
Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

1 おおきなかぶ 14 幼、小 ある日植えた蕪の種がおおきくなっていく。（小学校国語）

2 もののなまえ 18 幼、小 色々なものには名前がある。（小学校国語）

3 じどう車くらべ 13 幼、小 自動車にも色々な種類があり、その比較をする。（小学校国語）

4 すきな生きもののこと 19 幼、小 好きな生き物を良く見て気がついたことを整理する。（小学校国語）

5 かさこ地ぞう 15 幼、小
おじいさんは笠を売りに町へ出かけましたが笠は売れず、
家に帰る途中地ぞうさまが雪に埋もれているのを見て、笠を
かぶせてあげました。（小学校国語）

6 「明るい」と合うことば 19 幼、小
「明るい」とゆう言葉がどんな言葉と結びつくかを考える。
（小学校国語）

7 力太郎 19 幼、小
子供にいない夫婦に突然子供が授かったが・ただ寝て暮ら
していた 。（小学校国語）

8 朝のできごと書くことを見直して 19 幼、小
身近な所から題材を見つけて文を書いたり発表したりする。
（小学校国語）

9 文の組みたて、言葉と音の感じ 18 幼、小 言葉と文章の関係を分かりやすく描く。（小学校国語）

10 いまどき科学がおもしろい 29 小、中、高 いろんな視点から見れば科学はこんなにおもしろい。

11 遊び歌「ねこ」をたとえに使うなら 16 小 遊び歌を通し言葉について関心を高める。（小学校国語）

12 ごんぎつね 12 幼、小
いたずらものの「ごん」と、親孝行者の兵十との間に繰りひ
ろげられる物語。（小学校国語）

13
大陸は動いている　　富士
は生きている

18 小
大陸移動説を通じ、大陸を動かしている力を描きだす。（小
学校国語）

14 アニメーションとわたし 18 小
手塚治虫氏の体験を通じ、アニメの作り方を分かりやすく描
く 。（小学校国語）

15 木龍うるし 26 小
淵の底に上質の漆が一杯溜まっているのを見つけた二人
のきこり。心のきれいな藤六と少しずるい権八の心情の移り
変わりをほのぼのと描く。 （小学校国語）

16 グループ新聞を作って 17 小 新聞作りの中で話し合いや制作の過程を知る。（小学校国語）

17
言葉と音声　敬語の使い
方

19 小
言葉や文の意味が、発音のしかた、音の高低・強弱によっ
て変わること。また、身近な場での会話を例にして、敬語を
説明。 （小学校国語）

18 附子 15 小
狂言の大事な場面を中心に、全体の展開がわかるように
なっている。児童が狂言の面白さを味うことができる。 （小
学校国語）

19 豊かに生きる　ボランティアの心 29 高、一般 ボランティア活動の意義を知る（高校生・一般）

20 親の言い分　子の言い分 25 中、高、一般 小学高学年になると親と子の言い分が違ってくる・・・

21
月　その石が語った誕生
の秘密

20
小、中、
高、一般

一番身近な天体、月は昔から多くの人に観察されてきた
が、解明されてない謎がある。アポロの月探査の様子を通
して、月の秘密を考える。

22 火星 20
小、中、
高、一般

古くから生命の存在が期待されていたあの赤い惑星、火
星。映像から私たちの地球に豊富にたたえられた水のあり
がたさを、しみじみと知らせてくれる。

23 水星 20
小、中、
高、一般

太陽の真近をめぐるこの水星は、月そっくりの無数に残るク
レーターにうめつくされた素顔をとらえた。これらのクレｰ
ターから、衝突という現象が地球型惑星の形成に重要な過
程であることを解明していく。

24 木星 20
小、中、
高、一般

木星。それは、太陽と同じような物質でできたガスの惑星で
ある。ボイジャー1号・2号の映像から巨大惑星木星の姿と、
ガリレオ衛星の姿等を解明する。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

25 金星 20
小、中、
高、一般

明けの明星、宵の明星と呼ばれる金星。もう5千万km太陽
に近ければ、地球も金星同様地獄になっていたのだという
おそろしい事実を記録している。

26 土星 20
小、中、
高、一般

土星がもつリングの正体は、いったい何なのだろうか。土星
探査の様子からリングの正体を探り、さらに巨大惑星やそ
の衛星系の形成との関連を探っていく。

27 地殻の変動 15
小、中、
高、一般

地殻変動とそのメカニズムを捕らえる。

28 津軽弁バンザイ 26
小、中、
高、一般

津軽弁に対する色々なインタビュー、津軽弁を使って活動
する人たちの様子などを紹介し、方言と共通語の違いやそ
れぞれの長所を理解してもらう。

29
ブルーム博士　来日記念
講演会

91
小、中、
高、一般

落ちこぼれのない教育／マスタリーラーニングのその後。

30 美しく豊かな言葉をめざして（１） 16
小、中、
高、一般

言葉のしつけ・あかちゃんの言葉のメカニズム 。

31 美しく豊かな言葉をめざして（２） 16
小、中、
高、一般

生きたあいさつ。

32 美しく豊かな言葉をめざして（３） 46
小、中、
高、一般

１）適切な表現２）敬語ー尊敬語３）はっきりした発音

33 美しく豊かな言葉をめざして（４） 51
小、中、
高、一般

１）聞き上手２）敬語ー丁寧語３）幼児の言葉のしつけ

34 美しく豊かな言葉をめざして（５） 55
小、中、
高、一般

１）家庭での話し合い２）豊かな表現のために３）朗読の魅力

35 美しく豊かな言葉をめざして（６） 47
小、中、
高、一般

１）敬語を適切に２）話しかたを分かりやすく３）正確な用語
で

36 私たちのくらし（弘前編） 53
小、中、
高、一般

りんご・弘前公園・屏風山・津軽塗について

37 私たちのくらし（青森編） 53
小、中、
高、一般

郵便局・清掃工場・浄水場・消防署・郷土館について

38 私たちのくらし（八戸編） 35
小、中、
高、一般

製紙工場・水産加工・用水路・発電所・八幡馬製作所・港に
ついて

39 おじゃまレポート 20 小、中
コンテナの役割と海陸輸送の接点であるコンテナターミナル
の様子を、女性レポーターの案内によって、小学生向けに
わかりやすく紹介する。

40 ルーブル美術館① 55 中、高、一般 神なる王・ファラオの時代／古代エジプト／

41 ルーブル美術館② 48 中、高、一般 メソポタミア・流砂の興亡／古代オリエント／

42 ルーブル美術館③ 53 中、高、一般 ビーナスの微笑／古代ギリシャ

43 ルーブル美術館④ 50 中、高、一般 皇帝たちの光芒／古代ローマ

44 ルーブル美術館⑤ 50 中、高、一般 大聖堂の時代／中世ヨーロッパ／

45 ルーブル美術館⑥ 50 中、高、一般 花開くルネンサンス／レオナルド・ダ・ビンチへの道／

46 ルーブル美術館⑦ 50 中、高、一般 北方ルネンサンスのきらめき／フランドルとドイツ／

47 ルーブル美術館⑧ 50 中、高、一般 巨匠たちの饗宴／盛期ルネンサンス／

48 ルーブル美術館⑨ 50 中、高、一般 光と影の王国／スペイン黄金時代／

49 ルーブル美術館⑩ 50 中、高、一般 バロックの峰／ルーベンスとレンブラント／

50 ルーブル美術館⑪ 50 中、高、一般 太陽王の世紀／ルイ１４世とベルサイユ／

51 ルーブル美術館⑫ 50 中、高、一般 ロコロの華／ルイ１５世の時代／

52 ルーブル美術館⑬ 50 中、高、一般 ロマン派宣言／激動の１９世紀／
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

53 野性のチンパンジー物語 59 幼、小
一人の女性研究家により解明されたチンパンジィーの生態
を紹介。

54 オーストラリアの動物たち 59 幼、小 オーストラリアに住む小動物たちの進化発展を描く。

55 残されたエジプトの謎 59 幼、小 世界各国の調査隊が古代エジプトの謎を追い続ける。

56 怒れる地球－活火山 59 幼、小 活火山の猛威と火山学者タジェフの研究の足跡。

57 まんが偉人物語１ 22 幼、小 ライト兄弟/ベーブルース

58 まんが偉人物語２ 22 幼、小 エジソン/メンデル

59 まんが偉人物語３ 22 幼、小 ヘレン．ケラー/シートン

60 まんが偉人物語４ 22 幼、小 坂本竜馬/リンカーン

61 まんが偉人物語５ 22 幼、小 ガリレオ.ガリレイ/コペルニクス

62 まんが偉人物語６ 22 幼、小 コロンブス/一休

63 まんが偉人物語７ 22 幼、小 ニュートン/ダーウィン

64 まんが偉人物語８ 22 幼、小 紫式部/マルコ．ポーロ

65 まんが偉人物語９ 22 幼、小 アンデルセン/ベル

66 まんが偉人物語１０ 22 幼、小 レオナルド.ダ.ビンチ/グーテンベルグ

67 まんが偉人物語１１ 22 幼、小 野口英世/レントゲン

68 まんが偉人物語１２ 22 幼、小 モーツァルト/ワシントン

69 まんが偉人物語１３ 22 幼、小 キューリー夫人/ゴッホ

70 まんが偉人物語１４ 22 幼、小 夏目漱石/ファーブル

71 まんが偉人物語１５ 22 幼、小 ノーベル/ゴッホ

72 まんが偉人物語１６ 22 幼、小 ベートーベン/ワット

73 まんが偉人物語１７ 22 幼、小 福沢諭吉/リンドバーグ

74 まんが偉人物語１８ 22 幼、小 グリム兄弟/ロダン

75 まんが偉人物語１９ 22 幼、小 聖徳太子/三蔵法師

76 まんが偉人物語２０ 22 幼、小 ナイチンゲール/ミレー

77 世界名作アニメ１ 44 幼、小 ピノキオの冒険

78 世界名作アニメ２ 44 幼、小 あしながおじさん

79 世界名作アニメ３ 44 幼、小 クレオ愛の学校

80 世界名作アニメ４ 44 幼、小 トム・ソーヤの冒険

82 世界名作アニメ６ 44 幼、小 若草物語・不思議の国のアリス

83 世界名作アニメ７ 44 幼、小 宝島・にんじん

84 世界名作アニメ８ 44 幼、小 ロミオとジュリエット・少女コゼット
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

85 世界名作アニメ９ 44 幼、小 家なき子・アンクルトムの小屋

86 世界名作アニメ１０ 44 幼、小 そんごくう・くるみわり人形

87 アニメ野生のさけび1 24 幼、小 山へ帰る（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛） 

88 アニメ野生のさけび2 24 幼、小 消えた野犬（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

89 アニメ野生のさけび3 24 幼、小 王者の座（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

90 アニメ野生のさけび4 24 幼、小 黒いギャング（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

91 アニメ野生のさけび5 24 幼、小 みかずきと狸（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

92 アニメ野生のさけび6 24 幼、小 赤い霜柱（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛） 

93 アニメ野生のさけび7 24 幼、小 森の友達（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

94 アニメ野生のさけび8 24 幼、小 マヤの一生（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

95 アニメ野生のさけび9 24 幼、小 片耳の大ジカ（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

97 アニメ野生のさけび11 24 幼、小 大空に生きる（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

98 アニメ野生のさけび12 24 幼、小 月のワグマ（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

101 アニメ野生のさけび15 24 幼、小 黄金の足あと（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

102 アニメ野生のさけび16 24 幼、小 山の太郎グマ（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・そして愛）

103 アニメ野生のさけび17 24 幼、小 南島のシシ白耳（生きることの厳しさ・知恵・勇気・掟・正義・愛）

107 まんが世界昔ばなし１ 22 幼、小 『マッチうりの少女』／『イワンのばか』

108 まんが世界昔ばなし２ 22 幼、小 『ヘンゼルとグレーテル』／『おおかみと少年』

109 まんが世界昔ばなし３ 22 幼、小 『はだかの王様』／『ねずみの嫁入り』

110 まんが世界昔ばなし４ 22 幼、小 『ブレーメンの音楽隊』／『たなばたさま』

111 まんが世界昔ばなし５ 22 幼、小 『しらゆき姫』／『まほうの子うま』

112 まんが世界昔ばなし６ 22 幼、小 『おやゆび姫』／『アルプスの名犬バリー』

113 まんが世界昔ばなし７ 22 幼、小 『おおかみと七ひきの子やぎ』／『わがままな巨人』

114 まんが世界昔ばなし８ 22 幼、小 『ジャックとまめの木』／『しりたがりやのとら』

115 まんが世界昔ばなし９ 22 幼、小 『幸福の王子』／『おじぞう様の赤い目』

116 まんが世界昔ばなし１０ 22 幼、小 『いばら姫』／『金色のがちょう』

117 まんが世界昔ばなし１１ 22 幼、小 『三びきの子ぶた』／『星のコスモス』

118 まんが世界昔ばなし１２ 22 幼、小 『ハメルンの笛ふき』／『おしゃれなクジャク』

119 まんが世界昔ばなし１３ 22 幼、小 『シンデレラ』／『なかまはずれのこうもり』

120 まんが世界昔ばなし１４ 22 幼、小 『フランダースのいぬ』／『岩じいさん』
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

121 まんが世界昔ばなし１５ 22 幼、小 『アラジンとまほうのランプ』／『さるのきも』

122 まんが世界昔ばなし１６ 22 幼、小 『ありときりぎりす』／『鐘をならしたきじ』

123 まんが世界昔ばなし１７ 22 幼、小 『みにくいあひるの子』／『まほうのソーセージ』

124 まんが世界昔ばなし１８ 22 幼、小 『にんぎょ姫』／『長ぐつをはいたねこ』

125 まんが世界昔ばなし１９ 22 幼、小 『赤ずきんちゃん』／『なし売り仙人』

126 まんが世界昔ばなし２０ 22 幼、小 『王様の耳はろばの耳』／『オルペウスのたて琴』

127 長靴をはいた猫 54 幼、小
ネズミを助けたペロは処刑台からにげだした。途中、意地悪
兄さんにおいだされたピエールと知り合い、さらわれた姫を
助け出す。アニメ映画。

128 ブンナよ木からおりてこい 80 幼、小
トノサマがえるのブンナは、冒険好き。しかし恐ろしい事件に合
い世の中の不思議を知る。全ての母親と子ども達に、「生きて
いるとは、なんと素晴らしい。」を伝える感動アニメ映画。

129 アニメ日本のむかしばなし１ 25 幼、小 いっすん法師／つるの恩返し

130 アニメ日本のむかしばなし２ 25 幼、小 金太郎／おむすびころりん

131 アニメ日本のむかしばなし３ 25 幼、小 花はなさかじいさん／かぐや姫

132 アニメ日本のむかしばなし４ 25 幼、小 さるかに合戦／天狗の羽うちわ

133 アニメ日本のむかしばなし５ 25 幼、小 かちかち山／やまんばと牛かた

134 アニメ日本のむかしばなし６ 25 幼、小 ぶんぶく茶がま／はちかつぎ姫

135 アニメ日本のむかしばなし７ 25 幼、小 こぶとりじいさん／ものぐさ太郎

136 アニメ日本のむかしばなし８ 25 幼、小 うらしま太郎／ねずみの嫁入り

137 アニメ日本のむかしばなし９ 25 幼、小 したきりすずめ／ちから太郎

138 アニメ日本のむかしばなし１０ 25 幼、小 もも太郎／かさじぞう

139 四季の星座 19 小、中、一般

四季の代表的な星座を中心に、一年にわたる星の動きを微
速度・追尾撮影でとらえた映像。星座、星の動き、明るさ、色
の違いをハッキリとしめしている。

140 神様がくれたクリスマスツリー 12 幼、小
クリスマスにまつわる心温まる物語を通して、真心の美しさ
を教えてくれます。

141 福は内！鬼は外！ 11 幼、小
昔、ある山里の村に起きた不思議な事件。理由は不明。子
供が子鬼をみつけまた大騒ぎ、鬼を追い払う策はあるか？

142 なかよし鯉のぼり 9 幼、小 ひ弱な健太を鯉のぼり君が背中に乗せてタイムスリップ 。

143 七夕さま 10 幼、小、一般

「僕のお願いをも飾って」と姉の笹竹に短冊を結び付ける四
歳の弟。その姉弟にお母さんが織姫、彦星のロマンチックな
物語を話す。

144 ひなまつり 10 幼、小
病弱の妹の為に作った紙のヒナ人形が、真夜中、素晴らし
い歌と踊を見せてくれました。妹への愛情物語 。

145 こうして話せばいいんだね 19 幼、小
小学校基礎学習の中でも音声言語、話し聞く力をつける指
導と目的を実現するために大切な「話し方・聞き方」の基本
を考える。

146 四季の天気 21
小、中、
高、一般

気象衛星「ひまわり」から、日本の四季の天気の特徴をしめ
す。

147 すい体の体積を調べよう 20 小
立体図形の体積を求めるには？分かりやすい実験・実測に
よって作成。
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148 楽しい水泳教室① 26 小
どうしたら泳げるようになるかという水泳の基礎を楽しく教え
てくれる。

149 楽しい水泳教室② 14 小
どうしたらクロールが平泳ぎが出来るようになるか教えてく
れる。

150 高い土地と人々の暮らし 16 小
高い土地で暮らしている人々がどうして自然の制約を克服
しているか？

151 低い土地と人々の暮らし 16 小
低い土地で暮らしている人々がどうして自然の制約を克服
しているか ？

152 人間の性 20 小、中 人間の性のありかたについて考える 。

153 楽しい柔道教室 30 小、中 柔道に必要な基本的な技や連絡技・打ち込みの方法を解説。

157 アルコールの害 24
小、中、
高、一般

成長期にある若者が飲酒すると体内で何が起きるか、アル
コールの、心身に及ぼす影響を描く。

158 森林の成り立ちと営み 18 中
森の変化と自然の法則について、桜島を事例に森の生い立
ちと森の働きや動植物の繋がりからわかりやすく解説。

159 青森県の昔っこ１ 60 全年代
こぞっこまだだが・ばけもの寺・キンキラキンノキン・むすめ
のなみだ

160 青森県の昔っこ２ 50 全年代
しがまのよめっこ・うりこひめとあまんじゃく・あなほり長兵
衛・うばすてやま・つるの恩返し

161 青森県の昔っこ３ 50 全年代
なげいはなしっこ・地獄からもどされた男たち・なにがおっか
ねい・ねずみのいちばんのり・他

162 昔あったど62年版 86 全年代
東津軽郡の昔話、紙芝居や人形劇などで地域の伝説を紹
介。　　義経寺の秘仏、今別の舎利石、河童の詫証文、袋
風、おとせの松、他、６町村作品

163 昔あったど63年版 80 全年代
東津軽郡の昔話。紙しばいや人形劇などで地域の伝説を紹
介する。異国人上陸、髭どの、宇鉄沢の流れ小屋、狼の恩
返し、せんじゅ小太郎物語、姥ケ沢の狐。六町村作品

164 昔あったど（第１集） 60 全年代
東津軽郡の町村に伝わる昔話や伝説を、人形や影絵等で
伝える。

165 施設に見る老人介護 30 中、高、一般 老人介護の基礎知識。

166 寝たきり老人の介護－基礎編１ 30 中、高、一般 老人介護の基礎知識。

167 寝たきり老人の介護－基礎編２ 30 中、高、一般 老人介護の基礎知識。

168 寝たきり老人の介護／脳卒中 30 中、高、一般 老人介護の基礎知識。

169 第一回やんちゃ学園 30 高、一般 出会い　喜び　そして感動（１）

170 第二回　もつけっこ　メンタルフレンド 30 高、一般 出会い　喜び　そして感動（２）

171 日本とオーストラリアを結ぶ海運 18 小、中
日本とオーストラリアの産業の中心としての海運を紹介す
る。

172 青函連絡船（栄光の航跡） 118
小、中、
高、一般

本州と北海道とを結ぶ海上の道として多くの人々に親しま
れてきた青函連絡船の８０年にわたる業績と栄光、苦難の
歴史の記録。

173 日本とヨーロッパを結ぶ海運 20 小、中
日本とヨーロッパを結ぶ海運の様子と、その働きや役割の
重要性を、ヨーロッパの産業と貿易を通して描いている。

174 ザ・石油 27 一般
石油産業のさまざまな分野で日夜働いているオイルマン。
彼らの仕事にかける情熱を、生々しい映像で描きあげる。

175 日本の海運 30
中、高、一

般

日本の海運は定期船、不定期船やタンカーによって、世界
とネットワークを結んでいる。どんなものが、どのような方法
で輸出入されているかを解説する。

177 これからのエネルギーを考えよう 27
小、中、
高、一般

ふだんは認識される機会の少ない種々のエネルギーについ
て、その利用の歴史をたどり、今後の見通しを考える。

178 新しいエネルギーを考えよう 25
小、中、
高、一般

石油にかわる新しいエネルギーについて。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

179 私、電気をつくる人 28 中、高、一般
各国の“太陽光”“風力”“地熱”といった自然エネルギーを
利用した発電に取り組んでいる現状と問題点を紹介。

180 アニメ砂糖の歴史 14 小

砂糖はいつ頃生まれ、どのようにして伝えられてきたのか？
砂糖が今日の食文化に大きな関係があり、調味料としての
役割を果たしてきた歴史をグローバルな立場でまとめた教
材

184 人体・生命のつながり① 15 小 （１）動物の性と私たちのからだ

185 人体・生命のつながり② 15 小 （２）赤ちゃんの成長

186 人体・生命のつながり③ 15 小 （３）生命の誕生

187
ＳＥＶＥＮ　ＩＮ　ＷＯＮＤＥＲ
ＬＡＮＤ

25 中、高、一般

テレビでもおなじみ工学博士・北野大さんが七人の女性科
学者にインタビュー。遺伝子・原子・海底・宇宙・・・・。日本の
科学技術を支える彼女たちのワンダーランドをのぞく。

188 ピッポ君のなんでもこたえちゃう 15 小、中 農村の役割ってなあに？

189 人間と自然１ 15 小 （１）私たち地球号

190 人間と自然２ 15 小 （２）一生懸命生きる生物たち

191 人間と自然３ 15 小 （３）自然の中の人間

192
豊かな心をもち逞しく生き
る生徒をそだてる（小）

30 小 学校全体で取り組む道徳教育について。

193
豊かな心をもち逞しく生き
る生徒をそだてる（中）

30 中 学校全体で取り組む道徳教育について。

194
豊かな心をもち逞しく生き
る生徒をそだてる（２）（小）

43 小 道徳教育の充実と年間指導計画

195
豊かな心をもち逞しく生き
る生徒をそだてる（２）（中）

31 中 道徳教育の充実と年間指導計画

196 やさいのはなし 15 幼、小
楽しく食べよう　たべものシリーズ第４作 　紙芝居を映像
化。

197 さかなのはなし 15 幼、小
楽しく食べよう　たべものシリーズ第４作 　紙芝居を映像
化。

198 そろばんと友だち 30 幼、小
初めてそろばんに触れた子どもたちが、そろばんによる計
算の仕方を学んでいく様子をドキュメンタリータッチで描く。

199 わたしたちの防火 35 幼、小、中 子どもたちにこれから必要な防火知識を紹介する。

200 悟空の著作権入門 20
小、中、
高、一般

悟空たちの冒険を楽しみながら、とかく軽視されがちな「著
作権」について考える。

201 健太君は編集長 20
小、中、
高、一般

健太君は、学級新聞に、クラスメイトの作文を無断で掲載
し、著作権侵害と言われる。これを機会に、著作権というも
のをわかりやすく説明する。

202 さくらんぼ坊や1 36 中、高、一般

近年世界の多くの学者の間で定説となっている乳幼児の運
動機能、運動能力の発達促進が、大脳の発達を促すという
大原則から、「子どもたちの全面発達とは」を記録したもの
である。 保育記録作品。

203 さくらんぼ坊や2 39 中、高、一般

前作の５才児を培ったものは何であったかをみつめるため
に、あくまで子どもの行動に焦点をあわせ、子どもの目の高
さから１才児を追う。

204 さくらんぼ坊や3 48 中、高、一般
人間としての基礎が築かれる大切な３才の時期に、子ども
の豊かな発育を促すものは何かを考えさせる。

205 さくらんぼ坊や4 48 中、高、一般

集団の中で豊かな仲間を持っていく様子や、仲間でやる遊
びのスケールが大きくなる様子も描かれ、子どもの発達を
見極める保育者や父母の確かな目の大切さを考える。

206 さくらんぼ坊や5 47 中、高、一般

アリサちゃんのダイちゃんに対する援助も、いっそうたくみ
に、また先をよんだ配慮をみせるようになった。幼児期の子
どもは、仲間との遊びを通して育ち合うことがよくわかる。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

207 さくらんぼ坊や6 54 中、高、一般

社会的な人間として、欠かすことのできない「集団の規律を
創り、まもり、育てる力」を身につけ、卒園するまでカメラは
追いかけている。

208 海の神秘 20
小、中、
高、一般

海の四季を見事に描きだした作品 。

209 干潟の海 30
小、中、
高、一般

有明海の干潟と言う特異な「土」に今もいきつづける、沿岸
漁民の生活を紹介する。

210 谷川岳 30 一般
神秘的な谷川岳を、空撮と地上カメラを織り込み、冒険に挑
む男たちと、厳しくも美しい初夏の大自然を紹介。

211 土佐四万十川 49 一般
四国で最も長い川・四万十川は、日本最後の清流と呼ばれ
ている。蛇行を繰り返し、美しい自然の姿を多くとどめる清
流、人、魚（特に鮎）の交わりを描く。

212 北アルプス 50 一般
穂高連峰から槍ヶ岳への踏破行をカメラで追い、稜線に展
開される厳しい自然の姿を描く。

213 知られざる尾瀬 50 一般
私たちが普通目にすることができない「尾瀬」の魅力をあま
すとこなく描く。

214 黒部の大自然 30 一般 秘境黒部の大自然を、空・陸両面から紹介する。

215 古代が見える飛鳥 30 一般
日本最初の国家、奈良県の飛鳥に今も残る重要文化財を
紹介し、当時の服装や住まいや建築物などについて説明。

216 ホームビデオライブラリーシリーズ１ 85 一般 「黄金狂時代」　笑いと感動、チャップリンの代表作。

217 ホームビデオライブラリーシリーズ２ 87 一般 「踊る海賊」　海賊に間違えられた男の爆笑ミュージカル。

218 ホームビデオライブラリーシリーズ３ 92 一般 「恋愛準決勝戦」　フレットアステア 。

219 ホームビデオライブラリーシリーズ４ 82 一般 「ジェームス・ディーン物語」永遠の青春像ジミーの横顔にせまる。 

220 ホームビデオライブラリーシリーズ５ 130 一般 「素晴らしき哉人生」　愛と勇気と感動のファンタジー。

221 ホームビデオライブラリーシリーズ６ 90 一般 「タルサ」　油田の権利をめぐる愛と憎しみの物語。

222 ホームビデオライブラリーシリーズ７ 118 一般 「審判」　カフカの幻想的な世界を映像化。

224 ホームビデオライブラリーシリーズ９ 91 一般 「少公女」　シャーリー・テンプルの貴重なカラー映画 。

225 ホームビデオライブラリーシリーズ１０ 100 一般 「赤い家」　名称デルマーディビスの出世作。

226 ホームビデオライブラリーシリーズ１１ 112 一般 「シラノ・ド・ベルジュラック」　悲しく切ない恋物語。

227 ホームビデオライブラリーシリーズ１２ 77 一般 「三人の目撃者」　息詰まるハードアクションの連続。

228 ホームビデオライブラリーシリーズ１３ 83 一般 「戦場よさらば」　ヘミングウェイ原作の悲しき恋の物語。

229 ホームビデオライブラリーシリーズ１４ 83 一般 「人間の絆」　ベティーディビスの魅力が光る作品。

230 ホームビデオライブラリーシリーズ１５ 100 一般 「拳銃無宿」　西部の男・ジョンウェインの初期の作品。

231 ホームビデオライブラリーシリーズ１６ 102 一般
「検察官閣下」　検察官に間違えられた男の爆笑コメ
ディー。

232 ホームビデオライブラリーシリーズ１７ 102 一般 「十二マイルの暗礁の下に」　海洋アドベンチーの決定版。

233 ホームビデオライブラリーシリーズ１８ 123 一般 「群衆」　名もない男のヒューマンな物語。

234 ホームビデオライブラリーシリーズ１９ 70 一般 「リトル・ショップ・オブ・ホラーズ」　人食い植物のコメデイ。

235 ホームビデオライブラリーシリーズ２０ 81 一般 「アッシャー家の惨劇」　エドガー・アラン・ポー原作の怪奇映画 。

236 ホームビデオライブラリーシリーズ２１ 75 一般 「ディメンシア１３」　コッポラの初監督作品。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

237 ホームビデオライブラリーシリーズ２２ 87 一般 「私を愛したブルネット」　ボブ・フォープ主演の映画。

238 ホームビデオライブラリーシリーズ２３ 75 一般 「勇気ある男」　ローレンス・オリビエの熱演が冴える。

239 ホームビデオライブラリーシリーズ２４ 76 一般 「キートンの大列車強盗」　ギャグとアクションの連続。

240 ホームビデオライブラリーシリーズ２５ 106 一般 「アリス・スイート・アリス」　天才美少女ブルック幻のデビュー作。

241
映像でつづる昭和の記録
１

44
小、中、
高、一般

大正～昭和３年（幕開ける昭和の時代）

242
映像でつづる昭和の記録
２

44
小、中、
高、一般

昭和４年～７年（銀座の柳と軍靴の響き）

243
映像でつづる昭和の記録
３

44
小、中、
高、一般

昭和８年～１２年（非常時日本）

244
映像でつづる昭和の記録
４

42
小、中、
高、一般

昭和１３年～１５年（日中全面戦争）

245
映像でつづる昭和の記録
５

52
小、中、
高、一般

昭和１６年（太平洋戦争勃発）

246
映像でつづる昭和の記録
６

51
小、中、
高、一般

昭和１７年（緒戦の勝利）

247
映像でつづる昭和の記録
７

51
小、中、
高、一般

昭和１８年（連合軍総反撃）

248
映像でつづる昭和の記録
８

54
小、中、
高、一般

昭和１９年（敗色日々に濃し）

249
映像でつづる昭和の記録
９

55
小、中、
高、一般

昭和２０年１月～８月（戦争終結）

250 映像でつづる昭和の記録１０ 49
小、中、
高、一般

昭和２０年８月～１２月（焦土の中から）

251 映像でつづる昭和の記録１１ 52
小、中、
高、一般

昭和２１年～２２年（占領と民主化の歩み）

252 映像でつづる昭和の記録１２ 52
小、中、
高、一般

昭和２３年～２４年（再建の道けわし）

253 映像でつづる昭和の記録１３ 51
小、中、
高、一般

昭和２５年～２６年（講和条約調印）

254 映像でつづる昭和の記録１４ 51
小、中、
高、一般

昭和２７年～２８年（独立はしたけれど）

255 映像でつづる昭和の記録１５ 51
小、中、
高、一般

昭和２９年～３０年（政界再編と神武景気）

256 映像でつづる昭和の記録１６ 52
小、中、
高、一般

昭和３１年～３２年（もはや戦後ではない）

257 映像でつづる昭和の記録１７ 55
小、中、
高、一般

昭和３３年～３４年（消費革命の時代へ）

258 映像でつづる昭和の記録１８ 50
小、中、
高、一般

昭和３５年～３６年（安保闘争と高度成長）

259 映像でつづる昭和の記録１９ 52
小、中、
高、一般

昭和３７年～３８年（先進国への道）

260 映像でつづる昭和の記録２０ 55
小、中、
高、一般

昭和３９年～４０年（東京オリンピック）

261 映像でつづる昭和の記録２１ 50
小、中、
高、一般

昭和４１年～４２年（経済大国をめざして）

262 映像でつづる昭和の記録２２ 54
小、中、
高、一般

昭和４３年～４４年（昭和元禄）

263 映像でつづる昭和の記録２３ 50
小、中、
高、一般

昭和４５年～４６年（繁栄と公害の中で）

264 映像でつづる昭和の記録２４ 54
小、中、
高、一般

昭和４７年～４８年（列島改造と石油ショック）
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

265 映像でつづる昭和の記録２５ 48
小、中、
高、一般

昭和４９年～５０年（高度成長の終焉）

266 映像でつづる昭和の記録２６ 51
小、中、
高、一般

昭和５１年～５２年（混迷の時代へ）

267 映像でつづる昭和の記録２７ 52
小、中、
高、一般

昭和５３年～５４年（景気低迷と省エネルギー）

268 映像でつづる昭和の記録２８ 52
小、中、
高、一般

昭和５５年～５６年（経済摩擦と防衛問題）

269 映像でつづる昭和の記録２９ 50
小、中、
高、一般

昭和５７年～５８年（東西緊張と黒字国日本）

270 映像でつづる昭和の記録３０ 57
小、中、
高、一般

昭和５９年～６０年（貿易摩擦と情報化社会）

271 映像でつづる昭和の記録３１ 56
小、中、
高、一般

昭和６１年～６２年（円高・国際化のなかの日本）

272 映像でつづる昭和の記録３２ 53
小、中、
高、一般

昭和６３年～６４年（昭和から平成へ）

273
２１世紀へのブレークスルー
ライフサイエンスの未来

30 中、高、一般
ロケット開発、エンジン開発、スペースシャトルＰＳ毛利さん
の訓練。

274
２１世紀へのブレークス
ルー　新しい素材を求めて

30 中、高、一般

ライフサイエンスの基盤となる技術として、遺伝子大量コ
ピー技術、ＤＮＡ組み替えの技術、細胞融合技術、発生工
学技術、大量培養技術などを説明する。

275
２１世紀へのブレークス
ルー　宇宙へ

30 中、高、一般
地球環境に関して、日本の科学技術者が地球の姿をどのよ
うに発展させようとしているか、様々な角度から紹介。

276
２１世紀へのブレークスルー
空と海と陸地球を知る

30 中、高、一般

新しい工業素材を開発するアプローチとして、素材の隠れ
た機能を引き出し、それらの機能の組み合わせて複合素材
を開発していく研究過程を紹介する。

277 毎日世界美術館　１ 30 中、高、一般 ルーブルへの招待　ルネッサンスからバロックへ

278 毎日世界美術館　２ 30 中、高、一般 ルーブルへの招待　北方とスペインの黄金の世紀

279 毎日世界美術館　３ 30 中、高、一般 ルーブルへの招待　フランス１７世紀～１８世紀の絵画

280 毎日世界美術館　４ 30 中、高、一般 古典主義からロマン主義へ

281 毎日世界美術館　５ 30 中、高、一般 自然への情熱

282 毎日世界美術館　６ 30 中、高、一般 レアリスムの挑戦

283 毎日世界美術館　７ 30 中、高、一般 マネ・ブータン

284 毎日世界美術館　８ 30 中、高、一般 モネ

285 毎日世界美術館　９ 30 中、高、一般 ピサロ・シスレー

286 毎日世界美術館　１０ 30 中、高、一般 ドガ・ルノワール

287 毎日世界美術館　１１ 30 中、高、一般 セザンヌ

288 毎日世界美術館　１２ 30 中、高、一般 ゴッホ

289 ＡＩＤＳ正しい理解と行動 21 中、高、一般

エイズはどんな病気か、エイズはどのように感染するか、ど
うしたら防げるか、差別と偏見をなくすために、感染者への
理解と共生の６項目から構成している。高校生向け教材。

