

④  日本の現代文学シリーズ  映像でたどる作家の生涯と作品の世界

Ｖ１９５    宮沢賢治 中･高 H10 30

 日本の絵巻物や浮世絵などを取上げ、日本の伝統的絵画のよさや特

Ｖ１９６  日本の絵画のよさ  徴をまとめたもの 中･高 H10 20

 二人の高校生男女を主人公に二人のそれぞれ揺れ動く思いを、活気 中･高

Ｖ１９７  明日があるやん  あふれる大阪の街と自然豊かな和歌山を舞台に描く人権同和作品 一般 H10 53

 「啓発や教育自体に問題が含まれてはいなかったか」を問うことを

Ｖ１９８  空　転  主題とし、同和問題の再考を提起した同和問題啓発映画 一般 H10 55

 高齢者問題や外見の違いから生じるいじめや差別、不登校、命の尊 中･高

Ｖ１９９  おじいちゃんのトマト  厳などの問題をなげかけるアニメ映画 一般 H10 39
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 いい子・わるい子  親にとって都合の「いい子」が抱える問題点を探り、自立心ややる 年 分

Ｖ２００ 　 －反抗期と心の成長－  気が芽生え始める時期の親の対応の大切さを示唆するもの 一般 H10 28

 銀色のシャープペン  人間として誇りを持って生きるには…中学生の心に問いかける

Ｖ２０１ 中 H10 20

 森林から見た日本の気候  森林分布に着目して、日本の気候の特色や区分を眼でとらえる気候

Ｖ２０２  の学習教材 中 H10 21

 （廃棄処分）

Ｖ２０３

 子どもの心に向き合う心  表情、言葉、健康状態、生活サイクル、交友関係など、あらゆる側

Ｖ２０４  面のさまざまな兆候から子どもの心の変化を受け止められるように 一般 H10 20

邦楽音楽祭  第６回国民文化祭ちば‘９１の中で開催された音楽祭（邦楽）　

Ｖ２０５ 郷土の調べ　日本の文化① 一般 H10 20

邦楽音楽祭  第６回国民文化祭ちば‘９１の中で開催された音楽祭（邦楽）　

Ｖ２０６ 郷土の調べ　日本の文化② 一般 H10 20

邦楽音楽祭  第６回国民文化祭ちば‘９１の中で開催された音楽祭（邦楽）　

Ｖ２０７ 郷土の調べ　日本の文化③ 一般 H10 20

邦楽音楽祭  第６回国民文化祭ちば‘９１の中で開催された音楽祭（邦楽）　

Ｖ２０８ 郷土の調べ　日本の文化④ 一般 H10 20

  悟空の著作権入門  著作権問題について人気アニメ孫悟空を用いてわかりやすく解説す

Ｖ２０９  る入門編 一般 H10 20

 対　決！  おもしろ理科実験　「電気と磁気」についてドラマ仕立てで わかりやすく

Ｖ２１０  エレクとマグネの真剣勝負 説明 小 H11 25
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

  日本の山村   森の贈り物  尐女が出会う山や森の自然、そこに棲む生物、そして自然と 共存して暮 小･中・ 年 分

Ｖ２１１ らす人々を描く 高･一般 H11 20

 明日への伝言   熊本における戦災体験者の声を聴き、戦争を知らない子供達と いっしょ 小･中・

Ｖ２１２  私たちは戦争を知らない に考える 高･一般 H11 21

 旅たびトラブル   渡航先に関する情報収集の仕方や海外でのトラブル防止の ポイントな

Ｖ２１３   事前の情報収集が決め手 ど、安全対策を紹介 一般 H11 18

 千葉県の民謡　全２巻  千葉県民謡記録ビデオ

Ｖ２１４ 海･山･里に生きる人びとの歌      九十九里町 館山市 睦沢町 八千代市 関宿町 一般 H11 60

 世代をこえて   高齢化社会の到来と世代間交流の必要性、異世代交流、そして 老いと

Ｖ２１５   みんなでつくる高齢社会 向かい合う人々の姿や声 一般 H11 20

 頑張れ！お父さん  子育てを経験しているお父さんの姿を追いながら、「父親の子育て参加」

Ｖ２１６   パパたちの子育て奮闘記 を考える 一般 H11 16

  子どもとしつけ   ＫＯＮＩＳＨＩＫＩさんとアニメのテディがしつけのポイント を楽しく解説

Ｖ２１７ 一般 H11 16

 子育ての極意  子どもの個性を大切にし、未来への夢を持たせるためには…

Ｖ２１８   ゆっくり、ゆったり  専門家たちが育児のコツを伝授 一般 H11 17

 太陽の子メグちゃんの   日本の畜産業について、アニメーションを使って小学生にも理解できるよ 小･中・

Ｖ２１９              畜産業案内 うに、やさしく解説しています。 高･一般 H11 15

  小渕総理の外交記録 Ⅰ   平成１０年９月から平成１１年１月にかけての小渕総理の外交活動 小･中・

Ｖ２２０ 高･一般 H11 29

  ひろがれ！冒険遊び場   世田谷区での取組みに始まり、全国へと広がりを見せている各地の冒険

Ｖ２２１ 遊び場１４団体の様子、昨年初めて開かれた全国集会の模様 一般 H11 40
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 対話を組み立てる（前半）  美しく豊かな言葉をめざして ～上手な聞き方～ 中・高･ 22

Ｖ２２２  一言の大切さ(後半)  美しく豊かな言葉をめざして ～言葉の働きと効果～ 一般 H11 13

  だけん・なん   差別や偏見の不合理さを訴え、併せて次世代の子供たちにいじめや差 小･中・

Ｖ２２３ 別に立ち向かう勇気を伝えることの大切さを描く。 高･一般 H11 58

  蛍の舞う街で（字幕入り）   2つの家族の交流を中心に物語を展開、日常生活の中でごく当たり前の 中・高･

Ｖ２２４ こと、日常的なことにも人権問題が潜んでいる… (アニメ) 一般 H11 42

ゆうかんな十人のきょうだい   10人が知恵と力を合わせて王様を懲らしめて、村の平和を守る痛快なお 小

Ｖ２２５ 話(アニメーション)です。 幼児 H11 20

  北里柴三郎   ｢ペスト菌｣の発見者、北里柴三郎のドキュメンタリードラマ。 小･中・

Ｖ２２６ 高･一般 H11 48

してみませんかボランティア   ボランティアから自分の生きがいを見つけ、いきいきと活動する人々を紹

Ｖ２２７ 介し、ボランティアへ踏み出すきっかけを与える作品 一般 H11 20

 アミーゴ　友だち   それぞれ異なった文化や言葉、習慣を持つ子どもたちがスポーツや動物

Ｖ２２８            （字幕入り） とのふれあいを通し、真の友情に目覚めていく… (アニメ) 小 H11 15

  にじいろのふしぎないし   やさしさと勇気をくれる「にじいろのふしぎないし」を求め、魔女の待つ洞

Ｖ２２９            （字幕入り） 窟へ子供たちの冒険がはじまった… （人権啓発アニメ） 幼児 H11 15

  知らんぷりの目   他人に冷たい「知らんぷりの目」を、まわりを思いやる、勇気ある｢温かい

Ｖ２３０ 目｣に変えていくにはどうしたら良いか？ (アニメ) 小･一般 H11 18

  青の洞門   道徳で取り上げられている児童文学の名作（菊池寛原作）のアニメ化。

Ｖ２３１ 小 H11 14

  セロひきのゴーシュ   今日でも多くの人に愛されている、明るいユーモアにあふれた心温まる 小

Ｖ２３２ 宮沢賢治童話作品のアニメ化。 幼児 H11 20
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 花さき山   道徳で取り上げられている児童文学の名作（斉藤隆介原作）のアニメ化。

