地域情報ライブラリー／ビデオソフト一覧（Ｖ０社会教育）
区分

番号

内容

対象

時間

年度

幕開ける 昭和の時代

天皇崩御昭和と改元、関東大震災、ラジオ放
送開始、山東出兵、初の普通選挙。
第９回オリンピック・アムステルダム大会開催等
（昭和の記録：大正～昭和３年）

中学生
高校生
一般

４４分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－１３

銀座の柳と軍靴の響

ツェッぺリン号着陸、リンドバーグ太平洋横
断、東北・北海道大凶作、日中戦争始ま
る、第１０回オリンピック・ロサンゼルス大会
等 (昭和の記録：昭和４年～昭和７年）

中学生
高校生
一般

４４分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－１４

非常時日本

国際連盟脱退、小学校国語サクラ読本に、
皇太子明仁誕生・室戸台風関西へ、２・２６
事件、第１１回オリンピック・ベルリン大会
等。
（昭和８年～昭和１２年）

中学生
高校生
一般

４４分

Ｈ２

日中全面戦争

国家総動員法公布、張鼓峰事件、ノモンハン
事件、青年義勇軍２５００人の壮行会、双葉山６
９連勝でストップ。
第二次世界大戦始まる。紀元２６００年式典等。
(昭和の記録：昭和１３年～昭和１５年）

中学生
高校生
一般

４２分

Ｈ２

太平洋戦争勃発

戦陣訓示達、日米交渉、国民学校と改称、
物価統制令公布、大学・専門学校就業年
限短縮、対英・米宣戦、真珠湾攻撃等。
（昭和の記録：昭和１６年）

中学生
高校生
一般

５２分

Ｈ２

緒戦の勝利

マニラ・シンガポール占領、ジャワの蘭印軍
米英軍降伏、バターン半島・コレヒドール占 中学生
領。ラングーン・マンダレー占領、食塩の通 高校生
帳配給制 本土空襲、ミッドウェイ海戦等。
一般
（昭和の記録：昭和１７年）

５１分

Ｈ２

連合軍総反攻

ガダルカナル撤退、ニューギニアで玉砕、
山本五十六戦死、米軍アッツ島上陸、学徒
出陣壮行会、上野動物園供養式、大東亜
会議、米軍ブーゲンビル島上陸等。
（昭和の記録：昭和１８年）

中学生
高校生
一般

５１分

Ｈ２

敗色日々に濃し

マーシャル群島守備隊全滅、マリアナ沖海
戦、サイパン島守備隊玉砕、国民学校高
等科・中学校低学年勤労動員決定、学童
集団疎開・対馬丸魚雷で沈没、Ｂ２９東京
初空襲等。
（昭和の記録：昭和１９年）

中学生
高校生
一般

５４分

Ｈ２

戦争終結

硫黄島日本軍玉砕、
国民学校初等科以外の授業を１年間停
止、ドイツ無条件降伏、戦艦大和沈没、沖
縄守備隊全滅、広島原爆投下、長崎原爆
投下、ポツダム宣言受諾等。
（昭和の記録：昭和２０年）

中学生
高校生
一般

５５分

Ｈ２

焦土の中から

マッカーサー元帥厚木着、降伏文書調印、天
皇マッカーサー訪問、横浜でＢＣ級戦犯裁判、
マニラ軍事裁判、農地改革指令、財閥解体、
国家と神道の分離、りんごの歌流行等。
（昭和の記録：昭和２０年）

中学生
高校生
一般

４９分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－２２

占領と民主化への歩み

天皇人間宣言、物価統制令公布、第２２回衆議
院選挙、南海道大地震、日本国憲法公布、２・
１ゼネスト宣言、片山内閣成立、関東にキャス
リーン台風上陸、学校給食開始等。
（昭和の記録：昭和２１・２２年）

中学生
高校生
一般

５２分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－２３

再建への道けわし

帝銀事件、芦田内閣成立、吉田内閣成立、ソ
連引き揚げ第一船帰国、福井大地震、極東軍
事裁判判決、湯川秀樹にノーベル賞等。
（昭和の記録：昭和２３・２４年）

中学生
高校生
一般

５２分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－１２

社会教育 Ｖ０－１５

社会教育 Ｖ０－１６

社会教育 Ｖ０－１７

社会教育 Ｖ０－１８

社会教育 Ｖ０－１９

社会教育 Ｖ０－２０

社会教育 Ｖ０－２１

題名
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講和条約調印

満年齢法施行、朝鮮戦争勃発、警察予備軍令
施行、金閣寺全焼、マッカーサー罷免、講和条
約調印、第一回アジア大会、ルース台風襲来、
全国各地に干ばつ等。
（昭和の記録：昭和２３・２４年）