291 よみがえった安藤昌益 28
小、中、
高、一般

封建時代に生きた安藤昌益の軌跡をたどりながら彼の思想
や人間像を紹介する。安藤昌益物語、第二部

292 原子力と環境 25 中、高、一般

原子力と環境：地球環境にやさしてエネルギーとは何か？
原子力発電所のしくみ：原子力発電所のしくみ、重要性、安
全性を実例をもとに紹介する。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

293
津軽弁の詩- 或るめぐら
の話

19
小、中、
高、一般

高木恭造の津軽弁の詩「或るめぐらの話」を、牧良介が舞
台に持ち込み一人芝居を演じた。山口清治の写真と東出雅
子の朗読でつづる感動の世界

295 八甲田山 171
小、中、
高、一般

明治３５年、冬の八甲田山で陸軍青森第５連隊をおそった
悲劇を題材にした大作映画のビデオ版です。

296 森林の働き 16 中、高
森の働きを光合成の仕組み、小動物、微生物との相互作用
の働き、森林の地球環境に対する働き等から説明する。

298
オモシロ教室－農業と地
球環境－

15 小
舞ちゃんと人形の対話により、環境問題に焦点をあて、農
業が地球環境とどのように関わっているかを解説する。

299 一平君のクレジット体験 24 一般
クレジットでの契約のあり方やクレジットカードの正しい扱い
方などを、一平君という社会人一年生とその友達である恵
理さんを主人公とした簡単なドラマを通して解説する。

300 板ガラスの世界 20 中、高、一般
板ガラスの歴史、種類や特徴、生活場面での利用例などを
紹介する。快適な住まいづくりを考える。

301 クルマのできるまで 16
小、中、
高、一般

新型の自動車がお客様のお手元に届くまでの様子を、「ク
ルマ」という商品の企画、設計、開発、生産、物流といった流
れに沿って紹介する。

302 和菓子 25 中、高、一般
貴重な資料をもとに和菓子の歴史をたどり、春夏秋冬、四
季折々の風物をモチーフにした美しい和菓子の姿を紹介。

303 安心へのステップ 20 中、高、一般
石油事情、石油備蓄等日常生活でのエネルギー問題を考
える。

304 日本のエネルギー 26 中、高、一般 ２０世紀から２１世紀へ

305 マッハのエネルギーＱ＆Ａ 20 小
エネルギーの歴史、身の回りのエネルギー、チェルノブイリ
原子力発電所事故、これからのエネルギーなどをマッハ文
朱と小学生の会話、専門家の解説で構成。

306 考えてみようエネルギー 20 中、高
他の先進諸国に比べ、エネルギーの供給構造が脆弱なわ
が国にとって、石油の代替エネルギーの開発は重要な課題
である。原子力を中心にエネルギー問題を考えてみる。

307 エネルギーおもしろクイズ 20 小 エネルギーについて分かりやすくクイズで説明

308 石油危機に備えて 17 中、高、一般

万一わが国の石油供給が不足するような緊急時に、どのよ
うに備蓄が放出され、私たち消費者のもとにどのように安定
供給されるのか、またそのための訓練を紹介する。

309 南の国の人たちと共に 20 一般
南の国の生活は、食糧難で、それには人口増加が関わって
いる。それらを克服するために他の国が、どのような援助を
し、村の人々がどのような努力をしているかを描く。

310 開発途上国ってどんな国 20
小、中、
高、一般

開発途上国の人々の暮らしを紹介し先進国の援助が必要
なことを説く。

311 山歩き入門 21
小、中、
高、一般

山歩きのための準備・目的・役割など基本的な内容 。

312 飯ごうすいはん 21
小、中、
高、一般

飯盒（はんごう）炊はんのための準備・目的・役割など基本
的な内容。

314 たのしいキャンプソング 21
小、中、
高、一般

自然の中での体験を通じ人との触れ合いを大切にする。

315 キャンプファイヤー 21
小、中、
高、一般

色々なファイヤーの組み立てかた・進め方。

316 ぼくは青函連絡船 26 小
生活の中で親しまれてきた青函連絡船の果たしてきた役割
りを考えその歴史をふり返る。

317 はい１１９番－消防最前線２４時間 16
小、中、
高、一般

十和田市消防署を舞台に、消防隊員の活動の様子と、一日
の仕事を紹介する。

320 寺山修司 20 中、高、一般
青森県にゆかりの深い作家寺山修司の生い立ちを、知人の
語るエピソードや、修司の書いた詩をまじえて紹介する。

321 のりの養殖 20 中、高、一般 のりの養殖を紹介し、育てる漁業の重要性を教える。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

322 弥生時代の米づくり 20
小、中、
高、一般

2000年前米作りの世界最北限が青森県にあった。垂柳遺
跡の水田跡に残された無数の足跡から当時を探る。

323 ふるさとの記録　津軽の縄文文化 10 一般
森田村周辺の史跡を廻りながら縄文の頃の文化を伝えてい
る。

324 壮年よ大志をいだけ 35
一般、高

齢者
年をとってからどの様な目標を持って暮らすかが大切。高齢
期を展望した人生について考える。

325 女・仕事・家庭ｉｎｇ 62 一般 ちょっとおしゃれに・・・女性の自立とは？

327 よみがえる水 15
小、中、
高、一般

小学生達が下水処理に疑問を持ち、実際に汚水処理をして
いく過程を見学、紹介する。

328 くらしとゴミ 20
小、中、
高、一般

ゴミを処理する清掃工場の仕組みや役割を紹介し、ゴミの
再利用を通してゴミ処理の問題点および自然の大切さをわ
かりやすく解説する。

330 鮭が川にのぼってきた 15 小
鮭の人工ふ化を中心に、稚魚の成長の様子、また、稚魚の
泳ぎ方、大きな音をたてた時の反応、腹の膨らみの役割な
ど、鮭の生まれてから死ぬまでを紹介。

332 銅と硫黄の化合 12 中
銅と硫黄を火熱する実験を行い、どのような化学変化が起
るか、化合とは何かを説明する。

333 こみせのある街 15 小、中
姿を消しつつある「こみせ」を紹介する。身近な町並みの中
にも歴史を刻んだものがたくさんあることを訴える。

334 青森市の文化財 30
小、中、
高、一般

青森市の歴史とその発展する過程について紹介し、解説す
る。

335 キミ、科学する？ 21 中、高、一般
環境問題や医療や最近身近になった原子炉など私達の生
活に密着した先端技術をわかりやすく、説明する。

336 いまよみがえる安東文化 15
小、中、
高、一般

現存する史跡をめぐり安倍・安東氏の繁栄と衰退の歴史を
探り、安倍・安東氏の謎に迫る。

337 城下町弘前 25
小、中、
高、一般

町並や文化の薫りを大切に残しながら、弘前の歴史や成り
立ちを説明する。

338 地球環境を守る 20 中、高、一般
環境を破壊しないクリーンなエネルギー（原子力・太陽）環
境破壊を防ぐ細菌の研究等を紹介。

339 奇妙な生き物たち 50
小、中、
高、一般

爬虫類と両生類の誕生とその秘密。

340 心のふるさと南部の歴史 30
小、中、
高、一般

根城南部氏と遠野南部氏を八戸の歴史とともに紹介する。
その歴史の流れをわかり易く、質問形式で制作。

341 青森県にもやってきた松陰 30 高、一般 青森県を旅した松陰の目的や当時の青森県の姿を描く。

342 僕たちが考えるふるさと作り 20
小、中、
高、一般

２１世紀を考える青森県子供サミットで発表された、僕たち
が考えるふるさと作りをテーマに

343 南部菱刺し裂き織りの姉妹 20
小、中、
高、一般

菱刺裂き織りを追い求め、自ら収集しながら作品を創作して
いる姉妹の伝統工芸に対する情熱、そして菱刺裂き織りの
良さを紹介する。

344 法光寺の伝説 20
小、中、
高、一般

名久井岳の麓にある法光寺に伝わる伝説をアニメで描き、
法光寺の歴史、現在などを、住職が語る。

345 なるほど血液ゼミナール 15 高、一般
血液の成分を分析し、その成分の種類や働きをわかりやす
く説明しながら、血液のはたらきについて描いている。また、
献血の重要性について訴える。

346 八戸の大地に水を 20 一般
江戸時代末期、八戸の南に広がる台地に、、水田を作るた
めに水路を開き、巨万の富をつぎ込んだ八戸藩士蛇口伴蔵
の事業の全貌とその精神をまとめた。

347 蕗頭は語る・八戸の大地 30 一般
八戸周辺の地表にみられる岩石から八戸をつくっている大
地を知る。八戸市視聴覚センター制作。

349 稲生川と新渡戸傅 24
小、中、
高、一般

稲生川の秘密と、その川の開発にたずさわった新渡戸親子
の偉業を語る。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

350 私の生涯学習 30
小、中、
高、一般

生涯学習県民のつどい「作文・意見」「標語」作品コンクール
の優秀作品をもとに、小学生、中学生、高校生、一般の人た
ちの考え、行動や、生涯学習とは何かを考える。

351 命の大切さ 30 一般
１５０万人のテレビ講座「命の大切さ」～性教育～ 　これか
らの学校、家庭の性教育への取り組みについて考える。

352 「今、こども達が変わる」第１回 30
小、中、
高、一般

他県の先進事例として、生涯学習関連事業および学校・家
庭・地域の連携について紹介する。それらを参考にしながら
子ども達を考えていく。

353 「今、こども達が変わる」第２回 30
小、中、
高、一般

本県の先進事例として、子どもの自発性、活動性を重視し
た地域活動、学校・家庭・地域の連携について紹介。

354 「今、こども達が変わる」第３回 30
小、中、
高、一般

本県の学校週五日制の指定校の取り組みや、家庭・地域の
連携のあり方などを子どもの生活を通して紹介。

355 「今、こども達が変わる」第４回 60
小、中、
高、一般

第３回までの事例を参考に、子どもの学校外生活はどうあ
ればよいかを、学校・家庭・地域のつながりの中で取り組み
を考える。

356 男と女のいい関係 60 一般
「女性のための生き生きセミナー」（実験講座）を中心にし
て、これからの女性の生き方について考える。

357 現代子ども考～自然と遊び 60 小、中、高
県教委主催のあすなろアドベンチャーキャンプ（７泊８日）
で、自然とともに生活することによって、自発性や協調性や
忍耐力を養う子供たちの姿を描く。

358 生き生きトーク・現代家族事情 58 一般
家族を５つのパターンにわけて、一般の人達（家族）の意見
をとり入れながら、ゲストとともに家族のあり方を考える。

359 輝け青春！高校生は今 60 一般
平成元年、高校生は何を考え、どの様に自己の確立を図っ
ているか、今と昔の違いを比較し、高校生に期待するもの
を、ゲストと共に考える。

360 子どもは風の子、がき大将 60 一般
家庭ならびに地域における教育機能が低下しつつある中
で、その意義と役割を見直し、家庭学校地域の連携による、
教育力の活性化について考える。

361 青森県民今日から明日へ 60 一般
２１世紀の「ふるさと青森」を担う、青森県民に期待される資
質について考える。

362 がんばっています、おとうさん 60 一般
小、中学生を対象に両親や家庭についてインタビューを行
い、その結果をもとにスタジオに集まった父兄と、家族のあ
り方などについて討論する

363 さわやかトーク　われらはつらつ中学生 60 一般
現代の中学生の家庭や学校での生活など、その考え方に
焦点を当てて、たくましい自立に向けて青年期をどう生きる
べきかを考える。

364 すこやか広場１平成２年度 135 一般
赤ちゃんを育てるための基礎知識と信頼関係を作るための
スキンシップの大切さと家庭での工夫について。

365 すこやか広場２平成２年度 135 一般
子供は遊びのなかから成長する、そして成長過程のなかで
は、　危険な遊びや反抗も・・・

366 すこやか広場３平成２年度 135 一般
子育ては一人では出来ない夫婦で子育てをし、いたずらや
好奇心の中から、言葉を覚え、友達作りをする。

367 すこやか広場４平成２年度 135 一般
テレビは子供の生活の一部である、感謝の気持ちを育て
る、子供と一緒に調理する楽しさを覚えながら、歯を大切に
することを学ぶ。

368 すこやか広場５平成２年度 135 一般 親は子供の世界をもっと知るべきだ、子供は遊びの天才。

369 すこやかひろば（１～９） 120 一般
・豊かな夢を　・赤ちゃんこんにちは　・親になること　・夏の
健康と安全　・海っていいな　・お花がいっぱい　・お祭りわっ
しょい　・夏の宝物　・体質、気質

370 すこやかひろば（１０～１８） 120 一般
・自立へのしつけ　・食事のしつけ　・お母さんの相談室　・あ
とでね　・反抗期ってなあに　・叱っていいの？　・言葉を育
てる　・あいさつ上手　・「アトピー」って？
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

371 すこやかひろば（１９～２６） 120 一般
・歯と健康　・お友達　・子どもとテレビ　・親の学校　・早期
教育を考える　・役割分担　・時には交代　・地域の子育て
・すこやかに

372 ある日の藤城さん親子 30 一般
アメリカで起きた原子炉暴走事故をきっかけに、アメリカ、日
本が実験した。それをもとに安全性について問い直す。

373 新しい風　生涯学習 20 一般
生涯学習が取り上げられるようになった歴史的背景などを
紹介し、生涯学習の現状やあり方などについて考える。

374 北前船の時代 20 一般
京都から伝わったと思われる祇園ばやしは青森県の各地に
見られるが、伝承経緯を歴史をふり返りながら考える。

375 高原に翔ける明日への農業 22 一般 七戸町野左掛開拓の歴史について。

376
東北のエトランゼと呼ばれ
た町

19
小、中、
高、一般

教育の町、文化の町と呼ばれる七戸町の文化や歴史を描
く。

377 よみがえる古都 30 一般
文化財より歴史をたどり、その文化財を祖先より我々が継
承し、守り、子孫にその大切さを考えていく。

378 鱈の里　脇野沢村 17 一般 脇野沢村の特産品と同村に伝わる鯛島伝説を紹介する。

379 小川原湖とともに 20 一般 小川原湖の四季の移り変わりを紹介。

381 あきのいえをつくろう 43 一般 複式学級の指導実践例（生活）

382 北の誇り亀ヶ岡文化 20 一般 縄文時代晩期「亀ヶ岡文化」の魅力を紹介。

384 あおもり探訪こけしの里温湯 17 一般
黒石温泉郷の温湯温泉には古くから「木地挽き」が盛んで、
津軽系こけしの発祥の地として全国的に知られる。

386 ひばに挑む・彫刻家たちの夏 20 一般
平成３年、青森市森林博物館わきの空地で「木により、彫
刻、青森展」が開催された。５人の彫刻家たちによる青森ひ
ばの巨木への彫刻の９日間を追う。

388 よみがえる織り 13 小 「南部さきおり」の伝統技術と当時の時代背景を紹介。

389
ドラマ　ああ恋愛、されど
結婚　結婚をめぐって

58 一般
２７歳の一人の女性が、結婚とは何かについて見つけてい
く。「結婚をめぐって」は、結婚しない症侯群や農家などの嫁
不足や結婚生活などを語る。

392 日本とアメリカ合衆国を結ぶ海運 18
小、中、
高、一般

日本とアメリカ合衆国の産業の中心としての海運を紹介す
る。

393 開発と自然 30 高、一般 六ケ所村ビデオ要覧

394 ウルトラマンのシュワッチ！大冒険 27
小、中、
高、一般

人工衛星の働き、宇宙科学技術の紹介

395 ウルトラマンのＴＶゲーム大冒険 27
小、中、
高、一般

コンピュータとは何か、ファミコンとは何か？ファミコンの内
部機

396 サンタが村にやってくる 15
小、中、
高、一般

岩崎村には豊富な観光資源活用の一環として、フィンランド
との交流を促進するため日本サンタランド岩崎計画を進め
ている。その交流の様子を紹介する。

397 豊かなくらしとエネルギー 20 中、高、一般

私達の現代社会は巨大なエネルギーによって支えられてい
る。そのエネルギーは、火力発電と原子力発電などによって
作られている。原子力発電、放射能について紹介。

398 もう、がんはこわくない？ 25 一般
ＣＧアニメーションなどの表現技法を駆使し、細胞・遺伝子レ
ベルで次第に解明されてきたがんの本態に迫るとともに、著
しく進歩しつつある治療法を紹介する。

399 みらいテレビ科学でＧＯ！ 25 一般
フライト・シュミレータ、コンピュータ・グラフィックスなど。高城
剛がチョイスの最先端科学情報が満載。

400
豊かさと楽しさを支える
安心・安全思想

18 一般
日産自動車の「安心」「安全」に基づいたクルマづくりの思想
や、交通安全への取組みを紹介したＰＲビデオ。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

401 愛と自立のたましいを 26 一般
日本初の婦人記者で、自由学園・婦人之友社・友の会を創
設し、女性の自立と家庭の近代化の先駆者となった八戸出
身の羽仁もと子の生涯を二部で構成。

402 地球号ＳＯＳ 20 一般
アニメーションと実写で環境問題の実態・原因等を具体的に
示す。

403 紙・ワンダーランド 20 小
紙、そして製紙産業を様々なテーマからスポットを当てて紹
介する。今まで知らなかった紙の世界について考える。

404 紙・地球への思いやり 15 小
紙が、そして製紙産業が自然との調和を目指し、どのような
工夫や努力を行っているかをわかりやすく紹介する。

405 成分献血入門 12 中、高、一般
成分献血とは、どのようなものなのか、また、どうして成分を
分けて血液を集めるのかを輸血の仕方を説明（アニメ）

409 猪飢渇を見つめた人　安藤昌益 18 中、高、一般
八戸地方のケガジと自然風土をベースとして、昌益の思想
の一端と人間愛に満ちた生き方を描く。

410
豊かな心をもちたくましく生
きる生徒を育てる（３）

39 小
道徳の時間を生き生きとしたものにしていくためのポイントと
子どもの心に響く指導法。

411
豊かな心をもちたくましく生
きる生徒を育てる（３）

39 中 生き生きとした道徳授業を工夫するためのポイント。

412
津軽に生きる技～津軽塗・
津軽焼～

22 一般 津軽の伝統工芸、津軽塗りと津軽焼の歴史と工程を紹介。

413 借りすぎ、使いすぎにご用心 15 高、一般
ローンとクレジットを利用する場合の心構え、正しい利用法
をわかりやすく解説。

414
熱帯に賭ける夢～アジア
太平洋からのリポート～

27 一般
環境か開発か・・・難しいテーマを抱えながら、心の通った、
実り或る国際協力とは何かを、ＮＧＯの最前線で活躍する
日本人ボランティアの姿を通して考えます。

415 盲導犬 16 一般
盲導犬の訓練の様子、活動の様子を紹介し、盲導犬に対す
る理解を深める。

416 育て！子供の森 20 一般
アジア太平洋地域では「木を植える」という習慣・意識が弱
いのが現実です。次代の主役である子どもたちの参加によ
る新しい植林活動、森づくり運動を紹介。

417 平成３年度すこやかひろば１ 60 一般 すこやか９１・はじまる子育て・スキンシップ・あすなろっ子

418 平成３年度すこやかひろば２ 60 一般
わが子の気質・反抗と自立・子供のいばしょ・幼稚園。保育
園

419 平成３年度すこやかひろば３ 60 一般
食事のしつけ・排せつのしつけ・赤ちゃんと病気・けがはさせ
たくない

420 平成３年度すこやかひろば４ 60 一般
あのね、お母さん・元気にイチ、ニ、サン・遊びの中で・いっ
しょにうたおう。

421 平成３年度すこやかひろば５ 60 一般 家族の絆・夫婦そろって・地域のなかで・たくましく

423 私達の街からゴミが消える 20
小、中、
高、一般

千葉県我孫子市のごみ処理への取り組みを記録。

424 教えて!!空き缶君!! 15 小、中、高 スチール缶・リサイクルのすべて

425 ゴミラくんのまち 15 小、中、高 ゴミの分別収集

426 日本の歴史・原始編 25 一般
青森県の縄文時代、弥生時代の遺跡に関する貴重な映像
を集めたもの。自作教材などの資料映像と使用できる。

427 すこやかひろば（１）平成４年度 15 一般 乳幼児の子育て（利用の手びき参照）

428 すこやかひろば（２）平成４年度 15 一般 乳幼児の子育て時間は、各１５分です。

429 すこやかひろば（３）平成４年度 15 一般 乳幼児の子育て時間は、各１５分です。

430 すこやかひろば（４）平成４年度 15 一般 乳幼児の子育て時間は、各１５分です。

431 すこやかひろば（５）平成４年度 15 一般 乳幼児の子育て時間は、各１５分です。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

432 北の輝き故郷紀行 60 一般 青森県の四季

433 白神　森のいぶき 48 一般
世界でも数少ない手つかずの自然、ブナの原生林は私達に
数多くのうるおいを与えてくれる。

434 日本一おいしい水物語 15 一般
「日本一おいしい」といわれる青森市の水、自然破壊が進む
中で、「おいしさ」を保つためにはどうしたらよいかを考える。

435 海辺につくられた公園　合浦の碑 18 一般
青森市民の憩いの場である合浦公園の成り立ち、公園内の
主な碑を紹介。

436
森林と暮らし　－木を活か
す日本人の知恵－

20 中、高、一般
木の細胞構造、種類、性質を説明し、更に木材の性質をい
かした日本ならではの利用法の今と昔を紹介する。

437
日本と西アジア・アフリカ・
中南米を結ぶ海運

20 中、高、一般

アラビア、アフリカ、中南米のそれぞれの国の事情や産業、
そして日本との貿易に関する資料を提供するとともに海運
の役割を考える。

438 愛犬と楽しく暮らす５つのポイント 28 一般
家族の一員として犬と共に暮らすために、知っておきたい事
柄を５つのポイントに分け、わかりやすく具体的に解説。

439 ナニャドヤラ廻道 30
小、中、
高、一般

生まれたままの大自然と、遙かなる歴史に導かれて歩くふ
れあいの郷の物語。

440 そろばんと友だち 30 小
初めてそろばんに触れた子どもたちが、そろばんによる計
算の仕方を学んでいく様子をドキュメンタリータッチで描く。

441 風間浦村伝説の旅 17
小、中、
高、一般

風間浦村の伝説をたどりながら、歴史などにふれながら紹
介する。

442 ふるさとの記録 10 一般 木造町の馬市祭を紹介。

444 雨の朝パリに死す 116 一般
若かりし頃の、リズの華麗な魅力が炸裂。（Ｎｏ．２１６～の
ホームライブラリーシリーズ）

445 大車輪 92 一般
クラシックカー・ファン待望の傑作。 （ホームライブラリーシ
リーズ）

447
わくわく動物ランド（集まれ
ぼくらのどうぶつひろば）２

20 幼、小 キリンとシマウマ

448 わくわく動物ランド　３ 20 幼、小 ライオンとチーター

449 わくわく動物ランド　４ 20 幼、小 ゾウとカバ

450 わくわく動物ランド　５ 20 幼、小 パンダとクマ

451 わくわく動物ランド　６ 20 幼、小 コアラとカンガルー

452 わくわく動物ランド　７ 20 幼、小 リスのなかま

453 わくわく動物ランド　８ 20 幼、小 いろいろなペンギン

454 わくわく動物ランド　９ 20 幼、小 ラッコとアザラシ

455 わくわく動物ランド　１０ 20 幼、小 クジラとイルカ

456 ヒマラヤの赤い自転車 120 小、中

ヒマラヤを撮り続けるカメラマン・小野寺（奥田瑛二）は、世
話になったシェルバの少年・パサンに自転車を贈るという約
束を果たせないまま他界した。父の遺志を継ぎネパールに
渡った小野寺の息子は、海外青年協力隊の看護婦・衣里香
（小泉今日子）とともに自転車を渡そうとするが・・・・。

457
小学生の歯磨き指導　自
分で発見自分で解決１

37 幼、小 きれいにみがけた　先生見てよ！！（モデル授業編）

458
小学生の歯磨き指導　自
分で発見自分で解決２

18 幼、小 準備０Ｋ？歯磨きの基本

459
小学生の歯磨き指導　自
分で発見自分で解決３

18 幼、小 磨けるよ、もう大人の歯（１・２年生編）

460
小学生の歯磨き指導　自
分で発見自分で解決４

18 幼、小 ミラーで探検、磨き方発見（３・４年生編）
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

461
小学生の歯磨き指導　自
分で発見自分で解決５

15 幼、小 自分の歯磨き・自分で評価

462 柳川堀割物語 167
小、中、
高、一般

福岡県柳川市の縦横にめぐる水路は、幾多の変転を経て、
いまなお人々の暮らしのなかに生きている。「日本における
水を描きだす。

463 明日への彩り 55
小、中、
高、一般

誤解が偏見を生む・・日本人の持つ世間体意識のために、
いわれのない差別がいまなお存在しています。在住外国人
に対しても同じです。

464 僕どこから生まれてきたの？ 22 幼、小
男女の体の違い、両親の愛情、そして受胎のしくみ・・・・更
には退治の成長から赤ちゃんの誕生の喜びの日まで・・

465 大人になるってどんなこと？ 20 幼、小
思春期の男女の体形の変化、月経や夢精・勃起等身体の
問題、そして恋愛感情の芽生えや、成長の個人差による不
安等心の問題。

466 アンサンブルのよろこび 20
小、中、
高、一般

中学生の演奏をきいた子供たちが、器楽の合奏に興味をも
ち、いろいろな失敗を重ねながらも一つのアンサンブルを作
りあげていく様子を描く。

467 尊敬する父 20
小、中、
高、一般

友達から父の仕事でからかわれた少女は視点を変えたお
かげで、彼女の為に働く素晴らしい父の姿を発見することが
出来た。 道徳作品

468 ついていってはダメ 15
小、中、
高、一般

誘拐犯は巧妙な手を使って純真な子供たちの心につけこん
でくる。こうした悲劇を防止するためには？

470 後悔しない志望校の選びかた 27 中
中学生にとってどんな高校を選ぶかが重要なテーマであ
る。将来目指す職業と問題と密接に結びついている。

471 スーパーマリオの消防隊 10 幼、小
十才のカオルと七才の弟の達也が母にないしょで花火遊び
をたのしんだが…

472 子供の心　知ってますか 30 一般
お父さん・お母さん、僕は本当に駄目な子ですか？　子供た
ちの悲痛な心の動きを理解しようと努めていますか。

473 わが子を伸ばす親の一言 29 一般
子供のやる気を育てるのも、摘んでしまうのも親の態度や
言葉ではないか？。親のちょっとした工夫や言葉のニュアン
ス、態度で子供のやる気を引き出せることを考える。

474 根気強い子に育てる 31 一般
試行錯誤を重ねながら子どもの根気のなさを正してゆく親と
子の姿を描いて、親の役割と責任を問いかけます｡

475 グラッときたらどうする 31
小、中、
高、一般

災害は忘れた頃にやって来る、そのときあなたはどうします
か？

476 ペンギン村の消防隊 11 幼、小
アラレちゃんとその仲間達が消防隊員となり、火遊びの恐ろ
しさ、防災の大切さを教えてくれる。

477 わたしたちのくらしとごみのしまつ 20
小、中、
高、一般

私達の暮らしとゴミは切り離すことが出来ません、ゴミをへら
すにはどうしたらよいか考えます。

478 農業とかんがい用水 20 小、中、一般 農業と水との関わりを示し、人間の水との闘いを考える。

479 食べ物の旅 18 小、中、一般 食べ物が体のなかにどのようにして消化・吸収されるかを描く。 

480
あした天気になあれ！～
天気の見方、調べ方～

20 中
易しい気象観測や記録の取り方と新聞の天気図を関連づ
け、気象衛星やアメダスの画像を利用し、天気は西から東
へと変化するという傾向性をとらえ、天気の見方を養う。

481 稲むらの火 21 幼、小
現在の和歌山県有田郡広川町を襲った、１８５４年１１月５
日の大津波のときの実話に基づき、自分の財産を犠牲にし
て村人たちの命を救った庄屋の物語です。

482 ＮＡＳＡ宇宙の記録１ 55
小、中、
高、一般

ＮＡＳＡ２５周年の記念作品

483 ＮＡＳＡ宇宙の記録２ 55
小、中、
高、一般

マーキュリー計画　ＮＡＳＡの最初の有人宇宙飛行

484 ＮＡＳＡ宇宙の記録３ 55
小、中、
高、一般

ジェミニ計画　アメリカ初の宇宙遊泳成功

485 ＮＡＳＡ宇宙の記録４ 55
小、中、
高、一般

アポロ計画１　アポロ７号・８号

17 



Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

486 ＮＡＳＡ宇宙の記録５ 55
小、中、
高、一般

アポロ計画２　アポロ９号・１０号

487 ＮＡＳＡ宇宙の記録６ 55
小、中、
高、一般

アポロ計画３　アポロ１１号・１２号

488 ＮＡＳＡ宇宙の記録７ 55
小、中、
高、一般

アポロ計画４　アポロ１３号・１４号

489 ＮＡＳＡ宇宙の記録８ 55
小、中、
高、一般

アポロ計画５　アポロ１５号・１６号

490 ＮＡＳＡ宇宙の記録９ 55
小、中、
高、一般

アポロ計画６　アポロ１７号、アポロ・ソユーズ計画

491 ＮＡＳＡ宇宙の記録１０ 55
小、中、
高、一般

アポロの成果と月の謎を解く　月着陸２０周年記念作品

492 ＮＡＳＡ宇宙の記録１１ 55
小、中、
高、一般

スカイラブ計画　アメリカ最初の宇宙ステーション

493 ＮＡＳＡ宇宙の記録１２ 55
小、中、
高、一般

宇宙ロケット開発史　近代ロケットの父ロバート・Ｈ・ゴダード

494 ＮＡＳＡ宇宙の記録１３ 55
小、中、
高、一般

太陽系１　太陽・水星

496 ＮＡＳＡ宇宙の記録１５ 55
小、中、
高、一般

太陽系３　地球―水の惑星

497 ＮＡＳＡ宇宙の記録１６ 55
小、中、
高、一般

太陽系４　木星―巨大な渦の惑星

498 ＮＡＳＡ宇宙の記録１７ 55
小、中、
高、一般

太陽系５　土星―美しいリングを持つ惑星

499 ＮＡＳＡ宇宙の記録１８ 55
小、中、
高、一般

太陽系６　ハレー彗星・天王星・海王星・冥王星

500 ＮＡＳＡ宇宙の記録１９ 55
小、中、
高、一般

太陽系大横断ツアー　ボイジャー

501 ＮＡＳＡ宇宙の記録２０ 55
小、中、
高、一般

新しい宇宙の発見　ＮＡＳＡの多彩な宇宙探査

502 ＮＡＳＡ宇宙の記録２１ 55
小、中、
高、一般

夏の宇宙の姿　空飛ぶ宇宙望遠鏡

503 ＮＡＳＡ宇宙の記録２２ 55
小、中、
高、一般

ＥＴ・宇宙人は存在するか　地球生命を捜す

504 ＮＡＳＡ宇宙の記録２３ 55
小、中、
高、一般

スペースシャトル１　初期のシャトル計画

505 ＮＡＳＡ宇宙の記録２４ 55
小、中、
高、一般

スペースシャトル２　スペースシャトル完成

506 ＮＡＳＡ宇宙の記録２５ 55
小、中、
高、一般

スペースシャトル３　スペースシャトルのすべて

507 ＮＡＳＡ宇宙の記録２６ 55
小、中、
高、一般

スペースシャトル４　楽しい宇宙生活

508 ＮＡＳＡ宇宙の記録２７ 55
小、中、
高、一般

スペースシャトル５　チャレンジャー号事故

509 ＮＡＳＡ宇宙の記録２８ 55
小、中、
高、一般

スペースシャトル６　親子のための宇宙教室

510 ＮＡＳＡ宇宙の記録２９ 55
小、中、
高、一般

日本人宇宙飛行士誕生　毛利衛のスペースシャトル飛行

511 ＮＡＳＡ宇宙の記録３０ 55
小、中、
高、一般

国際宇宙ステーション　フリーダム

512 コカインの恐怖 20
小、中、
高、一般

人間の脳が直撃される。動物実験等により乱用の恐ろしさ
を描く。

513 シンナーの恐怖 20
小、中、
高、一般

シンナ－乱用の危険性を強く訴える。
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514 シンナーはなぜ恐ろしいか 20
小、中、
高、一般

シンナーの乱用が人体に与える影響を、医学的に、動物実
験を加えながら人体に対するシンナーの作用と関連させて
説明している。

515
覚せい剤はなぜ恐ろしい
か

20
小、中、
高、一般

覚醒剤でみられる耐性・逆耐性。

516 恐るべきコカイン 20
小、中、
高、一般

コカインの薬理作用、依存性、精神病などについて解説す
る。

517 大麻はなぜ恐ろしいか 20
小、中、
高、一般

大麻が人体に及ぼす影響をラット実験でしめす。

518 地球を救う２５の方法 28
小、中、
高、一般

私たちは地球規模の環境破壊に直接かかわっていないと
考えがちである。今すぐできることを具体的に提案する。

519 たぬきの糸車 12 幼、小
山奥のきこりの家に毎晩のようにやってきて、いたずらをす
るたぬきがいる。おかみさんが糸車を回すまねをするように
なったある晩、小屋の裏のわなにたぬきがかかった。