Ｖ２３３ 小 H11 11

①  世界とその諸地域シリーズ   中学校社会科(地理的分野)  ニューヨーク

Ｖ２３４              (第１巻） 中 H11 20

②  世界とその諸地域シリーズ   中学校社会科(地理的分野)  中  国

Ｖ２３４              (第２巻） 中 H11 20

③  世界とその諸地域シリーズ   中学校社会科(地理的分野)  オーストラリア

Ｖ２３４              (第３巻） 中 H11 20

④  世界とその諸地域シリーズ   中学校社会科(地理的分野)  韓  国

Ｖ２３４              (第４巻） 中 H11 20

⑤  世界とその諸地域シリーズ   中学校社会科(地理的分野)  タ  イ

Ｖ２３４              (第５巻） 中 H11 20

①  天文シリーズ （第１巻）   中学校理科第２分野  地球の運動

Ｖ２３５ 中 H11 14

②  天文シリーズ （第２巻）   中学校理科第２分野  太陽・月・地球の運動

Ｖ２３５ 中 H11 14

③  天文シリーズ （第３巻）   中学校理科第２分野  惑星の運動

Ｖ２３５ 中 H11 14

 わが子の心のが見えない   いじめによって同級生を自殺に追い込んだ息子を持つ母親を主人公に

Ｖ２３６ 息子の心に一体何が起こったのか、見つめていく… 一般 H11 32

①  破 滅   第１巻 保健編 ―人体を蝕む恐怖の実態―

Ｖ２３７ 一般 H11 20
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

②  薬物乱用の衝撃   第２巻 特別活動編 ―薬物乱用と狙われる若者たち―

Ｖ２３７ 一般 H11 20

 ドラッグ   教え子の薬物乱用がきっかけで夜回りを始めた高校教師、 中・高･

Ｖ２３８ 薬物依存からリハビリ中の若者が語る体験談   ほか 一般 H11 18

 １００万円あったら、   お金の価値や貯蓄が社会で果たす役割、また、悪質商法から 小･中

Ｖ２３９                どうする？ 身を守る方法やカードに対する知識を楽しく学べるアニメ。 ・高 H11 28

 小渕総理の外交記録 Ⅱ  小渕総理の外交記録（Ｈ１１．３～７） 小･中・

Ｖ２４０  韓国、アメリカ、イギリス訪問、ケルン・サミット出席等 高･一般 H11 29

 “主治医”はあなた！   専門家が語る生活習慣病の現状と予防

Ｖ２４１ 一般 H11 15

 音の正体をつかめ！   音の世界を探る実験、音の性質を探り、実際に音を作ってみながら

Ｖ２４２ 音の招待を究明する。 小 H11 25

 明日への伝言 兄さんと一緒に食べようと、小さな赤いトマトを井戸に冷したまま、死んだ 小･中・

Ｖ２４３      小さな赤いトマト 尐女がいる。戦災の記憶を平和への祈りとして明日へ伝える。 高･一般 H11 25

  探検!! みんなの放送局  放送に向けて準備が進むニュースセンターやドラマスタジオの様子

Ｖ２４４  ＮＨＫの最新技術による将来の放送をわかりやすく紹介 小 H11 18

　きつねとぶどう 　道徳で取り上げられている児童文学の名作（坪田譲治原作）のアニ

Ｖ２４５ メ化。狐の親子の物語。 小 H12 11

 新・泣いた赤おに   心の優しいおにたちの交流を感動的に描いて、友情の大切さを謳 幼児～

Ｖ２４６ い上げた浜田廣介の代表作 一般 H12 20

①  水とごみシリーズ① 「水道博士になろう！」

Ｖ２４７ 小 H12 14
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

②  水とごみシリーズ②   「ごみ博士になろう！」

Ｖ２４７ 小 H12 14

①  くらしのうつりかわり   「子どもたちの　くらしのうつりかわり」

Ｖ２４８  シリーズ① 小 H12 14

②  くらしのうつりかわり   「かわってきた　わたしたちのくらし」 　

Ｖ２４８  シリーズ② 小 H12 14

③  くらしのうつりかわり   「昔からつたえられている行事」

Ｖ２４８  シリーズ③ 小 H12 14

 マザー・テレサ   貧しい人々・恵まれない人々を愛し続けたマザー・テレサの生涯を

Ｖ２４９ 描いた作品。 小 H12 20

 ひろがる教育   2002年から始まる、インターネットの教育への本格的な利用を目指

Ｖ２５０        ―インターネット― す教育関係者に参考となる作品。 一般 H12 20

①  資料　世界現代史  「第１次世界大戦とロシア革命」

Ｖ２５１              （第１巻） 中・高 H12 19

②  資料　世界現代史  「ヴェルサイユ体制下の欧米・ファシズムの台頭」

Ｖ２５１              （第２巻） 中・高 H12 19

③  資料　世界現代史　　　  「第２次世界大戦」

Ｖ２５１               (第３巻） 中・高 H12 19

④  資料　世界現代史  「東西対立と冷戦」

Ｖ２５１              （第４巻） 中・高 H12 19

⑤  資料　世界現代史  「第３世界の自立と多極化する世界」

Ｖ２５１              （第５巻） 中・高 H12 19
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 生きている（字幕入り）  「生きている」ことへの感動と家族の愛、将来への希望、友情の大切さを

Ｖ２５２ 見つめていくドラマ。人権啓発アニメーション。 中・高 H12 19

 草太の誓い（字幕入り）  江戸時代、農民や町人よりもさらに低い身分に置かれた尐年が受けた差 小・中

Ｖ２５３ 別と怒りの物語。人権・同和啓発アニメーション。 高・一般 H12 15

 （廃棄処分）

Ｖ２５４

①  能と狂言の技と心 「入門・能の技と心」

Ｖ２５５                （第１巻） 一般 H12 20

②  能と狂言の技と心　 「入門・狂言の技と心」

Ｖ２５５                 (第２巻) 一般 H12 20

 カード社会と私たち   クレジットカードは魔法のカード？クレジットカードについての概念 中・高

Ｖ２５６ と、使用に際しての注意点。 一般 H12 17

 万引きはダメッ！   「万引き」が「犯罪」である事を子ども達に認識させ、社会のルール

Ｖ２５７ 　 を守る大切さを訴える。 小・中 H12 21

 しらんぷり 　いじめと対峙した尐年の、心の葛藤のドラマをリアルに描く作品。 幼児・

Ｖ２５８ 小 H12 21

 ぼくの青空 　筋ジストロフィーと闘う「義人」の心からの叫びが命の尊さ、大切さ 小～

Ｖ２５９ 　 を訴える。 一般 H12 26

 どんぐり森へ 　尐年がどんぐり森で体験する不思議な出来事を通して、生き物にも 幼児・

Ｖ２６０ 　 命があり、大切なものであることを学んでいく作品。 小 H12 15

 雲が晴れた日 　共生と人権という問題を身近なものとして捉える作品。 中～

Ｖ２６１ 　 人権・同和啓発ドラマ。 一般 H12 53
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 シャッターチャンス 　自身の進路問題を抱えた主人公が、同和問題等の人権問題に 中～

Ｖ２６２              （字幕入り）　 立ち向かう勇気を持っていく作品。人権・同和啓発アニメ。 一般 H12 25

 豊かさを運ぶ海の道 　小学校・中学校社会科、総合映像教材。 　

Ｖ２６３        ―地球環境と海運― 小・中 H12 21

   明日への伝言 　55年前の岡山での、戦争記録映像。 　

Ｖ２６４ 小・中 H12 30

 単位のはなし 　メートル・キログラム・秒という単位の誕生の歴史などについて

Ｖ２６５    「１」を決めるために？！ わかりやすく説明しているアニメーション。 小・中 H12 33

 美しく豊かな言葉をめざして １　ドラマ編　分りやすい説明。

Ｖ２６６  ―伝わっていますか？― ２　解説編　分りやすい説明のために 小・中 H12 39

 日本の山村―豊かな暮しと 　魅力的な山村の自然や文化を生かした活動や、都市住民との 　

Ｖ２６７  心の里づくり― 交流活動などによって、豊かな暮しを実現した事例を紹介。 中・高 H12 18

 ここが知りたい！介護保険 　介護保険制度のしくみを分かりやすく紹介。

Ｖ２６８  ―みんなで支える老後の安心 一般 H12 30

 九州・沖縄サミット2000 　森内閣総理大臣の首脳外交記録 中・高 　

Ｖ２６９ 一般 H12 45

 おもしろ理科実験 　サイエンス指令　熱をさぐれ！ 中・高

Ｖ２７０ 一般 H12 25

 みんなでみんなの 　パート１　都市計画と住民参加のまちづくり 中・高

Ｖ２７１        まちづくり 　パート２　お済みですか？地籍調査 一般 H12 29

　放送局ってどんなとこ？ 　「週間こどもニュース」でおなじみのスクープ君がテレビ製作の

Ｖ２７２ 裏側を紹介する。 小・中 H12 17

27



ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 よみがえれ、マングローブ 　「マングローブってな～に？」 小～ 　