中学生
高校生
一般

５１分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－２５

独立はしたけれど

血のメーデー事件、保安隊発足、第４次吉田
内閣成立、鳥取市大火、ヘルシンキ：オリンピッ
クで石井金メダル、皇太子立太子礼、NHKテレ
ビ放送開始、山田マラソン優勝等。
(昭和の記録：昭和２５・２６年）

中学生
高校生
一般

５１分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－２６

政界再編と神武景気

衆議院本会議で大乱闘、鳩山内閣成立、第５
福竜丸被災、洞爺丸転覆、法隆寺金堂修理、
紫雲丸沈没、トニー谷長男誘拐事件等。
(昭和の記録：昭和２９・３０年）

中学生
高校生
一般

５１分

Ｈ２

もはや戦後ではない

石橋内閣成立、国連に加盟、魚津市大火、第７
回冬期オリンピック、第１３回オリンピック：メルボ
ルン大会、宗谷出発、岸内閣成立、南極オング
ル島上陸、ロケット打ち上げ等。
(昭和の記録：昭和３１・３２年）

中学生
高校生
一般

５２分

Ｈ２

消費革命の時代へ

南海丸沈没、阿蘇山爆発、狩野川台風襲来、
関門国道トンネル開通、１万円札発行、東京タ
ワー完成、皇太子ご成婚、伊勢湾台風襲来
等。 (昭和の記録：昭和３３・３４年）

中学生
高校生
一般

５５分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－２９

安保闘争と高度成長

全学連国会突入、社会党委員長刺殺、三陸海
岸大津波、浩宮誕生、オリンピック：ローマ大
会、池田内閣成立、北陸豪雪、シベリア墓参団
出発等。
（昭和の記録：昭和３５・３６年）

中学生
高校生
一般

５０分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－３０

先進国への道

若戸大橋開通、北陸トンネル開通、三河島二
重衝突、タンカー衝突、黒四ダム完成、千円札
発行、大鵬６場所連勝等。
（昭和の記録：昭和３７・３８年）

中学生
高校生
一般

５２分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－３１

東京オリンピック

新潟地震、新幹線開業、オリンピック東京大
会、佐藤内閣成立、ベトナム戦争、朝永ノーベ
ル物理学賞受賞、ふじ出航等
（昭和の記録：昭和３９・４０年）

中学生
高校生
一般

５５分

Ｈ２

社会教育 Ｖ０－３８

経済大国をめざして

全日空機羽田沖に墜落、早大紛争始まる。初
の建国記念日、ザ・ビートルズ日本公演等。
(昭和の記録：昭和４１・４２年）

中学生
高校生
一般

５０分

Ｈ３

列島改造と石油ショック

田中首相中国訪問、北陸トンネルで列車
火災、日本シリーズで巨人Ｖ９、オイル
ショック、高松塚古墳発見等。
（昭和の記録：昭和４７・４８年）

中学生
高校生
一般

５４分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４０

繁栄と公害の中で

第三次佐藤内閣成立、日本万国博覧会開
催、岩手県上空で全日空機と自衛隊機衝
突、沖縄返還協定調印、中国国連加盟、
横綱大鵬引退等。
(昭和の記録：昭和４５・４６年）