521 戸のつく村や町 30 一般
「戸」がつく村や町の名前の由来を追求すると共に、それら
村、町の歴史や伝統も一緒に説明し、さらに「四戸」の存在
についても考察する。

522
湖に眠る姉妹姫　小川原
湖伝説

16 一般
平成元年に小川原湖に建立された一対の像、玉代姫、勝代
姫。この二人について語り継がれる物語、小川原湖伝説を
絵を使った語りで紹介する。

523 小川原湖－湖の四季－ 60
小、中、
高、一般

小川原湖に生息する野鳥。漁業等。

524 小川原湖の漁法 16
小、中、
高、一般

小川原湖で行われている数々の漁法を紹介。

525
中学校体育実技指導ビデオ
体操

30 中 体操の授業展開

526 　　〃　　陸上競技 30 中 柔道の学習指導のポイント

527 　　〃　　サッカー１ 30 中 サッカーの学習指導のポイント

528 　　〃　　サッカー２ 30 中 サッカーの授業の展開

529 　　〃　　バドミントン１ 30 中 バドミントンの学習指導のポイント

530 　　〃　　剣道１ 30 中 柔道の学習指導のポイント

531 　　〃　　剣道２ 30 中 剣道の授業の展開

532 　　〃　　創作ダンス 30 中 創作ダンスの授業展開

533 　　〃　　器械運動 30 中 器械運動の授業展開

534 　　〃　　水泳 30 中 水泳の授業の展開

535 　　〃　　バレーボール 30 中 バレーボールの授業の展開

536 　　〃　　バドミントン２ 30 中 バドミントンの授業の展開

537 　　〃　　柔道 30 中 柔道の学習指導のポイント

538 住まいの１１０番　１ 60 中、高、一般 大掃除大特集編☆大掃除特集☆五時間で出来る大掃除

539 住まいの１１０番　２ 60 中、高、一般
壁紙・襖・障子紙編☆壁紙の貼り替え☆スチームアイロンで
貼る襖紙☆アイロン障子紙の貼りかた☆襖の柱の持ち上げ

540 住まいの１１０番　３ 60 中、高、一般
玄関編☆ドアの塗り替え☆タイルのワックス掛けと外壁のひ
び割れ補修☆コンクリートのペンキ塗り☆柱の漂白

541 住まいの１１０番　４ 60 中、高、一般
トイレ編☆床にビニールの床材を☆壁に合板を貼る☆水洗
の水漏れ☆シャワートイレの取り付け☆タイルに手すり
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542 住まいの１１０番　５ 60 中、高、一般
お風呂編☆目隠しとタイルのひび割れ☆タイルの目地の補
修☆お風呂のカビとりと塗り替え

543 住まいの１１０番　６ 60 中、高、一般
塗装いろいろ編☆玄関の天井を塗る☆ペンキ特集☆スプ
レー塗料の正しい使い方

544 住まいの１１０番　７ 60 中、高、一般
床編☆きずを補修☆フロア材を張って木の床に☆ワックス
を塗る☆玄関タイルと床の簡単な手入れ

545 住まいの１１０番　８ 60 中、高、一般
廊下と階段編☆カーペットを敷く☆手すりの取り付け☆廊下
のニス塗り☆廊下にカーペットを敷く

546 住まいの１１０番　９ 60 中、高、一般
庭編☆花壇作り☆芝張り☆芝の手入れ☆屋上に人工芝を
敷く☆外流しの取り付け

547 住まいの１１０番　１０ 60 中、高、一般 工作・工具編☆工具の特集☆工作のヒント

548 住まいの１１０番　１１ 60 中、高、一般
自動車・自転車編☆上手な洗車の仕方☆駐車場に車止め・
カーブミラーを☆自転車のパンク修理☆タイヤ交換

549 住まいの１１０番　１２ 60 中、高、一般
家具のリフレッシュ編☆下駄箱にホームシート☆藤家具のリ
フレッシュと着色☆サイドボード・タンスが生まれ変わる

550 住まいの１１０番　１３ 60 中、高、一般
収納と押入れ編☆間仕切ドアですっきり収納☆押入れの仕
切りを取り外す☆押入れの結露防止策

551 住まいの１１０番　１４ 60 中、高、一般
網戸編☆網戸の張り替え☆玄関に取り付ける☆台所に取り
付ける

552 住まいの１１０番　１５ 60 中、高、一般
ドア・窓編☆扉の付け替え☆クローザーの取り替え☆ドアの
錠前の交換☆ブラインドとウィンドフィルム

553 住まいの１１０番　１６ 60 中、高、一般
台所編☆換気扇の交換☆台所の繊維壁にアルミシート☆
水道蛇口の補修☆ビニールの床材を台所に貼る

554 住まいの１１０番　１７ 60 中、高、一般
壁いろいろ編☆繊維壁をペンキで塗る☆パネリングを貼る
☆石膏ボード壁の穴の補修

555 住まいの１１０番　１８ 60 中、高、一般
外回り編☆カラーベストの塗変え☆雨どいの交換☆テラス
の波板の交換☆ポストの取り付け

556 住まいの１１０番　１９ 60 中、高、一般
楽しいＤＩＹ編☆特殊パイプを使ったＤＩＹ☆テレビアンテナの
取り付け☆衛星放送を取り付ける

557 住まいの１１０番　２０ 60 中、高、一般
我が家の対策いろいろ編☆子供の安全対策☆お年寄りの
安全用品☆梅雨対策☆シロアリ対策☆静電気対策

558 愛華ちゃんの地球 33 幼、小
学校の宿題を小６の愛華ちゃんが環境マンガにまとめ、国
連の「グローバル５００」賞を受けた。本作品は遺作となった
「地球の秘密」を彼女が創り出すまでの短い生涯を描く。

559 夏、そよ風 44
小、中、
高、一般

保護司水上が保護観察をしている恵。彼女が周囲の人々との
ふれあいの中で、苦悩しながらも少しずつ自立していく姿を描
く。人の心の温かさと誠実さが、そよ風となって吹くとき、少女の
心が動きはじめ、ひとすじの明かりが見えてくる。

560 風の見た少年 45 中、高、一般

少年院からの仮退院後、愛情も配慮も失い自分流にしか生
きることができなかった少年が、担当保護司と周囲の人々
の温かさに支えられて立ち直っていく姿を描く。

561 つるにのって 27 小、中
主人公は小学6年生の元気な少女とも子。未来の大人たち
に核兵器や放射能の恐ろしさと、平和づくりへ自ら参加する
ことの大切さを訴えた作品。

562 小学校国語　どうぶつのあかちゃん 14 小
厳しい自然の中で生きる動物の赤ちゃんはどのように成長
するのか？　様々な動物のあかちゃんの成長ぶりを描く。

563 小学校国語　たんぽぽのひみつ 14 小
仲間を増やすため、植物は様々な知恵を働かせている。身
近に見られるタンポポをはじめ、色々な植物の驚くべき知恵
と、豊かな自然の営みのふしぎに触れる。

564 小学校国語　チンパンジーアイ 16 小
チンパンジーは人間に最も近い生き物といわれているが、
果たしてその実態は…

565 小学校国語　ありの世界 14 小
女王アリたった１匹から巣作りと産卵が始まり、そこから高
度に発達した社会生活を営むアリの生態。またアブラムシと
の共生を描く。
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566
小学校国語　オトシブミの
ロールキャベツ

14 小
様々な自然環境に応じて、虫達が行う新しい姓名の誕生の
ための営みを描く。

567 小学校国語　キョウリュウのなぞ 19 小
かつて地球の中心的生き物であった恐竜について、化石や
現在の生き物から、当時の自然環境や生態を探る。

568 小学校国語　地球は生きている 18 小
パンゲアと也ばれる巨大大陸は、どのように分裂し現在の
姿になったのか?　等大陸移動の過程を考える。

569 小学校国語　自然を守る尾瀬 20 小
尾瀬の豊かな美しい自然は、多くの人々に安らぎの場とし
て愛される。世界遺産に登録された自然を紹介するととも
に、自然との共生について考える。

570 反抗「少年非行を考える」 30 中、高、一般
ちょっとしたきっかけで非行に走る少年たち、その少年たち
の軌跡をたどり、少年非行防止に役立てる。

571 学校へいけない子供たち 30 中、高、一般

登校拒否は子供らが何らかの、心理的、情緒的、身体的、
社会的要因が要因でしたくても登校できないでいる。しかも
低年齢化している。

572 トンボがかたる自然環境 26 小、中
トンボは自然環境を知るうえでのさまざまなバロメーターに
なっている、その様子をいろいろなトンボから描く。

573 風景を書く 20
小、中、
高、一般

風景画の制作家庭を追いながら、課題の選択、画面の構
成、表現の工夫等対象への取り組みかたを描く。

574 賢い消費者 17
小、中、
高、一般

賢い消費者になるためには、どの様なことに気をつければ
いいか・・

575 みにくいアヒルの子。他 10 幼、小 みにくいアヒルの子・あかずきんちゃん （アニメ）

576 こびとと靴屋。他 10 幼、小 こびとと靴屋・魔法のじゅうたん（アニメ）

577 オズの魔法使い。他 10 幼、小 オズの魔法使い・眠り姫 （アニメ）

578 自転車安全ウォッチング 19 幼、小
低年齢児による自転車事故で特に多い、とびだしや、スピー
ドの出しすぎ、急な進路変更などを防ぐためには・・・・

579 きみたちのサッカー１ 45 中 基礎トレーニング・キック

580 きみたちのサッカー２ 45 中
ヘディング・ドリブル・トタップ・フェイント・チャージとブロック・
スローイン

581 きみたちのサッカー３ 45 中
パス・シュート・ゴールキパーシステム・ポジション・反則とオ
フサイド

582 きみたちのサッカー４ 45 中 実戦応用の速攻と守備・攻撃と守備

583 試合に勝つダブルス１ 45 中 効果的練習編（テニス）

584 試合に勝つダブルス２ 45 中 フォーメーションと戦略編 （テニス）

585 米づくりのさかんな地域 22 中、高、一般
おいしい米を生産するための努力と工夫を農家の一年を通
じて描く

586 果物づくりのさかんな地域 20 中、高、一般
自然条件を生かして果物の生産を行う農家の様子とそれを
支える地域を描く

587 縄文時代 22 中、高、一般 縄文時代を通して自然環境と人々の暮らしを描く。

588 信長・秀吉・家康 21 中、高、一般

戦国時代から全国統一への布石を敷いた信長、その後を
継ぎ力強く歩みだした秀吉、そして天下統一を果たした家康
を鮮やかに描く。

589 新しい地球の科学 30 中、高、一般
プレート・テクトニクスと地層研究が明らかにした、最新の列
島形成史

590 ママぼくほんとはいい子だよ 29 一般
わが子を悪い子、手に負えない子と思っている母親が幼稚
園の園長先生に幼児期の発達心理を教えられる幼児教育
の導入教材です。

591 おやじは背中で叱ってくれた 31 一般
今、中学生の求めているもの？。家庭、学校で問われてい
る教育の本質とは？。て父親の役割とは何かを考えます。
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592 子が親に背を向けるとき 29 一般
自信と不安の間を苦悩しながら成長する中学生を描き、親
子の望ましい人間関係はいかにあるべきか考える。

593 いじめをなくす 31 一般
いじめの典型を追いながら、学校と家庭の連携を蜜にし、大
人と子どもの信頼関係を取り戻しいじめの早期発見し根絶
することを訴える。

594 寝たきりゼロへの10ヶ条 15 一般
超高齢化社会に向けて「寝たきり老人ゼロ作戦」を具体的
実戦的に分かりやすく描く。

595 しまじろうの交通安全 15 幼、小
しまじろうとその仲間たちが交通上のトラブルを起こす中
で、おまわりさんが飛び出しの危険性や、交通ルールがみ
んなの大切な命を守るためにあることを優しく教えます。

596 子どもの本音聞こえますか 28 一般
「子ども１１０番」に寄せられる子どもたちの叫び、悩みから、
親子関係の根本を考える。

597 勇気ある選択～許すないじめ～ 25
小、中、
高、一般

偶然いじめの現場を目撃した生徒の悩みを通して「いじめ
根絶」のための糸口を考える。

598 アニメ文学館１ 50 幼、小 ■伊豆の踊子／川端康成　■野菊の墓／伊藤左千夫

599 アニメ文学館２ 50 幼、小 ■高野聖／泉鏡花　■怪談／小泉八雲

600 アニメ文学館３ 50 幼、小 ■風立ちぬ／堀辰雄　■春琴抄／谷崎潤一郎

601 アニメ文学館４ 50 幼、小
■太陽の季節／石原慎太郎　■オリンポスの果実／田中
英光

602 アニメ文学館５ 50 幼、小 ■舞姫／森鴎外　■たけくらべ／樋ロ一葉

603 アニメ文学館６ 50 幼、小 ■あすなろ物語／井上靖　■人生劇場／尾崎士郎

604 アニメ文学館７ 75 幼、小
■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

605 アニメ文学館８ 50 幼、小 ■潮騒／三島由紀夫　前編：春のめざめ　後編：夏のあらし

606 アニメ文学館９ 50 幼、小
■坊ちゃん／夏目漱石　前編：新任教師怒る　後編：赤シャ
ツ退治

607 アニメ文学館１０ 50 幼、小
■路傍の石／山本有三　前編：中学志望　後編：つらい
日々

608 アニメ文学館１１ 50 幼、小
■ビルマの竪琴／竹山道雄　前編：埴生の宿　後編：別れ
のうた

609 アニメ文学館１２ 50 幼、小
■姿三四郎／富田常雄　第1部：紘道館の風雲児　第2部：
必殺の山嵐　第3部：右京ヶ原の対決

610 アニメ文学館１３ 75 幼、小
■屋根裏の散歩者／江戸川乱歩　■心理試験／江戸川乱
歩　■赤い部屋／江戸川乱歩

611 アニメ文学館１４ 75 幼、小
■ホームタウンの事件簿／赤川次郎　■天からの声／赤川
次郎

612 アニメ文学館１５ 50 幼、小 ■友情／武者小路実篤　■学生時代／久米正雄

613 水からのメッセージ 25
小、中、
高、一般

人間が生活していくうえで不可欠な水は蒸発を繰り返しなが
ら地球上を循環している、しかし、様々な問題が持ち上がっ
ている。

614 青春ハートビート 31 高、一般

若者の暴走運転は、他人に迷惑をかけるばかりでなく尊い
人の生命をも簡単に奪いかねない。事故を起こして一生十
字架を背負わないためにも、車の危険性を知り、安全運転
に心がけて青春を大事にすることを訴える。

615 運動と安全 17
小、中、
高、一般

体によい運動もやり方を誤ると不幸な結果を招く。運動には
けががつきものだが、それを防ぐには？

616
地層のできかたと水のは
たらき

10 小
実際の水の動きやモデル的な実験を通して、地層が出来る
前に水の働きが関係していることを教えます。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

617 おかあさんのやさしい手 23
小、中、
高、一般

病床にある祖父に対する母のやさしい行為に深い感動を覚
えたひとりの少女が綴った作文を映画化したもので、親子、
夫婦の絆といった家族の間の心の結びつきについて考えさ
せるアニメーション作品。

618 いつもと違う日曜日 32
小、中、
高、一般

社会人のボランティアに焦点を当て、その活動が自分の世
界を広げ、豊かな人生のためにはいかに有効かを描く。

619
日本の気候と自然のよう
す

20
小、中、
高、一般

四方を海に囲まれている日本は南北に細長く、高い山脈が
走り、北と南、太平洋側と日本海側では気候が大いに違う。
また、季節風や梅雨・台風によって地域差がある。

620 水産資源をもとめて 20 小、中
日本は水産資源の半分を遠洋漁業によってまかなってい
る。その現状と遠洋漁業の在りかたを映像を通して描く。

621
自動車の生産のしくみと進
んだ技術

21
小、中、
高、一般

日本の自動車工業を飛躍的に発展させたのは何か？　３０
年前の工程と比較し、人々の工夫と努力を描く。

622 運動と人のからだ 19 小、中
運動すると体にどの様な変化が起きるか？子ども達の疑問
を手掛かりに肺・心臓・血液の役割をアニメーション化。

623
骨と筋肉のつくりとはたら
き

18 小、中
骨と筋肉の関連・仕組みや役割の違いや、私達の体が大変
巧みに動くことを映像を通し、気づかせる。

624 太陽と月 20 小
太陽と月の動きかたを微速度撮影などにより描きながら天
体の動きと、基礎的な空間の理念を感じ取らせます。

625 雲と天気 19 小
航空撮影や微速度撮影という特別な方法で美しい雲、いろ
いろな形の雲を見せ、雲について興味を持たせ、雲と天気
の関係を解説。

626 わがやの地震対策 18
小、中、
高、一般

阪神・淡路大震災から直下型の地震にも致命的な被害を受
けなくて済むための日頃からの準備やノウハウを示す。

627 植村直己の夢と探検 80
小、中、
高、一般

植村さん自身の撮影と極限まで同行取材したプロカメラマン
の映像で綴る、感動のドキュメント。なべおさみの語りで小
学生にもわかりやすいように作製。

628 名作ってこんなに面白い１ 30 小、中、高
坊ちゃん。　子どもたちが読んでおきたい名作６０作品を厳
選し、あらすじ、読み取りのポイント、挿絵入りで読みやすく
構成。国語の授業にも最適。

629 名作ってこんなに面白い２ 30 小、中、高 高瀬舟・舞姫

630 名作ってこんなに面白い３ 30 小、中、高 鼻・杜子春・羅生門

631 名作ってこんなに面白い４ 30 小、中、高 野菊の墓・田舎教師

632 名作ってこんなに面白い５ 30 小、中、高  耳なし芳一・雪女・怪談牡丹灯篭

633 名作ってこんなに面白い６ 30 小、中、高 高野聖・たけくらべ

634 名作ってこんなに面白い７ 30 小、中、高 銀河鉄道の夜・山月記

635 名作ってこんなに面白い８ 30 小、中、高 人間失格・檸檬

636 名作ってこんなに面白い９ 30 小、中、高 生まれ出ずる悩み・武蔵野

637 名作ってこんなに面白い１０ 30 小、中、高 こころ

638 ボランティアシリーズ理念編 20
小、中、
高、一般

ボランティアとは？　その働きは？　その役割は？

639 ボランティアシリーズ活動編 20
小、中、
高、一般

施設ボランティアと地域ボランティアの活動を通しグループ
の悩みや課題を考える。

640 ボランティアシリーズ運動編 20
小、中、
高、一般

老人ホームづくりを市民運動にまで高めていったＫ社協を中
心に、展開されるボランティア活動を紹介します。

641 ボランティアシリーズ婦人の活動 27 一般
現在の婦人ボランティアが、施設や地域でどのような活動を
しているか紹介し、活動内容や問題点を浮き彫りにする。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

642 ボランティアシリーズ高校生の活動 26 高、一般
青春／高校時代をいかに過ごすか？ワークキャンプに参加
した高校生の声を中心にボランティア活動を考える。

643 病院ボランティアへの招待 29 一般
浴風会病院・聖路加国際病院などにおけるボランティア活
動を紹介しながら素人だから出来る「なにか」を考える。

644 石油ワンダーツアー 16 小、中
クイズに答えながらツアーを進めるなかで石油と備蓄につ
いて理解していくストーリーとなっています。

645 太陽エネルギーの結晶・砂糖 13 小、中
人間が生まれながらにして砂糖を好むのはエネルギー源と
しての糖が必要だからですが、人の体の中でどんな働きを
するでしょうか？

646 砂糖のできるまで 13 小、中
砂糖が実際どの様にして出来ているのか、目で見て分かる
シュミレーション実験で確かめていきます。

647 砂糖の調理科学 19 小、中
砂糖の使い方を科学的にとらえなおし、砂糖の性質をしっか
り把握して役立てる為に制作されたものです。

649 科学技術立国への歩み 30 一般
戦後５０年。あの焼け野原から今日の日本の繁栄を一体誰
が予想しただろう。映像を通し、その歴史と戦後日本の科学
技術の道のりをふり返ってみよう。

650 屋久島・森と水 48 一般
ＮＨＫカメラマンの職を辞し屋久島に移り住んだ日下田紀三
が十年間見つめてきた素顔の屋久島。

652 自然の宝庫・屋久島 48 一般
黒潮が運んできた熱帯の植物。アカウミガメの産卵。サンゴ
礁、植物の宝庫照葉樹林、ヤクスギの秘密など。ユネスコ
の世界遺産に登録された屋久島の自然を描く。

653 森林の営み 16 中、高、一般
中学校３年理科・第二分野　　生物どうしのつながり・人間と
自然

654
豊かな心をもちたくましく生
きる子どもを育てる　４

36 小、一般
新教育課程に基づく道徳教育とその進め方の基本につい
て、ドラマを通して理解できるようになっています。

655
豊かな心をもちたくましく生
きる子どもを育てる　４

37 中、一般
学級における道徳教育の指導計画の必要性と子どもの内
面を豊かにしていくための道徳授業の進め方等を説明。

656 シリーズ今・子どもたちが変わる１ 30 一般
第１回　親子ふれあい村。施設の学校外活動に配慮した事
業について考える。

657 シリーズ今・子どもたちが変わる２ 30 一般
第２回　われら太陽っ子。地域における学校外活動の活性
化について考える。

658 シリーズ今・子どもたちが変わる３ 30 一般
第３回はばたけ！風の子子ども会。これからの学校外活動
においての役割について考える。

659 シリーズ今・子どもたちが変わる４ 30 一般
第４回　放課後バンザイ。学校外活動の今後の取り組みに
ついて話し合う。

660 シリーズ環境を見つめる１ 30 一般
先進地・滋賀県大津市の「環境に対する市民の意識」を水と
いう観点から、その環境づくりの取り組みについて紹介。

661 シリーズ環境を見つめる２ 30 一般
環境・ゴミ問題について、積極的に取り組んでいる平賀町と
五戸町の活動について紹介。

662 シリーズ環境を見つめる３ 30 一般
自然とのふれあいをテーマにした藤崎町・十和田市の活動
と、地域の自然の特色を生かした深浦町長慶平「緑の少年
団」の活動を紹介。

663 シリーズ環境を見つめる４ 60 一般
「自然環境に恵まれた青森県」。先人が築いたこの環境を私
達はどのように守り、育てるべきかについて話し合う。

664 広がる緑のボランティア 16 一般
フィリピンとタイでは地球環境保護の立場から毎年１０００名
程の植林ボランティアを海外に派遣している。派遣の様子と
これまでの成果を紹介。

665 青森県の自然シリーズ１ 20 一般
リアス式の海岸線が約１０Ｋｍ続く種差海岸。春を告げるウ
ミネコの天然記念物の営巣地蕪島への飛来等を紹介。

666 青森県の自然シリーズ２ 21 一般
十二湖の自然の季節の移り変わりと、そこに生息する昆虫
や高山植物などを紹介。

667 青森県の自然シリーズ３ 20 一般
ミズバショウ、ニリンソウ、ウグイの産卵、ニホンザリガニ、シオカラ
トンボ、コメススキ、紅葉、雪に残るノウサギやリスの足跡などの動
植物を通して恐山、薬研の四季を美しく紹介。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

668 青森県の自然シリーズ４ 23 一般
津軽国定公園に指定されている屏風山とその周辺の自然
を紹介し、湿原と草地の自然が環境の変化に弱く貴重なこ
とを指摘している。特に野鳥と植物の映像が豊富である。

670 プラスティックのリサイクル 12 小、中 プラスチィックのリサイクルがどのようにして行われているか

671 軽さは省エネ！ 10 中、高、一般
プラスチックの軽いという特色が私達の生活の場でどんな
意味を持つのかにスポットをあてる。

672 クリーンに燃やす 9 一般
有害物質ダイオキシンの発生過程、危険性、除去方法など
について解き明かす。

673 かけがえのない私達の地球と共に 15
小、中、
高、一般

海は地球上の全ての生き物の源です。命の星地球と共に
生きるため 。

674 たもつ君の夢 17 小、中、一般 ふだんの生活の中から出るゴミと環境について考える。

675 うばわれた自由 46 小
「道徳教育推進指導資料」から読み物一編を選んで映像化。授
業に活用できるビデオ資料としての「資料編」と、このビデオ資
料を使った授業例を収録した「活用編」の２部構成。

676 裏庭でのできごと 43 中
文部省編「道徳教育推進指導資料１」所収の「裏庭でのでき
ごと」をドラマ仕立でビデオ教材化した資料編と、これを使っ
た活用編により構成されている。

677 16歳の内面 16 一般
１６歳の斉藤新吾は筋ジストロフィーだが、美術や文芸活動
が好きで口に筆を咥える等して積極的に活動している。

678 りんごが変わる 22 一般
本県の代表的農産物である「りんご」を取り巻く情報や最新
の技術を紹介。

679 ＴＨＥ　ＥＧＧ　ＳＴＯＲＹ１ 15 一般 たまごが食卓に届くまで

680 ＴＨＥ　ＥＧＧ　ＳＴＯＲＹ２ 15 一般 タマゴをおいしく・かしこく食べる。

681 ＴＨＥ　ＥＧＧ　ＳＴＯＲＹ３ 15 一般 タマゴのいろいろな利用法。

682 ＴＨＥ　ＥＧＧ　ＳＴＯＲＹ４ 15 一般 タマゴからのメッセージ。

683 ＴＨＥ　ＥＧＧ　ＳＴＯＲＹ５ 15 一般 これは知っておきたい卵料理のコツ。

684 １５０万人のテレビ講座１ 15 一般 出会い喜び・そして感動　「ボランティアのとびら」

687 十和田湖町のすがた 15 一般
十和田湖町の魅力を恵まれた周辺の大自然や産業、町の
人が催すイベントを中心に紹介する。

688 十和田湖町の観光 15 一般
十和田湖町の魅力を四季おりおりの自然の美しさや各種イ
ベントを通して紹介する。十和田湖や奥入瀬が季節によっ
てその姿を全く違うものとして見せる。

689 ふるさとの木「青森ひば」 26 一般
近年、理想的な建築材として、また、カビや白アリを寄せ付
けない不思議な木として青森ひばが注目をあびている。青
森ヒバの魅力にスポットをあて紹介する。

690 出会い　喜び　そして感動１ 30 高、一般
高校生のボランティア活動の記録（木造町）指人形劇・手
話・車椅子体験活動等。

691 出会い　喜び　そして感動２ 30 高、一般 ボランティアサークルもつけっこのボランティア活動の紹介。

692 出会い　喜び　そして感動３ 30 高、一般
高校生のボランティアに対する意識調査をまとめ、今後ボラ
ンティア活動をしたい人のために。

693
ルーシーの挑戦（エネル
ギー百万年の旅）

25
小、中、
高、一般

約１００万年前の「火」の発見から現在にいたるまで、人類
がどのようにエネルギーと関ってきたのかを、貴重な映像で
面白く、分りやすく紹介する。

694
くらしを豊かにするごみ焼
却エネルギー

25 小
生活の向上にともなって増えるごみの処理は大きな社会問
題となっています。このごみをエネルギー資源として見つめ
直した新しい視点で紹介。

695 これからの地球とエネルギー 14 中
中学生向けエネルギー教育用ビデオ　中学校指導要領の
理科第２分野（６）ウ「地球と人間」の（イ）（ウ）に着目し、エ
ネルギー利用と環境問題についてわかりやすく解説。

25 



Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

696 これからのエネルギーを考よう 27 中、高、一般

石炭の液化、ガス化、太陽エネルギー、地熱、風力、海洋、
燃料電池、コ・ジェネレーションなどが、今後新しいエネル
ギーに？？？（中学理科用）

697 新しいエネルギーの話 25 小
小学生向けビデオ。自然のエネルギーを利用するための工
夫、「新エネルギー」研究開発の現状などを紹介。

699 日本の心を求めて 25
小、中、
高、一般

日本独特の美的感覚や心はこれからも日本人の心に受け
継がれていきます。

700 実力を高める効果的な勉強法 24 中、高、一般 実力を高める効果的な勉強方法を細かく解説します。

701 未成年者とアルコール 22 中、高、一般
未成年者の飲酒が日常化している今日、アルコールが発育
途上の心身に与える影響を未成年者に理解させます。

702 いきいき育つ子平成５年 55 一般
いきいき育つ子（基本的生活習慣）よくかんで、トイレトレー
ニング、物を大切に、いただきます（新しい両親の為に）

703 のびのび育つ子平成５年 55 一般
のびのび育つ子（社会性・環境）遊びってなあに、森といっ
しょ、外国の子育て、小さな手に大きな未来

704 すくすく育つ子平成５年 55 一般
すくすく育つ子（健康）すこやかひろば９３、予防接種Ｑ＆Ａ、
子どもの病気、性教育とエイズ

705 たくましく育つ子平成５年 55 一般
たくましく育つ子（情緒・性格）反抗期とは、子どもさまざま、
子どものくせ、楽しいおもちゃ

706 すてきに育つ子平成５年 55 一般
すてきに育つ子（親子関係）お母さんの時間、とびらをあけ
て、すてきなお父さん、家族そろって

707 いきいき育つ子平成６年 55 一般
いきいき育つ子（基本的生活習慣）授乳から離乳へ、店先で
ねだられて、車に注意、暮らしのリズムを

709 すくすく育つ子平成６年 55 一般
すくすく育つ子（健康）すこやかひろば９４、予防接種、子育
てサポター、家庭内事故を防ぐ

710 たくましく育つ子平成６年 55 一般
たくましく育つ子（情緒・性格）赤ちゃん返り、はずむこころ・
はずむからだ、その子らしさ、ことばのめばえ・育ち

711 すてきに育つ子平成６年 55 一般
すてきに育つ子（親子関係）祖父母をたずねて、これからの
家庭は、お父さんの背中、あの親子はいま

712 日本と世界を結ぶ海運 20
小、中、一

般
国際貿易と国際分業

713 知って安心使って重宝 30 一般 高齢者と福祉機器について

714 ころばぬさきの住まいのくふう 30 一般 高齢者のための住宅改造について

715 安心への物語 14 一般 国家石油備蓄の安全防災体制

716 かぶ号は風にのって 30 一般 株式の役割と株式投資

717 科学技術が世界を結ぶ 20 一般 今科日本の学技術が世界各国と手を結び進められている。

718 よみがえる十和田市史 20
小、中、
高、一般

十和田市の天明の大飢饉を今検証する。

720
海瀬の町の輝き　おおは
た

15 高、一般 おおはたの自然と文化の継承を求めて。

721 川面は時をこえて 15 高、一般 川内川と共に生きる町・かわうち町を紹介。

722 八戸が生んだ名僧西有穆山 17 一般 八戸が生んだ名僧　西有穆山の生涯を紹介する 。

723 青森県の凧 15 一般 青森県の凧のいろいろを紹介する。

724 ふるさとの木　青森ひば 15 一般 ふるさとの木　青森ひばをくわしく紹介

725
新しい学力観に基づく授業の
創造をめざす

30
小、中、
高、一般

新しい学力観に基づく授業の創造をめざす（名川町立剣吉
小学校の実戦）

726 世界は友だち 26 小、中、一般 国際社会で活躍する日本人

727 離陸するアジア 25 小、中、一般 日本の援助とインドネシアの人々
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

728 新しい舞台空間の創造 16 一般 三菱重工業の舞台機構システムの紹介

729 木と土の王国 58 一般
青森県がてがけた三内丸山遺跡の発掘の様子を紹介して
います。

730 青森空襲の記録 38
小、中、
高、一般

１９４５年７月２８日の夜青森市は米軍のＢ２９による無差別
空襲を受け７３１人にものぼる尊い人命を失いました。

731 光電池のはたらき 20 小、中
光電池ってどんな物だろう・・・・動くオモチャづくりを通じて考
えさせる。

732 メダカとグッピー 19
小、中、
高、一般

メダカの卵をかえした喜び、グッピーから赤ちゃんが生まれ
た喜びを通じて児童が得た感動を描きます。

733 いま　食中毒は 20
小、中、
高、一般

食中毒をなくすにはどうしたらいいか、原因と予防のポイント
を示す。

734 楽しい軟式野球教室 31 小、中
初心者には基礎技術を分かりやすく教え、指導者には指導
方法を明確に示します。

735 楽しいカヌー教室 30
小、中、
高、一般

初心者には基礎技術を分かりやすく教え、指導者には指導
方法を明確に示します。

736 中高年のメンタルヘルス 16 一般、高齢者
ストレスが原因でおこる典型的な心身症のメカニズムを解
説しながら、自立訓練法など効果的な予防を示します。

737 中高年に多い骨折とその予防 18 一般、高齢者
お年寄りに骨が折れたり腰痛が増えています。これを予防
するためどの様なことをすればよいか示します。

738 がんばって！ママ 31 一般
赤ちゃんと母親との心温まる愛情物語。ぜんそく予防法の
すべてを示します。

739 エイズの感染とその予防 23 中、高、一般
エイズという病気の正体や性質を理解し感染者やエイズ患
者に理解を示し、共存していく姿勢を身につける。

740 エイズとともに生きる 25 中、高、一般
エイズに感染しているジョナサンを通しエイズ患者や感染者
に理解をもとめ、どの様に接していくべきかを示します。

741 キャンプ指導のためのシリーズ１ 30
小、中、
高、一般

子供たちを中心に皆で楽しむ歌や、簡単に歌える歌を集め
ました。

742 キャンプ指導のためのシリーズ２ 30
小、中、
高、一般

子供といっしょにキャンプを楽しみ、素敵な時間を過ごすた
めの「キャンプパフォーマンス」です。

743 キャンプ指導のためのシリーズ３ 30
小、中、
高、一般

一人では解決できない問題を、グループの全員が力を出し
合い解決していくことによりコミュニケーションや信頼感が生
まれます。

744 キャンプ指導のためのシリーズ４ 30
小、中、
高、一般

簡単な手遊びやシンキングゲームからパネルシアターま
で、様々なパフォーマンスを紹介します。

745 キャンプ指導のためのシリーズ５ 30
小、中、
高、一般

幼稚園の幼児と３泊４日の記録。幼児の感受性・観察力を
育てるための活動を描きます。

746 男のロマン　植村直己の足跡 60 一般 北極点を目指した男植村直己の夢とロマンの足跡

747 まんが日本昔ばなし１ 50 幼、小、一般 はなさかじいさん・夢を買う・さるかに合戦・たのきゅう

748 まんが日本昔ばなし２ 50 幼、小、一般 桃太郎・豆つぶころころ・わらしべ長者・田植え地蔵

749 まんが日本昔ばなし３ 50 幼、小、一般 浦島太郎・絵姿女房・一休さん・髪長姫

750 まんが日本昔ばなし４ 50 幼、小、一般 三枚の御札・粗忽怱兵衛・分福茶釜・湖の怪魚

751 まんが日本昔ばなし５ 50 幼、小、一般 一寸法師・火男・カチカチ山・大沼池の黒竜

752 根岸の大いちょう物語 12
小、中、
高、一般

百石町の根岸の大いちょうは子育ての神として信仰を集め
ている。恐山に向かう円仁大師と沼の主の大蛇の出会い
等、千百年以上昔の伝説を紹介。

753 たった２台のレールバス 16
小、中、
高、一般

野辺地町と七戸町をつなぐレールバスは、昭和３７年に開
通。レールバスの魅力と南部縦貫鉄道の歴史を紹介。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