Ｖ２７３ 　海の森づくり 　「マングローブと生きもの」 一般 H12 22

　世界遺産シリーズ 　ブナ林と動植物の豊かなつながり 中・高

Ｖ２７４ 　白神山地 一般 H12 20

どうなる？ 内閣府・厚生労働省監修による、最新の「公的年金」及び「医療保険」

Ｖ２７５ 公的年金＆介護保険 に関する解説ビデオ。 一般 H13 15

日本の山村 好環境や歴史・文化を伝承し豊かな暮らしを実現させる場所である山村 中･高

Ｖ２７６ 豊かな暮しを築く に定住した人々の事例を紹介。フランスの山村の暮らしも紹介。 一般 H13 23

マナ・カナの 三倉茉奈･佳奈姉妹と小学生が一緒に調査は実験を通して環境問題への 小～

Ｖ２７７ 天然ガス自動車で行こう！ 興味を深め、クリーンエネルギー自動車の必要性を学ぶ。 一般 H13 25

That's 預金保険制度 2002年4月より発動される｢ペイオフ｣制度及び預金保険制度をはじめと

Ｖ２７８ する様々な金融商品の保護制度を楽しく、わかりやすく紹介。 一般 H13 17

２１世紀はみんなが主役 男女共同参画基本法について、わかりやすく紹介。 中･高

Ｖ２７９ 企画：内閣府男女共同参画局　　　　　　　　　　　　　　　（男女共同参画） 一般 H13 23

気象を科学する 太陽と地球･四季の移り変わり･大気の循環や水循環･気象観測技術など 小～

Ｖ２８０ ～緑の地球を守るために～ 地球をとりまく｢気象現象｣をわかりやすく紹介。文部科学省企画。 一般 H13 27

根絶！　夫からの暴力 DV(ドメスティック･バイオレンス)に関する事例と解決方法を紹介。

Ｖ２８１ ～あなたは悩んでいませんか？～ 企画：内閣府男女共同参画局 一般 H13 27

美しく豊かな言葉をめざして 文化庁企画による、口語表現ビデオ。ドラマ編で街中の事例を紹介し 中･高

Ｖ２８２ 表現を豊かにするために 後半の解説で、より良い表現について考えていく。 一般 H13 42

おじゃる丸 放送局をゆく NHK放送センターに迷い込んだおじゃる丸と電ボ・・・

Ｖ２８３ ～番組ができるまで～ ２人が放送局で働く人たちをわかりやすく紹介。 幼・小 H13 15
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

① 堂々日本史　（全８巻） ①追跡、徳川金銀王国　～家康の遺産は世界一！～ 小～

Ｖ２８４ 第１巻 ②江戸の華　産地を面子の大名行列　～加賀100万石の旅～ 一般 H13 90

② 堂々日本史　（全８巻） ①関ケ原１　幻の西軍大勝利　～石田三成の大垣決戦計画～ 小～

Ｖ２８４ 第２巻 ②関ケ原２　小早川秀秋裏切りの戦場心理 一般 H13 90

③ 堂々日本史　（全８巻） ①ペリー来航、幕府は知っていた　～黒船騒動の舞台裏～ 小～

Ｖ２８４ 第３巻 ②白虎隊、生死を分けた２日間 一般 H13 90

④ 堂々日本史　（全８巻） ①源義経目立て目立ての源平合戦 小～

Ｖ２８４ 第４巻 ②篭城100日、千早城ついに落ちず　～楠木正成の大戦略～ 一般 H13 90

⑤ 堂々日本史　（全８巻） ①決戦厳島　毛利元就、50歳からの挑戦 小～

Ｖ２８４ 第５巻 ②島原の乱矢文が明かす真相　～37,000人はなぜ殺されたか～ 一般 H13 90

⑥ 堂々日本史　（全８巻） ①推理、織田信長の巨大鉄船 小～

Ｖ２８４ 第６巻 ②天下分け目の築城合戦　～ポスト秀吉の攻防～ 一般 H13 90

⑦ 堂々日本史　（全８巻） ①幕末国際戦争、長州の大敗北 小～

Ｖ２８４ 第７巻 ②勝海舟、幻の江戸奪還作戦 一般 H13 90

⑧ 堂々日本史　（全８巻） ①最新報告、縄文はなぜ滅びた？ 小～

Ｖ２８４ 第８巻 ②最新報告、出雲の銅鐸　～銅鐸王国はあったのか？～ 一般 H13 90

① 四大文明　  （全５巻) 最新の発掘調査の成果を織り込みながら、自然と共存し繁栄した文明の 小～

Ｖ２８５ 第１巻　エジプト 全貌を明らかにする。 一般 H13 90

② 四大文明　  （全５巻) イラク各地に広がるメソポタミア文明の遺産を訪ね、不毛の砂漠に栄えた 小～

Ｖ２８５ 第２巻　メソポタミア 古代文明の実像に迫る。 一般 H13 90

③ 四大文明　  （全５巻) 古代文字が未解読なため、深い謎に包まれていたが、ドーラビーラ遺跡 小～

Ｖ２８５ 第３巻　インダス の調査によりその謎が解明されつつある。 一般 H13 90
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

④ 四大文明　  （全５巻) 古代中国が、やがて秦の始皇帝によって統一されるまでを、知られざる 小～

Ｖ２８５ 第４巻　中国 黄土と青銅の物語で綴る。 一般 H13 90

⑤ 四大文明　  （全５巻) 大河流域に栄えた四大文明とは全く異なる自然環境で生まれた中南米の 小～

Ｖ２８５ 第５巻　謎のマヤ･アンデス 古代文明の姿を明らかにする。 一般 H13 90

ハッブル宇宙望遠鏡 ｢人類唯一の宇宙望遠鏡がみた宇宙｣ ･ハッブル宇宙望遠鏡について 小～

Ｖ２８６ ･星の誕生　･星の最期　･さまざまな銀河　･銀河の地図　･宇宙の年齢 一般 H13 52

① みんなの手話　（全３巻) ･｢はじめまして｣などの基本的なあいさつ

Ｖ２８７ 第１巻　はじめまして ･自分の名前など簡単な自己紹介 一般 H13 30

② みんなの手話　（全３巻) ･｢これはなんですか？｣などの疑問の表現

Ｖ２８７ 第２巻　これはなんですか？ ･「紅茶を飲みます｣などの日常動作の表現 一般 H13 30

③ みんなの手話　（全３巻) ･｢とても嬉しい｣などの感情の表現

Ｖ２８７ 第３巻　わかりました ･応用練習｢わかりましたか？｣ 一般 H13 30

響きあう父と子 作家、大江健三郎さんの息子･光さんは、病気を持って生まれ、手術で

Ｖ２８８ ～大江健三郎と息子 光の30年～ 一命をとりとめたが知的障害が残った。大江さん親子の歩んだ道を描く。 一般 H13 60

① ｢総合的な学習｣授業ﾋﾞﾃﾞｵ(全4巻) ｢国際理解編｣言葉、商品、習慣など、生活の全分野で｢アジア探し活動｣

Ｖ２８９ ①地域のアジアを探そう を行う。韓国の民間行事を疑似体験してアジアへの理解を深める。 小･中 H13 20

② ｢総合的な学習｣授業ﾋﾞﾃﾞｵ(全4巻) ｢情報編｣普段何げなく使ってるお金について調べる。外国のお金、昔の

Ｖ２８９ ②お金再発見 お金、未来のお金、お金にはいろんな顔があることがわかる。 小･中 H13 20

③ ｢総合的な学習｣授業ﾋﾞﾃﾞｵ(全4巻) その地域独特の食文化を掘り下げる。郷土料理はその地方の環境と

Ｖ２８９ ③郷土が育てた料理　｢環境編｣ 密接に関わりあって生まれたことに着目する事で環境問題に迫る。 小･中 H13 20

④ ｢総合的な学習｣授業ﾋﾞﾃﾞｵ(全4巻) 誕生･成長･老いを児童自身の問題としてとらえる。人生の段階でどんな

Ｖ２８９ ④支えて生きる　｢福祉･健康編｣ サポート(福祉)があればいいのか、いろんな福祉の現場を実際に調べる。 小･中 H13 20
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