中学生
高校生
一般

５０分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４１

昭和元禄

小笠原諸島日本復帰、日本初の心臓移植手
術、３億円強奪事件、東名高速道路全線開
通、川端康成ノーベル文学賞受賞等。
(昭和の記録：昭和４３・４４年）

中学生
高校生
一般

５４分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４２

高度成長の終焉

伊豆半島沖地震、巨人軍長嶋茂雄引退、
田中首相辞意表明。エリザベス女王来日、
天皇皇后ご訪米、新幹線博多まで開通、
フォード大統領来日等。

中学生
高校生
一般

４８分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４３

混迷の時代へ

ロッキード事件証人喚問、田中前首相逮捕、日
本赤軍日航機ハイジャック、ピンクレディ空前の
人気、長崎でバスジャック事件等。（昭和の記
録：昭和５１・５２年）

中学生
高校生
一般

５１分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－２４

社会教育 Ｖ０－２７

社会教育 Ｖ０－２８

社会教育 Ｖ０－３９
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社会教育 Ｖ０－４４

景気低迷と省エネルギー

警官女子大生を絞殺、日本シリーズでヤク
中学生
ルト初優勝、東京サミット開催、国公立大学
高校生
で初の共通一次試験等。
一般
（昭和の記録：昭和５３・５４年）

社会教育 Ｖ０－４５

経済摩擦と防衛問題

大平正芳首相死去、モスクワオリンピック日本
不参加表明、三和銀行オンライン犯罪の伊藤
素子マニラで逮捕、中国残留孤児来日等。
（昭和の記録：昭和５５・５６年）

中学生
高校生
一般

５２分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４６

東西緊張と黒字国日本

ホテルニュージャパン火災、IBM産業スパイ事
件、田中元首相に実刑判決、第二次中曽根内
閣発足、上越新幹線開業等。
（昭和の記録：昭和５７・５８年）

中学生
高校生
一般

５０分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４７

経済摩擦と情報化社会

江崎グリコ社長誘拐される。日航ジャンボ機群
馬県に墜落、ソ連書記長にゴルバチョフ就任、
NTTと日本たばこ産業株式会社発足等。
（昭和の記録：昭和５９・６０年）

中学生
高校生
一般

５７分

Ｈ３

社会教育 Ｖ０－４８

円高国際化の中の日本

天皇在位６０周年記念式典、東京サミット開催、
売上税法国会提出、東京株式市場大暴落、ＪＲ
発足、全日本民間労働組合連合会発足等。
(昭和の記録：昭和６１・６２年）

中学生
高校生
一般

５６分

Ｈ３

昭和から平成へ

瀬戸大橋開通、牛肉オレンジ日米交渉決着、リ
クルート事件表面化、ダイエー南海球団を買
収、新元号「平成」となる。青函トンネル開業、イ
ラン・イラク戦争停戦等。
（昭和の記録：昭和６３・６４年）

中学生
高校生
一般

５３分

Ｈ３

証言

極限状態を乗り越え、辛うじて生き残った
元囚人が数奇な体験をリアルにかたる。再
び繰り返してはならない戦争と、命の尊さ
や平和の価値を次の世代に語りかける。

中学生
高校生
一般

２２分

Ｈ３

アンネ・フランク

アンネの日記は、ナチスの過酷な迫害のも
とでも、子供らしい感受性とやさしさ、人間
らしい誠実さと愛情、未来に対する確信と
理想を失わずに生きていた少女の思いが
つづられている。
映像は、アンネの
父、オットー・フランクが撮りつづけたスナッ
プをもとにアンネの軌跡を追う。

中学生
高校生
一般

２０分

Ｈ３

恐竜の谷の大異変

中生代繁栄していた恐竜が、絶滅した原
因についてアメリカのルイ・アルバレス博士
の巨大隕石の衝突の影響で、気象に大変
化が起き、生物がほぼ全滅したという説を
各種の調査をとおして解説する。

小学生
中学生

５０分

Ｈ３

語り継ぐ 豊川海軍工廠大空襲

工廠の生い立ち、養成工員の生活、金沢・長
野の女子挺身隊の証言、慶応退学学徒動員の
証言、俳優故佐田啓二さんの入院生活の話、
俳優下元勉さんからの手紙、８月７日の惨劇の
状況、桜ヶ丘女学校引率教員の証言、遺体収
容と６年後に行われた発掘の証言など、これま
でに語られたことのない貴重な証言が多岐にわ
たっています。

小学生
中学生
一般

８０分

Ｈ４

交通事故はなぜおきる

小学生に多い交通事故。これらの原因と事
故は何故おきるのかということを、迫力ある
事故画面、わかりやすい実例や実験によっ
て示し、安全知識を徹底させる。

小学生

１８分

Ｈ４

社会教育 Ｖ０－１０５ 炎の証言

‥戦争と子どもたち‥
昭和１９年８月から学童集団疎開が始められ
た。当時の子どもたちの生活体験、勤労動員の
体験、東京空襲の体験などを実写を交えて画
く。

一般

２５分

Ｈ５

社会教育 Ｖ０－１１７ トントン、ユウユウの交通安全

パンダの兄妹が街に遊びにでて、親切な
人たちから交通ルールを学びます。

小学生

14分

Ｈ６

社会教育 Ｖ０－４９

社会教育 Ｖ０－５３

社会教育 Ｖ０－５４

社会教育 Ｖ０－６１

社会教育 Ｖ０－６７

社会教育 Ｖ０－７５

５２分

Ｈ３
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社会教育 Ｖ０－１４５ コアラとアララの大冒険

・まちを歩いてみよう
信号交差点，歩行者信号、横断歩道
・とびだしちゃだめ
飛び出し、踏切
・自転車に乗って
点検整備、乗り方、反射器材

小学生

３０分

Ｈ７

社会教育 Ｖ０－１４９ 米百俵：小林虎三郎の天命

越後長岡藩は戊辰戦争で政府軍に敗れ、人々
が苦しみにあえいでいた時、教育こそ人間形成
の要諦という理念で救援米を学校設立に投じ
た小林虎三郎の伝記

一般

９８分

Ｈ７

社会教育 Ｖ０－１８９ 宮澤賢治：銀河鉄道の夜

さまざまな星座や銀河、賢治の故郷、イー
ハトーヴの美しい映像を織り込みながらジョ
バンニ、カンパネルラとともに、銀河鉄道の
旅をする。

小（高）
中学生
一般

３０分

Ｈ８

昭和２０年夏、豊川海軍工廠は米軍機Ｂ２９の
爆撃により非常に多数の死者を出した。その死
者の中には、まだ１３歳の中学１年生というあど
けない少女達もいた。彼女達は強制的に学校
から工場に徴用された女学生であった。今日平
和な社会になって海軍工廠の悲劇も忘れられ
ようとしている。ここに彼女達の軌跡を振り返り、
彼女達の冥福を祈ると同時に平和への願いを
新たにするために制作された作品である。