754 釜臥の山にいだかれて 16 一般
むつ市内の神社仏閣の中からいわれの多いものを選び、そ
の歴史的な背景や、日頃あまり目にすることのない「ご神
体」等を収録。

755 未知なる光を求めて 15
小、中、
高、一般

八戸市に生まれた天体観測家、前原寅吉の天文にかける
情熱と、科学を生活に生かそうとした姿勢を描く。

756 火事をふせぐ 13
小、中、
高、一般

火事の実写と三本木町時代の大火から火事の怖さ、悲惨さ
を訴え、豊富な消防署の映像から防災システムの実状を解
説している。

757 中学生のゴミ体験 22 中
中学生による遊園地の清掃活動から感じたことを映像とし
て映し出し、リサイクルについて考える。

758 日常生活と科学技術 32 中、高、一般

日常生活と科学技術のキーワードから、「リサイクル」、太陽
や波を利用した「自然エネルギーの利用」、現代の情報通
信技術を紹介した「情報化社会」の３つに注目する。

759 日本とアジアを結ぶ海運 20
小、中、
高、一般

日本とアジアを結ぶ海運の様子と、その働きや役割の重要
性を、アジアの産業と貿易を通して描きます。

760
豊かさを運ぶ海の道エネ
ルギー資源

20
小、中、
高、一般

日本の海運は世界でもトップクラスの船舶を有しエネルギー
資源を運ぶ工夫や技術を通して、会場の交通の働きの重要
性を描くものです。

761 橋は生きている 34 中、高、一般
児島・坂出ルート架橋技術。 「瀬戸大橋」（道路鉄道併用
橋）の記録である。

762 明石海峡大橋 21 中、高、一般 世界一の吊橋、明石海峡大橋の工事の記録を紹介している。 

763 ＡＰＥＣとは何？ 26 中、高、一般

ＡＰＥＣ（アジア太平洋経済協力）の重要性は益々高まって
いる。その歴史とあらまし、を描く。ＡＰＥＣを通して「世界の
中の日本」についての理解を深める。

764 太陽の子メグちゃんの農業案内 15 幼、小、一般

野菜の嫌いなゆう太君がメグちゃんに連れられて農家にで
かける。苗作りから乾燥までのお米を作る様子や野菜の出
荷からお店に並ぶまでを見学し、農家の工夫を考える。

766 もりのどうぶつたち 15 小、一般
日本のサル・アフリカのライオンやゾウ・オーストリアではコ
アラやカンガルー達がひたむきに生きています。

767 とりとなかよし 15 小、一般 色々な動物や鳥との、面白い仲良し関係

768 モンゴルにくらす人々 15 小、一般
今もゲルという移動住宅に暮らし、遊牧生活を大切にしてい
るモンゴルの人達を描きます。

769 海べの生き物 15 小、一般
海辺にはいろんな生き物がいる。良く見るとそれぞれにおも
しろい生きかたをしているのだ。

770 命を守る小さな闘い 20 小、一般
白血球やリンパ球などの小さい戦士たちが、いかに外敵を
見分け人体を守っているかを分かりやすく描く。

771 生命がつきるとき 20
小、中、
高、一般

環境の変化についていけず絶滅した動物は多い、自らの手
で環境変化を進めている人類の未来像を探る。

772 宇宙の仲間を求めて 20
小、中、
高、一般

人類は古くから宇宙に様々な想像を繰り広げてきた。遙か
遠くの銀河系に知的生命体の存在を探る。

773 狂言「附子」 15 小、一般
日本語の原点が生きる狂言のせりふや舞台、しぐさについ
てやさしく解説。

774 自然や文化遺産を守る 17
小、中、
高、一般

自分たちの住んでいる地域に残された自然や文化遺産を
守る活動を取り上げ、郷土愛の大切さを示唆する。

775 伝統芸能をうけつぐ 18
小、中、
高、一般

神楽・田植え踊り・南部ばやし・しし踊りなど岩手県遠野市に
残る伝統芸能を受け継ぐ子供達の生き生きとした姿を描
き、郷土や先人の努力への理解を深め、郷土愛を育てる。

776 いつも一緒に 21 中、高、一般

ふとしたことから壊れた友情。二人の中学生の心の動き、反
省、動揺を描き、心から信頼できる友達を持つことの大切さ
や友情を育てていくことの大切さを考える。

777 忍たま乱太郎の交通安全 15 幼、小
落第忍者乱太郎たちが現代に社会のなかで交通安全ルー
ルを覚えていくストーリーのなかで、信号や横断歩道の渡り
かたを覚える。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

778
生物のつながりと食物連
鎖

16
小、中、
高、一般

森で繰り広げられる生物同士の食べる、食べられる関係
や、生産者・消費者・分解者の働きを観察し、自然界のつな
がりを理解させる。

779 森は海の恋人 16
小、中、
高、一般

気仙沼湾のカキ養殖漁民が宝根山に植林する運動を描く。
森林資源の伐採が山の機能が喪失し海を汚染させてしまう
という姿から、環境保全の大切さを強く訴える。

780 私達のラムサール条約 16
小、中、
高、一般

鳥を次世代に残すための活動をとおし、生物が豊富な地域
は人間にも住みよい環境であることを認識していく。

781 落葉広葉樹の森 20
小、中、
高、一般

落葉広葉樹の森が私達にいかなる恩恵をもたらしているか
描き、森をまもっていくことの大切さを訴える。

782 ゆたかな川 19
小、中、
高、一般

上流から河口までいろいろ川の表情をとらえ、生物と清らか
な自然の大切さを描きます。

783 火山の形とマグマの性質 19
小、中、
高、一般

火山活動とマグマの粘性－その密接な関係を明らかにす
る。

784 あなたもできる車椅子の介助 9
小、中、
高、一般

車椅子と共に町を歩みながら、様々なケーススタディを通し
て車椅子の介助の仕方を描きだす。

785 聴覚障害者とのコミュニケーション 9
小、中、
高、一般

耳の不自由な人は見ただけでは分かりにくいため、どの様
にコミュニケーションを図り、日常の情報を提供するかを分
かりやすく説明。

786 あなたもできる応急手当 15 中、高、一般
応急手当の必要性と基本的なケーススタディを通じて、負傷
者の救急・悪化の防止・苦痛の軽減について

787 人工呼吸と心臓マッサージ 15 中、高、一般 倒れている人を見たら・人工呼吸の方法・心臓マッサージの方法

788 止血と外傷の手当 15 中、高、一般 止血はなぜ大切か・止血の方法・その他の外傷の場合

789 傷病者の管理と運び方 15 中、高、一般 負傷者の管理の仕方・傷病者の運びかた

790 雑木林 11 中、高、一般
人間が手を加えつつ恩恵を受けてきた雑木林。その豊さと
仕組みを紹介し、人間と自然との共生を問いかける。

791 地震あなたはどうする 21
小、中、
高、一般

阪神大震災の被害状況や、地震の起きるしくみ、危険、二
次災害の恐ろしさを説明するとともに、地震に備えた心構え
をとらえている。

792 負けへんで 23
小、中、
高、一般

１９９５年１月１７日…　あの阪神大震災。西宮市立樋ノ口小
学校６年３組も、かけがえのないクラスメートを失いました。
地震から卒業までを描く、６年３組、「心」の記録。

793 美しさの秘密 20
小、中、
高、一般

美術は「美」を大切に、自分の美しさを作り出す事をねらいと
して楽しむ学習です。美を感じる心を育てる作品。

794 いじめゼロをめざして 30
小、中、
高、一般

いじめ事件が起きたとき親はどう対処し、学校は親や子供
にどう対応したらよいのか。親や教師の責任と役割を考え、
いじめゼロをめざして子どもたちのＳＯＳを少しでも早く
キャッチする努力を呼びかける。

795 マザーズロボット 30 一般
子供の将来を思う気持ちは分かります。しかし、その親の愛
がわが子を私物化し豊かな心や自立心の発達を妨げてい
ませんか？

796 危険予測運転マニュアル 29 一般 実際の映像を通して交差点・衝突・カーブの危険を訴える

797 心の叫びがきこえますか 25 一般
子供たちのいじめや自殺は起きてからだと遅すぎます。地
域や家庭・学校では何をするべきかを訴えます。

798 日暮硯 42 一般
経営の極意とは人間の心をつかむこと、時代を越えて読み
継がれてきたマネージメントの真髄を示します。

799 まんが日本昔ばなし６ 50 幼、小、一般 金太郎・宝の下駄・おむすびころりん・馬方とタヌキ

800 まんが日本昔ばなし７ 50 幼、小、一般 養老の滝・雀とキツツキと山鳥・こがねの斧・蛙の恩返し

801 まんが日本昔ばなし８ 50 幼、小、一般 七夕さま・さだ六とシロ・河童のあまごい・イワナの怪
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802 まんが日本昔ばなし９ 50 幼、小、一般 みみなし芳一・月見の枝・三年寝太郎・ひょうたん長者

803 まんが日本昔ばなし１０ 50 幼、小、一般 舌きり雀・龍の淵・おいてけ堀・河童のくれた妙薬

804 まんが日本昔ばなし１１ 50 幼、小、一般 うばすて山・いもほり長者・だんだらぽっち・ムカデの使い

805 まんが日本昔ばなし１２ 50 幼、小、一般 屁ひり女房・旅人馬・八郎潟の八郎・猿の恩返し

806 まんが日本昔ばなし１３ 50 幼、小、一般 塩ふきうす・あとかくしの雪・大歳の火・羅生門の鬼

807 まんが日本昔ばなし１４ 50 幼、小、一般 雪女・岩屋の娘・かしき長者・そらまめの黒いすじ

808 まんが日本昔ばなし１５ 50 幼、小、一般 子太郎と母龍・オオカミと娘・タヌキと彦一・ねずみの嫁入り

809
アニメ世界名作劇場１
赤毛のアン

30 幼、小

孤児院にいたアンはカスバート家に引き取られた。家での
兄妹との生活、親友との学校生活は楽しい失敗の連続。赤
毛にひけめを抱きながらもアンは成長し、クイーンズ学院を
首席で卒業したのち教師になった。

810
アニメ世界名作劇場２
母をたずねて三千里

30 幼、小
出稼ぎに行った母親を探して、果てしない旅をする少年マル
コ。どんな困難にも負けないマルコの勇気と優しさが深い感
動を与える。

811
アニメ世界名作劇場３
少公女セーラ

30 幼、小
プリンセスのような生活をしていたセーラは、父親がインドで
亡くなった後一人ぼっちになった。生きていくため、家政婦
の道を選んだセーラにはつらい生活が待ち受けていた。

812
アニメ世界名作劇場４
ふしきの国のアリス

30 幼、小
アリスは、時計を持って２本足で走るウサギを追いかけて、
トランプの国など、夢のような不思議の世界へ入っていく。
ファンタジックな子供の空想の世界の楽しさを描く。

813
アニメ世界名作劇場５　　ト
ム・ソーヤの冒険

30 幼、小
トム・ソーヤはいたずら大好きのわんぱく少年。親友のハッ
クルベリー・フィン達と一緒に川や森、洞窟にと探検遊びや
宝探し等わくわくするような冒険を繰り広げる。

814
アニメ世界名作劇場６
愛の若草物語

30 幼、小
南北戦争下のアメリカを舞台に、マーチ家の優しい長女メ
グ、勝気な次女のジョオや、ベス、エイミーの４姉妹が、愛に
満ちたすばらしい物語を繰り広げる。

815
アニメ世界名作劇場７
ピーターパンの冒険

30 幼、小

不思議な男の子ピーターパンに連れられ、ウエンディは弟
達とネバーランドに向かった。楽しい日々が始まったが、あ
る日フック船長率いる海賊が攻めてきた。さあ大変－子供
達の運命やいかに…。

816
アニメ世界名作劇場８
あらいぐまラスカル

30 幼、小
動物が大好きな男の子スターリングはセントバーナード犬や
スカンクを飼っていた。ある日森のあらいぐまの赤ん坊を拾
いラスカルと名付けて育て始めた。

817
アニメ世界名作劇場９
ポリアンナ物語

30 幼、小
幼くして父母を亡くした少女ポリアンナは、どんなにつらく苦
しい時でも、お父さんに教わった“よかったさがし”で、周りの
人の不幸も幸せに変えていった。

818
アニメ世界名作劇場１０
みつばちマーヤの冒険

30 幼、小
おてんばで知りたがり屋のみつばちマーヤは、あこがれの
外の世界へ旅立っていった。青バエやトンボ達と出会い自
然の仕組みや友情の大切さを学んでいく。

819 交通事故とその予防 25 一般 なぜ交通事故が起きるか、どうすれば事故を防げるか

820 二輪車の交通安全 15
小、中、
高、一般

二輪車の交通事故を防ぐには安全運転の技術と科学を学
ぶ

821 パッチンしておばあちゃん 90
小、中、
高、一般

寝たきりのおばあちゃんの看護に奮闘する一人娘、さらに
おばあちゃんの人柄に魅かれて病室を訪れる１００人以上
の仲間たちの心のふれあいを、感動的に描くアニメ映画。

822 大地の子１ 89 一般
悲惨な戦争を生き抜いた人々の苦しみと戦果のなかでも消
えなかった大地の人々の恩愛を長く心に刻む。「父と二人」

823 大地の子２ 118 一般
悲惨な戦争を生き抜いた人々の苦しみと戦果のなかでも消えな
かった大地の人々の恩愛を長く心に刻む。「流刑」「再開」
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824 大地の子３ 118 一般
悲惨な戦争を生き抜いた人々の苦しみと戦果のなかでも消えな
かった大地の人々の恩愛を長く心に刻む。「黒災」「長城」

825 大地の子４ 118 一般
悲惨な戦争を生き抜いた人々の苦しみと戦果のなかでも消えな
かった大地の人々の恩愛を長く心に刻む。「日本」「兄弟」

826 大地の子５ 118 一般
悲惨な戦争を生き抜いた人々の苦しみと戦果のなかでも消えな
かった大地の人々の恩愛を長く心に刻む。「密告」「父と子」

827 大地の子６ 118 一般
悲惨な戦争を生き抜いた人々の苦しみと戦果のなかでも消えな
かった大地の人々の恩愛を長く心に刻む。「冤罪」「長江」

828 遙かなる漢字の旅１ 42 中、高、一般 漢字の誕生「愛」はこうして生まれた

829 遙かなる漢字の旅２ 42 中、高、一般 書体の変遷「書」は人なり

830 遙かなる漢字の旅３ 42 中、高、一般 文字文化の将来「２１世紀」漢字はどうなる

831 知られざる神秘の世界１ 60
小、中、
高、一般

海の大国、珊瑚の神秘的な誕生の瞬間

832 知られざる神秘の世界２ 60
小、中、
高、一般

イルカと子供たちの交流物語、海ガメの生態

833 知られざる神秘の世界３ 60
小、中、
高、一般

人食い鮫・シャークショッカー、人食い鮫の保護に立ち上が
る科学者

834 知られざる神秘の世界４ 60
小、中、
高、一般

巨獣セミクジラトジンベイザメ、巨獣たちの生態の謎に迫る

835 知られざる神秘の世界５ 60
小、中、
高、一般

地球最大の生物ザトウクジラ、クジラとの感動的な出会いの
物語

836 知られざる神秘の世界６ 60
小、中、
高、一般

世にも不思議な珍獣たち、珍獣の生態を探る

837 知られざる神秘の世界７ 60
小、中、
高、一般

恐竜の子孫たち、恐竜の数奇な運命とその子孫たち

838 知られざる神秘の世界８ 60
小、中、
高、一般

現代に生き続ける化石、数百万年前から変わらぬ生態の謎

839 知られざる神秘の世界９ 60
小、中、
高、一般

絶滅寸前の動物たち、人間が与える脅威の下で

840 知られざる神秘の世界１０ 60
小、中、
高、一般

野性動物特撮秘話、野性動物をクローズアップ

841 知られざる神秘の世界１１ 60
小、中、
高、一般

空に浮かぶ島々、山の頂きに住む珍獣たち

842 知られざる神秘の世界１２ 60
小、中、
高、一般

謎の伝説の野犬ディンゴ、４０００年前に現れた謎の動物

843 知られざる神秘の世界１３ 60
小、中、
高、一般

密猟者との闘い、絶滅寸前のサイを緊急空輸

844 知られざる神秘の世界１４ 60
小、中、
高、一般

セキセイインコの謎、地上で最も不敵な場所に生息するペッ
ト

845 知られざる神秘の世界１５ 60
小、中、
高、一般

鳥たちのシンフォニー、ワライカワセミとフエガラスの不思議
な歌声

846 知られざる神秘の世界１６ 60
小、中、
高、一般

恐怖の猛禽類、オオタカとハヤブサのすべて

847 知られざる神秘の世界１７ 60
小、中、
高、一般

最大の猛禽類、ワシのすべて

848 知られざる神秘の世界１８ 60
小、中、
高、一般

華麗なる猛禽類、タカのすべて

849 知られざる神秘の世界１９ 60
小、中、
高、一般

人殺しをする動物たち、猛毒を持つ海蛇、獰猛な鮫などの
海のなかの恐怖

850 知られざる神秘の世界２０ 60
小、中、
高、一般

人殺しをする動物たち、ヒクイドリ、毒蛇、蛙などの森のなか
の恐怖
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851 知られざる神秘の世界２１ 60
小、中、
高、一般

人殺しをする動物たち、ワニやサソリなどの荒野で遭遇する
恐怖

852 知られざる神秘の世界２２ 60
小、中、
高、一般

神々の島バリ、地上最後の楽園バリ島の魅力と歴史

853 知られざる神秘の世界２３ 60
小、中、
高、一般

西太平洋の奇術の島、神話と奇術の世界に生きる人々

854 知られざる神秘の世界２４ 60
小、中、
高、一般

世界一の黄金の山、世界最高の金鉱の発見で激変する世
界

855 知られざる神秘の世界２５ 60
小、中、
高、一般

地上最後の遊動民ブナン、森林から消え行く種族の葛藤

856 知られざる神秘の世界２６ 60
小、中、
高、一般

戦う首かり族、政府の圧力に屈しない勇猛な種族の物語

857 知られざる神秘の世界２７ 60
小、中、
高、一般

世にも不思議な島の物語、シーカヤックで未知のパラダイス
をいく

858 知られざる神秘の世界２８ 60
小、中、
高、一般

エベレストへの気球旅行、世界最高高度に挑戦する冒険野
郎

859 知られざる神秘の世界２９ 60
小、中、
高、一般

世界最強の戦闘集団、これがフランスの外人部隊だ

860 知られざる神秘の世界３０ 60
小、中、
高、一般

古代エジプトの謎、失われた文明の謎と死者の世界

861 ここがポイント！ 27 一般
調理の過程と食中毒菌について示すとともに食中毒を出さ
ないためのチェックポイントを分かりやすく示す。

862 まさかの二次汚染 20 一般
食中毒菌カンピロバクターを取り上げ調理室の衛生管理と
二次汚染に付いて示す。

863 調理室の一日 30 一般
各調理過程における食中毒予防のポイント、特に作業の変
わりめごとの手指の洗浄や消毒、加熱、さらに放冷・冷却の
大切さを示唆する。

864 Ｏ－１５７予防のために 20 一般
Ｏ－１５７予防のために、菌の特徴と日常の衛生管理のポイ
ントを調理過程を踏まえながら分かりやすく解説する。

865 海の王国特別編 55
小、中、
高、一般

水中カメラによる、美しい珊瑚礁の世界を優れた映像で紹
介しています。

866 一万年大国 58
小、中、
高、一般

北日本に花さいた豊かな縄文文化をもつ青森県、上北地方
の小川原湖周辺の縄文文化を探る。

867 七戸地方の米作り 20
小、中、
高、一般

各地の資料館に展示されている農具は、どのようにして使
われていたのだろうか。農作業が機械化される以前の、自
然と共にあった昭和初期の七戸地方の稲作を再現する。

868 レイクエム・５０ 97 一般 北千島最北端・占守島の戦後

870 Ｖサイン 45 中
一人息子を事故で亡くした女性と彼女を偏った目で見てい
た中学生が心を通わせていく姿を描く道徳題材である。

871 英国王室の伝統を守る騎兵 45 高、一般
２００年以上の歴史を持つ英国王室伝統の儀式トウルーピ
ング・ザ・カラーとは、近衛兵が女王に忠誠を誓うものであ
る。イギリスの王室と近衛兵、馬の歴史を解説する。

872
資源が生きるPETボトルリ
サイクル

18
小、中、
高、一般

ペットボトルリサイクルの過程を説明し、現在行なわれてい
る工夫や市や企業の取り組みを紹介する。

873
うっかり奥様のPETボトル
リサイクル

18
小、中、
高、一般

石油を原料とするペットボトルは、軽い、丈夫、美しい、衛生
的という性格をもつ。ペットボトルのペット君がリサイクルの
必要性と資源とゴミの分別方法をわかりやすく解説。

874
屏風山湿原残された原生
花園

20 一般
津軽半島の日本海側に、低地にある本州最大規模の屏風
山湿原がある。湿原に咲く植物と自然環境、泥炭層、湿原
の成り立ちを探り、屏風山湿原の価値を考える。

875 未来を開く光電池 12
小、中、
高、一般

乾電池と光電池に関連し、特に光電池についてエネルギー
利用と環境問題の面から分かりやすく解説したものです。

876 ふるさとの人・仕事 25 一般
蟹田町石田金次郎の竹かごづくり、平館村石崎沢地区のしめ
縄づくり、蓬田村の（株）蓬田紳装、三厩村の鉄工所、今別町
梅田清一のうば玉作り、平内町日光院の恵比寿御幣を紹介
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877 はるかなる縄文 17 一般 青森県の縄文文化を県立郷土館を中心に分かりやすく説明。 

878 すくすく育つ子　平成7年度 60 一般
「健康」１）すこやか９５　　２）食べ物すききらい　　３）アト
ピー　　４）みみ・はな・のど

879 いきいき育つ子　平成7年度 60 一般
「基本的生活習慣」　　１）子どもの寝ごごち　　２）テレビと子
ども　　３）おてつだい　　４）ことばの教室

880 たくましく育つ子　平成7年度 60 一般
「情緒・性格」　　１）ひとりっこ　　２）こんなのできたよ　　３）
動物だいすき　　４）心をえがく

883 環境を見つめる～自然の恵を知る 30 一般 森の働きを通じて青森県の自然を知る。（ぼんじゅ山）

884
環境を見つめる～ライフス
タイルと環境

30 一般
川が日本人の生活といかに密着してきたか、日本人の生活
と川のかかわりを子どもの目を通じて示唆する。

885
環境を見つめる～環境へ
のやさしさと発見

30 一般
青森市友愛バザールの活動を通じて環境への優しい接し
かたを学ぶ。

886 環境を見つめる～みんなで考えよう 30 一般 環境を皆で考えるための色々なクイズ

887
男と女の明日～領域をこ
えて

29 一般
職場の上での男女の壁がなくなりつつある今、女性配電技
術員や女性バス運転手など、男女の仕事の固定概念を捨
て、新たな領域に踏出した人々の姿を描く。

888
男と女の明日～結婚はし
たけれど

29 一般
結婚後、女性が仕事を持つと仕事、家事、育児と大忙し。女
性が仕事と家事を両立するにはどのような家庭を築いてい
けばよいのだろうか。共働きの夫婦について考える。

889
男と女の明日～男と女の
役割を考える

58 一般
４人のゲストを迎えて男女の役割を職場と家庭の二つにつ
いてトークを行う。職場では男女の持ち味を生かして区別し
たり、家庭では夫婦の家事分担について考える。

890
子育てステップアップ・ジャ
ンプインあおもり

15 一般
働く人達の共通の悩みである子育て。子育てサークルマ
ザーグースの活動を紹介します。

893 まんが日本昔ばなし１６ 50 幼、小、一般 八つ化け頭巾・クラゲの骨なし・座敷童子・ナマズの使い

895 まんが日本昔ばなし１８ 50 幼、小、一般 くわず女房・蛙になったぼた餅・むりどん・小僧がま

896 まんが日本昔ばなし１９ 50 幼、小、一般
きつねの嫁入り・熊と狐・うぐいす長者・ミソサザイは鳥の王
様

897 まんが日本昔ばなし２０ 50 幼、小、一般
カサ売りお花・船幽霊・赤ん坊になったお婆さん・水神さまと
虹の橋

898 まんが日本昔ばなし２１ 50 幼、小、一般 牛方と山んば・よくばり和尚・爺婆かぼちゃ・水の種

899 まんが日本昔ばなし２２ 50 幼、小、一般
みそ買い橋・言うなの地蔵・猿地蔵・エビの腰はなぜまがっ
たか

900 まんが日本昔ばなし２３ 50 幼、小、一般 狐森・乞食のくれた手ぬぐい・蛸八長者・千亀女

901 まんが日本昔ばなし２４ 50 幼、小、一般 にせ本尊・きつね女房・としがみさま・すりばちをなめた猫

902 まんが日本昔ばなし２５ 50 幼、小、一般 宝のおお釜・雷と月と日・大年の客・天福地福

903 タバコの煙は死の煙 21 中、高、一般
手術を受けた元患者の証言を交え、タバコの健康への害に
ついて、科学的に分かりやすく解説しています。

904 よいお年を 88 一般、高齢者
埼玉県にある無許可の福祉施設「元気な亀さん」の記録。
おじいさん、おばあさんの歌声を聞いたことがありますか？

905
セカンドライフをさわやか
に

30 一般、高齢者
定年退職、そして新たな生活の始まりに戸惑う夫．夫婦・家
族で、その後のことを考えておきませんか？

906 ならぬことはならぬ 29 一般
子どもの人間形成の場である家庭。父親がはたさなければ
ならない役割を強く訴えた作品。

907 太平洋戦争と沖縄 35
小、中、
高、一般

「本土決戦」のための捨て石となった沖縄。その地獄の戦場
を証言と記録フィルムにより再現、歴史の真実に迫り戦争と
平和を考える。

908 クラスメイト 20
小、中、
高、一般

クラスみんなを巻き込んだいじめの構図。そのなかで、自分
の考えにそった行動をとる勇気の大切さを訴える作品。
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909 水戸黄門のお年寄りの交通安全 25 一般、高齢者
お年寄り事故を防ぐための交通ルール等を水戸黄門が分
かりやすく説明しています。

910 危険を読む自転車の乗り方 18 中、高、一般
相変わらず高い率を占めている若者の自転車事故。路上に
潜む危険をいかに読むかを実践的に解説します。

911
季節のうつり変わりと生き
物たちのようす

21 小、中
一年を通じての野山を描き、植物の成長と動物の活動は季
節によって違いがあることをきづかせます。

912 くらしをささえる政治 14 小、中
「市民センター」の見学を通じて、政治と自分自身のかかわ
りや、国民と政治とのつながりにきづかせていく作品。

913 遺伝の法則をたしかめる 24 中、高、一般

メンデルと同じ材料のエンドウを使って交配実験を行う。親
の形質が子孫に伝わる時、一定の法則に従っていることを
確め、メンデルの法則について解説。

914 黒潮の流れる島で 21 中、高、一般

親友だと思っていた友に裏切られ、落ち込んでいた少年が、
父の故郷を訪れ、三宅島の大自然に感化され、強くたくまし
く生きる勇気を吹き込まれて行く姿を描く。

915 空間図形 21 小、中、高
立体アニメにより、平面図形と空間図形を関連づけて辺・面
の位置関係を調べたり、切断したり、展開面を書いたりして
構成要素を示す。

917 君の未来をひらくために 20 中、高
中学生の誰でもが直面する進路問題。それは自分自身の
夢や希望を切り開くことです。それは自身を生かすことが大
事です。

918 四角形のふしぎ 20 小、中
アニメや作図を通じて四角形相互の関係や対角線の違いに
より長方形・正方形等徐々に変化していく様子から四角形
の関係を説明します。

919 喫煙の害を科学する 20 中、高
喫煙開始年齢が若いほど健康に及ぼす影響が大きい。喫
煙の有害性について、最新の医学データにアニメを交えて
生徒が喫煙について理解・判断できるように描く。

920 静電気のはたらき 11 中、高
身近に起こる静電気の現象を実験で確かめ、静電気は物
質の摩擦によって起こることを紹介。静電気を溜めるコンデ
ンサーと静電気モーターを作り、その仕組と働きを解説。

921 音をみる 10 中、高
目に見えない音の発生、音の伝わり方をハイスピード撮影・
マルチストロボ撮影・アニメを使って分かりやすく説明。

922 名刺のいらない仲間たち 30 一般
サラリーマンのボランティアへの関心が高まる中、時間的問
題などから実際に参加する人は少数である。人々のボラン
ティア活動を通して、大切なものは何かを問いかける。

923 青い目の人形物語 30
小、中、
高、一般

平和の親善大使として贈られてきた友情の青い目の人形
が、戦争のなかで敵国のものとしての過酷な運命から人形
を救おうとした子供たちの物語。

924 爆笑王やすし・きよし１ 58 一般、高齢者 激突！！漫才新幹線～漫才ブームはやすきよからはじまった。 

925 爆笑王やすし・きよし２ 58 一般、高齢者 やすし・きよしの漫才独演会「快挙やすし・きよし」芸術祭賞受賞。 

926 爆笑王やすし・きよし３ 58 一般、高齢者
花王名人大賞受賞！！一万人が選んだ日本一の漫才師横
山やすし・西川きよし。

927 爆笑王やすし・きよし４ 58 一般、高齢者
「爆笑！漫才大全集ＩＮ武道館」史上最大のＭＡＮＮＺＡＩ武道
館ライブ。

928 爆笑王やすし・きよし５ 58 一般、高齢者 やすし・きよし漫才復活宣言「これが日本一のやすきよや」。

929 水戸黄門１ 17 一般、高齢者 俺は助さんお前は格さん

930～
953

水戸黄門２～２５ 58 一般、高齢者 人生に涙あり、他。人気のTVドラマシリーズ。

954～
963

釣りキチ三平１～１０ 48 全年齢 三平の四季編（上）、（下） 、他

966～
973

ジャングル大帝３～１０ 48 全年齢 成長編（上） 、（下）、他
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

974 鯵ヶ沢のむがしこ１ 34
小、中、
高、一般

鯵ヶ沢の山に住み人々をだます「さんこきつね」。伝次郎はきつ
ねの持つ遠くまでよく見えるホウショウの玉を奪おうと…。方言
と切り絵という独特な雰囲気の作品。

975 鯵ヶ沢のむがしこ２ 19
小、中、
高、一般

やませが原因で村人から米をとり、村人の生活を苦しませてい
る鬼を、津軽藩の光信公が退治する内容。またこの物語の中
で、土地の由来を紹介。

976 鯵ヶ沢のむがしこ３ 16
小、中、
高、一般

ある刀鍛治が娘の婿を決めるにあたり刀を１０本つくることを条
件とし、鬼神太夫が刀を作っている様子を覗いた刀鍛治にはそ
の姿が龍に見え、結婚を許さなかったという内容。

977 鯵ヶ沢のむがしこ４ 22
小、中、
高、一般

鼻輪を手に入れた南部氏は、安東氏から西浜を守るため、延
徳３年下久慈より鯵ヶ沢種里城へ光信公をつかせた。光信公
は日照田に明石城、文亀２年に賀田に大浦城をつくり津軽統
一の礎を築いた。

982 青森県の自然シリーズ５ 24 一般
東通村尻屋崎とその周辺は、明治４５年から植林された黒松の
海岸防砂林と芝生の広がる海岸段丘となっている。その地に
息づくフクジュソウなどの植物や動物、寒立馬を紹介。

983 青森県の自然シリーズ６ 23 一般
津軽海峡はブラキストン線とされている。この境界線より本州
側は三厩村の竜飛崎、小泊村権現崎がある。この地は気温が
低く植物の生育には向かない。生き続ける自然を紹介。

984 青森県の自然シリーズ７ 21 一般
青森県最大の小川原湖は海水と淡水が混じり合う気水湖で
ある。市柳沼、田面木沼を合わせた小川原湖沼群に生息す
るミツガシワやオオセッカなどの動植物を紹介。

985
社会教育特別番組第１回
－親子ふれあい村－

30 一般
青少年教育施設における体験学習を中心とした事業を紹介
し、施設の学校外活動に配慮した事例について考える。

986
社会教育特別番組第２回
－われら太陽っ子－

30 一般
異年齢集団が身近な場所で活動したり興味関心に応じた多
様なサークル活動をしたりしている様子を紹介し、地域にお
ける活性化について考える。

987
社会教育特別番組第３回　－
はばたけ風の子　子ども会－

30 一般
地域の学校外活動に大きな役割を果たしている少年少女団
体のうち、子ども会のいろいろな活動を紹介し、これからの
学校外活動においての役割について考える。