① 私たちの青い惑星　（全５巻） 世界的規模で進む温暖化、オゾン層の破壊･酸性雨。これらが気象･農業 小･中

Ｖ２９０ 第１巻　天候と天気 生態系･生活に与える影響について観察する。 高 H13 20

② 私たちの青い惑星　（全５巻） 破壊が進む熱帯雨林。それが海の生物に与える悪影響や、新しい環境 小･中

Ｖ２９０ 第２巻　生きている森と海 保全の視点(ﾋﾞｵﾄｰﾌﾟ･干潟の効用)から森と海の恵みを考察する。 高 H13 20

③ 私たちの青い惑星　（全５巻） ゴミ･排水･窒素酸化物･浮遊粒子状物質など、都市が引き起こす環境 小･中

Ｖ２９０ 第３巻　都市と私たちの暮らし 破壊や、ダイオキシン･環境ホルモンについて考察する。 高 H13 20

④ 私たちの青い惑星　（全５巻） 人口の爆発的増加と深刻な飢餓の問題。また人為的影響で絶滅していく 小･中

Ｖ２９０ 第４巻　生命のゆくえ 種。地球全体の生命を守るために、私たちに何ができるかを考察する。 高 H13 20

⑤ 私たちの青い惑星　（全５巻） 私たちの社会を支えるエネルギーのしくみについて考察し、新しい 小･中

Ｖ２９０ 5巻 限りある資源と私たちの未来 新しいエネルギーシステムと私たちのあり方、食糧問題について考察する 高 H13 20

① 宇宙への招待　(全５巻) 地球をのみこむほどに大きな黒点、アーチを描くプロミネンスなど 小～

Ｖ２９１ ①太陽が地球をのむ 太陽観測衛星｢ソーホー｣がとらえた貴重な映像を収録。 一般 H13 50

② 宇宙への招待　(全５巻) 惑星探査機から届いた最新データ映像と、シュミレーションCGなどの 小～

Ｖ２９１ ②土星に大接近 迫力ある映像で、土星や木星などの姿を紹介。 一般 H13 50

③ 宇宙への招待　(全５巻) 人類の夢である｢宇宙生活｣。そのために世界各国が協力して 小～

Ｖ２９１ ③人類宇宙に挑む 進められている｢国際宇宙ステーション｣計画の映像を紹介。 一般 H13 50

④ 宇宙への招待　(全５巻) 各種天文台が観察を続ける宇宙。それでも生命の存在は確認されて 小～

Ｖ２９１ ④宇宙の謎大解明 いない。果たしてE.Tは存在するのか？ 一般 H13 50

⑤ 宇宙への招待　(全５巻) ビッグバンや宇宙の終焉ビッグクランチ、 小～

Ｖ２９１ ⑤誕生と死の物語 宇宙の暗黒物質（ダークマター）などをとりあげる。 一般 H13 50

なんだろう？自分らしい生き方って ･｢男らしさ｣｢女らしさ｣とは何だろう･中学生の保育体験･女性の職業生活 中･高

Ｖ２９２ ～男女平等を考える～ ･男女共同参画を実践する人々　　　　　　　　             　(男女共同参画) 一般 H13 17
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

0･1･2才児の保育 ０歳・１歳・2歳児を保育している乳児保育園での、入園直後からの 高～

Ｖ２９３ 　人間としての基礎づくり １年間の実践記録。　高校 家庭科・保育教材 一般 H13 30

人生楽しく　生涯現役 子育て後や定年退職後、生きがいを持ってセカンドライフを豊かに

Ｖ２９４ 　～地域と共に喜びを～ 過ごしている３人を紹介し、定年後の心構えを参考にする作品。 一般 H13 31

風のひびき 聴覚に障害のある主人公が、いろいろな壁にあたりながら、こころの 中～

Ｖ２９５ バリアフリーを信じて前向きに生きていく物語　　　（字幕入り・人権啓発） 一般 H13 54

ルーブル訪問 毎年500万人の来館者が訪れる世界最大のルーブル美術館を紹介。 小～

Ｖ２９６ ･ハンムラビﾞ法典 ･サモトラケのニケ ･アポロンの間 他を収録。 一般 H13 60

孤立していませんか 子育てに悩む母親のドラマを軸に、現場の声を交えて地域の子育て支援

Ｖ２９７ 　あなたの子育て の活動事例の紹介。｢家庭教育手帳｣｢家庭教育ノート」の活用も紹介。 一般 H13 26

翔太のあした 学校･職場･家庭の場で、子どもの目から見た男女共同参画社会。 中･高

Ｖ２９８ ①らしさって何？ 【学校】　②挑戦 【職場】　③父ちゃんは変？ 【家庭】 一般 H13 54

メール Internet上の掲示板で中傷された女子高校生の精神的苦痛を題材にした 中・高

Ｖ２９９ 物語。（字幕入り・同和問題） 一般 H13 54

おじゃる丸の交通安全 本田先生指導のもと、交通ルールを学ぶおじゃる丸たちの

Ｖ３００ 交通安全啓発アニメーション。 幼･小 H13 15

 ブンナよ木からおりてこい  トノサマガエルのブンナにおける不思議な出来事その貴重な経 小･中

Ｖ３０１  験をもとに生きていく素晴らしさ、尊さを訴える 一般 H13 60

 君ならどうする？  小学生がふとしたことから本屋で万引きをしてしまい、そのスリ 小･中

Ｖ３０２  「万引き」  ルを楽しむかのように回を重ねるが・・・・ 一般 H13 20

 君ならどうする？  警察関係の資料をもとに、創作した典型的な誘拐事件を７例紹介 小･中

Ｖ３０３  「ゆうかい」  する 一般 H13 20
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 君ならどうする？  いじめっ子の心の弱さをテーマに作成したもの子供たち自らが 小～

Ｖ３０４  「いじめ」  いじめを排除する方法を悟らせる 一般 H13 20

 性の衛生  様々な性病について紹介し、母体が感染している場合の子供に対

Ｖ３０５  －母性への心くばり－  する影響を説明し、母性への心配りや防止策について述べる 一般 H13 20

 昭和６０年度版  ①分かりやすい用語で②電話の言葉づかい

Ｖ３０６    美しく豊かな言葉をめざして  ③くらしの中の音声訓練 一般 H13 15

 昭和６０年度版  ①ことばパスワーク②美しい日本語

Ｖ３０７    美しく豊かな言葉をめざして  ③朗読の魅力 一般 H13 15

 日本の海運  日本の暮らしに船による運搬がどのように役立っているかを描く

Ｖ３０８   -橋が支える日本の暮らし- 小･中 H13 15

  日本とオーストラリアを  オーストラリアの産物を紹介しながら、日本との貿易を通して重 小･中

Ｖ３０９                  結ぶ海運  要な役割を果たしている海運について描く 一般 H13 18

 おじゃまレポート  コンテナと空陸運送の接点であるコンテナターミナルを小学生に

Ｖ３１０  －コンテナターミナル－  わかりやすく解説したもの 小 H13 21

 流山のおびしゃ  流山市内で行われ続けているおびしゃ祭りについて、話を交えて

Ｖ３１１  解説したもの 一般 H13 12

 房総こどもの四季 小･中

Ｖ３１２ 一般 H13 25

 「下総地方のわらべうた」  下総地方のわらべうたを紹介したもの 小･中

Ｖ３１３ 一般 H13 25

 「下総地方のわらべうた」  下総地方のわらべうたを紹介したもの 小･中

Ｖ３１４ 一般 H13 25

33



ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

 「下総地方のわらべうた」  下総地方のわらべうたを紹介したもの 小･中

Ｖ３１５ 一般 H13 25

青い目の人形物語 昭和２年に｢平和の親善大使｣として11,970体もの人形がアメリカから、 小～

Ｖ３１６ わが国に贈られ各地で熱狂的に歓迎されたアニメーション物語。 一般 H13 30

おばけ煙突のうた 戦時下にありながらも逞しく生きる東京下町の尐年たちの姿を描くと 小～

Ｖ３１７ 同時に、彼らの夢と友情を断ち切る戦争の悲惨さを描くアニメーション。 一般 H13 42

長くつ下のピッピ ２５カ国以上で翻訳出版されたアストリッド・リンドグレーン原作 幼～

Ｖ３１８ ｢長くつ下のピッピ｣をアニメーション化。夢と冒険と勇気を与える作品。 一般 H13 77

よっちゃんの不思議なクレヨン 優しいよっちゃんと森の動物たちとの温かい生命のものがたり。 幼･小

Ｖ３１９ 不思議なクレヨンがいろいろな心を教えてくれます。(日本語字幕入り) H13 22

① 調べてみよう！身近な環境ｼﾘｰｽﾞ 源流・上流・中流・浄水場・下流の各流域について、人と川との関わり、

Ｖ３２０ ①調べてみよう！身近な川 人と緑の関わりを取り上げる。 小･中 H13 14

② 調べてみよう！身近な環境ｼﾘｰｽﾞ 源流域の原生林・ダムの建設・上流域の人工林・中流域の農地・雑木林、

Ｖ３２０ ②調べてみよう！身のまわりの緑 神社の神木・下流域の街路樹の緑と人との関わりを考える。 小･中 H13 14

① 日経こども経済教室　(全４巻) ･銀行の仕事をわかりやすく説明。｢銀行の役割｣｢金利とは何か｣

Ｖ３２１ ①調べてみよう！銀行の仕事 ･｢インフレ｣｢デフレ｣といった経済のおおまかなを学べる。 小･中 H13 15

② 日経こども経済教室　(全４巻) ･貿易立国である日本が円高･円安の影響を大きく受けている事を学ぶ。

Ｖ３２１ ②調べてみよう！円高･円安 ･通貨が国の経済力のバロメータになっている事を学ぶ。 小･中 H13 15

③ 日経こども経済教室　(全４巻) ･実際に東京証券取引所や証券会社に出掛け、株の売買とはどのような

Ｖ３２１ ③調べてみよう！株の不思議 意味を持つのか取材する。 小･中 H13 15

④ 日経こども経済教室　(全４巻) ･国の経済力の目安となるGDPについて学ぶ。

Ｖ３２１ ④調べてみよう！景気の話 ･｢景気が良い｣｢景気が悪い｣という意味を理解する。 小･中 H13 15
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