中・高
一般

２０分

Ｈ９

社会教育 Ｖ０－２６５ 子どもとしつけ

子どもに、やっていけないことや間違った行い
をしっかり正すこと、自分の行いに責任があるこ
とに気付かせることなど、「しつけ」について、お
父さん、お母さんに、気付き、理解してもらえる 乳幼児を
ようにつくられています。
持つ一般
ハワイと日本の子どもの架け橋となるべく、様々
な取り組みをしているKONISHIKIさんとアニメの
テディベアが楽しく教えてくれます。

１６分

Ｈ１１

社会教育 Ｖ０－２８２ ディベートしよう

私たちの社会では、討論が重要な役割を果た
します。討論を通して私たちは新しい知見を得
ることができますし、社会的な意思決定にも討
論は不可欠です。しかし、討論は難しいもので
す。討論をしているうちに、ややもすれば論点
はずれてしまいますし、感情的な言い合いに
なってしまうことさえあります。相手の言うことを
よく聞いて、的確に自分の意見を述べる。討論
というものは、本来、こういう役割を参加者に期
待しているはずです。

中学生
高校生

２３分

Ｈ１２

社会教育 Ｖ０－２９１ 家庭教育手帳

ーーーエル・ネット家庭教育セミナー解説ビデ
オーーー
過保護や過干渉、育児不安やしつけへの自信
喪失…。
このビデオでは、そんな子育てに関する問題を
解決するためのヒントを紹介します。
・家庭教育手帳、ノートについて
・家族のコミュニケーション
・しつけって何？
・家族で育む思いやり
・夢は位置を育てる
・遊びが子どもを大きくする

一般

７０分

Ｈ１３

社会教育 Ｖ０－２９２ 家庭教育ノート

ーーーエル・ネット家庭教育セミナー解説ビデ
オーーー
・家庭の在り方
・家族のコミュニケーション
・しつけへの姿勢
・子どもの非行
・家庭でのルール
・思いやり
・個性をのばす
・不登校やいじめなどの対応

一般

７５分

Ｈ１３

社会教育 Ｖ０－２１８

１３歳の遺言
－母さんが中学生だったときにー
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みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３０４ 「さるかにがっせん・うりこひめ」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん①ーーー
（１）さるかにがっせん
母さんガニをいじめる悪いサル。
子ガニとウスや栗たちがこらしめた。
（２）うりこひめ
うりから生まれたうりこひめとあまのじゃくと
のふしぎなおはなし

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３０５ 「かぐらひめ・てんぐの羽うちわ」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん②ーーー
（１）かぐやひめ
竹の中から生まれた女の子。
美しく育ったが月に帰らなければなりません。
（２）てんぐの羽うちわ
これ何の羽うちわかな？あおいでみると、あれ
あれ鼻が長くのびていく。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３０６ 「かちかちやま・かもとりごんべえ」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん③ーーー
（１）かちかちやま
いたずらタヌキめ！なんとかこらしめようとウサギ
はドロの舟にのせました。
（２）かもとりごんべい
あ、ごんべいがカモの群れと一緒に空の
上！！ 帰れるかな！？

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３０７ 「いっすんぼうし・海ひこ山ひこ」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん③ーーー
（１）いっすんぼうし
おわんの舟にはしのかい。針のかたなをこしに
さし、京のみやこへ鬼たいじ
（２）海ひこ山ひこ
海ひこは海へさかなを、山ひこは山へえものを
とりに。でも山ひこは……。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