988 荒馬今別町 28 一般
無形文化財「荒馬」は、今別と大川平で異なったはやしと踊
りで完成した２つの形を持つ。その違いを比べ、また保存活
動の様子を紹介し、伝承していくことの大切さを描く。

989
ＳＡＷＡＤＡ青森からベトナムへカ
メラマン沢田教一の生と死 115 一般

元ＵＰＩ通信局員でベトナム戦争を追い、３４歳という若さで
射殺されたピュリッツァー賞受賞カメラマン・沢田教一の生
涯を描く。

990
八戸漁業近代化の父
長谷川藤次郎

15 一般
長谷川藤次郎は明治・大正に生き、綿糸の改良あぐり網や
らせんと丸いしめ胴を考えだし、それまでの漁業に改良を加
え、八戸水産漁業の近代化に大きく貢献した。

991 新しいエネルギーの利用 21 高、一般
現在、開発研究の進められている「新エネルギー」につい
て、開発の必要性、現状、将来への期待などを紹介する。

992 エネルギーの未来 18 高、一般
２１世紀に向けた新エネルギーの課題・目標・特色を地球と
人間との関りから考える。

994 家族でガッテン 25
中、高、一

般

住宅防火に有効な出火防止、火災の早期発見、初期消化、
炎症防止等に役立つ機器や製品の紹介と、住宅火災から
命を守る方法を示す。

995
台所でできるおもしろ理科実
験　教えて！ボルタ先生

24 小
ミニ四駆で遊んでいた三人組は、電池切れを契機に自分達
で電池を作ろうとする。２００年前の本の世界に吸込まれた
３人は電池を発見したボルタ先生の実験室を訪ねた。

996 世界を結ぶ日本の海運 30
小、中、
高、一般

日本の経済と暮らしを支えてきたのは、日本の海運です。
戦後５０年の海運の軌跡を見つめ、明日を展望します。

997
小朝・好江師匠の素敵に
シルバー宣言！

30
一般、高

齢者
素敵に年を取っていくための取組として、運動や食事、生き
がい、経済不安解消のための活動について紹介している。

998 石油トラベル 30 小、中
石油の誕生・発見・輸入・備蓄・精製・流通・環境対策・有効
利用について授業他での石油に対する学習に役立てる。

35 



Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

999
あおもり夢工場９６　心に
夢を　唇に歌を

30 高、一般
南部町出身の坂本兄弟が所属するロックグループのジガー
ズサンと六ケ所村出身の演歌歌手林あさみを紹介。

1000
あおもり夢工場９６　空に
響く津軽の旋律

30 高、一般
弘前市に住む渋谷和生さんは１４歳で津軽三味線を始め、
山田千里に弟子入りし、１９歳のときに史上最年少で全国
チャンピオンとなった。

1001
あおもり夢工場９６　世界
に挑む拳

30 高、一般
青森市生まれのプロボクサー、畑山隆則さんはデビュー以
来１６戦負けなしで東洋太平洋Ｊフライ級チャンピオンになっ
た。世界にかける夢を聞く。

1002
あおもり夢工場９６　ボー
ルの向こうに何が見えるか

30 高、一般
Ｊリーグ柏レイソルの下平隆宏、鹿島アントラーズの熊谷浩
二は本県出身。彼らが公式戦で活躍する姿を紹介。

1003
あおもり夢工場９６　ペン
が生み出す魔法の世界

30 高、一般
本県からも多くの漫画家が活躍している。一線で活躍を続
ける成田美名子さんと、昨年デビューした三國伊緒さんに漫
画に託す夢を聞く。

1004
あおもり夢工場９６　創り続
ける人々

30 高、一般
八戸市の柾谷伸夫さんは劇団「やませ」を、浪岡町の長谷
川孝治さんは劇団「弘前劇場」を主宰し、地元を中心に演劇
活動を続けている。

1005
あおもり夢工場９６　グルメ
は地元の食材で

30 高、一般
三戸町の料理人小原正巳さんは、地元の食材を使った「里
の会席」で有名。息子の国宏さんも東京の料亭で修業中。
国宏さんの料理披露と小原家の料理にかける情熱を描く。

1006
あおもり夢工場９６　硝子
に魅せられて

30 高、一般
青森市の寺田博・章さん親子は、津軽びいどろと呼ばれる
製品を、柿崎真紀さんは工芸品やアクセサリーなどを作って
いる。彼らにガラスを通しての夢などを聞く。

1007
あおもり夢工場９６　アトラ
ンタから長野へ

30 高、一般
アトランタ五輪に出場した斎藤春香選手。長野五輪アルペ
ン種目の代表候補、木村公宣選手。弘前市出身の両選手
に、五輪やスポーツにかける思いと夢を聞く。

1008
伝承とボランティア東通
村・能舞

19
小、中、
高、一般

下北郡東通村では５００年の間、能舞が伝えられてきた。伝
承は老・壮・青・若と世代を越えた伝承活動に支えられてい
る。郷土芸能の伝承活動をボランティアの視点から描く。

1009 すこやかひろば９６　いきいきと 57 一般
幼児期の基本的な生活習慣の中でのいじめ・おけいこごと・
ことばと文字・ほめることとしかることを紹介。

1010 すこやかひろば９６　すくすくと 57 一般
幼児期の健康面で気をつけたいことや、大切に伸ばしてや
りたいことを紹介しています。

1011 すこやかひろば９６　すてきに 57 一般
幼児期に親子関係で気を付けたい面や、子育てで悩んでい
る人の為ネットワークを紹介し子供と地域の関わりも必要と
示唆する。

1012 すこやかひろば９６　のびのびと 57 一般
ハンデを持つ子供を共に扱う統合保育「ともに生きる」。国
際交流員から見た日本「世界の国では」。リサイクルや自然
「自然大好き」。今年度を振返る「生き生きと」を収録。

1013 すこやかひろば９６　たくましく 57 一般
幼児期の子供の信号はどういうものか、子供の特徴を示し
子育てで親が気をつけたいことを示す。

1014 こねっと瓦版 20 一般 マルチメディアでの環境学習についてわかりやすく示す。

1015 森のちから 20 一般 自然教育用「森と人の歴史」

1016 永井式攻撃的バスケットボール１ 30 中、高、一般 新しいチームを作るために

1017 永井式攻撃的バスケットボール２ 35 中、高、一般 バスケットボールの基礎をマスターするために

1018 永井式攻撃的バスケットボール３ 30 中、高、一般 基礎練習からの応用練習

1019 永井式攻撃的バスケットボール４ 35 中、高、一般 試合前の総合練習

1020 ＥＮＪＯＹ　ＳＯＦＴ　ＴＥＮＮＩＳ１ 30 中、高、一般 全くの初心者から初級者へ

1021 ＥＮＪＯＹ　ＳＯＦＴ　ＴＥＮＮＩＳ２ 30 中、高、一般 初級者から中級者へ

1022 ＥＮＪＯＹ　ＳＯＦＴ　ＴＥＮＮＩＳ３ 30 中、高、一般 中級者から上級者へ
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1023 いきいきテニス倶楽部vol１ 30 中、高、一般 育成方法Ⅰ

1024 いきいきテニス倶楽部vol２ 30 中、高、一般 育成方法Ⅱ、矯正方法Ⅰ

1025 いきいきテニス倶楽部vol３ 30 中、高、一般 矯正方法Ⅱ

1026 TENNIS　セオリーの死角　Vol.1 30 中、高、一般 グランドストローク

1027 TENNIS　セオリーの死角　Vol.2 30 中、高、一般 サービス＆スマッシュ

1028 TENNIS　セオリーの死角　Vol.3 30 中、高、一般 ボレー

1029 TENNIS　セオリーの死角　Vol.4 30 中、高、一般 基礎戦術練習

1030 TENNIS　セオリーの死角　Vol.5 30 中、高、一般 実践的応用練習

1031 長沢宏行のソフトボール理論１ 30 中、高、一般
バットスイングの基本・フォーム作り・左打者の育成・ミート
力強化・パンチ力強化のための練習方法

1032 長沢宏行のソフトボール理論２ 30 中、高、一般 フールディングの基礎

1033 長沢宏行のソフトボール理論３ 30 中、高、一般
特徴を持った５人のピッチャーを横・正面から見てそれぞれ
のフォームと球種を解説

1034 長沢宏行のソフトボール理論４ 30 中、高、一般
指導者の指導の仕方の心構えと、選手に合った指導の仕
方

1035
部活指導者のための選手
育成法１（卓球）

40 中、高、一般 体慣らし、ボール慣れ・ラケットラバーの種類とグリップ

1036
部活指導者のための選手
育成法２（卓球）

30 中、高、一般
多球練習を主体として基本的な玉の打ちかたを覚える、さら
にフットワークの練習

1037
部活指導者のための選手
育成法３（卓球）

25 中、高、一般 サーブの回転の種類と球種

1038
部活指導者のための選手
育成法４（卓球）

30 中、高、一般 実践的な練習とその種類

1039 テーピングの基礎 50 中、高、一般
スポーツ指導者として身に着けておきたい最低限のテーピ
ングの基礎知識と予防処置

1040 スポーツ障害の応急処置 30 中、高、一般 ＲＡＩＣ処置法、アイシング、その他の応急処置法

1041 障害の予防・疲労回復 40 中、高、一般 ストレッチングを中心とした障害の予防と各種マッサージ

1042 自分で見つけるスポーツ障害 30 中、高、一般
重大な怪我の原因にもなる使いすぎ症候群。その発生しや
すい部位を選び、そのチェックの仕方を紹介

1043 ザ・ストレッチング指導解説編 45 中、高、一般 ストレッチングの目的と方法を格部位毎に基本動作を含め解説 

1044 スポーツマッサージテクニック１ 45 中、高、一般 腕、肩、胸部、腹部、腰部へのスポーツマッサージ

1045 スポーツマッサージテクニック２ 33 中、高、一般 下半身、臀部へのスポーツマッサージ

1046 スポーツマッサージテクニック３ 25 中、高、一般 背、首へのスポーツマッサージ

1047 くもりのち晴れ 40 中、高、一般
いじめのために言葉を失った一人の少女の話しをきっかけ
に、先生を中心にクラス全員が学び成長した実践の記録。

1048 友情へ　ラン！ 45 中、高、一般

登場する4人はある事件をきっかけにその友情に亀裂が走
るが、原因は彼らを取り巻く大人達の偏見の目にあった。壊
れかけた友情を取り戻すために…

1049 直子のブローチ 23 中、高、一般

中学生・直子を主人公として、彼女が同和問題に関心を持
ち、部落差別を許さない心を持った子どもに自己成長してい
く過程をドラマとして構成。

1050 ほほえみの朝 19 中、高、一般

一人の中学生が、学校への道すがらいつも２階から外をみ
ているおばあさんに気付く。お互いに笑顔から言葉を交わし
会えるようになるまでの心の動きをとらえている。
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1051 江戸のリサイクルに学ぶ 16
小、中、
高、一般

今、日本は増え続けるゴミや下水処理に困惑している。そこ
で昔の生活様式、ゴミや日用品のリサイクル方法を描き、こ
れからの環境問題を考える。

1052 忍たま乱太郎の自転車安全教室 16 幼、小
自転車の交通ルールや道路での安全な走行を、落第忍者
の乱太郎、きり丸しんべいを主人公のアニメ作品

1053 忍たま乱太郎の消防隊 11 幼、小
忍たま乱太郎と一緒に火の用心の７つのポイントを楽しく学
んでいきます。乱太郎たちは防災訓練を終えたあと、本当
の火事の知らせを聞き、消防隊となって出動します。

1054 愛しいとしの花子さん 33
一般、高

齢者

秀次郎は、「シルバー集団お見合い」で出会った花子に一
目惚れ。２人の恋をめぐって、息子夫婦や周りの心優しい
面々が奮闘する人情劇。

1055 鉄腕アトム誕生編上巻 48 全年齢
２０３０年・科学省長官天馬博士が亡き息子にそっくりに作った
超ロボット・アトムは、お茶の水博士に助けられ、暖かい家族に
かこまれていました。 「アトム誕生」「アトム対アトラス」

1056 鉄腕アトム誕生編下巻 48 全年齢 「ロボットサーカス」「ウランはおてんば娘」

1057 鉄腕アトム友情編上巻 48 全年齢 「クラスメートを救え」「ロボットランド」

1058 鉄腕アトム友情編下巻 48 全年齢 「盗まれた太陽」「進め！ガラクタ三銃士」

1059 鉄腕アトム自然編上巻 48 全年齢 「赤いネコ」「アルソアから来た少女」

1060 鉄腕アトム自然編下巻 48 全年齢 「子象プーラ」「クラーケンの怪物」

1061 鉄腕アトム感動編上巻 48 全年齢 「ブラックジャックの大作戦」「嵐の中を突っ走れ！」

1062 鉄腕アトム感動編下巻 48 全年齢 「白い惑星号」「ロビオとロビエット」

1063 鉄腕アトム未来編上巻 48 全年齢 「電光人間」「ウランちゃんとウランちゃん」

1064 鉄腕アトム未来編下巻 48 全年齢 「スペースシャトルSOS」「宇宙空港Ｒ－４５」

1065～
1074 みなしごハッチ１～１０ 48 全年齢 運命編 （上巻）、他

1075 いじめ・親として 30 一般
いじめを受けている子どもの親がどのように子どもに接し、
学校にどのような対処を要望していくかを問いかける。

1076
一心太助と彦左のお年寄
りの交通安全

30
一般、高

齢者
お年寄りに自らの心理的、身体的特徴を自覚してもらい普
段の交通行動の中に潜んでいる危険性を認識してもらう。

1077 ぼくの青空 26
小、中、
高、一般

幼稚園で筋ジストロフィーと診断された義人が、足の筋肉が
弱りながらも小学校、養護学校へと進み、仲間たちの励まし
の中で生きる希望を見いだしていく内容のアニメ作品。

1078 瓜っこ姫とアマンジャク 19 幼、小
子供を欲しがっていた老夫婦は、瓜の中から生まれた瓜っ
こ姫”を大切に育てました。瓜っこ姫はやがて長者の息子に
お嫁にいくことになり、おもしろくないアマンジャクは…。

1079 少年の地図 45 中、高、一般

受験の失敗から問題行動を起こすようになった少年が作っ
ている、自分の住んでいる地域の地図から、少年の気持ち
に両親が気づく様子を描いた作品。

1080 北里柴三郎 48 中、高、一般
４大伝染病といわれるペストの「ペスト菌」の発見者、北里柴
三郎の初心を貫く一直線な生き方を描きます。

1081 いのち 20
小、中、
高、一般

幼なじみの友だちを突然の交通事故で失い、大きなショック
を受けた小学５年の女の子。次第に落ち着きをとりもどし、
命の尊さや、生きることの重みについて感じとっていく。

1082 高校入試面接の受け方 20 中
面接では、中学校の３年間での努力してきた姿やこれから
の自己の生き方に対する考え方を通して、人間性を採点す
るものです。中学校等で繰り返し学べる教材です。

1083 直前の準備と試験場での心得 23 中
最後の２週間の勉強法、最後の３日間、試験前日・当日、試
験場では･･･等、勉強の成果を受験当日いかにピークに
持っていくかという心得を紹介。
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1084 お母さんのせいきゅう書 20 小、中
たけしの書いたお母さんへの請求書は留守番をしたり買い
物に行ったりしたお手伝いの請求書。お母さんからの請求
書はゼロ円でたけしはびっくり。家族愛について考えます。

1085 森の自然と私たち 17 小、中
日本の森の四季の移り変わりを鮮明な映像で詩情豊かに描き
出し、ニホンカモシカやヤスデ等の生態、森の働きの解説を通
して、自然を大切にする気持ちを学ばせることができる。

1086 川の自然と私たち 19 小、中
様々な生き物を育み、人間の生活を支える豊かな川の姿
を、様々な生物をとらえた鮮明な映像で紹介している。地球
環境について考えさせるきっかけとなる作品である。

1087 ぼくのピーコ 20 小、中

動物をいじめてばかりいた小学２年の男の子。迷子のインコ
の世話をする中で次第に鳥への愛着を抱き、優しさやいた
わりの心に目覚めていくとともに、突然のインコの死に遭遇
し、命の大切さを強く感じとっていく姿を描いている。

1088 友達の心の痛み 25 小、中
学級の多数派と目される無関心層。いじめをめぐる学級会
の討論を通じて、傍観者の一人がいじめられる子の心の痛
みが分るようになる。友達を大切にすることを問いかける。

1089 家庭介護シリーズ１　入門編 18 一般 おとしよりと暮す。ゆとりある介護のために

1090 家庭介護シリーズ２　自立編 14 一般 寝たきりストップ。自立を助け、リズムある生活を

1091 家庭介護シリーズ３　実際編 19 一般 毎日の安心介護。無理のないケアを目指して

1092 大化の改新 22 小、中
中大兄王子ら場人物の実績を中心に、大化の改心の内容
を描きます。

1093 純がくれた命 20
小、中、
高、一般

度重なるいじめに耐えかねた健一（中一）は自殺を図るが、
一命を取り留める。入院先で同室の純（中二）は、難病に侵
されていたが夢に向って生きていた。ひたむきに生きた純の
姿は、死にたいと考えている健一に深い感銘を残す。

1095 だんじり囃し 54
小、中、
高、一般

母親たちの誤った考えに影響された子供たちが、だんじり囃
子の太鼓を通じて、仲間の大切さを学び友情を育んでいく。
人権問題・同和問題を考える作品。

1096 地球と環境 20
小、中、
高、一般

熱帯林の破壊、地球の温暖化、酸性雨、オゾン層の破壊、
海洋汚染等を紹介し、地球規模の環境破壊も私達身近な
暮らしの中に、その原因が潜んでいることを考える。

1097 手をださない！ぜったいに！ 29 中、高、一般
薬物乱用の恐怖について。正しい知識を身につけ、薬物か
らわが身を守ります。

1098 NHKスペシャル生命　第１集 54 中、高、一般
「海からの創世」生命はどんな場所でどのようにして誕生し
たのか？灼熱、猛毒の海にその生命誕生の謎を探ります。

1099 NHKスペシャル生命　第２集 54 中、高、一般
「進化の不思議な大爆発」生奇妙な生き物たちをＣＧや模型
で再現しながら、生き物たちの運命を探ります。

1100 NHKスペシャル生命　第３集 54 中、高、一般
「魚たちの上陸作戦」海で生まれた「生命」が重力などの障
害を克服し、上陸に至るまでの歴史をたどります。

1101 NHKスペシャル生命　第４集 54 中、高、一般
「花に追われた恐竜」恐竜の絶滅を、食物という観点から見
た、新しい花と恐竜像です。

1102 NHKスペシャル生命　第５集 54 中、高、一般

「大空への挑戦者」２億年前の始祖鳥を復元します。体を軽
くするために骨を中空にし、歯をおとすなど鳥の飛ぶための
メカニズムを解説します。

1103 NHKスペシャル生命　第６集 54 中、高、一般
「奇跡のシステム“性”」「遺伝子交換」という性の本質を微
生物からサルまでさまざまな生き物の中に探ります。

1104 NHKスペシャル生命　第７集 54 中、高、一般

「昆虫たちの情報戦略」私たちとは全く違う進化を遂げてき
た昆虫。見事な秩序を生み出す不思議な集団社会ではど
のような情報のやりとりが行われているのでしょうか？

1105 NHKスペシャル生命　第８集 54 中、高、一般

「ヒトがサルと別れた日」サルがヒトになるためには一体何
が必要だったのでしょうか？アフリカの大地に人類誕生の
謎を辿ります。
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1106 NHKスペシャル生命　第９集 54 中、高、一般

「ヒトは何処へいくのか」人類はいつから他の生き物たちと
は違う存在になっていったのでしょうか、そして、どんな新し
い道を見出そうとしているのでしょうか。

1107 NHKスペシャル生命　第１０集 74 中、高、一般
「地球と共に歩んで」棲家（すみか）である地球の進化との
関わりの中で、生命の進化をみていきます。

1109～
1127 藤山寛美　特選集 74 一般 色気話お伊勢帰り、他

1128～
1137 三国演義　第1部　１～１０ 90 一般 桃園の誓い～官渡の戦い

1138～
1145 孔子１～８ 110 一般 孔子について８巻セット

1146 国井徹に学ぶ１ 32 中、高 バドミントン部技術編

1147 国井徹に学ぶ２ 30 中、高 バドミントン部練習編

1148 国井徹に学ぶ３ 35 中、高 バドミントン部練習編２

1149 就実高校に見るバレーボールプレーヤー１ 30 中、高 バレーボール部練習方法１

1150 就実高校に見るバレーボールプレーヤー２ 30 中、高 バレーボール部練習方法２

1151 就実高校に見るバレーボールプレーヤー３ 30 中、高 バレーボール部練習方法３

1152 静岡学園のブラジル式ボールテクニック１ 30 中、高 ボールコントロール、ドリブル

1153 静岡学園のブラジル式ボールテクニック２ 25 中、高 ボールコントロール、トラップ、ヘディング

1154 静岡学園のブラジル式ボールテクニック３ 30 中、高 ウォーミングアップメニュー

1155 トムハウスのＴＨＥ　ＰＩＴＩＮＧ　ＥＤＧＥ 52 中、高 体に無理のかからないピッチング理論とそのドリル

1156 ＳＵＰＥＲ　ＳＰＥＥＤ 40 中、高
ランニングスピードを高めるための、身体能力を伸ばすト
レーニング（陸上教材）

1157 基礎スキー　検定と実技 52 中、高 技術の展開。準指導員検定。指導員検定。

1158 基礎スキー　技能テスト 42 中、高 スキーの基礎滑走について

1159 カービングスキーの指導 30 中、高 カービングスキーの技術、指導法

1160 カービングスキーとスキー検定 25 中、高 カービングスキーの指導員検定他

1161 昔あったどシリーズ蓬田村 57
小、中、
高、一般

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで蓬田村の伝
説を紹介する。広瀬川のカッパ、金光上人と阿弥陀川、鰊
御殿、せんじゃ小太郎物語、玉松台の狐と狢。

1162 昔あったどシリーズ平内町 59
小、中、
高、一般

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで平内町の伝
説を紹介する。椿山物語、アネコ坂、河童の詫証文、狼の
恩返し、平内のおぼしな様。

1163 昔あったどシリーズ蟹田町 68
小、中、
高、一般

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで蟹田町の伝
説を紹介する。蟹田のガニ、桂淵の大蛇、袋風、姥ケ沢の
狐、海を渡った権四郎。

1164 昔あったどシリーズ三厩村 64
小、中、
高、一般

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで三厩村の伝
説を紹介する。三厩の義経伝説、勘兵衛梨、義経寺の秘
仏、宇鉄沢の流れ小屋、龍飛の龍神さま。

1165 昔あったどシリーズ今別町 50
小、中、
高、一般

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで今別町の伝
説を紹介する。貞伝上人物語、今別の鬼穴、今別の舎利
石、鬚どの、大開城と平杢之助。

1166 昔あったどシリーズ平館村 63
小、中、
高、一般

東津軽郡の昔ばなし。紙しばいや人形劇などで平館村の伝
説を紹介する。弥四郎杉、不老不死の湯っコ、おとせの松、
異国人上陸、日時上人と兄弟梨。
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1167 ふるさとの人シリーズ蓬田村 35 中、高、一般
田村の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。ふ
るさとの道「今昔」、菓子づくり・森謙一、など

1168 ふるさとの人シリーズ平内町 35 中、高、一般
平内町の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。
ふるさとの道「今昔」、下駄づくり・桜庭鉄太郎、など

1169 ふるさとの人シリーズ蟹田町 35 中、高、一般
蟹田町の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。
ふるさとの道「今昔」、綿打ち直し・梅田せつ、など

1170 ふるさとの人シリーズ三厩村 34 中、高、一般
三厩村の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。
ふるさとの道今昔、柾屋根ふき・伊藤藤次郎、など

1171 ふるさとの人シリーズ今別町 34 中、高、一般
今別町の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。
ふるさとの道「今昔」、磯漁師・最上盛蔵、など

1172 ふるさとの人シリーズ平館村 34 中、高、一般
平館村の地域に根差した仕事に従事する人々を紹介する。
ふるさとの道「今昔」、舟大工・工藤浅蔵、など

1173 一番星 45 中
道徳の時間に直接使えるドラマ仕立てのビデオ資料（資料
編）と、それを使った授業例（活用編）とで構成されている。

1174 居るだけでボランティア 30 高齢者
高齢者のさまざなボランティア活動を特集。高齢者にしかで
きない、ボランティア活動があることを紹介している。

1177 ブランコ乗りとピエロ 54 小、中

資料編　（15分）ある日、大王の前でサーカス団は演技をす
ることとなったが、サムが勝手に時間を延長し、リーダーの
ピエロは大王の前での出番がなくなってしまう。謙虚な広い
心で、自分と異なる意見や立場を大切にしようという心情を
育てる。活用編　（39分）

1178 森林から見た日本の気候 21 小、中
森林が気候を総合的に反映し、森林の姿によって気候の違
いが眼でとらえられることを確認した上で、日本についても
森林分布に着目して、気候の特色や区分をとらえる。

1179 ある日突然に 78 中、高
中学一年生の卓也は、ある日突然に…いわれなきいじめを
受け、誰にも言えず彼の心は閉ざされていく。親と子の絆を
通して社会問題の「いじめ」を正面から見つめ直す。

1180 光の正体をさぐってみよう 21 小、中
光は自然界にとって不可欠であると同時に、利用の待たれ
る未知の世界でもある。様々な実験等を通し、光の性質を
探る。

1182 華麗なるフランス騎兵連隊 45 一般
華やかなパリの文化やノルマンディー地方の牧場、などを
描き、フランスの人と馬の文化を背景に騎馬連隊の伝統と
誇りを受け継ぐ男達の姿を紹介する。

1183 地球の歌、まだ聞こえますか 16
小、中、
高、一般

豊かな森、豊かな海、自然の恵を大切にするには環境保護
について考えていかなければなりません。身近な生活にお
けるリサイクルの必要性と実情について解説します。

1186 実験で知るエネルギーの世界 20 高
エネルギーの変換・保存、太陽光・風力発電、燃料電池など
の実験・観察を通して、エネルギーの基礎概念や原理につ
いて解説する。

1187 性と生命の自然史１ 40 一般
動物たちは、より良い遺伝子を残すために、どんな行動を起
こし、どのように進化してきたのか？この章では、性につい
て基本的な事柄を探究します。

1188 性と生命の自然史２ 40 一般
さまざまな雄と雌の生活手段と交尾の形態をみていきます。
高度な知力と統率された社会をもつ動物たちの求愛行動や
子どもはどのようなものでしょうか？

1189 性と生命の自然史３ 40 一般
自然現象が多くの生物の生殖行動に多く影響を与え、オス
とメスはパートナーを見つける為様々な工夫をしています。

1190 性と生命の自然史４ 40 一般
どのようにして精子と卵子は出会うのでしょうか？次世代を
受胎し誕生する過程は、生物によって違いますが、どれも感
動的です。

1191 性と生命の自然史５ 40 一般
子どもは、どのようにして育てられていくのか？　動物の子
育てと、遺伝子を残すための親の行動をみていきます。

1192 性と生命の自然史６ 40 一般
現代人やそれに近い動物の性行為や雌雄のからだの違
い、社会構造などを取り上げ、人間と他の動物たちにとって
性がどのような意味を持っているかを問いかける。
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1193 シンデレラは高校生 30 高、一般
弘前市に住む高校２年生・大場純子さんはプロのファッショ
ンモデル。数々の雑誌のグラビアを飾り、ＣＭにも出演して
いる。そんな彼女のシンデレラストーリーを紹介する。

1194 演劇の舞台へ 30 高、一般
浪岡町・中世の館で舞台芸術の担い手を育成しようと、演
芸ワークショップが開催された。これに参加しようと県内外
から人々の舞台にかける情熱と、上演までの経過を紹介。

1195 パラリンピックへの挑戦 30 高、一般
青森市の中学校で陸上部の顧問をしながら、長野冬季パラ
リンピックへの出場を決めた野沢英二さん。両足がないハン
デを乗り越えた彼の大会へかける情熱を聞く。

1196 氷上の青春 30 高、一般
長野冬季オリンピックから正式種目となる、氷上の格闘技と
いわれる女子アイスホッケーに情熱を注ぐ、八戸市出身の３
人のオリンピック代表選手の様子を紹介。

1197 糸のこが創る故郷 30 高、一般
木造町に住む長内正春さんは看板制作業を営むかたわら、糸
のこで故郷や動物をテーマに創る工芸家でもある。数々の賞を
受賞している。長内さんの創作現場からリポートする。

1198 下北の森の中で 30 高、一般
脇野沢に住む写真家・磯山陸幸さんは、ニホンザルや特別
天然記念物のニホンカモシカの観察をしている。今回は、豊
かな下北の森の中で夢を追う磯山さんの活動を紹介。

1199 津軽塗りに新風を 30 高、一般
４００年の歴史の中で発展してきた津軽塗は生活様式の変
化で需要が縮小した。松山継道さんをはじめとする塗師た
ちの夢そして津軽塗の未来を紹介する。

1200 格闘技に夢を 30 高、一般
弘前市出身のプロレスラー船木誠勝さんは、理想のプロレ
スを求めてプロ格闘技集団「パンクラス」を旗揚げした。そし
て描くさらなる夢とは何かを語る。

1201 ふるさとでメガホンを 30 高、一般
青森市出身の映画監督及川善弘さんは、青森市制１００周
年記念映画「森に抱かれた街で」のメガホンをとっている。
及川さんの映画と故郷とのつながり、夢を語る。

1202 すこやかひろば９７すくすくと 60 一般
食中毒への対応を考える「食中毒にご用心」、予防接種の
正しい知識を解説する「予防接種をどう受ける」、など

1203 すこやかひろば９７いきいきと 60 一般
「お手伝い」の意義を考える。登園拒否の原因や対処を探る
「今日は行きたくない」、善や正義をどう教えるかを考える
「心のしつけ」、など

1204 すこやかひろば９７たくましく 60 一般
育児ストレスの解消法「マタニティー・ブルー」、読書のこつ
やビデオの利用を考える「絵本とビデオ」、知的好奇心への
対処方法「なぜ？どうして？」、など

1205 すこやかひろば９７すてきに 60 一般
豊かな心を育てる「ファミリーキャンプ」、父親の家庭教育を考
える「子育てとお父さん」、親の在り方を検証する「子供は親を
どうみてる」、育児での悩みを解決する「フレッシュママ」

1206 すこやかひろば９７のびのびと 60 一般
今年度のテーマを紹介する「すこやか’９７」、長者山森のお
とぎ会を紹介する「子どもと文化」、子育て情報をどう使うか
「子育て情報を」、など

1207 ふれあいの舞 30 高、一般
東通村、白糠子ども会による能舞発表会の練習、準備、そ
して本番を通して過疎化の進む東通村での［能舞］の伝承、
子供とお年寄り、村民のふれあいの様子を紹介。

1208 北の海の白い十字架 30 高、一般
アメリカの船、チェスボロー号が、太平洋を越えて航海中に
津軽海峡で遭難し、車力村の七里長浜に流された。乗組員
の救助に尽力した当時の村人と乗組員の交流を物語

1209 屯所が生きている 20 高、一般
今では、消火活動の拠点としての役割がうすれ、八戸市民
のいこいの場として活躍している屯所を、昔の消防用具や
消火活動などの様子をまじえて描く。

1210 心のふるさと南部の歴史 30 高、一般
根城南部氏と遠野南部氏を八戸の歴史とともに紹介する。
その歴史の流れをわかり易く、質問形式で制作する。

1211 公民館はみんなの広場 18 一般
公民館の役割や、地域との関わりをレポーターを通して紹
介、十和田市の実例
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1212 学校のまわりの植物 8 小
植物の葉の付き方などの特徴とハコベ、シロツメクサ、ミミナ
グサアカネ、ツユクサ他、１２種類の植物をあげ名前を説明
する。

1213 梅のカヤ人形 11
小、中、
高、一般

カヤやムシロで作られるカヤ人形は、十和田市の西、梅集
落の入口で悪霊の侵入を警戒して立っている。そばもちを
供える「人形立て」の様子を紹介する。

1214 ぼくらの獅子踊り 23 中、高、一般
津軽地方を代表する民族芸能で、青森県の無形文化財とし
て、人々の生活に深くかかわってきた獅子踊りを紹介。

1215
岩木川その流れとはたら
き

17 中、高、一般
津軽の母なる川、岩木川を青森の美しい四季を織りまぜな
がら紹介。

1216 岩木山そのおいたち 16 中、高、一般
活発な火山活動によってできた岩木山の歴史、地層、成り
立ちをわかりやすく説明する。

1217 太宰のふるさと 15 一般
太宰の略歴、生家斜陽館、金木町歴史民俗資料館の紹介
と共に太宰の命日の前後に芦野公園にある文学碑の前で
催される桜桃記の様子を紹介する。

1218 中世の里まちづくり 24 中、高、一般

浪岡町は、歴史のある自分たちの町を「中世の里」と読んで
いる。北畠氏城跡と”中世の館”から中世の時代を紹介し、
浪岡町の歴史にこだわった様々な活動を描く。

1219 伝統玩具/八幡馬/ 30 中、高、一般

八戸市に伝わる「八幡馬」。県南に伝わる代表的な民芸品
である。ただ一人になった手堀職人の大久保直次郎氏を訪
ね、八幡馬の魅力を探る。

1220 北の灯　～大間崎灯台～ 25
小、中、
高、一般

大間崎灯台について、灯台の働きや役割、灯台に勤務して
いる人の暮らしや仕事、街の人々の声などを集めて紹介。

1221 佐井の歌舞伎 20 中、高、一般

下北郡佐井村福浦地区の歌舞伎。その準備や練習風景に
より明治中ごろに伝えられて以来幾多の困難を乗り越え伝
承し続けている。

1222 虫と火祭り 20
小、中、
高、一般

田植えを終えた５月、津軽平野で五所川原を中心に行われ
る虫おくり。悪疫、病虫害から部落、稲を守る守り神として祭
られる虫と共に行われる火祭りの様子を紹介する。

1223
南部小絵馬　秘められた
庶民の祈り

21
小、中、
高、一般

七戸町の見町観音堂と小田子不動堂から発見された南部
小絵馬は独特の様式で描かれている。絵馬が奉納された
時代背景など、南部小絵馬の歴史に迫り、紹介している。

1224 白神に棲む 20 一般
人々の自然資源を利用する文化をはぐくみ、また世界でも
数少なくなった冷温帯の生態系が残る、日本初の世界自然
遺産・白神山地とそこで暮らすマタギについて紹介する。