① 新まんがはじめて物語 ①新幹線/ひかりが走るまでは、さまざまな苦労があったんだ。

Ｖ３２２ 第１巻 ②貨物列車/いろいろな荷物を運ぶ貨物列車は、種類もたくさん。 幼･小 H13 25

② 新まんがはじめて物語 ①電車/日本で初めての電車は、かねを鳴らしながら走るチンチン電車｡

Ｖ３２２ 第２巻 ②蒸気機関車/SLをきみは見たことがある？ 幼･小 H13 25

③ 新まんがはじめて物語 ①地下鉄/はじめから、とってもモダンな乗り物だったんだ。

Ｖ３２２ 第３巻 ②電気機関車/｢電車｣と｢電気機関車｣の違い、知ってるかな？ 幼･小 H13 25

④ 新まんがはじめて物語 ①自動車/日本で初めて作られた自動車は、バスだったんだね。

Ｖ３２２ 第４巻 ②自転車/始めの頃の自転車は、向きが変えられなかったんだ。 幼･小 H13 25

⑤ 新まんがはじめて物語 ①ダンプ・ブルドーザー/工事現場には、たくさんのクルマが働いてるよ。

Ｖ３２２ 第５巻 ②ミキサー車/すぐに固まってしまうコンクリートを、どうやって運ぶの？ 幼･小 H13 25

⑥ 新まんがはじめて物語 ①パトカー/初めてのパトカーは、ラジオカーって呼ばれたんだ。

Ｖ３２２ 第６巻 ②白バイ/最初の白バイは、目立つように真っ赤に塗った｢赤バイ｣。 幼･小 H13 25

⑦ 新まんがはじめて物語 ①消防自動車/昔は馬が引っ張る蒸気ポンプ車だったんだよ。

Ｖ３２２ 第７巻 ②トラック/トラックに必要な強力エンジンは、どうやってできたの？ 幼･小 H13 25

⑧ 新まんがはじめて物語 ①救急車/戦争の時、兵隊さんを運んだ馬車が、救急車の始まりだよ。

Ｖ３２２ 第８巻 ②オートバイ/初めは曲芸や見せ物で使われたんだよ。 幼･小 H13 25

⑨ 新まんがはじめて物語 ①飛行機/空を飛ぶことは、ひとびとの夢だったんだ。

Ｖ３２２ 第９巻 ②ヘリコプター/ヘリコプターにはいろんな仕組みがあるんだね。 幼･小 H13 25

⑩ 新まんがはじめて物語 ①モノレール/モノレールといっても、２種類があるって知ってた？

Ｖ３２２ 第１０巻 ②ロープウエイ/ロープウエイの先祖って、大昔からあったんだね。 幼･小 H13 25

一枚の絵てがみ 一人暮らしの高齢者と、その家族や地域の人達の心のふれあいを通して 中･高

Ｖ３２３ 超高齢社会に向けての問題を投げかける。(字幕入り･人権啓発) 一般 H13 43
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

① まんが日本昔ばなし　第１集 ・花咲か爺さん　・夢を買う

Ｖ３２４ 全５巻　① ・さるかに合戦　・たのきゅう 幼･小 H13 50

② まんが日本昔ばなし　第１集 ・桃太郎　・豆つぶころころ

Ｖ３２４ 全５巻　② ・わらしべ長者　・田植地蔵 幼･小 H13 50

③ まんが日本昔ばなし　第１集 ・浦島太郎　・絵姿女房

Ｖ３２４ 全５巻　③ ・一休さん　・髪長姫 幼･小 H13 50

④ まんが日本昔ばなし　第１集 ・三枚のお札　・そこつ惣兵衛

Ｖ３２４ 全５巻　④ ・分福茶釜　・湖の怪魚 幼･小 H13 50

⑤ まんが日本昔ばなし　第１集 ・一寸法師　・火男

Ｖ３２４ 全５巻　⑤ ・カチカチ山　・大沼地の黒竜 幼･小 H13 50

① まんが日本昔ばなし　第２集 ・金太郎　・宝の下駄

Ｖ３２５ 全５巻　① ・おむすびころりん　・馬方とタヌキ 幼･小 H13 50

② まんが日本昔ばなし　第２集 ･養老の滝　･雀とキツツキと山鳩

Ｖ３２５ 全５巻　② ・こがねの斧　・蛙の恩返し 幼･小 H13 50

③ まんが日本昔ばなし　第２集 ・七夕さま　・さだ六とシロ　

Ｖ３２５ 全５巻　③ ・河童の雨ごい　・イワナの怪 幼･小 H13 50

④ まんが日本昔ばなし　第２集 ・耳なし芳一　・月見の枝

Ｖ３２５ 全５巻　④ ・三年寝太郎　・ひょうたん長者 幼･小 H13 50

⑤ まんが日本昔ばなし　第２集 ・舌切り雀　・龍の淵

Ｖ３２５ 全５巻　⑤ ・おいてけ堀　・河童のくれた妙薬 幼･小 H13 50

① まんが日本昔ばなし　第３集 ・うばすて山　・芋ほり長者

Ｖ３２６ 全５巻　① ・だんだらぼっち　・ムカデの使い 幼･小 H13 50
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

② まんが日本昔ばなし　第３集 ・屁ひり女房　・旅人馬

Ｖ３２６ 全５巻　② ・八郎潟の八郎　・猿の恩返し 幼･小 H13 50

③ まんが日本昔ばなし　第３集 ・塩ふきうす　・あとかくしの雪

Ｖ３２６ 全５巻　③ ・羅生門の鬼　・大歳の火 幼･小 H13 50

④ まんが日本昔ばなし　第３集 ・雪女　・岩屋の娘

Ｖ３２６ 全５巻　④ ・かしき長者　・ソラ豆の黒いすじ 幼･小 H13 50

⑤ まんが日本昔ばなし　第３集 ・小太郎と母籠　・オオカミと娘

Ｖ３２６ 全５巻　⑤ ・タヌキと彦一　・ねずみと嫁 幼･小 H13 50

① まんが日本昔ばなし　第４集 八つ化け頭巾　・クラゲの骨なし

Ｖ３２７ 全５巻　① ・座敷童子　・ナマズの使い 幼･小 H13 50

② まんが日本昔ばなし　第４集 ・鉢かつぎ姫　・一軒家の婆

Ｖ３２７ 全５巻　② ・ねずみ経　・にんじんとごぼうとだいこん 幼･小 H13 50

③ まんが日本昔ばなし　第４集 ・くわず女房　・蛙になったぼた餅

Ｖ３２７ 全５巻　③ ・むりどん　・小僧がま 幼･小 H13 50

④ まんが日本昔ばなし　第４集 ・きつねの嫁入り　・熊と瓜

Ｖ３２７ 全５巻　④ ・うぐいす長者　・ミソサザイは鳥の王様 幼･小 H13 50

⑤ まんが日本昔ばなし　第４集 ・カサ売りとお花　・船幽霊

Ｖ３２７ 全５巻　⑤ ・赤ん坊になったお婆さん　・水神さまと虹の橋 幼･小 H13 50

① まんが日本昔ばなし　第５集 ・牛方と山んば　・よくばり和尚

Ｖ３２８ 全５巻　① ・爺婆かぼちゃ　・水の種 幼･小 H13 50

② まんが日本昔ばなし　第５集 ・みそ買い橋　・言うなの地蔵

Ｖ３２８ 全５巻　② ・猿地蔵　・エビの腰はなぜまがったか 幼･小 H13 50
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