ーーーみんなの童話 にほん⑤ーーー
（１）きんたろう
あしがら山ではきんたろうが一番すもうが強
ア いのです。くまにだって勝つぞ！！
（２）はちかづき姫
小さい時、はちをかぶせられたはちかづき
姫。どこへ行ってもいじめられます。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３０９ 「はなさかじいさん・ちから太郎」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん⑥ーーー
（１）はなさかじいさん
うらのはたけでポチがなく。正直じいさんがほっ
てみると小判がざっくざく。
（２）ちから太郎
びんぼうなおじいさんとおばあさんがさずかっ
た子は、とても力持ち。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３１０ 「うらしまたろう・わらしべ長者」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん⑦ーーー
（１）うらしまたろう
いじめられていた亀を助けたうらしまたろうは、
お礼に海の中の竜宮城へ。
（２）わらしべ長者
一本のわらを手にいれた貧乏な男が、次から次
へ交換してついに大金持ちに……。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３１１ 「したきりすずめ・うしわかまる」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん⑩ーーー
（１）したきりすずめ
おばあさんの作ったノリを食べた子スズメは、舌
をきられてしまいました。
（２）うしわかまる
橋の上をひらり、ひらり。うしわかまるは都を荒ら
す悪者を退治しました・

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３１２ 「おむすびころりん・一休さん」
アニメ

ーーーみんなの童話 にほん⑪ーーー
（１）おむすびころりん
おむすびころりんスットントン。楽しい歌につら
れておじいさんは穴の中へ。
（２）一休さん
とん、とん、とんちの一休さん。きょうも得意のと
んちで大活躍！

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３０８ 「きんたろう・はちかづき姫」
ニメ
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ーーーみんなの童話 にほん⑫ーーー
（１）つるのおんがえし
傷ついたつるを助けたおじいさんの家に、ある
雪の日に女の子がきました。
（２）すもうおばけ
ハッケヨイ、のこった！すもうの好きなお殿さま
の本当のすがたは？

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

みんなの童話
「ねむり姫・幸福の王子」

ーーーみんなの童話 せかい③ーーー
（１）ねむり姫
魔法にかけられ眠りつづけるねむり姫
王子が通りかかり口づけを。
（２）幸福の王子
銅像の王子は人々の幸福のため、つばめに頼
み自分の体の宝石を与えました。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

社会教育 Ｖ０－３１５

みんなの童話
「たから島・白鳥の王子」

ーーーみんなの童話 せかい⑥ーーー
（１）たから島
ジムは宝のありかを書いた地図を手に入れた。
さあ、さがしに行こう！！
（２）白鳥の王子
魔法で白鳥に変えられてしまった兄の王子たち
をさがしに妹姫は旅にでます。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

社会教育 Ｖ０－３１６

ーーーみんなの童話 せかい⑧ーーー
（１）ピーターパン
みんなの童話
さあ、一緒に空を飛んで妖精たちの待つ島へ。
「ピーターパン・ヘンゼルとグレーテ 悪い船長をやっつけるんだ！
（２）ヘンゼルとグレーテル
ル」
森の中に迷い込んだヘンゼルとグレーテルは
お菓子の家をみつけました。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

社会教育 Ｖ０－３１７

ーーーみんなの童話 せかい⑩ーーー
（１）ジャックとまめの木
みんなの童話
ジャックがもらったまめは、どんどんのび、登っ
「ジャックとまめの木・ブレーメンの音 ていくと雲の上でした。
（２）ブレーメンの音楽隊
楽隊」
ロバ、イヌ、ネコ、ニワトリがとってもゆかいな音
楽隊をつくりました。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

ーーーみんなの童話 せかい⑫ーーー
（１）マッチ売りの少女
冷たい雪の中で売れ残ったマッチをすると、炎
の中には夢のような世界……。
（２）フランダースの犬
絵を描くことが大好きな少年ネロは、いつも仲
良しの犬と一緒でした。

幼児
小（低）

２４分

Ｈ１４

まんが
ことわざ事典①

ーーーおもしろ教養アニメーションーーー
まんが ことわざ事典 ①
第一話 犬も歩けば棒にあたる
第二話 蓼食う虫も好き好き
第三話 覆水盆に返らず
第四話 飛んで火に入る夏の虫

幼児
小学生

２３分

Ｈ１５

まんが
ことわざ事典②

ーーーおもしろ教養アニメーションーーー
まんが ことわざ事典 ②
第一話 とらぬ狸の皮算用
第二話 ひょうたんから駒が出る
第三話 灯台もと暗し
第四話 人の口に戸は立てられぬ

幼児
小学生

２３分

Ｈ１５

まんが
ことわざ事典③

ーーーおもしろ教養アニメーションーーー
まんが ことわざ事典 ③
第一話 過ぎたるはなお及ばざるがごとし
第二話 郷に入っては郷に従う
第三話 五十歩百歩
第四話 因果応報

幼児
小学生

２３分

Ｈ１５

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３１３ 「つるのおんがえし・すもうおばけ」
アニメ

社会教育 Ｖ０－３１４

みんなの童話
社会教育 Ｖ０－３１８ 「マッチ売りの少女・フランダースの
犬」

社会教育 Ｖ０－３３６

社会教育 Ｖ０－３３７

社会教育 Ｖ０－３３８
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まんが
ことわざ事典④

ーーーおもしろ教養アニメーションーーー
まんがことわざ事典 ④
第一話 地獄で仏
第二話 早起きは三文の徳
第三話 人は見かけによらぬもの
第四話 雨降って地固まる