1225 最北の須恵器 15 一般
現在の陶器のルーツといわれる古代の焼物・須恵器。前田
野目地区で発掘された古窯跡の復元の様子や、歴史から
忽然と姿を消し、今でも数々の謎を残す須恵器を紹介。

1226 いつまでも自然のままに 15 一般
市街地に囲まれ唯一残ったうみねこの繁殖地、八戸の蕪
島。そこに生きるうみねこの産卵や、天敵などの今と昔を紹
介し、自然の美しさ、自然との共存の大切さを訴える。

1227 青森市の石碑 15 一般
二十三夜様や保食神など数多い津軽の民間信仰を郷土史
研究家、戎昭先生が紹介する。

1228 津軽に生きる技 18 一般
津軽地方に古くから伝わる「こぎん刺し」の歴史や伝統的な
紋様。さらには近年の絵画風こぎん刺しを紹介する。

1229 リサイクルは地球を救う 10 小
学校生活から出されるゴミを分類することに気づき、「牛乳
ビンのふた」をリサイクルの観点から見直すことにより、個人
や学級単位でのリサイクル活動の様子を紹介する。

1230 法身物語 18
小、中、

高、一般、
高齢者

鎌倉時代の中期の洞内村法蓮寺の住職法身はどのように
修業し、仏の教えを広め、人々の支えとなっていったのか。
法身禅師の一生をアニメ仕立にして紹介する。

1232
よみがえる十和田市史
天明の大飢餓

7
小、中、

高、一般、
高齢者

平成５年度の全国的な大冷害と、地域に残る天明の大飢餓
の供養搭とを視覚的にむすびつけた子供たちが歴史的な
見地から米の大切さを考える。

1233 未来から来た電子メール 28 高
電子メールの宛先「おじいちゃん、おばあちゃん」は現代の
高校生。地球環境を守るために出来ることを伝えます。
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1235 ふるさとに新しい風が吹く 25
一般、高

齢者

高齢化が進む中、各地の老人クラブは地域の特性を活かし
た観光地ガイドなどのボランティア活動を展開。人々との交
流を深めながら、地域振興に貢献している様子を描く。

1236 悠久の大地を駈ける 47 一般
中央アジアでは、天山山脈からカスピ海に至るまでに壮大
な草原が広がり、東西の文化に影響を受けながらも、独自
の伝統を持つ騎馬遊牧民の生活を紹介。

1237 脳科学への招待 24 高、一般
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
を紹介しながら、脳科学研究の現状と未来を展望します。

1239
みどりと潮騒の詩　夏泊半
島と周辺の四季

20 一般
夏泊半島周辺の海岸などに棲息する生物や渡り鳥などを紹
介し、ホタテ養殖や林業にかかわる研究がすすめられてい
る施設など紹介する。

1240 七つの海のティコ１ 90 幼、小、中
１．シャチをつれた少女冒険者ナナミ　２．カリブの海賊は子
供を狙う　３．大西洋のギャングがやって来る　４．逃げて逃
げて逃げまくれ

1241 七つの海のティコ２ 90 幼、小、中
５．シロナガスクジラに会った日　６．リオは眠らない　７．大
西洋の底　８．ザイール川の沈没船秘宝の謎

1242 七つの海のティコ３ 90 幼、小、中
９．謎の地底湖に浮かぶ希望の舟　１０．ペペロンチーノ号
が陸を走る　１１．プリセス／ナナミエーゲ海の夢　１２．もう
一人のナナミと家族

1243 七つの海のティコ４ 90 幼、小、中
１３．トーマス人生最悪の日　１４．シチリア島のアル婆ちゃ
ん　１５．素晴らしき団結空に舞うナナミ　１６．新しい仲間テ
イコちゃん

1244 七つの海のティコ５ 90 幼、小、中
１７．頑張れジュニア最初の呼吸　１８．シェリルさんついに
婚約　１９．北海油田大パニック海鳥を守れ　２０．ジュニア
はナナミがきらい

1245 七つの海のティコ６ 90 幼、小、中
２１．光る氷山北極海のオーロラ伝説　２２．氷の迷宮埋も
れた時間　２３．さよなら永遠にテイコの死　２４．命を継ぐ海
に響くクジラの死

1246 七つの海のティコ７ 90 幼、小、中
２５．日本へ母さんの思い出を訪ね　２６．母さんに会えた遠
い夏の日　２７．霧の怪談セントエルモの幽霊船　２８．スク
イドボール深海を行く

1247 七つの海のティコ８ 90 幼、小、中
２９．ナナミの冒険チョウの舞う島　３０．永遠の美しさが手に
入る卵　３１．シェリルとスコット無人島の一夜　３１．シーラ
カンスの海へ

1248 七つの海のティコ９ 90 幼、小、中
３３．スコット応答せず　３３．スコット応答せず悪魔の棲む海
３３．帆を上げろ大追跡クジラ

1249 七つの海のティコ１０ 90 幼、小、中
３７．動きはじめた野望南極大陸の城　３８．ヒカリクジラ導き
鉄の城の最後　３９．それぞれの旅立ち・永遠の光の輪

1250 おもいっきり健康法　食 58 一般、高齢者
様々な生活習慣病（成人病）を予防するための食生活や調
理法を解りやすく解説。

1251 おもいっきり健康法　心臓病 52 一般、高齢者 三大心臓病の家庭で出来る発見方法と予防について解説。 

1252 おもいっきり健康法　ツボ 58 一般、高齢者
左手の指をそらすだけで健康になれる。分かりやすい映像
でツボの探しかたから押しかたまで解説。

1254 おもいっきり健康法　救急 44 一般、高齢者

自宅で家族が倒れたとき、けがをした時、病気は火事と同じ
で初期の手当が肝心です。家庭で必要な救急処置を分かり
やすく説明。

1255 おもいっきり健康法　56円ツボ 55 一般、高齢者
硬貨を使った血行障害を緩和し、高血圧、偏頭痛、冷え性
等の不快な症状を解消する簡単で手軽な健康法。

1256 スポーツテーピング２ 40 中、高、一般 手・指・肘へのテーピング

1257 スポーツテーピング３ 40 中、高、一般 膝関節、大腿部、関節部へのテーピング

1258 スポーツテーピング４ 50 中、高、一般 足部、下腿部へのテーピング

1259 四季の星座とその観察１ 20
小、中、
高、一般

星座さがしの準備、場所の決めかた、探しかたのコツ、星座
早見表の使い方などの基礎知識を分かりやすく解説。
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1260 四季の星座とその観察２ 20
小、中、
高、一般

春の星座の探しかたのコツや注意点が分かりやすく理解で
き、春の星座のプロフィールとエピソードまで解説します。

1261 四季の星座とその観察３ 20
小、中、
高、一般

夏の星座の探しかたのコツや注意点が分かりやすく理解で
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。

1262 四季の星座とその観察４ 20
小、中、
高、一般

秋の星座の探しかたのコツや注意点が分かりやすく理解で
きます。アンドロメダ銀河まで分かりやすく説明します。

1263 四季の星座とその観察５ 20
小、中、
高、一般

冬の星座の探しかたのコツや注意点が分かりやすく理解で
きます。オリオン、シリウス、すばる、カーノプス、オリオン大
星雲、カニ星雲、バラ星雲まで説明します。

1264 四季の星座とその観察６ 20
小、中、
高、一般

望遠鏡の種類から特徴、違い。また、組み立てかた、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。

1265
これだけは守りたい家庭
の地震対策

10 一般
いつどこで起こるか分からない地震。その時いる場所に応じて
一番適切な対応をとることが大切です。家庭で地震を感じたと
き、最適な行動がとれるための日常対策を示します。

1266 他人の子を叱る 29 一般
現代社会において今、他人の子どもを叱るには大変な勇気
がいる。良かれと思って叱っても、そのあとのわずらわしさを
考えると二の足を踏んでしまう。

1267 素敵なお母さん 20 一般
子どものしつけは親がゆとりと創意工夫、アイディアを持っ
て接すると、子どもの心をとらえ相乗効果を発揮します。

1268 大気中の水のふるまい 22 中、高、一般
空気中の水蒸気、雲、雨、霧等天気の変化の主役を演じて
いる水の変化と大気中の水の循環について説明。

1269 雨や雪のできかた 20 中、高、一般
雨や雪のできかた等、雲の中で何が起こっているか、気象
現象の面白さを探求します。

1270 環境にやさしい暮らしの工夫 19 一般
生活排水による水質汚染、多様化したゴミによる環境への
影響を描きながら、ゴミを減らす工夫やリサイクルに触れ、
地球に優しい暮らし方を示します。

1271 化石と地そう 19 小、中
地層の様子やそこに含まれている化石を描いて、化石の出
来かたや当時の様子と現在の様子を比べます。

1272 流れる水の働き 21 小
校庭や造成地、実際の川に出掛けて流れの速さや勢いを
体験させながら流れる水の働きを理解させます。

1273 イギリスの産業革命 20 中、高
繊維工業に始まり重工業や交通の飛躍的発展をもたらした
産業革命の全体像を、イギリス各地に残る遺跡、遺物を中
心に描き、それらがもたらした歴史的影響を考えます。

1274 北前舟と江戸時代の交通 20 中、高
江戸時代の交通はどの様にして発達していったかを北前舟
を中心に描きます。

1275 農民と町民の力 23 中、高
江戸時代の新田開発、農業技術の改良、産業・交通の発展
から商品経済による、町人の力の台頭と町人文化が生まれ
た様子を描きます。

1276
母なる森　－ブナ帯の自
然と文化－

32 中、高、一般

ブナの森が緑のダムと言われる秘密を探り、今、こうした重
要な財産が危険にさらされていること、自然保護の大切さを
訴えます。

1277 冬道の安全運転 19 一般
雪道やアイスバーンを安全に走行する為に、スタットレスタ
イヤをつけた自動車を使い、安全走行のためのチェックポイ
ントを示す。

1278
安全運転のチェックポイン
ト

28 一般
路上に潜む危険と事故を起こさないためのチェックポイント
を理解しやすい映像で示します。

1279 自然とのふれあい 21
小、中、
高、一般

信州高遠少年自然の家の自然環境と東京近郊の環境を比
較し、親子での自然観察や身近な自然にも積極的に触合う
ことを描き、自然環境の大切さと生活の在り方を考える。

1281 しらんぷり 21 小、中
いじめに合っている友だちを助けてやらないのは、自分がい
じめに参加していることと同じであることを伝えます。
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1282 万引きはダメッ！ 21 小、中

「万引き」が「犯罪」であることを子どもたちに認識させ、社会
のルールを守る大切さを訴えると同時に、周りの大人が非
行の小さな芽に気づき、きちんと対応していかねばならない
ことも示します。

1283 はだしのゲン 90
小、中、
高、一般

ゲン一家は、原爆投下により、父、姉、弟が死んでしまう。残
された母と共に、原爆によって受けた苦しみに負けず、力強
く生きていく姿から、平和の尊さを訴えるアニメ映画。

1284 はだしのゲン２ 90
小、中、
高、一般

小学校４年生になったゲンは原爆症で母親が死に原爆孤児に
なってしまう。廃墟の広島で悲しみや苦しみを乗り越え、明るく
生きていく。原爆の恐怖と平和への願いを訴える。

1285 生徒の心をつかみたい１ 36 一般、教師
いま生徒の中には自分の心をうまく表現できず、心とは正
反対の表現や言動になってしまう生徒がいる。様々な学校
の取り組みを例に考えていく。

1286 生徒の心をつかみたい２ 41 一般、教師
年々増加する不登校児、何事も起こっていない時の指導の
大切さと不登校児への援助の方法を解説。現在のいじめの
構図といじめをなくすための教師たちの努力を紹介。

1287 生徒の心をつかみたい３ 33 一般、教師
忙しく、多くの悩みをかかえる教師たちの現状を取り上げ、
現代の教育の難しさを考えていく。教師のストレスと自己成
長について解説していく。

1288 親がかわれば子もかわる 26 一般
子どもが発信するシグナルと我慢する心を育てることの大
切さを示します。

1289 蛍の舞う街で 42 中、高、一般
蛍の舞う街に住む２つの家族を描き、日常生活の中における
差別や偏見、家族の絆などについてとらえているアニメ作品。

1290 君の未来をひらくために 20 中
中学生の誰でもが直面する進路問題。それは自分自身の
夢や希望を切り開くことです。それは自身を生かすことが大
事です。

1291 沖縄列島 30 一般
日本に返還される前の沖縄を東陽一監督の独特の視点か
ら描く。

1292 やさしいにっぽん人 58 一般 １９７０年代の日本人を時代の雰囲気とともに見事に描く。

1293 絵の中のぼくの村 114 一般
絵本作家・田島征三の少年時代を綴った同名の自伝的エッ
セイを映画化。戦後間もない昭和23年の高知の田舎を舞台
に、やんちゃな毎日を送る双子の兄弟を描く。

1294 免田栄・獄中の生 88 一般
映画の主人公は、死刑確定者で初めて再審無罪となり、冤
罪をはらした免田栄さん。その間実に34年6ヶ月。獄中体験
の記録。人が人を裁くことの意味を問う。

1295 あらかわ 80 一般
源流から東京湾までの水系１６９ＫＭにおよぶ荒川の水路を
巡りながら、現在的な川の様子と水問題を克明にルポター
ジュする。

1296 ふれあうまち 55 一般
墨田区向島の豊かな街づくりと、ドイツ・ハンブルク市との国際
交流を描いた記録映画。開発が進み無気質な大都会になりつ
つある東京で、人の温もりを失わない街づくりを目指す向島。

1297 鯨捕りの海 85 一般
日本の沿岸で続けられている沿岸小型捕鯨を中心に、北太
平洋でのミンク鯨の捕獲調査やノルウェーの捕鯨を取材、6
カ月にわたって捕鯨の現場を撮影した記録映画。

1298 しがらきから吹いてくる風 91 一般
窯業の里としてしられる信楽町で、ちえおくれと呼ばれる人
たちのおおらかに働きながら生きる姿がある。

1299 米百俵 98 一般
明治初期、長岡藩は戊辰戦争に敗れ、苦しみにあえいでい
ました。小林虎三郎は人間形成こそが大事だとして、救援
米「米百俵」をあえて換金し学校設立へ投じました。

1300 せんぼんまつばら 90
小、中、
高、一般

江戸時代の宝暦治水を少年の視点から描き、自然と共に生
きることの意味、治水事業の大切さを描いたアニメ作品。

1301 がんばれまあちゃん 48
小、中、
高、一般

生まれたときから耳が聞こえなくて話もできない5歳のまあ
ちゃんが、色々な障害にぶつかりながら温かな家族に見守
られて成長していく姿を、姉・かよの目を通して描く。
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1302 ピピとべないホタル 90
小、中、
高、一般

自然の中で懸命に生きる一匹のホタルの姿を通して、子供
の心情や立場の理解を促すアニメ作品。主人公・ピピは、生
まれつき羽が縮れて飛べないでいため、他のホタルたちか
ら仲間はずれにされて悲しい思いを抱く。

1303～
1314 三国演技第2部　１１～２２ 90 一般 天駆ける凶馬・的虜～馬超対許ちょ、裸の一騎打ち

1315 片足の鉄人 99
小、中、
高、一般

鉄人レースと言われるトライアスロン、この過酷なレースに
義足でアタックする一人の青年、そしてこれを支える技術者
がいた。二年半にわたるさわやかな挑戦の記録。

1316
症状からわかる成人病
①肥満は万病のもと？

20 一般、高齢者

症状から考えることを基本に、なぜその症状が出るのか？
放っておくとどうなるのか？予防法は何か？の３点を柱に構
成。専門医の話と、様々な映像でわかりやすく解説。

1317
症状からわかる成人病
②高血圧はなぜ怖い？

20 一般、高齢者
知っているようで、あまり知られて高血圧の仕組みやタイ
プ、動脈硬化との関係など

1318
症状からわかる成人病
③ボケは予防できるか？

20 一般、高齢者 ボケの予防方法について

1319
症状からわかる成人病
④心臓が不安になるとき

20 一般、高齢者 心臓病とは、心臓の働き、不整脈が出たとき他

1320
症状からわかる成人病
⑤無症状の怖さ－糖尿病

20 一般、高齢者 糖尿病の予防と対策

1321 ヒーリングビデオ１ 27 一般
美しくゆったりとした自然の風景と心静かにさせる音楽・川のせ
せらぎ・木々をゆらす風のささやきが、深い休息感をもたらし本
来の心の健康状態を取り戻す。（森の流れと精霊たち）

1322 ヒーリングビデオ２ 21 一般 （アメリカの大自然の風）

1323 ヒーリングビデオ３ 28 一般 （湿原とさんごしょうの詞）

1324 ＰＮＦトレーニング１ 30 中、高、一般
競技力・柔軟性の向上と、障害の予防に驚異的な効果を表
すスポーツＰＮＦ（基礎編）

1325 ＰＮＦトレーニング２ 30 中、高、一般
競技力・柔軟性の向上と、障害の予防に驚異的な効果を表
すスポーツＰＮＦ（ストレッチング編）

1326 ＰＮＦトレーニング３ 30 中、高、一般
競技力・柔軟性の向上と、障害の予防に驚異的な効果を表
すスポーツＰＮＦ（トレーニング編）

1327 スーパーマリオの消防隊 10 幼、小
ファミコンですっかり子どもたちに人気のスーパーマリオブラ
ザーズに登場してもらい、 火遊びの怖さや、 防災の大切さ
を子どもたちと一緒に考えます。

1329
少子化の中で大人たちは
今Ⅰ「わが家族の肖像」

30 一般
「家庭づくりや家庭教育とは何か」を考える。共稼ぎ夫婦の
子育てに時間的余裕が無い家庭での、祖父の来訪をきっか
けに家族の絆と本来のあるべき姿を考える。

1330
少子化の中で大人たちは
今Ⅱ「親子徹底トークＤＥ
ナットーク」

30 一般
親子が語る本音のトーク。青森市立原別小学校５・６年生の
親子が普段言えずにいる「親から子へ」、「子から親へ」の本
音を直接交換しあいます。

1331
少子化の中で大人たちは
今Ⅲ「子育て新世紀」

30 一般
共稼ぎ・少子化の中で子供をあずける保育園や児童クラブ
の紹介をし、その役割について考える。また、子供をあずけ
て仕事をしている母親とのインタビューで考える。

1333 「１」を決めるために！？ 33 小、中
いつも私達が使っている単位は、どうやって決めたのだろ
う。単位の成り立ち、国際的な統一の歩みを解説。

1335 日本の税の歴史 20 小、中
日本の歴史の中で、発展してきた税のしくみをアニメーショ
ンでやさしく解説する。

1336
「惑星アトン２」　～パルポ
ノスの塔～

23 小、中
主人公の少年が惑星アトンに行き、地球と違う税金の集め
方に驚き、改めて「税のありかた」について考えていく。

1337 友情　Ｆｒｉｅｎｄｓｈｉｐ 103 中、高、一般

１４歳の白血病と闘う少女「あゆみ」と、娘へ探り愛を注ぐ父
と母、クラスメート全員が丸坊主になり少女を励ます姿を描
く。（実話をもとにした物語。三船美佳を主演）
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1338 しのびよる性感染症 21 中、高、一般

急速に広がり続ける性感染症。ここでは、クラミジア感染症・
エイズを中心にその実態と恐怖を解説し、その予防と防止
を訴える。

1339 少年犯罪と親の責任 25 中、高、一般
ひったくりをした中学２年生の「徹」の行動をとおして、家庭のあ
り方・大人の関わり方等「被害者や社会に対する当人と親の責
任」そして「子の将来に対する親の責任」などを考える。

1340 薬物に奪われた青春 22 中、高、一般

事例１「様々な薬物を経験して」、事例２「シンナー乱用の恐
怖」、事例３「親子の絆と薬物依存」の体験談を通し、薬物依
存の恐怖と回復に向けた努力をリアルに伝える。

1341 病気にならない体をつくる 14 小
大野渉（１０歳）の父が生活習慣病で入院したのをきっかけ
に、渉も生活習慣病の予備軍なのだといわれて大野一家は
びっくりし、渉は自分の生活を記録してみることにした。

1342 誕生日プレゼント 21 小
浩（小５）は明日が誕生日。高価なゲームソフトをプレゼントに
期待していたが、「マザーテレサ」と書かれた一冊の本だった。
すねる浩だったが…。「本当に大事なことって何だろう？」

1343 ワシントンポスト・マーチ 40 中、高、一般

生まれた時の病気から脳性マヒになった主人公「剛」が、姉
「千恵」の結婚式出席をめぐり親戚による差別という厳しい
現実に直面しながらも、明るく前向きに生きる姿を描く。

1344 親子で学ぼう 20 小、一般
家族でのゲーム、鳥類観察、植物観察、デイキャンプ、家族
新聞つくりなど親子でふれあいながら一緒に楽しみ、学びあ
う大切さを事例を上げながら考える。

1345 はれときどきぶたの交通安全 15 幼、小
テレビアニメで人気の「則安」君とその仲間たちが登場す
る。「則安」の日記を「おにぎり山」が見つけ婦警さんの交通
ルールクイズに答えながら「則安」君の家をめざすが…。

1346 アルコール 13 小、中、高
お酒の広告、飲むとどうなる、なぜ「酔う」のか、「急性アル
コール中毒」、慢性的な影響、依存症、法律とルールに分け
てやさしく解説し、未成年者の飲酒の害を説明。

1347
～
1358

西遊記 90
小、中、
高、一般

おなじみの三蔵法師、孫悟空、達が経文をとりに行く天竺ま
での長い道中で、妖怪・動物の化身・観音さま・お釈迦さま
などが登場する大活劇。（全２５話）（字幕スーパー） 　第１
話　石猿誕生　第２話　馬役人「悟空」 　２５話　最後の災難
まで

1359 宇宙への招待　太陽が地球をのむ 50
小、中、
高、一般

地球をのみこむほど大きな「黒点」、アーチを描く巨大な「プ
ロミネンス」など、太陽観測衛生「ソーホー」が捉えた貴重な
映像で解説する。

1360 宇宙への招待　土星に大接近 50
小、中、
高、一般

火星探査機「マーズパスファインダー」、土星探査機「ガリレ
オ」、そして２００４年の土星到着を目指す「カッシーニ」。
数々の惑星探査機から届いた最新のデータと、シミュレー
ションＣＧなど迫力ある映像で解説する。

1361 宇宙への招待　人類宇宙に住む 50
小、中、
高、一般

人類の次の夢は「宇宙生活」だ。世界各国が協力して進め
ている「国際宇宙ステーション」計画のシミュレーション映像
など、壮大な宇宙開発プロジェクトを紹介する。

1362 宇宙への招待　宇宙の謎大解明 50
小、中、
高、一般

現在、電波・Ｘ線・放射線やガンマ線などを利用した天文台
が絶えず宇宙を観測している。最新の観測状況を「各項目
に分けて紹介する。

1363 宇宙への招待　誕生と死の物語 50
小、中、
高、一般

宇宙の始まり「ビッグバン」、宇宙の終わり「ビッグクラン
チ」、見えない宇宙の暗黒物質「ダークマター」など、現在も
未解明の謎に貴重な映像などで迫る。

1364 まんが日本昔ばなし２６ 50 幼、小、一般
「かぐまのちから石」、「白狐の湯」、「念仏天狗」、「猫檀家」
の４話を収録。

1365 まんが日本昔ばなし２７ 50 幼、小、一般
「かじ屋のばばあ」、「百合若大臣」、「大蔵と天狗どん」、「蛸
薬師」の４話を収録。

1366 まんが日本昔ばなし２８ 50 幼、小、一般
「梨山の大蛇」、「念仏の鼻」、「へび女房」、「幽霊船」の４話
を収録。

1367 まんが日本昔ばなし２９ 50 幼、小、一般
「雷と悪者」、「安珍清姫」、「かみそり狐」、「佐吉船」の４話
を収録。
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1368 まんが日本昔ばなし３０ 50 幼、小、一般
「はなたれ小僧さま」、「山伏石」、「木仏長者」、「夢地蔵」の
４話を収録。

1369 １４ひきのかぼちゃ 22 幼、小
かぼちゃの種、「いのちの粒だよ」とおじいさん、やがて芽が
でて、花が咲き、そして嵐が…。どてっと笑った「かぼちゃ」。

1370 １４ひきのおつきみ 22 幼、小
今夜は晴れ。木の上に「おつきみ台」をつくった１４ひき。真っ赤
な夕日が沈み、いよいよ待ちに待った「おつきみ」です。

1371 １４ひきのやまいも 22 幼、小
森の秋は実りの秋。「やまいも掘り」にでかけよう。みんなで
掘った「やまいも」で、おいしいおいしい夕ごはん。

1372 １４ひきのあきまつり 22 幼、小
秋の森で「かくれんぼ」。おやおや「ろっくん」が見つからない
…。「せいや！」「せいや！」出会って見たのは「ゆかいな森
の秋まつり」

1373 １４ひきのさむいふゆ 22 幼、小
風が鳴って雪が舞う「さむいふゆ」。あたたかい部屋で手作
りの「そり」、ゲームにおまんじゅう。

1374 １４ひきのあさごはん 22 幼、小
おはよう、おはよう森の朝。「のいちご」つみに出かけよう。
「どんぐりパン」に「スープ」に「ジャム」。みんなでつくった「あ
さごはん」。

1375 １４ひきのせんたく 22 幼、小
森じゅうに夏のひざしがさしこんだ。みんなで「せんたく」にで
かけよう。ジャブジャブ、ベッタン、グッシュグッシュ。むくむく
と大きくなってる入道雲。

1376 １４ひきのひっこし 22 幼、小
森の奥をめざして出発だ。はやく見つかれ「新しい家」。やっ
と見つけたすてきな「根っこ」。ちからを合わせて「家づくり」。

1377 １４ひきのこもりうた 22 幼、小
森の奥をめざして出発だ。はやく見つかれ「新しい家」。やっ
と見つけたすてきな「根っこ」。ちからを合わせて「家づくり」。

1378 １４ひきのぴくにっく 22 幼、小
きょうはなんていい天気。春の野原に出かけよう。おにぎり
持って、水筒持って。たのしい、たのしいピクニック。

1379 長くつ下のピッピ 77 小、中
赤毛のおさげに左右色違いの長靴下。とっても元気でいた
ずら好きの女の子。船が嵐に遭い父と離れ離れになった
ピッピはおんぼろ洋館で一人暮しをすることに…。

1380 いじめ１４歳のメッセージ 25 中

ある中学校の昼休みの教室。彗佳はふらふらと窓のほうへ
向かう。宙に舞う彗佳の体。「ああ、これでやっと地獄から解
放される…祈りながら眠る日々は…もう、おしまい…」彗佳
はこうつぶやきながら落ちていく。

1381 いじめを考える対処と心のケア 30 中、高、一般

いじめの心理的メカニズムを解説、「いじめない」・「いじめら
れない」ために子どもの自我を育てる授業の進め方を紹介
し、その上で「いじめ」への対処の基本と心のケアのあり方
をアドバイスしています。

1382 いじめを考えるひとりじゃないんだ 30 中、高、一般

中２の「神山　翼」は同級生から執拗ないじめに遭うが、周囲に
助けを求めることができない。カウンセラーらとの交流の中か
ら、次第に柔軟な自我を培い、「いじめといかに付き合っていく
か」を学び始める。

1383 染井家の火の用心 16 小、中
染井家を舞台に火遊び、たばこ、放火、天ぷら油火災、危険
物、たき火、電気器具、初期消火、訓練などの各ポイントに
ついてやさしく解説しています。

1384
僕はあの日を忘れない
～阪神・淡路大震災に学
ぶ

24 小、中
阪神淡路大震災を教訓に、地震の恐ろしさ、悲しさを身近に
します。そして、そこから備えの必要性と大切さを導きだして
ゆきます。地震は必ずやってきます。

1385 冬休みだ、全員集合 18 小、中
冬休みが間近になったある日、冬野家では家族会議が。昔
マジシャンだったおじいさんは人を喜ばしたり、驚かしたりす
るのが大好き。どんな家族会議になるのやら…。

1386
風と大地と梨の木と　～老
いのいきさき～

54 一般、高齢者

夜もふけた牧原家に１人の女性（志津）がツネを訪ねてきた。
夫の横暴な振る舞いに出て来たと言う。困惑する牧原家を軸に
人としての尊厳を守り、他を認めることの大切さを訴える。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

1387
孤立していませんか？　あ
なたの子育て

26 一般
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
の子育て支援の活動事例を紹介する。

1388 人生楽しく、生涯現役 31 一般、高齢者

「地域と共に喜びを」、「いきいきと青春」、「夢はかなえるも
の」の３部に分け、３人の輝いているシニアを通じ、セカンド
ライフを楽しむ心構えを考える。

1389 ゴミは宝の山①　鉄＆生ゴミ 20
小、中、
高、一般

リサイクル博士と男女２人の子どもが演出し、ドラマ仕立て
で「ゴミからリサイクル」へと現場を見ながらやさしく解説。

1390 ゴミは宝の山②　あき缶＆紙 20
小、中、
高、一般

空き缶はなぜ鉄とアルミに分けるのか、又、紙のリサイクル
の苦労と必要性をわかりやすく解説。

1391 ゴミは宝の山③　ビン＆ドラム缶 20
小、中、
高、一般

ガラス・ビンの色別リサイクルの現状と課題そして、ビール
ビンやドラム缶のリターナブルリサイクル（現物再利用）な
ど、今後のリサイクルシステムのあり方を考える。

1392
どんぐり森へ　～ひとりに
ひとつのたからもの

15 幼、小
保育園に通う「タッくん」が病気の「たまご」を助けるために
「どんぐり森」に入った途端、タッくんの体だけが小さくなって
しまう。

1393 いのち輝く灯 48 中、高、一般

古賀奈津子は２５才のツアーコンダクター。突然の事故で下半
身不随の重症に遭う。もう歩けないと知って自暴自棄になる奈
津子と奈津子の恋人赤沼雅人そして盲目の老人水江昭吉との
関わりの中で強く生き抜こうと決意するまでを描く。

1395 おはようの一言で 18 小、中
主人公「憲二」たちのグループは転校生義夫のおかげでギ
クシャクと班活動がうまくいかない。小さい頃、転校が多かっ
た憲二の父の体験談を聞いた憲二は翌朝…。

1396 ありがとう 20 小
りえと留美は友達同士。ある日、りえは自分のわがままから
留美と絶交してしまう。孤立して元気をなくしたりえに２人が
よく行く駄菓子屋のおばあさんは…

1397
学校ビオトープ（入門）　第１
巻　よびもどそう地域の自然

20 小、中
①ビオトープとは　②緑化とビオトープの違い　③生き物観
察　④活用方法　⑤地域への広がり

1398
学校ビオトープ（実践）　第２
巻　つくろう学ぼう自然の教室

20 小、中
①場所選び　②設計図づくり　③準備するもの　④池をつく
る　⑤水草と生き物　⑥観察・維持管理

1399 健康な心とからだ～たばこ～ 14 小、中、高
①町の中のたばこ　②「ニコチン」の害　③「タール」の害　④
「一酸化炭素」の害　⑤タバコの依存性　⑥他人を巻き込む「副
流煙」⑦法律とルール⑧もし…。の順でその害を解説。

1400 少年犯罪その罪と罰 20 中、高、一般
再現ドラマを通して、「万引き」「いじめ」「援助交際」「傷害事
件」などについて中学生が本音で語ります。

1401
日経こども経済教室 　ぼく
の、わたしのおこずかい

15 小、中
「銭ばあさん」が登場、子どもたちが自分で考えるように誘
導。子どもたちが取材と質問をしながら学んでいく。

1402
何だろう？自分らしい生き
方って

17 中、高
「男女の役割の逆転」を導入するなど、男女平等という問題
を、自分自身の問題として具体的に考えることができるよう
に作られています。 ミニドラマ作品。

1403 体験から学ぶ心のふれあい 19 中、高
ほんの５センチの段差が車椅子では簡単に上がることがで
きない。ある中学校の生徒たちが老人ホームを訪れ、車椅
子に乗ってみる不便がたくさんあることを実感する。

1404 源吉じいさんと子ぎつね 18 幼、小
一人暮らしのおじいさんと、柿の実が食べたいばかりにその
孫に化けた子ぎつね。楽しさと感情あふれる世界を通じて
二人の出会いと別れを描く。

1405 サンタさんは大いそがし 12 幼、小
遠い遠い、ある国の深い森の中。大忙しで働くサンタさんと
森の妖精たち。世界中の子どもたちにプレゼントを配った
後、次のクリスマスまで大忙しの一年を送ります。

1406 高校生のインターンシップ 21 高
成田西陵高校の生産流通科の生徒たちがデパートやスー
パーなどで実習に取り組み、体験を語る。他

1407
高校生のボランティア学習
マニュアル

20 高
成田西陵高校の生産流通科の生徒たちがデパートやスー
パーなどで実習に取り組み、体験を語る。他
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1408 中国大陸侵略 30 中、高、一般

日清戦争（１８９４～９５）、日露戦争（１９０４～０５）、日韓併
合（１９１０）、第１次世界大戦（１９１４）、満州事変（１９３１）、
日中戦争（１９３７）、太平洋戦争（１９４１）の各項目別にそ
の史実を解説。

1409
プロジェクトＸ　巨大台風か
ら日本を守れ

43
小、中、
高、一般

昭和３９年８月１５日、日本列島を台風から守るため、標高３，７
００メートルという富士山頂への史上例のない「巨大レーダー高
地建設」のため命と情熱を傾けた男たちの記録。

1410
プロジェクトＸ　窓際族が世
界規格を作った

43
小、中、
高、一般

昭和４５年、当時業界８位だった日本ビクターの３人の窓際
族が、６年の歳月をかけＶＨＳを世界規格に押し上げていっ
た「ＶＨＳ規格ビデオ開発プロジェクト」の執念を追う。