③ まんが日本昔ばなし　第５集 ・狐森　・乞食のくれた手ぬぐい

Ｖ３２８ 全５巻　③ ・蛸八長者　・千亀女 幼･小 H13 50

④ まんが日本昔ばなし　第５集 ・にせ本尊　・きつね女房

Ｖ３２８ 全５巻　④ ・としがみさま　・すりばちをなめた猫 幼･小 H13 50

⑤ まんが日本昔ばなし　第５集 ・宝のおお釜　・雷と月と日

Ｖ３２８ 全５巻　⑤ ・大年の客　天福地福 幼･小 H13 50

① まんが日本昔ばなし　第６集 ・かまぐちのちから石　・白狐の湯

Ｖ３２９ 全５巻　① ・念仏天狗　・猫檀家 幼･小 H13 50

② まんが日本昔ばなし　第６集 ・かじ屋のばばあ　・百合若大臣

Ｖ３２９ 全５巻　② ・大蔵と天狗どん　・蛸薬師 幼･小 H13 50

③ まんが日本昔ばなし　第６集 ・梨山の大蛇　・念仏の鼻

Ｖ３２９ 全５巻　③ ・へび女房　・幽霊船 幼･小 H13 50

④ まんが日本昔ばなし　第６集 ・雷と悪者　・案珍清姫

Ｖ３２９ 全５巻　④ ・かみそり狐　・佐吉舟 幼･小 H13 50

⑤ まんが日本昔ばなし　第６集 ・はなたれ小僧さま　・山伏石

Ｖ３２９ 全５巻　⑤ ・木仏長者　夢地蔵 幼･小 H13 50

明日への伝言 １５歳の尐女が、失われつつある“空襲”の傷跡を岐阜・東京・川崎に

Ｖ３３０ 語りつぐもの 訪ね、その思いを今に伝える物語。 一般 H13 26

ハンセン病を知っていますか？ ・ハンセン病の起源とその歴史　・誤解と偏見と差別の歴史

Ｖ３３１ ～現代医学で制圧された病気～ ・地域社会とハンセン病患者の現状 一般 H13 22

D R U G 若者・父母・学校の先生・地域住民など、多くの人たちがこの作品を観て 中･高

Ｖ３３２ 覚せい剤の恐ろしさを認識するための作品。 一般 H13 113
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

おもしろ理科実験 地球の70%が海・湖沼・河川などに覆われ、陸地にも水分があり、水蒸気 小～

Ｖ３３３ 水の惑星を守れ！ や南極の氷としても存在する｢水｣について再認識できる作品。 一般 H13 25

鰭ケ崎のオビシャ 小～

Ｖ３３４ ～無形民俗文化財映像記録～ 一般 H13 15

ヂンガラ餅神事 小～

Ｖ３３５ 一般 H13 15

伝統を守って 小～

Ｖ３３６ 赤城神社の大しめ縄づくり 一般 H13 15

北・小屋の七日オビシャ 小～

Ｖ３３７ 一般 H13 15

向小金の二十日オビシャ 小～

Ｖ３３８ 一般 H13 15

市野谷の天神ビシャ 小～

Ｖ３３９ 一般 H13 15

市野谷の百万遍 小～

Ｖ３４０ 一般 H13 15

お客さまの資産は守られています！

Ｖ３４１ 証券会社の分別保管 一般 H13 19

輝く明日へのステップ

Ｖ３４２ ～中学生は飲酒にNO！！～ 中～高 H13 20

いっしょに考えよう

Ｖ３４３ 21世紀の日本と首都機能移転 中～一般 H13 26

地域の女性が集まって念仏を唱え、また交流を深める百万遍の記録。つくば
エクスプレスの通過で大きく姿を変える地区の行事。

証券会社が預かっている有価証券や金銭は、証券会社が破綻した際にも顧客
に戻るという「顧客資産の分別保管」について紹介。

未成年の飲酒について、心身にどれほどの悪影響を及ぼすかという、最新の
医学データも取り入れて構成されている教材。

現在、国会で検討が進められている首都機能移転について、わかりやすく解
説したビデオ。

千葉県の記録に残すべき文化財に選定されている鰭ケ崎のオビシャ。毎年1月
20日に行われる｢的打ち｣や｢お囃子｣など行事の記録。

1月8日ごろ三輪野山茂侶神社で行われているヂンガラ餅行事。神事や年番の
引継ぎのあと、裸の若者が鏡餅を取り合う。

流山市流山6丁目の赤城神社では、10月の祭礼に先立ち、巨大なしめ縄を作
る。氏子や自治会員総出の大しめ縄作りの記録である。

1月7日に北・小屋の香取神社で行われるオビシャ。ヒイラギとサバを用いる
古式ゆかしい行事である。

1月20日に向小金の香取神社で行われるオビシャ。美しい祭壇や供え物をつく
る伝統が受け継がれている。

市野谷の天神社で1月25日に行われるオビシャ。笹の枝に団子をつける天神団
子がみられる。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

新人ママ＆パパへ贈るメッセージ

Ｖ３４４ 一般 H13 21

江戸川をくだる

Ｖ３４５ 一般 H14 20

手賀沼のほとり

Ｖ３４６ 一般 H14 20

房総風土記「流山」

Ｖ３４７ 一般 H14 20

房総風土記「野田」

Ｖ３４８ 一般 H14 20

手賀沼の新田開発 小～

Ｖ３４９ 一般 H14 20

篠籠田の獅子舞

Ｖ３５０ 一般 H14 20

利根運河

Ｖ３５１ 一般 H14 20

千葉の醤油

Ｖ３５２ 一般 H14 20

我孫子市鳥の博物館

Ｖ３５３ 一般 H14 20

手賀沼親水広場 小～

Ｖ３５４ 一般 H14 15

地理的条件と気候的風土に恵まれた千葉県の醤油醸造の変遷と醤油醸造の様
子を紹介する。「房総プロムナード」

我孫子市にある鳥の博物館を訪ね、博物館と手賀沼の自然を紹介する。「房
総プロムナード」

手賀沼親水広場について、その位置、内容を紹介しながら自然環境への関心
を高める。

宿場町我孫子、手賀沼干拓、東京の住宅都市柏・我孫子など手賀沼周辺の遺跡を
たずねながら、その変わってきた様子を描く。「房総プロムナード」

かつて江戸川の河岸として栄え、酒とみりんで知られた流山。急速に変貌しつつ
ある今日の姿を紹介し、その今昔を描く。「房総プロムナード」

江戸時代、利根水運の隆盛により醤油醸造業が栄え、その後わが国の醤油産業の
中心となった野田の歴史を探る。「房総プロムナード」

手賀沼周辺の治水、開拓事業を例に、自然条件を克服して新田開発に取り組
んだ先人の働きを理解する。

柏市篠籠田に伝わる三匹獅子舞を紹介しながら、その系譜などを探る。「房
総プロムナード」

利根川と江戸川の航路短縮のためにつくられた利根運河の開発から衰退まで
の歴史を探る。「房総プロムナード」

妊産婦及びその家族に対して子育ての在り方について理解を深め、親として
の自覚を持つきっかけとして活用するためのビデオ。

関宿から江戸川を下り、流山・野田を中心に、沿岸の遺跡や風物をたずね
る。「房総プロムナード」
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

ＷＥＬＣＯＭＥ　ＴＯ　柏

Ｖ３５５ 一般 H14 20

さわやか散歩道

Ｖ３５６ ～都市と自然が共存する町・柏市～ 一般 H14 20

千葉県の醤油の創始者たち

Ｖ３５７ 一般 H14 20

新しい地域づくり 小～

Ｖ３５８ 　　　～住みよい町に～ 一般 H14 15

いつまでも夢を

Ｖ３５９ 　－柏シルバー大学院で学ぶ－ 一般 H14 20

醤油一筋に生きる

Ｖ３６０ 一般 H14 20

流山七夕盆行事 小～

Ｖ３６１ 一般 H14 15

菜の花スケッチ 小～

Ｖ３６２ 江戸川再発見の旅 一般 H14 15

20世紀の科学技術を振り返って 小～

Ｖ３６３ 不思議がひらく科学のとびら 中 H14 20

生命に満ちた島

Ｖ３６４ ～屋久島の森を探る～ 中 H14 20

相手を理解する 高～

Ｖ３６５ ”言葉の背景を見つめると” 一般 H14 37

屋久島の多様で貴重な自然を探り、人間と自然との関わりを見つめる。

コミュニケーションにおける戸惑いやつまずきの例を具体的に取り上げ、どのよ
うに対応するとよいのかを考えることを目的にしたビデオ。

町や町の人々などが生活の向上と安定のため､手賀沼をきれいにしようと努力
している様子を紹介する。「4年生の社会科ノート」

県生涯大学校を卒業した後も､さらに自主的に学習を続け､生きがいの高揚を図っ
ている人たちの姿を紹介する。「わたしたちの生涯学習」

創業以来の製法を270年以上守り続けている醤油醸造店の歴史と人々を紹介す
る。「房総プロムナード」

流山の七夕盆行事のビデオ。

菜の花をスケッチして江戸川を再発見するビデオ。

科学技術に関する理解増進を図るため、21世紀の担い手である青尐年を対象
に20世紀の科学技術を振り返り、その成果を映像にした。

姉妹都市からの交換青尐年を迎え、様々な交流をしている学生グループの活
動を紹介する。「いきいきヤング」

商業・工業都市として発展を見せながらも古い町並みを残す柏市を歩き、風
土や名所等を紹介する。「房総プロムナード」

千葉県の醤油の創始者及び千葉県の醤油を全国に広める努力をした人々の､業
績と人となりを紹介する。「房総プロムナード」
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