幼児
小学生

２３分

Ｈ１５

まんが
ことわざ事典⑤

ーーーおもしろ教養アニメーションーーー
まんが ことわざ事典 ⑤
第一話 捨てる神あれば拾う神あり
第二話 針小棒大
第三話 背に腹はかえられぬ
第四話 君子危うきに近寄らず

幼児
小学生

２３分

Ｈ１５

社会教育 Ｖ０－３４２ 豊川進雄神社 奉納綱火

江戸時代から３００年以上続く、豊川進雄神社
奉納綱火は愛知県無形文化財に指定されてい
る。
綱火の歴史、制作工程、奉納

小学生
中学生
一般

３５分

Ｈ１５

スプーといっしょに
まもろうね。こうつうルール

テレビの世界をぬけだし、町中に迷い込んでし
まったスプー。マナと出会い、二人でサッカー
をして遊びます。
一方、りゅうこねえさんはガタラットからスプーが
いなくなったとの知らせを受け、けんめいに探し
ます。
やっとのことでスプーを見つけ出したと思ったら
…。ガタラットの「こうつうあんぜんクイズ」を楽し
みながら、スプーといっしょにこうつうルールを
覚えましょう！

幼児
小学生

１９分

Ｈ１６

子どもの居場所づくりの意義や重要性につ
いて考えていきます。

一般

２７分 Ｈ１７

一般

30分 Ｈ１７

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

幼児
小学生

60分 Ｈ１７

社会教育 Ｖ０－３３９

社会教育 Ｖ０－３４０

社会教育 Ｖ０－３４３

社会教育 Ｖ０－３５１ 子どもの居場所づくり

基本編

社会教育 Ｖ０－３５２

子どもの居場所づくり
マニュアル編

子どもの居場所づくりの進め方を実践例を
通して見ていきます。

社会教育 Ｖ０－３５４

世界名作映画館
ハローキティのシンデレラ

キティ、シンデレラになるの!

社会教育 Ｖ０－３５５

世界名作映画館
キキとララの青い鳥

社会教育 Ｖ０－３５６

世界名作映画館
マイメロディの赤ずきん

マイメロディの赤ずきん、
オオカミさんに気をつけて！

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

社会教育 Ｖ０－３５７

世界名作映画館
ハローキティのおやゆびひめ

わたし おやゆびひめ 幸せの国へいっ
しょに行きましょう

幼児
小学生

４0分 Ｈ１７

天までのびた豆の木の先に勇者のしるし
が！

幼児
小学生

20分 Ｈ１７

世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３５８ けろけろけろっぴの大冒険
ふしぎな豆の木

キキとララ、
かわいいふたごがえんじる「青い鳥」!

社会教育 Ｖ０－３５９

世界名作映画館
ぽこぽんのゆかいな西遊記

ぽこぽんの孫悟空が大あばれ
天竺めざして大冒険

幼児
小学生

60分 Ｈ１７

社会教育 Ｖ０－３６０

世界名作映画館
けろけろけろっぴの三銃士

さあ来い、ぼくが相手だ！
得意の剣でアンヌ王妃を救い出せ！

幼児
小学生

61分 Ｈ１７

夢のお城ってどこにあるのかしら？魔法の
王冠を取り戻すためキティとミミイが大活躍

幼児
小学生

34分 Ｈ１７

世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３６１ ハローキティ
魔法の森のお姫さま
社会教育 Ｖ０－３６２

世界名作映画館
たあ坊の竜宮星大探検

ＳОＳ！竜宮星が大ピンチ！
宇宙の危機に立ち上がれ

幼児
小学生

34分 Ｈ１７

社会教育 Ｖ０－３６３

世界名作映画館
ハローキティのしらゆきひめ

キティちゃんがしらゆきひめになりました。
毒りんごに気をつけて！

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

古いランプをめぐる、不思議な冒険物語

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

ハローキティが月のお姫さまを演じます。

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３６４ アヒルのペックルの
アラジンと魔法のランプ
世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３６５
ハローキティのかぐや姫
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社会教育 Ｖ０－３６６

世界名作映画館
キキとララのヘンゼルとグレーテル

社会教育 Ｖ０－３６７
社会教育 Ｖ０－３６８

かわいいふたごがえんじる
ヘンゼルとグレーテル

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

世界名作映画館
キティ扮するアリスが不思議の国で大活躍
ハローキティの不思議の国のアリス

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

世界名作映画館
けろけろけろっぴのロビンフッド

正義の弓で悪を討て!!