1411
プロジェクトＸ　友の死を越
えて

43
小、中、
高、一般

複雑な地層を掘り進む海底掘削工事は想像を絶する出水と
の戦いであった。青函トンネルに人生を賭けたトンネルマン
たちの苦闘と情熱を描く。

1412
プロジェクトＸ　ガンを探し
出せ

43
小、中、
高、一般

敗戦間もない昭和２４年宇治達郎氏は、胃ガン早期発見の
ため、わずか１２ミリの胃カメラ開発を思いつく。斬新な発想
と町工場との連携を武器に男たちの情熱を伝える。

1413
プロジェクトＸ　世界を驚か
せた一台の車

43
小、中、
高、一般

昭和４４年、会社存亡の危機に立っていたホンダがアメリカ
の排ガス規制法「マスキー法」を世界で初めてクリアした「Ｃ
ＶＣＣエンジン」を誕生させるまでの挑戦を描く。

1414
プロジェクトＸ　執念が生ん
だ新幹線

43
小、中、
高、一般

昭和３５年５月、１枚の講演会広告から新幹線開発が進む。
昭和３８年、新幹線は世界最高の時速２５６ｋｍを記録し世
界を驚かせた。同時に欧米の鉄道界をも変えていく。

1415
プロジェクトＸ　海底ロマ
ン！深海6500mへの挑戦

43
小、中、
高、一般

昭和３５年、「深海調査プロジェクト」は神戸の造船所の片隅
から始まった。６５０気圧の未知の極限世界調査への２５年
におよぶ技術者たちの夢と挑戦を描く。

1416
プロジェクトＸ　厳冬黒四ダ
ムに挑む

43
小、中、
高、一般

延べ投入人員１千万人、秘境・黒部渓谷に資材運搬、ブル
トーザ輸送。氷点下２０℃での作業など７年間におよぶ技術
者たちの挑戦と苦闘を描く。

1417
プロジェクトＸ　翼はよみが
えった1

43
小、中、
高、一般

敗戦により途絶えた日本の航空機技術。その復活を賭け、
昭和３２年に「輸送機設計研究協会（輸研）」が産声を上げ、
ハッタリまじりの完成模型を作り上げて政府予算を獲得して
いく昭和３２年までを描く。

1418
プロジェクトＸ　翼はよみが
えった2

43
小、中、
高、一般

政府予算を獲得し、本格的な設計に入った「ＹＳ１１」。改良
を重ね、昭和４０年就航するまでの挫折と苦闘を描く。

1419
敦煌　１．莫高窟～絢爛た
る壁画の世界～前編

50
小、中、
高、一般

古代シルクロード交易の影響を今に伝える、世界遺産「敦
煌莫高窟」の石窟に描かれている壁画の中で、唐時代以前
のものを中心に紹介。

1420
敦煌　２．莫高窟～絢爛た
る壁画の世界～後編

50
小、中、
高、一般

砂漠の大画廊といわれる「敦煌莫高窟」。インドや遠くは西
洋からの影響を色濃く伝える美しい壁画の中で、唐時代以
降のものを紹介。

1421
敦煌　３．オアシス街道へ
の道

50
小、中、
高、一般

長安から西へおよそ１５００Ｋｍ西域への玄関口である敦
煌。敦煌、トルファン、カシュガルの３つの都市を訪れ、シル
クロード交易のロマンを伝える。

1422 敦煌　４．西域への旅前編 50
小、中、
高、一般

西域は２０００年以上もの間多くの民族が行き交い、また数
多くの王朝が興亡を繰り返した。ウイグル族の宴やトルファ
ンのバザールなど現存する遺跡と人々の生活を紹介。

1423 敦煌　５．西域への旅後編 50
小、中、
高、一般

玄奘三蔵はインド、マルコポーロは憧れを抱いた地域。本編
はタクラマカン砂漠からパキスタン国境までの厳しい自然と
人々の生活、そして今も行き交う旅商人の姿を紹介。

1424 平成の記録年鑑　平成元年 47 中、高、一般

昭和天皇崩御、昭和から平成へ。消費税スタート、嫌煙権
運動、リクルート事件、天安門事件、美空ひばりさん死去、
ベルリンの壁崩壊、サンフランシスコ大地震　ほか

1425
平成の記録年鑑　平成２
年

45 中、高、一般

夕張炭鉱閉山、花の万国博覧会、ペルー大統領に日系フジ
モリ氏当選、礼宮さまご結婚、イラク軍クウエートへ侵攻、パ
ソコン時代到来、東西ドイツの統一　ほか
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1426
平成の記録年鑑　平成３
年

45 中、高、一般

湾岸戦争、美浜原子力発電所で事故、立太子の礼、牛肉・
オレンジ輸入自由化、東京都新庁舎完成、ラジブ・ガンジー
元首相（インド）暗殺　ほか

1427
平成の記録年鑑　平成４
年

45 中、高、一般

米ブッシュ大統領来日、フジモリ大統領（ペルー）来日、日本
医師会が尊厳死を認める、金丸自民党副総裁狙撃される、
カラオケ、ＰＫＯ法案成立、ほか

1428
平成の記録年鑑　平成５
年

46 中、高、一般

ＥＣ統一市場スタート、クリントン氏米大統領に就任、偏差値
の廃止、金丸元自民党副総裁逮捕、偽一万円札、貿易黒
字過去最高、Ｊリーグ開幕、東京サミット開催　ほか

1429
平成の記録年鑑　平成６
年

44 中、高、一般

最高裁に初の女性判事、ロサンゼルス大地震、Ｈ２ロケット
打上げ、コメ騒動とコメの輸入、ルワンダ難民２００万人、細
川首相退陣、中華航空機墜落、　ほか

1430
平成の記録年鑑　平成７
年

47 中、高、一般

阪神淡路大震災、純国産ロケット打ち上げ成功、米連邦政
府ビル爆破される、オウム真理教・麻原教祖逮捕、全日空
機ハイジャック事件、戦後５０年　ほか

1431
平成の記録年鑑　平成８
年

47 中、高、一般

村山首相退陣、橋本内閣誕生、北海道豊浜トンネル崩壊事
故、薬害エイズ問題、水俣病裁判闘争終結、猛威を振るう
「Ｏ－１５７」、アトランタオリンピック、　ほか

1432
平成の記録年鑑　平成９
年

47 中、高、一般

ロシアタンカー事故、新卒大学生の就職協定廃止、消費税
５％に、ペルー日本大使人質事件武力解決、臓器移植法成
立、香港が中国へ返還、介護保険法成立　ほか

1433
楽しいムーミン一家41　水
の妖精

49 幼、小 ５３話「水の妖精」、５４話「ミムラに贈り物」の２話収録。

1434
楽しいムーミン一家42　旅
に出たママ

49 幼、小 ５５話「寂しそうなパパ」、５６話「旅に出たママ」の２話収録。

1435
楽しいムーミン一家43
ムーミン谷のコンテスト

49 幼、小
５７話「フローレンの子育て」、５８話「ムーミン谷のコンテス
ト」の２話収録。

1436
楽しいムーミン一家44　パ
パの思い出

49 幼、小 ５９話「パパの思い出」、６０話「ミイのいたずら」の２話収録。

1437
楽しいムーミン一家45　魔
法の言葉

49 幼、小
６１話「ムーミンは天才占い師」、６２話「魔法の言葉」の２話
収録。

1438
楽しいムーミン一家46
オーケストラ号の冒険

49 幼、小
６３話「オーケストラ号の冒険」、６４話「巣立ちの日」の２話
収録。

1439
楽しいムーミン一家47
ムーミン谷の吸血鬼

49 幼、小
６５話「ムーミンの秘密」、６６話「ムーミン谷の吸血鬼」の２
話収録。

1440
楽しいムーミン一家48　マ
マとの運命の出会い

49 幼、小
６７話「壊れたパパの大事な椅子」、６８話「ママとの運命の
出会い」の２話収録。

1441
楽しいムーミン一家49　お
魚パーティーで仲直り

49 幼、小
６９話「伝説の不死鳥の危機」、７０話「お魚パーティーで仲
直り」の２話収録。

1442
楽しいムーミン一家50
ムーミンとイルカの友情

49 幼、小
７１話「光るキノコの正体」、７２話「ムーミンとイルカの友情」
の２話収録。

1443
楽しいムーミン一家51　歌
う花のプレゼント

49 幼、小
７３話「ムーミン探検隊」、７４話「歌う花のプレゼント」の２話
収録。

1444
楽しいムーミン一家52
ムーミンのすてきな夢

49 幼、小
７５話「ムーミンのすてきな夢」、７６話「こわれたおうち」の２
話収録。

1445
楽しいムーミン一家53
ムーミン大空へ

49 幼、小
７７話「完成！空飛ぶ船」、７８「話「ムーミン大空へ」の２話
収録。

1446 おじゃる丸の交通安全 15 幼、小
主人公カズマが本田先生と出会い、早速横断歩道の渡り方
など、交通ルールの指導が始まる内容。

1447 小学生の交通安全 20 幼、小
ある学校の小学校４年生が自分たちの手で、どんな道路が
危険かわかるよう「危険マップ」を作ることに。車道への飛び
出し、交差点の渡り方など、色々な危険を発見する。

1448
みーちゃんとゆうすけの交
通安全

15 幼、小
小学校２年生のみーちゃんと５歳のゆうすけがお母さんと実
際に町を歩きながら、道路でやってはいけない危険なこと
や、交通ルールをまもる大切さを学んでいく。
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1449
ズッコケ三人組の自転車
の安全教室

20 小
自転車の乗り方の知識もろくにない三人組が、学級委員の
圭子から指導を受け、交通事故防止のための安全な自転
車の乗り方を学び、下級生たちに指導していく。

1450 毎日通る道だけど 25
一般、高

齢者

毒蝮三太夫、犬塚弘が登場。ユーモラスな会話を折り混
ぜ、高齢者の自転車事故の特徴を捉えながら、交通事故の
ポイントを分かり易くドラマ化。

1451 親と子の対話 29 中、高、一般
思春期の子どもに、「どうあろうとお前を愛している。」という親
のメッセージを伝え、この時期を一緒に乗り越える努力と、時に
は親が柔軟性を持つことが大切である事を訴えます。

1452 るるるのるール 16 幼、小
箱庭的「森の環境」を舞台に、ゴミの不法投棄によって巻き
起こる森の騒動を通して、人間のエゴとゴミ、モラルとエコロ
ジーについて考えます。

1453 赤いカーネーション 10 幼、小
イギリスでの物語を描くアニメ作品。５月第２日曜日は「母の
日」。故郷へ帰る途中でエド少年が、最後に手にしたものは
１本の赤いカーネーションだった。

1454 街かどから 24 中、高、一般

事故の起きた原因となったゴミ問題。見かけと違う若者の誠
意ある行動等地域社会で共に暮らす人々が、互いに思いや
る人間関係を育てるにはどうすれば良いのか考える。

1455 みーつけた！ 18 小
物語に登場する真樹は、クラスのみんなから無視されてい
た。飼育当番をしていたウサギの死をきっかけに「命の尊
さ」、「互いを認め合い、協力し合う大切さ」を学びます。

1456 幸せな明日のために 26 中、高

ある産婦人科医院に母親に手を引かれ、入っていく高校１
年のゆか。検査の結果、妊娠ではなく性感染症のクラミジア
だった。淋しさをつのらせていたゆかは、やさしくしてくれた
大輔に嫌われたくない思いから行為に及んだのだった。

1457
かあちゃん（山本周五郎原
作）

60 中、高、一般

女手ひとつで４人の子どもを育てるお勝は、情が厚く、評判
の女だったが、裕福になるにつれて金の亡者と呼ばれるよ
うになる。ある日勇吉が強盗に入りお勝の金を盗む。お勝は
金の亡者と言われてまで銭を貯める訳を話した。

1458
稚内発学び座　ソーランの
歌が聞こえる

102 中、高、一般

昭和６０年代当時、「日本一荒れた学校」と報道された学校
が日本あった。その北海道稚内市立稚内南中学校で実際
に起きた荒廃からの再生物語。

1459 やくそく 20 小、中
心優しい少年「小暮達也（１２歳）」と病弱な少女「上村美里
（６歳）」の交流を通して、人のために尽くすことの尊さと、素
晴らしさをハーモニカのメロディに乗せて訴える。

1460
やってみよう調べ学習ビデオ
①　君の「？」は何だろう

11 小
「総合的な学習のための」シリーズ。このクラスは「環境」に
ついての調べ学習をすることに。先生が出したヒントは空き
缶。自分たちが捨てた空き缶はどこへ行くのか…。

1461
やってみよう調べ学習ビデオ
②　課題づくりはどうするの

11 小
はてな「？」を書いたカードを、内容で関連づけて並べていく
と、一番知りたいことは何なのか、何を調べれば良いのか
が見えてきます。

1462
やってみよう調べ学習ビデオ③
調べてみようみんなの住む町 12 小

住んでいる街の役所で資料を集めた「ゴミラーズ」、興味の
わいてきた清掃工場に見学の申し込みをします。取材を成
功させるには、事前の準備や役割分担も大切です。

1463
やってみよう調べビデオ④
もっといろいろ調べよう

12 小
身近な疑問から発展し、もっと幅広い情報が欲しくなってき
た３人。そんなときにはまず図書館。そしてインターネット。
インターネットで見つけた博物館へ行って話を聞きます。

1464
やってみよう調べビデオ⑤
みんなに知ってもらおう

12 小
いよいよ発表の準備を始めた「ゴミラーズ」。みんなに分かり
やすい発表にするため、タイトルのつけ方や写真の使い方
などいろんな工夫をしてみましょう。

1465 小さな一歩から 20 中
ただ車椅子を押してあげただけなのに、「ありがとう」と、ボ
ランティア活動を通じて、とても温かい気持ちになってくる。
障害を持つ人たちも一生懸命、いのちの限り生きている。

1466 すばる望遠鏡 53
小、中、
高、一般

ハワイ島にあるすばる望遠鏡は地球上で最も宇宙に近い場
所にある天文台。そこで捉えられた星々の生死を超高度感
度ハイビジョンカメラの映像で紹介する。
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1467 ハッブル宇宙望遠鏡 52
小、中、
高、一般

１９９０年、スペースシャトルディスカバリーで打ち上げられ
たハップル宇宙望遠鏡。大気のゆらぎの影響を受けない宇
宙空間での観測で神秘に満ちた宇宙の素顔に迫る。

1468 サイエンスビュー①　光と音 15 中、高、一般
蜃気楼など光によって起こる自然現象や教室内で実施しに
くい実験を紹介。

1469 サイエンスビュー②　大地の変動 15 中、高、一般

映像による地層の観察を通して、地層の広がりと地質、含ま
れている化石によって過去のようすを考察。マグマの粘性と
火山の形との関係、地震の大きさや地震による大地の変化
も映像から把握できます。

1470 サイエンスビュー③　力と圧力 15 中、高、一般
形を変形させる、運動の様子を変える、物体を支える、力の３
要素を映像で具体的に示す。また大気圧を実験で示し、全ての
物体は大気圧の影響下にあることの理解を助けます。

1471 サイエンスビュー④　静電気 15 中、高、一般

静電気が発生やその性質について解説。また、静電気が日
常生活に利用されている例を紹介する。さらに、静電気が電
流と同じ現象を起こすことを解説する。

1472
サイエンスビュー⑤　消化
器官とその働き

15 中、高、一般

外部からは見ることができない人体内部のつくりをレントゲ
ン撮影や内視鏡撮影で紹介。また、コンピューターグラフィ
クスで、人体における消化のメカニズムを解説。

1473
バリアフリー社会を考える①
車いすのひとに出会ったら

11
小、中、
高、一般

車いすに乗って町に出ると予想以上に大変だ。低い段差で
も越えられない、進路をふさぐ放置自転車、…。若者たちの
疑似体験を通じて、手助けのしかたを考える。

1474
バリアフリー社会を考える②
耳の不自由な人に出会ったら

11
小、中、
高、一般

町を歩いていても、耳が不自由な人を見た目で判断するの
は難しい。耳栓をした疑似体験を紹介。また、手話や筆談な
どのコミュニケーションの方法を考える。

1475
バリアフリー社会を考える③
目の不自由な人に出会ったら

11
小、中、
高、一般

白い杖は、目が不自由なことをまわりの人に知らせるだけで
なく、足元が安全かを確かめながら歩くのに必要。目隠しを
した若者の疑似体験を通じて、その接し方を考えます。

1476 彫る　棟方志功の世界 38
小、中、
高、一般

棟方志功、青森市生まれ、２１歳で上京し、油絵を学び、後
に版画を志す。ベニス国際版画大賞受賞など活躍、１９７０
年に文化勲章を受章。その生き方・創作の様子を紹介。

1477 激震の記録1　阪神淡路大震災 48
小、中、
高、一般

「ありしの神戸の街並み・阪神間の各地の様子の映像記
録」。「地震当日（平成７年１月１７日）から数日間の記録」に
分けて収録。

1478 激震の記録2　阪神淡路大震災 48
小、中、
高、一般

「大震災後の被災地の復旧状況」、「被害の実態とその検
証」に分けて収録。

1479 ＮＨＫ名曲アルバム　オーストリア編 50
小、中、
高、一般

田園交響曲、チェロ協奏曲ハ長調第２楽章、チェルニーの
練習曲、大ミサ曲Ｋ．４２７、チロルの子守歌、他

1480 ＮＨＫ名曲アルバム　ドイツ編Ⅰ 50
小、中、
高、一般

舞踏への勧誘、歌劇「タンホイザー」夕星の歌、カノン、Ｇ線
上のアリア、ローレライ、他

1481 ＮＨＫ名曲アルバム　ドイツ編Ⅱ 50
小、中、
高、一般

歌劇「タンホイザー」序曲、精霊の踊り、ラルゴ、ポロネーズ
とメヌエット、歌劇「リエンチ」序曲、フーガ、他

1482 ＮＨＫ名曲アルバム　イタリア編 50
小、中、
高、一般

映像：トレビの泉（ローマ）ほか。曲：アッピア街道の松～
「ローマの松」より、歌劇「カヴァレリア・ルスティカーナ」間奏
曲他

1483 ＮＨＫ名曲アルバム　フランス編 50
小、中、
高、一般

歌劇「椿姫」前奏曲、アルルの女（メヌエット・ファランドー
ル）、喜歌劇「天国と地獄」序曲、幻想交響曲第２楽章他

1484 ＮＨＫ名曲アルバム　イギリス北欧編 50
小、中、
高、一般

映像：ウエストミンスター寺院（ロンドン）ほか。曲：愛のあい
さつ、オックスフォード交響曲、ロンドンデリーの歌、アイルラ
ンドの子守歌、他

1485 ＮＨＫ名曲アルバム　ロシア編 50
小、中、
高、一般

序曲「１８１２年」、悲愴交響曲第２楽章、アンダンテ・カン
タービレ、歌劇「ルスランとリュドミーラ」序曲、他

1486 ＮＨＫ名曲アルバム　東欧編 50
小、中、
高、一般

映像：プラハ（ポーランド）ほか。曲：交響詩「モルダウ」、母
が教えてくれた歌、情熱のソナタ、ハンガリー行進曲、プラ
ハ交響曲、他
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1487 ＮＨＫ名曲アルバム　日本編 50
小、中、
高、一般

映像：静岡県伊豆半島ほか。曲：春が来た春の小川、みか
んの花の咲く丘、故郷の廃家、冬景色、他

1488 ＮＨＫ名曲アルバム　スペインアメリカ編 50
小、中、
高、一般

映像：グラナダ（スペイン）・グランドキャニオンほか。曲：歌
劇「カルメン」から「闘牛士の歌」、雨だれ、他

1489 えいごりあん　part1 60 小、中 ～英語でハイ！みんな友だち （各15分×４話）

1490 えいごりあん　part2 60 小、中 ～ふしぎなものがいっぱいあるね

1491 えいごりあん　part3 60 小、中 ～教えるのって楽しいね

1492 えいごりあん　part4 60 小、中 ～知らない道もこわくない

1493 えいごりあん　part5 60 小、中 ～好きなものは何？

1494 えいごりあん２　part1 60 小、中 ～あいさつから始めよう

1495 えいごりあん２　part2 60 小、中 ～知らない子がやってきた

1496 えいごりあん２　part3 60 小、中 ～さぁ、ゲームだ！ゲームだ！

1497 えいごりあん２　part4 60 小、中 ～ねぇ、ぼくにもやらせて！

1498 えいごりあん２　part5 60 小、中 ～ぼくが道案内するよ！

1499 アーサー王物語　Camerot 50
小、中、一

般

王は死ぬ前に、魔法使いマーリンに遺言をゆだねた。それ
は自分の死後、切り株に突き刺さった王者の剣を引き抜い
た者が、王位を引き継ぐということだった。国中から力自慢
が集まり、剣を引き抜こうとするが誰もできなかった。

1500 ロビンフッドの冒険 50
小、中、一

般

ロビンフッドが大男リトルジョン、タック修道士などシャーウッ
ドの森の仲間と共に、海賊と戦い、リチャード王と国を救う物
語。

1501 アリババと４０人の盗賊 50
小、中、一

般

昔々、アラビアでは４０人の盗賊達がいました。盗賊たちは
財宝を秘密の場所に隠していました。ある日貧乏なアリバ
バは、偶然盗賊たちが財宝を隠す所を見てしまいます。

1502 裸の王様 50
小、中、一

般

昔々あるところに、とてもおしゃれな王様がいました。王様
は、世界中で一番りっぱな服を作る様に仕立て屋に命じま
した。ところが…

1503 人魚姫 50
小、中、一

般

嵐で難破した船から、王子を救いだした人魚姫は、すっかり
その王子に恋をします。海の底に住む魔女に頼み、人魚姫
は自分の声とひきかえに人間にしてもらいます。しかし…

1504 青い海のエルフィ 72
小、中、
高、一般

幼い頃に拾われ、自分が水棲人であることを知らないエル
フィは、サンゴ礁を破壊して開発する人間と、反対する水棲
人との戦いに巻き込まれて行く…。

1505 トンデモネズミ大活躍 69
小、中、
高、一般

ウサギのような、足と耳を持った青いからだの陶器のネズミが
命を得て、仲間を求め冒険旅行に出る。

1506 まえがみ太郎 69
小、中、
高、一般

老夫婦は、山のふもとで赤ん坊を拾った。それは心優しい
老夫婦に託された、神の子だった。やがて子どもは成長
し、”まえがみ太郎”と名乗り、ある日オロチにさらわれた長
者の娘を救いに、恐ろしい山の御殿に向かった。

1507 のどか森の動物大作戦 68
小、中、
高、一般

子どもの姿をした妖精ベータが、動物たちと暮らすのどか
森。そこへ町の人間たちが木を伐採して、金儲けを企む。
ベータは、警告書を書くが効果はない。そこで…

1508 十五少年漂流記 67
小、中、
高、一般

１８６０年、ニュージーランドのチェアマン学園の生徒１５人
は、夏休みの船旅が待ちきれずに、夜中にこっそり船に乗り
込んでしまう。知らぬ間に、船は沖へ流されてしまい、漂流
の末、見知らぬ小島に流れ着いた。

1509 イソップ物語１ 40 幼、小 ①ウサギとカメ　②しったかぶりのサル（サルとイルカ）　③アリとセミ 
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1510 イソップ物語２ 40 幼、小 ①北かぜとおひさま　②まがったかお（キツネとウマ）　③カエルの王様 

1511 イソップ物語３ 40 幼、小 ①ライオンとネズミ　②畑にうめたたからもの　③やせたオオカミ 

1512 イソップ物語４ 40 幼、小 ①いなかのねずみと町のねずみ　②けんかしたウシ　③サルの王さま 

1513 イソップ物語５ 40 幼、小 ①木こりと金のおの　②空からおちたカメ　③森のばん人

1514 イソップ物語６ 40 幼、小
①こな屋とロバ　②お百しょうさんといたずらキツネ　③ひつ
じかいの少年

1515 イソップ物語７ 40 幼、小
①まねしたカラス　②王さまになれなかったカササギ　③キ
ツネとぶどう

1516 薬物乱用・親として 26 中、高、一般

中学生の直樹は、ある時偶然知り合った高校生の真紀に覚
醒剤を勧められ、それ以後薬物を常用するようになる。やが
て薬物乱用により直樹は脳障害を起こしてしまう。

1517
家庭の中の３Ｒ　Re・Style
で創る循環型社会

11
小、中、一

般

かけがえのない地球環境を未来の世代に残すためにはが
テーマ。この作品は、ある家庭を舞台にして、資源方循環社
会を目指す方向を示してくれます。

1518 みんなで跳んだ 28 小、中
城北中学2年1組の記録。実話がアニメになりました。今、い
ちばん大切な何かがこの物語の中にあります。

1519 出会い系サイトの危険 20 中、高、一般

出会い系サイトはバーチャルの世界のものです。リスクの重
さを理解し、犯罪に遭わないよう自己防衛することを訴えた
作品です。

1521 地域の虐待防止 26 高、一般
相次ぐ児童虐待事件は大きな社会問題となっています。こ
の作品では隣の子供の悲鳴を耳にした主婦のドラマを軸に
虐待問題の関わり方を探っていきます。

1522
こんな時どうする？　人と
のかかわり

20 小
人と人とがかかわり合えば、トラブルが起こることもある。主
に学校生活での人とのかかわり合いについて考える。

1523
こんな時どうする？　ルー
ルとマナー

19 小
ルールは守らなければならない決まり事だけれど、マナー
は‥。皆が気持ち良く暮らして行く為には、どうすればいい
かを日常生活の事例を基に考える。

1524
こんな時どうする？　危険
から身を守る

19 小
事故や危険なことに巻き込まれないためには、また、身を守
るためにはどうしたらいいか。子供の周りの様々な危険につ
いて考える。

1525 生きてます、１５歳。 22 小、中
井上美由紀さんは、未熟児網膜症の為幼くして失明しまし
た。その美由紀さんがお母さんとの心の交流や自分自身の
成長を描いた作品です。

1526 たばこの実態を探る 19 中、高、一般

たばこについて幾つかの身近な疑問を提示し、その解答を
考えるというスタイルで作品を展開。たばこに関する矛盾を
自分の中にも発見できるようになっています。

1527 薬物乱用・その正体 18 中、高、一般

薬物乱用の恐ろしさについて、乱用する薬物に分けて正確
な情報として伝えていきます。正確な情報や当事者のインタ
ビューなどを交えながら解説しています。

1528
中学生のための性教育
あなたの体は誰のもの

15 中
二次性徴の真っ只中にある中学生。どんどん変わっていく
自分の体に戸惑っているかもしれない。自分の体は自分の
もの。正しい性の知識を教える作品です。

1529
中学生のための性教育　ちゃ
んと知ってるセックスのこと

15 中
セックスとは？。愛情を分かち合う大切なコミュニケーション
の手段でもある。しかしそこには深い信頼と責任能力が必
要になる。正しい知識は知っておいて欲しい内容。

1530
中学生のための性教育
性感染症から身を守る

15 中
性感染症とは、セックスなどの性行為によって感染する病気
のこと。正しい予防法を知っていれば防ぐ事のできる病気だ
ということを教える作品です。

1531
平和を知らない子供たち
アフガニスタン難民

18
小、中、
高、一般

パキスタン国内のアフガニスタン難民キャンプで1999年から
2002年にかけて取材した映像やインタビューを中心とし、資
料映像を加えて構成された作品です。
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1532
ハム太郎のとっとこ大切交
通ルール

14 幼、小
「とっとこハム太郎」の交通安全アニメーションです。楽しく、
交通安全ルールを学べるよう、ポイントを押さえて理解し易
い作品です。

1533
ハム太郎のとっとこ大事だ
防災訓練

13 幼、小
「とっとこハム太郎」の主人公ハム太郎とハムちゃんずが登
場し、火の恐ろしさや地震の際の防災の大切さを分かり易く
楽しく学べるようにした作品です。

1534 悲しみは消えない 32 中、高、一般

飲酒運転によって引き起こされた一つの事故が、いかに多く
の人たちを悲しませ、苦しませているかを描くことによって、
飲酒運転による事故の恐ろしさ、悲惨さを訴える作品。

1536 危険の予測で交通安全を 20 小、中
日常生活の中（歩行中、遊び中、自転車走行中）で生じる危
険を予測し、その危険を回避する方法を身につける交通安
全危険予測学習ビデオ教材。

1537
生きる力を育む保育ビデオシ
リーズ　心と身体の発達

21 中、高、一般

親と子の関わり方の大切なポイントを成長過程に合わせ、
テーマ別に解説。具体例を挙げ、分かりやすい作品となって
います。

1538
生きる力を育む保育ビデオシ
リーズ　自発性と意欲

22 中、高、一般
親と子の関わり方の大切なポイントを成長過程に合わせ、
テーマ別に解説。

1539
生きる力を育む保育ビデオシ
リーズ　生活習慣としつけ

20 中、高、一般
親と子の関わり方の大切なポイントを成長過程に合わせ、
テーマ別に解説。

1540
生きる力を育む保育ビデオシ
リーズ　遊びと人とのかかわ
り

21 中、高、一般
親と子の関わり方の大切なポイントを成長過程に合わせ、
テーマ別に解説。

1541 どんぐりの家 110
小、中、
高、一般

実在するろう重複障害者のための共同作業所をモデルに取
り組む感動のヒューマンホームドラマ。

1542 クロがいた夏 80
小、中、
高、一般

「はだしのゲン」の中沢啓治原作の感動作品。 戦時中、小
学生・伸子は母親を失った子猫を助ける。伸子はその猫に
クロという名前を付け、そしてその愛らしい存在により伸子
の家族の顔もほころぶ。しかし戦争の脅威が迫り…。

1543 黒い雨にうたれて 90
小、中、
高、一般

あの広島に落とされた原爆は、その場にいた人を熱線とすさま
じい爆風で焼き尽くすだけでなく、家族や知人の安否を気づか
い、広島の町に入った人びとにも黒い雨を降らせた。

1544 天空の秘境を駆ける 45
小、中、
高、一般

四川州の成都から車で二日間、チベット自治州の村・理塘
は、カンチベット族の村である。高原の大草原で繰り広げら
れる馬祭りとカンチベット族の暮らしを紹介する。

1545 八戸三社大祭 20
小、中、
高、一般

八戸三社大祭は、県南地方最大の祭りです。豪華絢爛な山車
行列などから、日本一の山車祭りと言われる、約280年の歴史
と伝統を誇る八戸三社大祭の全容に迫ります。

1546 津軽の伝統農具 15
小、中、
高、一般

機械化が進む中で、今も使われている昔ながらの農具。津
軽地方独特の農具の製造方法や使い方の紹介、農業の今
後を考えます。

1549
あおもりわくわくゼミナール
第１回あおもりの民俗　第
２回豊かなあおもりの自然

58
小、中、
高、一般

県民の学習活動、社会参加活動を支援する総合社会教育
テレビ放送事業「あおもりわくわくゼミナール」で放送された
番組です。青森県のことについてクイズ形式で学習する内
容になっています。

1550
あおもりわくわくゼミナール
第３回、４回

58
小、中、
高、一般

第３回あおもりの魚貝類　第４回もう一つの青森県の姿

1551
あおもりわくわくゼミナール
第５回、６回

58
小、中、
高、一般

第５回あおもりの伝統料理　第６回青森県が生んだ文学者

1552
あおもりわくわくゼミナール
第７回、８回

58
小、中、
高、一般

第７回がんばってます！こどもたち　第８回あおもりの伝統
工芸

1553
あおもりわくわくゼミナール
第９回、１０回

58
小、中、
高、一般

第９回青森県の誕生　第１０回広がる国際交流の輪

1554
あおもりわくわくゼミナール
第１１回、１２回

58
小、中、
高、一般

第11回やっかいものは宝の山　第12回雪の降るメカニズム

1555 新米ママ＆パパへ贈るメッセージ 21 一般
新米ママ、パパに向けて、子育て現在進行中の先輩たちの
経験から生まれた、暖かいメッセージを紹介。
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1556 楽しさいっぱい郷土の音楽 20 小、中、一般

郷土の音楽のよさを再認識するとともに、子供たちの持って
いる音の感覚を掘り起こしながら、授業を実践していく学び
としてのアプローチの提示を目指して企画されています。

1557 色と形で伝える 23 一般
色や形によるコミュニケーションとは何か、どのように大切な
ものか、どのような表現・活用の方法があるかを教えてくれ
ており、美術の視野と理解を広げることができます。

1558 ＪＵＮＰ　ＲＩＧＨＴ　ＩＮ！ 23 一般
ALTが学校や地域で活躍する様子を、多彩な映像で紹介し
ます。日本人外国語担当教員とどのように協力して授業を
進めていけばよいのか、具体的な事例を紹介します。