Ｖ３６６ 一般 H14 25

あなたも木を使ってみませんか

Ｖ３６７ ？ 一般 H14 21

いろいろオドロキ実験室

Ｖ３６８ 第１巻 小 H14 20

いろいろオドロキ実験室

Ｖ３６９ 第２巻 小 H14 20

いろいろオドロキ実験室

Ｖ３７０ 第３巻 小 H14 20

いろいろオドロキ実験室

Ｖ３７１ 第４巻 小 H14 20

いろいろオドロキ実験室

Ｖ３７２ 第５巻 小 H14 20

いろいろオドロキ実験室

Ｖ３７３ 第６巻 小 H14 20

四季の星座とその観察

Ｖ３７４ 第１巻「星座観察の基礎知識」 小 H14 20

四季の星座とその観察

Ｖ３７５ 第2巻「春の星座-探し方と観察-」 小 H14 20

四季の星座とその観察

Ｖ３７６ 第３巻「夏の星座-探し方と観察-」 小 H14 20

春の星座の探し方とそのコツや注意点がわかりやすく理解できます。また、さら
に春の星座のプロフィ－ルとエピソードまで解説しますので春の星座が身近なも
のになります。

夏の星座とその探し方のコツや注意点がわかりやすく理解できます。夏の大三角
形から天の川に沿っての星座散歩、そしてペルセウス座流星群まで説明します。

直列、並列の違い。プラスとマイナスなど電気の回路の基本が意外な実験と
共に理解できます。

抵抗と発熱を意外な実験の数々と共に理解します。また、発熱することを身
近に役立てている例を紹介します。

電流を流すと磁界ができることをわかりやすい実験をとおして説明します。ま
た、身近なところで利用されているモーターやベルなどの電磁石の利用例を紹介
します。

磁石とコイルで電気が起きるわけを説明します。また、実際の発電所を訪ね
て発電の様子を紹介します。

放電すると電磁波がでること。また、電波の一種を利用した電子レンジの意
外な実験の数々を紹介します。

星座探しの準備、場所の決め方から星座探しのコツ、星座早見盤の使い方など星
座探しの基礎知識をわかりやすく解説。さらに、星座神話の歴史から星の明る
さ、色まで簡単に説明。

知っていますか？支えて、支え
られること。

尐子高齢化、核家族が進む21世紀の日本で、老後の生活の基盤となる公的年金制
度の安定化を図り、今まで以上に制度への理解を深めるためのビデオ

環境と人々に優しい木の話

静電気の説明と静電気でのいろいろな実験の数々を紹介します。また、静電
気を応用した生活に役立つ例を紹介します。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

四季の星座とその観察

Ｖ３７７ 第４巻「秋の星座-探し方と観察-」 小 H14 20

四季の星座とその観察

Ｖ３７８ 第５巻「冬の星座-探し方と観察-」 小 H14 20

四季の星座とその観察

Ｖ３７９ 第６巻「望遠鏡の扱い方、天体写真の撮り方」 小 H14 20

お星さまのレール

Ｖ３８０ (バリアフリー/副音声字幕付） 小 H14 76

セピア色の風景 中～

Ｖ３８１ 一般 H14 55

消えさらぬ傷あと　

Ｖ３８２ 火の海・大阪 小 H14 20

リボンの騎士

Ｖ３８３ 小 H14 63

かんすけさんと不思議な自転車 心に響く、かんすけさんのやさしい心を描いた映画。

Ｖ３８４ (バリアフリ/副音声字幕付） 小 H14 23

宇宙船「地球号」シリーズ

Ｖ３８５ エネルギーってなあに？ 小 H14 13

宇宙船「地球号」シリーズ

Ｖ３８６ わたしたちの宇宙船「地球号」は水の星 小 H14 13

宇宙船「地球号」シリーズ

Ｖ３８７ 森の中で見つけよう、エネルギーの流れ 小 H14 13

今も差別が残っている現実を知り、身近にある差別をみのがさず、積極的に取り
組むことの大切さや、世間にある矛盾と様々な人権についてを、笑いと涙で綴る
感動の人権啓発ドラマ。

平和を願う子供たちに戦争体験者の声と実話を基に戦争の恐ろしさを、アニ
メーションで描く！

美しい色と楽しい音楽にのせて手塚治虫がおくる傑作アニメーション！

エネルギーと環境の結びつきをわかりやすく示しながら、同時に、児童のさ
まざまな活動のヒントを提供します。

環境をめぐる水を取り上げ、水に関するさまざまな実践を行うための基礎的
な知識や、活動のヒントを提供します。

環境に対するアプローチは、最終的には地球のエネルギー・フローの把握を目的
にしています。植物に関するさまざまな実践を行うための基本的な知識や、活動
のヒントを提供します。

１年中で一番澄みきった大気の中で秋の星座の探し方とコツを、星座にまつわる
神話とからめながら説明します。また、アンドロメダ銀河までわかりやすく説明
します。

冬の星座の探し方のコツと星座観察の注意点を説明します。オリオンの神話、お
おいぬ座のシリウス、おうし座のすばる、カノープスのはなしから、オリオン大
星雲、かに星雲、バラ星雲まで説明。

望遠鏡の種類から特徴、違い。また、組み立て方、操作方法、注意点をわかりや
すく解説します。さらに、双眼鏡での天体の観察や天体写真撮影のテクニックも
紹介します。

朝鮮の北、新義州。チコは、あたたかい愛に包まれて育っていました。しかし、
戦争が始まり、日本の朝鮮支配の暗い影のなか、戦争は日本敗退。それから、チ
コ一家の辛い逃避行が始まる。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

俳諧文学ビデオ 松尾芭蕉の俳諧について

Ｖ３８８ 芭蕉 中 H14 25

俳諧文学ビデオ 与謝蕪村の俳諧について

Ｖ３８９ 蕪村 中 H14 25

俳諧文学ビデオ 小林一茶の俳諧について

Ｖ３９０ 一茶 中 H14 25

笑顔の広がる街

Ｖ３９１ (字幕入り) 一般 H14 54

はげ

Ｖ３９２ 幼・小 H14 16

塩狩峠 中～

Ｖ３９３ 一般 H14 19

そばの花　さいた日

Ｖ３９４ 幼・小 H14 13

ひまわりとうたおう

Ｖ３９５ (字幕入り) 幼児 H14 15

米百表

Ｖ３９６ ー小林虎三郎の天命ー 一般 H14 43

名画の秘密シリーズ 中～

Ｖ３９７ オルセー美術館 一般 H14 30

名画の秘密シリーズ 中～

Ｖ３９８ パリの夜と夢 一般 H14 30

印象派の殿堂、オルセー美術館。その名画を集約。

パリに愛され、拒絶された美術家達の作品と生涯。

「親子共育」を主題に取り上げ、人権問題に取り組んできた人々が同じ悩みを通
して、共に成長しながらよりよい生き方を見いだそうと努力していく様子を描い
ています。

病気のために、頭がはげてしまった主人公で小学一年生の泉の微妙な心の動き
を、一つ一つ丁寧に描きながら、みんながお互いに思いやることがいかに大切か
を、感動的に描いた作品です。

三浦綾子の小説「塩狩峠」の一部です。道徳的価値の自覚を深め、内面に道
徳性を育てます。

こうさぎを通し、人間愛の大切さや家族愛について自覚を深め、そして、自然の
美しさを、感じとれます。また、発砲に着目すると、自然愛護の大切さを自覚す
ることにつながります。

このアニメでは、立場の違うひまわり、コスモス、雪だるまを通じておもい
やり、友達の大切さ、勇気を描いています。

この作品は日本の近代化にとって忘れられない偉人、小林虎三郎の愛とロマ
ンの生きざまを描いた。

44



ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

名画の秘密シリーズ 中～

Ｖ３９９ ルネサンスの巨匠 一般 H14 30

名画の秘密シリーズ 中～

Ｖ４００ ヴィーナスの舞い降りた街 一般 H14 30

名画の秘密シリーズ 中～

Ｖ４０１ 魅惑のスペイン 一般 H14 30

名画の秘密シリーズ 中～

Ｖ４０２ オランダの光と影 一般 H14 30

夢、空高く(字幕入り)