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３６９ ハローキティの
アルプスの少女ハイジ

アルプスの少女からの愛のおくりもの

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３７０ ハローキティの
アルプスの少女ハイジⅡ

ークララとの出会いー
人々に愛をおくる天使

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

屋根裏部屋のプリンセス

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

幼児
小学生

30分 Ｈ１７

社会教育 Ｖ０－３７１

世界名作映画館
ハローキティの小公女

社会教育 Ｖ０－３７２

世界名作映画館
けろっぴ扮するガリバーの不思議な冒険
けろけろけろっぴのガリバーの冒険

世界名作映画館
社会教育 Ｖ０－３７３ アヒルのペックルの
シンドバッドの冒険

社会教育

Ｖ０－３８０
雪渡り
－１

社会教育

雪渡り
Ｖ０－３８０
バリアフリー版（副音声･字幕スー
－２
パー付）

社会教育

Ｖ０－３８１
鉄腕アトム
－１

社会教育

鉄腕アトム
Ｖ０－３８１
バリアフリー対応作品（副音声･字幕
－２
スーパー付）

社会教育 VO-３８２

ファンタジア
アニメ名作シリーズ１

お姫様を探して、冒険の船旅に出発！

宮澤賢治原作アニメシリーズ
カチカチに凍った雪の上で､四郎とかん子が、
野原の向こうに広がる森に向かって大声で叫
ぶと、森の奥からキシキシと雪を踏む音とともに
白い狐の紺三郎が現れました。狐を見たかん
子が「狐こんこん、狐の子、狐の団子は、兔のク
ソ」というと紺三郎は真剣な顔で「そんなことは
幼児
ありません」と熱心に説明し、「そうだ今度の幻
燈会にいらっしゃい。」と上着のポケットから入 小学生
場券を取り出しました。「８時から始めますから、
きっといらっしてください。」その券には、「月夜
の晩の幻燈会、１２才以上の来賓は、入場をお
断り申し候」と書かれていました。
そし
てついに四郎とかん子が楽しみにしていた幻
燈会の日がやってきました。さて、どんな会にな
るのでしょうか・・・。

２３分 Ｈ１８

同上

世界ではロボットが、人間の手足となって活躍
していた。アトムは心を持つロボットとして、お茶
の水博士の手によって目覚めた。心を持つロ
ボットの存在は、人間達の間に波紋を広げ、反
幼児
対する人々から迫害を受けることも・・・。アトム
小学生
は素晴らしい能力を使って、人々を危機から救
うために活躍する。
アトムの願いは一つ。それは「人間とロボットが
友達でいられる世界を作る事」だった。

２４分 Ｈ１８

幼児
小学生

２４分 Ｈ１８

バッハやチャイコフスキー、ベートーベンなどの
世界的に有名なクラッシック音楽とともに、ミッ
幼児
キーをはじめ、妖精･天使・ユニコーン・ケンタウ
ロス･悪魔などが繰り広げる幻想的な世界が広 小学生
がっていきます。

１１７分 Ｈ１８

同上
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社会教育 VO-３８３

社会教育 VO-３８４

社会教育 VO-３８５

社会教育 VO-３８６

バンビ
ニメ名作シリーズ２

緑の豊かな森の奥で、１頭の雄の子鹿が生ま
れました。バンビと名付けられた王子、母の愛と
森の仲間に見守られながら、すくすくと育って
いきます。フクロウさんや、ウサギのジャスパー、
スカンクのフラワーとの楽しい時間・・・。遠くか
ら見守る、森の王である父。 厳しい冬を耐え、
ア やっと春を迎える頃、悲しいことに、狩りにきた
幼児
ハンターの銃弾によって、母は命を落としてし 小学生
まったのです。時は流れ、再び森に春がやって
きたころ、バンビは、ファリーンと恋に落ちまし
た。ジャスパーとフラワーにも家族ができまし
た。そしてバンビは、人間の狩りに、山火事にと
傷つき､とまどいながらも、森の王として立派に
成長していくのでした。

７０分 Ｈ１８

ダンボ
ニメ名作シリーズ３

サーカスの象のジャンボの元にコウノトリが運ん
できた神様の贈り物。その子象の名前を“ダン
ボ”といいました。ところがあまりにも大きすぎる
耳のために、芸をしてもからまったり、踏んづけ
て転んだりと失敗ばかり。笑いものにされるダン
ボを母は愛情いっぱいに抱きしめるのでした。
ア しかし、ダンボをいじめた人間に怒り暴れた母
幼児
は、檻の中にとじこめられてしまいます。そんな 小学生
悲しむダンボを力づけたのは、ねずみのティモ
シーでした。ある日、ティモシーはダンボは空を
飛べるかもしれないと思いました。カラスたちと
ともに空を飛べる“魔法の羽”をしっかりと握りし
めたダンボは、勇気をふりしぼり崖から飛び降り
るのでした・・・。