1559 小さな叫び 30
小、中、
高、一般

5歳の赤池有紀は母親からいじめを受けていた。それを知っ
た大森梢は、有紀を母親のいじめから救うと共に、赤池親
子の関係が正常になる様に心をくだく。

1560 おれおれ詐欺撃退法 15
一般、高

齢者

おれおれ詐欺という言葉を知っているにも関わらず、被害が
急増・拡大しているのはなぜ？その撃退法を高齢者にもわ
かりやすく、事例ごとに紹介していきます。

1561
素敵な宇宙船地球号　黒
サイを森に帰す日

13
小、中、
高、一般

アフリカ・ジンバブエの農場主たちが黒サイを密猟者から守
るため、自らの土地を保護区として提供した。しかし、黒サイ
の角が高騰する皮肉な結果となる。

1562
素敵な宇宙船地球号　救
え！世界最大のサンゴ礁

13
小、中、
高、一般

オーストラリア・グレートバリアリーフのサンゴ礁が、森林伐
採による土砂の流入で死滅の危機を迎える。政府は森林伐
採を禁止したが木材業者は失業する。

1563
素敵な宇宙船地球号　ヤ
ンゴワイルドライフ・チャン
ピオン

13
小、中、
高、一般

イギリスに住む16歳のダニエルは、10年以上も蛾の生態を
研究している。また１０代の少女２人が野生動物保護に積
極的に活動する様子も紹介する。

1564
素敵な宇宙船地球号　戦
火を生きのびた地球最後
のゴリラ

13
小、中、
高、一般

アフリカ・ルワンダに住むマウンテンゴリラは、内戦の影響で
絶滅の危機に瀕している。村人にゴリラ保護の協力を求め
るが、なかなか理解が得られない。

1565
素敵な宇宙船地球号　地
球のエステに賭ける！

13
小、中、
高、一般

一人のヨットマンが発案したクリーンアップオーストラリア
は、今や国を挙げての一大イベントとなった。そして、その運
動は世界各国に広がりつつある。

1566
素敵な宇宙船地球号　砂
漠をフルーツの里に

13
小、中、
高、一般

砂漠化が深刻なアフリカ・チャド共和国で緑化を目指す日本
人の菅川さん。しかし飲み水さえ不足する状況で、木を育て
るのは非常に困難なことである。

1567
素敵な宇宙船地球号　ア
フリカ動物孤児院物語

13
小、中、
高、一般

アフリカ・ケニアにある野生動物の孤児院が舞台。動物たち
を野生に戻すため、獲物の獲り方まで教えるが、動物たち
は野生に戻ることを怖がってしまう。

1568
素敵な宇宙船地球号　イ
ルカと暮らす楽園

13
小、中、
高、一般

ブラジルのサントアントニオ湖に伝わる漁法は、何と人間と
イルカの共同作業。最近汚れてきた湖を掃除しようと子供達
が呼びかけるが、大人は無反応。

1569
素敵な宇宙船地球号　干
拓農地を自然の森に

13
小、中、
高、一般

せっかくの干拓地にわざわざ水を引き、自然の森に作り変
えたオランダ。しかし、野生動物に農作物を食い荒らされ、
雑草が生い茂る農家は困惑する。

1570
素敵な宇宙船地球号　イ
ギリスの大自然を守る

13
小、中、
高、一般

イギリスの民間ボランティア団体ナショナルトラストが海岸線
等を買い取り、維持管理する活動を紹介。汚れていた海岸
が次第に美しさを取り戻す。

1571 お先にどうぞありがとう 14 幼、小
はるかちゃんの作文をもとに子供の視点から作った交通安
全ビデオです。交通安全教育のマニュアルも同時収録され
ています。

1572 金色の足あと 28 小、中
大自然に生きる動物たちの生態と愛をえがきながら、それ
を通して人間の生き方をみつめる物語です。

1573
入門ゲノム科学　遺伝子
の世界

26 中、高
生物が子孫に伝える全ての遺伝情報ゲノム。ゲノム、遺伝
子、DNAとは？　ゲノム科学を理解する上で欠かせない基
礎知識を解説します。

1574
入門ゲノム科学　ヒトゲノ
ムの現在・未来

23 中、高
ヒトゲノム解読の道のりとその成果を紹介するとともに、将
来の課題を考えていきます。
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1575
入門ゲノム科学　遺伝子と
病気

23 中、高
遺伝子と病気の関係？遺伝子が引き起こす病気と生活環
境が引き起こす病気。個人個人の遺伝情報をもとにした新
しい治療法「について解説します。

1576 十和田湖と奥入瀬渓流 20
小、中、
高、一般

観光だけでは知ることのできない十和田湖と奥入瀬渓流の
知られざる部分に焦点を当て、十和田湖の歴史や役割、先
人たちの努力などを学ぶことができます。

1577
天皇陛下古希をお迎えに
なって

40 一般
天皇陛下には、平成１５年１２月２３日、めでたく古希、満７０
歳の誕生日をお迎えになりました。天皇陛下のこれまでの
ご足跡やお姿をその時々の映像で紹介します。

1578
宇宙のふしぎ　宇宙って何
だろう

20
小、中、
高、一般

知識のつめこみではない宇宙を体感する、手ざわり感のあ
る宇宙物理学を紹介します。

1579
宇宙のふしぎ　宇宙を感じ
てみよう

24
小、中、
高、一般

知識のつめこみではない宇宙を体感する、手ざわり感のあ
る宇宙物理学を紹介します。

1580
とまるクンとわたるクンの
交通安全

14 小
学校に行く道で標識や横断歩道の渡り方、信号機について
勉強します。小学校低学年を対象に、具体例を挙げて交通
安全のポイントを解説します。

1581
森林生態系の保全ー緑の
回廊の試みー

23 中、高、一般

ツキノワグマの生息できる森の規模や自然環境を見つめ、
森林生態系や生物多様性を保全する為、保護林どうしを森
でつなぐ緑の回廊の試みの意義を訴えかけます。

1583 盲導犬クイールの一生 25
小、中、
高、一般

クイールが一人前の盲導犬となるまでと、その後、使用者の
病死によって盲導犬としての役目を離れ、やがて死に至る
までを感動とともに紹介します。

1584 きずだらけのりんご 23
小、中、
高、一般

タヌキが男の子に化け、だました女の子と友達になるが、楽
しい時を過ごすほどに嘘をついていることが辛くなる。タヌキ
の葛藤の中で「真の友情」とは何かを気づかせます。

1585 日本一短い「愛」の手紙 23
小、中、
高、一般

第三回日本一短い「愛」の手紙より、「夫婦愛」「兄弟愛」「親
子愛」「家への愛」をテーマとした四篇の手紙をアニメ化し、
詩情豊かなオムニバス形式の作品となっています。

1586
自転車事故あなたも加害
者に

22
小、中、
高、一般

被害者として考えられてきた自転車が、事故を起こした場合
加害者となってしまうケースをもとに、自転車事故を安易に
考えないことを訴えます。

1587 父との約束 14 小、中
交通事故係のお巡りさんを父に持つ理恵子。「待つこと」「焦
らないこと」「急がないこと」を守れば、事故は防げると聞か
される。これらの3つの約束を守るためには？

1588
あっぱれ桃太郎の交通安
全

17 幼、小
桃太郎が都会の暴走鬼族退治に向かいます。子供たちに
交通ルールを教え、ルールを守らない鬼族を退治します。

1589
あおもりわくわくゼミナール　第1
回「青森県の伝統工芸」他 58

小、中、
高、一般

県民の学習活動、社会参加活動を支援する総合社会教育
テレビ放送事業「あおもりわくわくゼミナール」で放送された
番組。青森県のことについてクイズ形式で学習する内容。第
１回あおもりの伝統工芸　第２回青森県のジャーナリスト

1590
あおもりわくわくゼミナール　第3回
「あおもりのスポーツ・Part1」他 58

小、中、
高、一般

第3回「あおもりのスポーツ・Part1」　第4回「子どもの遊び」

1591
あおもりわくわくゼミナール　第5
回「もう一つの青森県の姿」他 58

小、中、
高、一般

第5回「もう一つの青森県の姿」　第6回「あおもり・自然の恵
み」

1592
あおもりわくわくゼミナール　第7回
「あおもり・自然の恵みPart2・農林
業」他

58
小、中、
高、一般

第7回「あおもり・自然の恵みPart2・農林業」　第8回「あおも
りのスポーツ・Part2」

1593
あおもりわくわくゼミナール　第9
回「あおもりの民俗」他 58

小、中、
高、一般

第9回「あおもりの民俗」　第10回「あおもりの自然」

1594
あおもりわくわくゼミナール　第
11回「考えよう環境のこと」他 88

小、中、
高、一般

第11回「考えよう環境のこと」第12回「あおもり建造物」　第
13回「私たちの時代・あおもり」

1595 子どもの居場所づくり　基本編 27 一般
「子どもの居場所づくり」の意義や重要性をテーマとして「な
ぜ、今、地域子ども教室推進事業に取組む必要があるの
か」について考えます。

1596 子どもの居場所づくり　マニュアル 30 一般
「子どもの居場所づくり」の意義や重要性をテーマとして「な
ぜ、今、地域子ども教室推進事業に取組む必要があるの
か」について考えます。
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1597 子どもの居場所づくり　事例編 25 一般
全国各地で取組まれている、特色のある工夫を凝らした「子
どもの居場所づくり」活動事例を紹介します。

1598
みんなで育てよう！あおも
りの子どもたち

60 一般
第１部 「地域の大人が関わって」は、地域で子どもを育てる
取組み。第２部「学校と地域がいっしょになって」は、学校支
援ボランティアの取組みをテーマにまとめた作品。

1599
理科実験観察集　光合成
と植物の呼吸

16 小、中 「光合成の葉」「根・茎・葉のつながり」「植物の呼吸」

1600
理科実験観察集　血液の
はたらきを調べよう

15 小、中
「血液の流れ」「血液の成分」「血液細胞のはたらき」「毛細
血管と組織液」「不要物の排出」

1601
理科実験観察集　地層を
調べよう

15 小、中
「地層は地球の窓」「地層とは何か」「地層を観察しよう」「さ
まざまな地層の特徴」

1602 理科実験観察集　地層と化石 18 小、中
「化石は地球からの手紙」「地層から化石を取り出してみよ
う」「地層をつくる岩石を調べてみよう」「化石からどんなこと
がわかるのか」「微化石」

1603 理科実験観察集　火山 18 小、中
「火山噴火のようす」「噴火の原因はマグマ」「マグマから出
てきた岩石」「役立つマグマのエネルギー」

1604
理科実験観察集　天体の
１日の動きと地球の運動

17 小、中
「夜空の星の動きを調べてみよう」「夜空の星の１日の動き
はどうして起こるのだろう」「太陽は１日の間にどのように動
くのか」

1605 暮らしの中の「あいまいな表現」 35 小、中
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、身近なエピソードをもとに紹介します。

1606
青森県の山八甲田連峰
成り立ちと水の恵み

78
小、中、
高、一般

八甲田連峰は、青森県を代表する山の一つです。その成り
立ちと水の恵みを紹介しています。

1607 父と暮せば 99
小、中、
高、一般

戦後の広島で、原爆から独り生き残った後ろめたさから自ら
の幸せを拒否して生きる娘と、幽霊となり彼女の恋を懸命に
後押しする父との４日間の交流を優しく綴ったヒューマン・ド
ラマ。宮沢りえ主演

1608 日本語の音声に耳を傾けると 34
小、中、
高、一般

言語生活でどのような音声を使っているか、音声であれば
伝えられるけれども言葉では伝えにくい情報にはどのような
ものがあるか、など

1609 でんじろう先生のかがく3 60
小、中、
高、一般

風船で静電気、ミラクルシャボン玉、串刺し風船、時限破裂
風船などの実験を紹介し科学の楽しさ伝える作品

1610
みるみる社会科　映像資料集
漁港のやくわりを見てみよう 8 小

水あげのようす、漁港のいろいろなしせつ、市場のようす、
漁業協同組合のやくわりを紹介します。

1611
みるみる社会科　映像資料集
ニュース番組をつくる人びと 10 小

編集会議、編集作業、副調整室のようす、ニュースの取材、
スタジオのようすを紹介します。

1612
みるみる社会科　映像資料集
自動車工場を見てみよう

10 小
自動車の車体づくり、自動車の組み立て、自動車の検査、
自動車の出荷、人や環境にやさしい自動車を紹介します。

1613
みるみる社会科　映像資料集
ダムと取水ぜきを見てみよう 9 小

ダムのやくわり、ダムではたらく人びと、取水ぜきを紹介しま
す。

1614 青森県の山　白神山地 20
小、中、
高、一般

白神山地の原生的ブナ林や、四季折々の雄大な風景核心
地域のようすなどを、紹介します。

1620 五井先生と太郎 16 小、中
担任の五井先生は、クラスの中でも太郎だけを呼び捨てに
する。ある日先生に「呼び捨て」の理由を聞かされる。自分
に寄せられていた想いを知り、二人の心は通じ合うが…

1621 字のないはがき 18
小、中、
高、一般

向田邦子原作のエッセイを映像化した作品です。核家族傾
向の中で、改めて家族の大切さや暖かさを再確認するため
に制作された作品です。

1622
わくわく歴史たんけんシリーズ①
米づくりの始まりと国の統一 20 小

縄文時代から大和時代にかけての歴史の流れを、再現アニ
メと再現実写映像を用いて学びます。「米づくりのむらとくら
し」、「むらからくにへ」、「巨大な古墳のひみつ」が収録。

1623
わくわく歴史たんけんシリーズ①
大仏づくりにたくされた願い 21 小

「聖武天皇と大仏づくり」「貴族のくらしと日本風の文化」が
収録されています。

60 



Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

1624 ぼくは大さま① 20 幼、小
子どもたちに人気の絵本をアニメビデオで贈る、Ｖキッズシ
リーズ。寺村輝夫原作、たまごが大好きな王さまが繰り広げ
るワクワクほのぼの物語です。

1625 １０匹のかえる 20 幼、小
ひょうたん沼に生まれた１０匹のカエルがおりなす大冒険！
子どもにやさしいミュージカルアニメです。

1626
うしろのせきのオチアイく
んうしろのせきは、コワ
イ！

23 幼、小
歌が苦手なミホちゃんは学芸会の練習がゆううつ。そこでオ
チアイくんが「歌わなくてすむから俺は木琴！おまえはタン
バリンな！」なんて言い出したから、さあ大変！

1627 10匹のかえるのなつまつり 20 幼、小
ひょうたん沼に生まれた１０匹のカエルがおりなす大冒険！
１０匹のカエルが太鼓名人・どじょうじいさんの救出に向かう
という内容のアニメです。

1628
青森県の山　下北半島の
山々

80
小、中、
高、一般

下北半島は、青森県北西部に位置する、本州最北端の半
島です。本教材では、山々を中心に、下北半島の豊かな自
然を紹介しています。（本編１８分　資料映像６２分）

1634
危ない！その瞬間　高齢
者のための交通安全診断

24 一般、高齢者
「どこが危ない？」(1634)の姉妹編として製作。視聴者自ら
が考え、話し合える「参加型・討論型」のビデオ。

1635
どこが危ない？－高齢者
のための交通安全診断ー

24 一般、高齢者

司会者と高齢者との質疑応答の中で、それぞれの交通場
面に潜む危険とその安全な対応の仕方を視聴者自らが考
え、話し合える「参加型・討議型」のビデオです。

1636 事故はなぜ起きたか？ 20 一般、高齢者
歩行者の道路横断時・自転車乗車中・自動車運転時の注
意事項を盛り込んだ「参加型・体験型」のビデオです。

1637 そこが危ない！お年寄りの交通事故 23 一般、高齢者 家族全体で考えることができる「参加型・討論型」のビデオです。

1638 いつもの道にひそむ事故 25 一般、高齢者
お年寄りの一番多い事故は夜間の歩行中の事故。家族の
話し合いの中で、事故を防ぐにはを考えます。

1639
参加型・討論型高齢者交
通安全教育用教材ビデオ

28 一般、高齢者
高齢者事故を事例毎に目で見て学ぶ形式で編集されてい
るが、映像のみでナレーション等は入っていない。

1641 盲目の名馬　タカラコスモス 47 一般
タカラコスモス…馬術界では誰もが憧れた名馬だったが病
に冒され失明。青森の農業高校に引き取られた馬と、新入
生の女子馬術部員との心の交流を描いた感動の物語

1642
世界の人と馬の文化シ
リーズ　走れ！一家の夢を
のせて

45 一般
毎年８月、４００頭のフランシュ・モンターニュが出馬するスイ
ス最大の馬祭りが開かれます。外国から訪れる人も多く、日
頃静かなこの村も人と馬とで沸き返ります。

1643
世界の人と馬の文化シ
リーズ　ジオストラの熱い
一日

45 一般
イタリア・トスカーナ地方の都市アレッツオに今も受け継が
れている、馬上槍試合『ジオストラ・デル・サラチーノ』。男た
ちの熱き戦いが繰り広げられます。

1644
世界の人と馬の文化シ
リーズ　ショーロホフの春

45 一般
ロシアの各地から集まった１万人の観客が見守るなか、祖
父ニコライから受け継いだコサックの誇りを胸に、12歳の少
年は風に乗って疾走します。

1645
世界の人と馬の文化シ
リーズ　メアフェルトの風

45 一般
ドイツの美しいメアフェルト湿原の風景の中で営まれる野生
馬の暮らしと、野生馬をこよなく愛し、守り続けてきた男たち
の年に一度繰り広げる勇壮な『野生馬の祭り』を紹介

1646
マナ☆カナの天然ガス自
動車で行こう！

25 小
地球温暖化や大気汚染の環境問題と、その解決に貢献す
るクリーンエネルギー自動車「天然ガス自動車」について紹
介します。

1647 サイエンス指令　熱をさぐれ！ 25 小、中
２０××年の近未来調査室。調査室長のドク博士から連絡
が。「宇宙ゴミが大気圏に進入してくる。３人の調査員は
「熱」に関する調査を開始した。

1650
対決！エレクとマグネの真
剣勝負

25 小、中
ケンタのゲームマシンが、突然動かなくなりました。そして２
人は電気と磁気の実験で対決していきます。実験が進むに
つれ、２人の間の意外な関係が明らかになっていきます。

1651 日本のエネルギー　光と影⑤ 45 小、中
10.化石燃料今後の役割　11.いま、地球で何が　12.温暖化
防止の取り組み

1652 「チャレンジサイエンス」 45 小、中
科学マジック、シャボン玉でお手玉他、16種類の実験を収
録。
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1653 光の正体をさぐってみよう 21 小
太陽の光やランプのあかりで実験しながら光の性質を探り，
自然界のや未来の科学に興味を持たせる。

1655
世界遺産シリーズ①　白神
山地

20 中、高、一般

森林は地球の温暖化の環境改善に重要なだけでなく、生物
にとってかけがえのない環境です。白神山地は、広大なブ
ナ林が原生林に近い姿で残り、世界的にも希な森です。

1656
生命に満ちた島　屋久島
の森を探る

20 中、高、一般

世界的にも稀な樹齢数千年の屋久杉や多くの国有種や絶
滅の恐れのある動植物など、多様な生物が見られる森があ
る屋久島の多様で貴重な自然生態系を紹介。

1657
森のちから　昭和の森づく
りは今

14 一般
昭和の時代を通じて、都市の森がどのようによみがえってき
たかを振り返り、これからの森づくりのあり方を探ります。

1658
森と海の役割ってなあ
に？

13 小
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。

1659
水田はどんな働きをしてい
るの？

15 小
この作品は米作りの一年を紹介しながら、水田が洪水調節
機能など、国土を守る働きをするだけではなく、生き物たち
の貴重な生活の場になっていることなどを解説します。

1660 水と健康　子どもの水分補給 13 一般 子どもの上手な水分補給法と注意点を紹介。

1661
人から人へ　新聞が読者
に届くまで

27
小、中、
高、一般

記者の取材から編集、制作、印刷、発送、そして読者へ発
送されるまでの一連の作業を綱羅しています。「新聞がどの
ように配られるのか」「印刷された新聞はどのようにして配ら
れるのか」など

1662
彼と彼女とごみの関係　資
源循環型社会を目指して

23 高、一般
高校生の拓郎と同級生の涼子のドラマを通して、ごみやリ
サイクルに関する情報を伝えていきます。案内役は女流講
談師、神田陽子さんです。

1663
相手を理解する　言葉の
背景を見つめると…

37 中、高、一般

このビデオでは、言葉によるコミュニケーションの際の戸惑
いやつまずきの例を具体的に取り上げている。そして、その
原因や予防法・解決法などを考えていく。

1664
いまどきのこどもTVだネッ
ト！　北東北三県こどもテレビ
局

30 小
青森・岩手・秋田の三県連携のもと、各県の子どもたち自身
の企画や取材によって制作された。ふるさと紹介テレビ番組
「北東北三県こでもテレビ局」を収録したものです。

1665 森と共に　森の名手・名人 34 中、高、一般

日本には豊かな森が存在する。木の国 日本が誇る独自の
文化は、森とともに生きる森の名手・名人たちによって、支
えられている。

1666 森を創る　森の名手・名人 32 中、高、一般
日本人と森との深い関わりの歴史と、培われてきた林業技
術を見つめ、日本の木の文化の重要性を訴求します。

1667
ひるがえれ赤十字の旗
三上剛太郎物語

26
小、中、
高、一般

青森県佐井村に生まれた剛太郎は、軍医で出征した日露
戦争で、赤十字の旗を掲げて包帯所を救う。彼の一生を通
して、行動力を伴った思いやりの心の素晴らしさを訴える。

1668
家庭教育ビデオ１　頑張
れ！お父さん

16 一般

スキーの原田雅彦選手ほか実際に子育てを経験した方々
の子育て奮闘記をもとに、現代社会の忙しさの中で見失い
がちな「夫婦の一致協力した子育て」の必要性と「父親の影
響力」の重要性について考える。

1669
家庭教育ビデオ２　子ども
としつけ

16 一般
子どもに、やってはいけないことや間違った行いをしっかり
正すこと、など、「しつけ」のポイントについて、ＫＯＮＩＳＩＫＩさ
んとアニメのテディベアが楽しく解説します。

1670
家庭教育ビデオ３　ゆっく
り、ゆったり

16 一般
子育てには平均値にとらわれず子どもの個性を伸ばすこと
が求められている。そのためには生活に自由な時間を与え
る、子どもの好奇心を育てるなどのゆとりが必要である。

1671 海の大動脈　内航海運 19 小、中
産業の発展と人々の暮らしを支え続けている内航海運の働
きを紹介します。

1672
輝く明日へステップ　中学
生は飲酒にＮo!!

20 中
中学生が病院や警察署を訪ねてアルコールと人体について
の科学的な知識を身に付けていき、飲酒の誘いがあっても
「Ｎｏ!!」といえる大切さを知っていく。
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1673
スポーツ！　ひと・ゆめ・感動　青
森県スポーツ立県宣言記念イベ
ント

60 中、高、一般

平成１１年７月３１日、青森市で開催された「スポーツ立県宣
言記念フォーラム」の記録映像。基調講演は谷口浩美、
フォーラムは、太田幸司、やくみつる、ＮＨＫの西田善夫等

1674 癒しの地　恐山 18 一般
恐山は、下北半島の中央に位置する。下北のひとは、「死ねば
お山に行く」と言い、恐山におまいりをしてきた。かつての夏ま
いり（大祭）をとおして、下北の恐山への思いを考える。

1675 民話　婆古石物語 18 一般
上北郡七戸地方の石の伝説、山に行って疲れたおばあさん
が、石に腰掛け休んでいたところそのまま石になってしまっ
たという婆古石（バッコイシ）の物語である。

1676
森のちから　森にいかされ
森にかえる

25 一般
自然と人間の共生とはどのようなことなのかを問いかけるた
めに、森が持つ完成された循環システムに着目し、北海道
富良野の樹海を舞台に、様々な生命の姿を紹介。

1677 六ヶ所の彩る四季 26 一般 六ヶ所村の自然（沼、小川原湖、他）を四季を通して紹介。

1678
大空にかけた夢　木村秀
政

13
小、中、
高、一般

飛行機作りに一生をかけた木村秀政について特集。航空研
究所に入り、日本の飛行機を世界レベルまでひきあげた。
昭和３８年初の国産旅客機ＹＳ１１を作った。

1679
よみがえれ、マングローブ
海の森づくり

23 小、中
マングローブ“海の森”は「生命のゆりかご」等と呼ばれ、そ
こに住む人々の食や住を支えている。発達した根は二酸化
炭素を大量に吸収して、地球の温暖化を防いでいる。

1680
あなたも木を使ってみません
か？　環境と人に優しい木の話 21 一般

住宅や橋、いすに至るまで木材を使ったまちづくりが見直さ
れてきている。二酸化炭素を吸収し、地球温暖化を防ぐ人
工林の役割や木の優れた特性を紹介する。

1681
平成十四年度「我ら・あお
もり地球市民」①、②

60 一般
①子どもたちの体験学習を行っている西目屋村砂川学習館の
取り組みについて。②「子育てサポート」を行っている人々の活
動を紹介しながら、地域の子育て支援について考える。

1682
平成十四年度「我ら・あお
もり地球市民」③、④

60 一般

③「親業」という考え方をベースに、親子、そして家族とのよ
りよいコミュニケーションの在り方を提案しています。④市民
活動を資金面でサポートしている団体があります。利用状
況やその活動内容の紹介。

1683 ふるさと探訪　冬の小川原湖 14 一般
小川原湖で行われている漁法の1つ、しがびき漁のＴＶ放送
されたものを編集した作品です。

1684 心のふるさと村　前編 60 一般 １ヶ月長期自然体験キャンプの記録－前編

1685 心のふるさと村　後編 58 一般 １ヶ月長期自然体験キャンプの記録－後編

1686 平成十一年度まなざしあい② 60 一般
１．ひとりで悩まないで　２．休みの土曜日　３．いざという時
に　４．もうすぐ小学生　平成１１年度放映の「まなざしあい」
をテーマ毎にまとめたものである。

1687 平成十一年度まなざしあい① 60 一般
１．はじめての赤ちゃん　２．すこやか赤ちゃん　３．だっこ大
好き　４．マンマ、ブーブー　平成１１年度放映の「まなざしあ
い」をテーマ毎にまとめたものである。

1688 平成十一年度なまざしあい③ 60 一般
１．小学生の世界Ⅰ　２．小学生の世界Ⅱ　３．中学生の世
界Ⅰ　４．中学生の世界Ⅱ　平成１１年度放映の「まなざしあ
い」をテーマ毎にまとめたものである。

1689
平成１３年度　まなざしあ
い

90 一般

平成１３年度に制作・放送した家庭教育を考えるテレビ番
組。「ちょっと気になる子～どう関わるか～」「おとうさん」「は
じめてのお小遣い」「危険な好奇心～酒・タバコ～」「えっ？
これって虐待？」「子どもの体内時計」

1690
シリーズ国際理解①　世界
と手をつなごう

30 一般
青森県は現在までどのような国際交流を行ってきたのだろ
うか。（財）青森県国際交流協会の活動、青森県留学生交
流ジャンボリーの様子などを紹介。

1691
シリーズ国際理解②　呉服
屋の若旦那はバリ島人

30 一般
国際結婚は最近では珍しいことではなくなってきた。バリ島
出身で黒石市三上呉服店の若旦那ケトゥトゥさんの奮闘ぶ
りを描く。

63 



Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

1692
シリーズ国際理解③　国境
のない交流をめざして

30 一般
むつ市で英会話教室を主宰する富岡さんの海外生活で得
たことや、むつ国際交流協会の活動の様子、三沢基地内大
学就学事業等について紹介する。

1693
シリーズ国際理解④　あお
もり＋せかい＝！！

30 一般
海外技術研修の制度を利用して、青森県で研究・開発され
ている技術の研修のために来日している２人の研修生の日
常を追う。尹学哲、范同祥さんの研究生活を追う。

1694
シリーズ国際理解⑤　習う
より慣れよう

30 一般
外国語でのコミュニケーション能力開発の実際を見る。八戸市
の聖ウルスラ学院、小学校、高等学校での英語学習の様子
や、青森南高校でのロシア語や英語の授業の様子を紹介。

1695
シリーズ国際理解⑥　鶴は
千年、交流は永遠

30 一般
町の国際交流員である豪州出身のジェーンさんとアメリカ人
のアーニーさんの活動を中心に、小学生へのミニバス指導
の様子や幼稚園の英語劇の様子を活動を伝える。

1696
シリーズ国際理解⑦　あお
もりダ・イ・ス・キ

30 一般
県内で働く外国人の活躍ぶりや同僚とのコミュニケーション
の様子から、外国人が働く場としての青森県を考える。

1697
シリーズ国際理解⑧　留学
生サミット

30 一般
県内の留学生は１２０人あまり。彼らは青森県に何を感じてい
るのだろうか。７ヶ国８名の留学生が語る。

1698
シリーズ国際理解⑨　グッ
ドモーニング！あおもり

30 一般
弘前大学人文学部の２人の留学生が弘前の街を散策しな
がら、待ち合わせの郷土料理の店を目指す。

1699
98年度シリーズ「まつり/ひ
と/あした」①

30 一般
青森県総合社会教育センター寄贈。テレビ講座として１９９
８年度ＲＡＢ青森放送より全９回を放送したもののＶＴＲ。第
１回は「日本一の菜の花サポーター奮戦記」。

1700 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」② 30 一般 第２回は「伝説の立佞武多－ねぷたを支える人々－」。

1701 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」③ 30 一般 第３回は「６００有余年の灯一奇祭・大川原の火流し－」。

1702 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」④ 30 一般 第４回は「伝統を守る子供たち－虚空蔵まつり－」。

1703 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」⑤ 30 一般 第５回は「伝承・イタコ修業」

1704 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」⑥ 30 一般 第６回は「お楽しみはこれからだ－あおもり映画祭－」。

1705 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」⑦ 30 一般 第７回は「ヒップポップが田んぼに響く－ロボクッコス－」。

1706 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」⑧ 30 一般 第８回は「夢を津軽太鼓に響かせて」。

1707 98年度シリーズ「まつり/ひと/あした」⑨ 30 一般 第９回は「商宮律行く－名川町秋まつり－」。

1708
あおもり夢工場　頂点をめ
ざして

28 一般
車イスというハンディキャップがあるにも関らず、活躍する青
年達を紹介。挫折することなく、スポーツという新たな目標を
見つけた彼らの限りない可能性を追う。

1709
あおもり夢工場　スポーツ
に翔る青春

28 一般
高校のクラブ活動で活躍する選手たちの、目標に向かって頑
張っている姿。青森山田高校新体操部、鰺ヶ沢高校新相撲（女
子相撲）愛好会、今別高校フェンシング部などを紹介。

1710
あおもり夢工場　夏でもス
キー・スケート

28 一般
地面の上でも滑れるようにと作られた「インラインスケート」。滑
るスポーツに大きな変化をもたらした「インラインスケート」のそ
の楽しみ方を紹介。

1711
あおもり夢工場　いつまで
も輝く

28 一般
年齢や性別を問わずに楽しむことができる登山とカヤック。
豊かな青森の自然の中で、その楽しみ方を紹介。

1712
あおもり夢工場　ふるさと
にこのスポーツあり

28 一般
スキー、卓球、柔道、相撲、ボクシングやレスリングなど世
界で活躍した本県出身の選手たち。スポーツで感動を分か
ちあう彼らのその後の姿を追う。

1713
あおもり夢工場　夢へのド
リブル

28 一般
弘前を中心に、サッカーに青春をかけるクラブ。「津軽フット
ボールクラブ」。全国大会４位の戦歴を誇る。メンバーの
チーム、地域の将来を見据えた活動を紹介する。

1714
あおもり夢工場　栄光をさ
さえるもの

28 一般
スポーツ青森、強いスポーツ青森実現を目指し、県内有名
高校スポーツ指導者が、今青森県スポーツ界に何が必要な
のか語り合う。
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Ｎo 題　　　　名 時間（分） 対象 内　　　　　容

1715
あおもり夢工場　シドニー
をめざせ！

28 一般
自転車競技を始めてわずか３年でアジア大会で優勝した八
戸大学１年の坂井田理沙。２０００年のシドニーオリンピック
出場という夢の実現に向けて走り続ける彼女の姿を追う。

1716
あおもり夢工場　風を感じ
よう！

28 一般
風を利用してのスポーツ「パラグライダー」の紹介。なぜ空を
飛ぶ事ができるのか？その歴史と仕組み操作方法等につ
いて分かりやすく解説。

1717 青森県の鉄道 16
小、中、
高、一般

明治２４年の青森－上野間開通から始まる鉄道交通の歴史
をたどりながら、鉄道建設の様子や交通機関としての役割
の変化、そして、鉄道の魅力や未来について考える。

1718
シリーズ「21世紀を創る職
業人」４－１

60 高、一般
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の１・２回
（全８回）。インターシップとフリーターについて。

1719
シリーズ「21世紀を創る職
業人」４－２

60 高、一般
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の３・４回
（全８回）。フリーターと農業について。

1720
シリーズ「21世紀を創る職
業人」４－３

60 高、一般
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の５・６回
（全８回）。起業と女性の労働環境について。

1721
シリーズ「21世紀を創る職
業人」４－４

60 高、一般
平成１３年度に放送した「我ら・あおもり地球市民」の７・８回
（全８回）。障害を持つ人の労働環境と職人の仕事について

1722
平成十四年度「我ら・あお
もり地球市民」⑤、⑥

60 一般
⑤むつ市の劇団「未来半島」。市民参加の福祉劇「あいして
ますよ」を通して我々に訴えていることとは？⑥近年、生涯
学習が注目。青森県民カレッジの取り組みを特集。

1723
平成十四年度「我ら・あお
もり地球市民」⑦、⑧

60 一般

⑦２００２年８月、弘前で行われた『奈良美智展』。それを支
えたボランティアの活動を追う。⑧社会の変容に伴い、個人
を取り巻く状況も大きく変化した中、男女共同参画社会の実
現を目指し活動する女性たちがいます。

1724
平成十四年度「我ら・あお
もり地球市民」⑨、⑩

60 一般

⑨「なぜ、いまＮＰＯなのか」「ＮＰＯ法人になるには？」に分
かりやすくお答えします。⑩地域活動などを行う上で資金は
必要不可欠。助成金を得るための公開審査会の様子から、
資金と活動について考えます。

1725
平成十四年度「我ら・あお
もり地球市民」⑪、⑫

60 一般

⑪ラジオ放送という形で地域づくりに貢献している、県内４
局のコミュニティＦＭの活動を紹介。⑫子どもたちの健やか
な成長のため、様々なボランティア活動や子育てを支援す
る団体を紹介し、その意義と必要性を考える。

1726 紙屋悦子の青春 113
中、高、

一般

戦争に引き裂かれる恋と、庶民の日常を淡々と描いた原
田知世主演作品。昭和２０年、東京大空襲で両親を亡く
し、兄夫婦と暮らす悦子は縁談を勧められる。相手は密
かに想いを寄せる明石少尉(兄の後輩)の親友、永与少
尉。当日、緊張のあまりしどろもどろになりながらも、
真摯な愛情を示す永与に悦子は好感を抱く。数日後、悦
子は明石の特攻隊出撃が決まったことを知らされる。

1727 いじめから逃げない 19
中、高、

一般

携帯やインターネットの裏サイトで誹謗中傷され、トイ
レでパンツを脱がされた写真を公開するぞと脅された少
年が仕返しするしかないと包丁を家から持ち出そうとす
る実話の再現から始まる。中学生・高校生がフリートー
クでいじめについて本音の語り合いをする作品。
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