Ｖ４０３ 一般 H14 43

こども交通安全教室 幼～

Ｖ４０４ いのちを守るために 中 H14

日本の山村 小～

Ｖ４０５ きれいな水と空気を守る森林 一般 H14 18

明日への伝言 小～

Ｖ４０６ 私たちの町にも空襲があった 中 H14 26

日本のエネルギー

Ｖ４０７ 光と影① 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４０８ 光と影② 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４０９ 光と影③ 一般 H15
安定供給の絆。最後の手段 石油備蓄。誰が決めるの？原油価格。

この作品は、自治会で行われる凧あげ大会の準備に多くの人が共生し協力し
ていくことがなぜ大切なのかということを投げかけます。

子どもの命を守るための交通安全ビデオ

日本各地で行われている森林を守り育てる活動を紹介しながら、山村や森林
の大切さを考えます。

空襲の体験をもとに、若い世代に「戦争の悲惨さ」を語り、戦災の記憶を平
和の祈りとして、明日へと伝えるものです。

エネルギーってなに（日本のエネルギー概説）

石油はいつまでもつか。魔法の水 石油。日本の石油の供給は･･･。

三巨匠の生涯と作品。創造の源に迫る。

水の都、花の都より生み出された美しきヴィーナス達・・・。

時を越え、謎を問いかける巨匠たちの誘惑。

光と影をキャンパスに封じ込めた芸術家達の物語。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

日本のエネルギー

Ｖ４１０ 光と影④ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１１ 光と影⑤ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１２ 光と影⑥ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１３ 光と影⑦ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１４ 光と影⑧ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１５ 光と影⑨ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１６ 光と影⑩ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１７ 光と影⑪ 一般 H15

日本のエネルギー

Ｖ４１８ 光と影⑫ 一般 H15

こころの応援歌－親子で育む－

Ｖ４１９ 「素晴らしき思春期」（2本有） 一般 H15

アグリンの農林水産ワールド 中～

Ｖ４２０ 森と海の役割ってなあに？ 一般 H15

核燃料サイクル。放尃性廃棄物。世界の原子力発電。

石油をめぐる国際情勢。世界の資源戦略と外交。

小さい頃から積み重ね 身につく教育を。持とう「危機意識」地域・家庭で行
動を。

クイズで知るエネルギーの将来。

小さい頃から積み重ね 身につく教育を。持とう「危機意識」地域・家庭で行
動を。

地球の温暖化を抑制する森と海のはたらきを中心に、その多様な機能を紹介
し、環境を守っていくことがいかに大切かを気づかせる。

"救世主"の天然ガスⅠ。"救世主"の天然ガスⅡ。見直される天然資源。

化石燃料 今後の役割。いま 地球で何が。温暖化防止への取り組み。

省エネ最前線。暮らしの中の省エネ。

新エネルギーとは。新エネルギー普及への課題。

原子力ってなに？　原子力発電所 災害への備え。事故からの教訓 原子力の
安全策。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

日本の山村

Ｖ４２１ 地球を守り、生命をはぐくむ森林 一般 H15

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの「丁寧さ」

Ｖ４２２ 「ほめる」というはたらきかけ 一般 H15

地域こぞって子育てを！

Ｖ４２３ 一般 H15

 （廃棄処分）

Ｖ４２４

cheer up! ﾁｱｯﾌﾟ!あなたを応援します

Ｖ４２５ ～いつでもどこでも誰でもチャレンジ～ 一般 H16 40

私たちも言いたい

Ｖ４２６ ～子どもの権利条約～ 一般 H16 42

森林生態系の保全 小･中～

Ｖ４２７ ～緑の回廊の試み～ 一般 H16 23

明日への伝言

Ｖ４２８ ほむらいろの空 一般 H16 25

広がる未来！私が選ぶ

Ｖ４２９ …チャレンジする女性たち… 一般 H16 29

森を創る 小･中～

Ｖ４３０ ー森の名手・名人ー 一般 H16 32

Ｖ４３１ 危険なアクセス 一般 H19 30

戦争の悲惨さや平和の尊さを若い世代に伝えることを目的とした啓発ビデ
オ。

将来に対する漠然とした不安を抱いたある高校のパソコンサークルの仲間３人は、自分たち
があこがれる生き方をしている女性を探して、ホームページを作ってみようと思い立つ。こ
のチャレンジを通して彼女たちがつかみかけたものとは…。

日本人と森との深い関わりの歴史と、その中で培われてきた独自の林業技術を見つめ、ま
た、現代にその技術を受け継ぐ、森の名手･名人の姿を通じて、日本の木の文化の重要性を
訴求していく。

サイバー犯罪に巻き込まれない方法、巻き込まれたときの対処を学ぶ。

森林を守り育てるボランティアの活動や、木材を有効利用する取り組みなど、日
本各地の山村の事例を紹介し、人と自然が共生する循環型社会を考えます。

コミュニケーションの「丁寧さ」と「ほめる」というはたらきかけの二部構
成になっています。

薬丸裕英が聞く樋口先生の育児支援ガイド

内閣府男女共同参画局で制作した、女性のチャレンジ支援策に関する広報ビ
デオ。様々な分野での女性のﾁｬﾚﾝｼﾞの紹介・ﾒｯｾｰｼﾞ。

佐倉市立佐倉東小学校に在籍する90名の6年生が取り組んだ「子どもの権利条
約」の学習の実践記録。（千葉県人権啓発ビデオ）

森林の働きを小･中学生に映像を通じて理解することを目的に制作。
中学校理科第2分野映像教材として学校での利用や、地域社会における環境問題等の学習会
等で幅広く活用。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

Ｖ４３２ 方言の旅 一般 H19 52

Ｖ４３３ 暮らしの中の｢あいまいな表現」 一般 H19 35

Ｖ４３４ 日本語の音声に耳を傾けると‥ 一般 H19 34

Ｉｄｅａｓ　ｆｏｒ　ｐｅａｃｅ

Ｖ４３５ 今を生きる者たちへ 一般 H19 17

子どもの层場所づくり 小･中～

Ｖ４３６ 基本編 一般 H19 40

子どもの层場所づくり 小･中～

Ｖ４３７ マニュアル編 一般 H19 42

子どもの层場所づくり 小･中～

Ｖ４３８ 事例編 一般 H19 23

評議　　　

Ｖ４３９ 一般 H19 62

元気にチャレンジ！

Ｖ４４０ きらきらしている女性たち 一般 H19 25

森と共に 小･中～

Ｖ４４１ ー森の名手・名人ー 一般 H19 34

ワーク・ライフ・バランス　

Ｖ４４２ ～生きがいのある職場と生き生きした暮らし～ 一般 H19 27

家事と育児に明け暮れる日々を送っていた主婦が積極的に求職活動に取り組むが、果たして
再就職ができるのか。

森と共に生きる名手･名人たちを紹介したビデオ。

仕事と生活の調和を図るためにワーク・ライフ・バランスを推進する､組織や
個人の取り組みを紹介したビデオ

話し言葉の土台である音声そのものを取り上げている。

被爆体験が風化されないよう、高校生や大学生など次の時代を担う若者に原爆の悲惨さや被
爆の苦しみ、不安を伝え、平和を考えていただくことを主なねらいとして、千葉県が助成･
協力し、千葉県原爆被爆友好会が企画制作した。

子どもの层場所づくりは、子どもたちが、地域のさまざまな人たちと直接関わりないながら
一緒活動に取り組み、経験を共有する場であり、そのような子どもの层場所づくりについて
事例を見ながら理解を深める。

葛飾区内のすべての小学校で進められている学校を拠点にした层場所づくり

上富良野町の事例を取り上げているビデオ。

裁判制度広報用映画

現実に使われている話し言葉としての方言の様々な側面や、方言について調べた
り考えたりする方法を具体的に描いている。

日本語の特徴としてよく指摘される「あいまいさ」を取り上げ、あいまいな表現の果たす役
割、あいまいさが引き起こす問題、それを解決するための工夫について紹介している。
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ＶＨＳビデオ教材リスト

登録ＮＯ 作　品　名 内　　容 対 象 配備年度 時間

明日への伝言

Ｖ４４３ 祈りかさねて(平成17年度版) 一般 H20 30

海運の工夫・技術シリーズ４ 中～

Ｖ４４４ 海の大動脈　内航海運 一般 H20 19

That's預金保険制度

Ｖ４４５ 一般 H15 17

終戦６０年を迎えた神戸で、戦争の行われた事実を風化させないための様々
な取組みを紹介したビデオ

国内の食料品・石油等の貨物を運搬する「内航海運」について紹介したビデ
オ

預金の保護の範囲と仕組みとは？
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