６２分 Ｈ１８

継母や姉たちからいじめられののしられ、召使
いの様に働らかせられても、いつかきっと幸せ
になれると信じるシンデレラ・・・。ある時、国王
は王子の結婚相手をみつけるために、お城で
舞踏会を開くことにしました。しかし、せっかくね
ずみのジャックたちが直してくれた母の形見の
ドレスを、姉たちに破かれてしまいます。そんな 幼児
嘆き悲しむシンデレラの前に現れた妖精が“ビ 小学生
ビディ・バビディ・ブー”と唱えると、カボチャは
馬車になり、シンデレラは輝くばかりのドレス姿
に変身するのでした。お城での夢のような時は
またたく間に過ぎて、魔法のとける時間が近づ
き、シンデレラは馬車に飛び乗ります。片方の
ガラスの靴だけを残して・・・。

７２分 Ｈ１８

雪のように白い肌を持った美しい白雪姫。継母
の女王は、自分より美しい者がいることを許すこ
とができません。そんな女王はいつも「この世で
最高に美しい女は？」と“魔法の鏡”に問いか
けていました。しかし、ある日、ついに鏡は白雪
姫の方が美しいと告げてしまいました。その嫉
ア 妬はすぐに憎しみとなり、女王は白雪姫を殺し
幼児
てしまおうとするのでした。そのことを知らされ、 小学生
森の奥へと逃げ込んだ白雪姫は､一軒の小さな
家に住む７人の小人に助けられます。森の動
物や花々に囲まれた小人たちとの楽しい時間
が過ぎました。しかし、女王はリンゴ売りのおば
あさんに化けて毒のリンゴを彼女に食べさせて
しまうのでした・・・。

８１分 Ｈ１８

シンデレラ
アニメ名作シリーズ４

白雪姫
ニメ名作シリーズ５
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社会教育 VO-３８７

社会教育 VO-３８８

社会教育 VO-３８９

社会教育 VO-３９０

心を込めて作り上げた木の人形“ピノキオ”が、
人間の子どもになって欲しいと星に願うジェ
ベットじいさん。妖精はピノキオを、自由に動き
回り、話すことができるようにしました。でも、本
当の子どもになるためには、勇気を持ち、正直
で優しくなければなりません。そこでこおろぎの
ア ジミニーを、ピノキオが正しい道を歩めるように
幼児
“監視役”にしたのです。しかし、ピノキオは、学 小学生
校へ行く途中でネコとキツネにサーカスに誘わ
れ、ついには鳥かごに閉じ込められてしまいま
す。妖精のおかげで脱出することのできたピノ
キオは、自分を探しに出たジェペットじいさんが
怪物クジラに飲み込まれてしまったことを知り、
助けに向かうのでした・・・。

８６分 Ｈ１８

ピーターパン
アニメ名作シリーズ７

いつも弟ジョンとマイケルにピーターパンの話
を聞かせている姉のウェンディは、お父さんに
子ども部屋を出るように言われています。その
夜、ピーターパンと妖精のティンカー・ベルが、
なくした影を探しにやってきました。目を覚まし
た子どもたちは、ピーターパンの住む、永遠に
子どものままでいられる夢と冒険の国・ネバーラ 幼児
ンドへと旅立っていきました。しかしそこでは事 小学生
件が起こっていました。フック船長が、ピーター
パンの隠れ家を聞き出そうと、インディアンの酋
長の娘・タイガーリリーを誘拐したのです。無事
救出することのできたピーターパンですが、今
度はウェンディーたちが海賊たちに連れ去られ
てしまい・・・。

７５分 Ｈ１８

ふしぎの国のアリス
アニメ名作シリーズ８

アリスは森の中で、懐中時計を持ち、チョッキを
着た慌てて走るウサギを追いかけているうち
に、木の根に掘られた深い穴に落ちてしまいま
す。そこはまさにトンチンカンでミョウチキリンで
アベコベで・・・奇妙な世界。船乗りのドートや
おかしな双子のディーとダム、パンとバタフライ
幼児
や馬バエ、水タバコを吸ういも虫やニヤニヤ笑
いのチェシャ猫などで一杯です。しかも身体が 小学生
縮んだり伸びたり、スミレやユリたちが歌ったり、
イカレ親父らと何でもない日を祝ったり・・・。
ハートの女王のもとでは、首をはねられそうにな
り、トランプの兵隊ちに追いかけ回される始末。
道に迷い心細くなるアリスは、家に帰ることがで
きるのでしょうか・・・。

７３分 Ｈ１８

ガリバー旅行記
アニメ名作シリーズ９

南の海で大きな嵐に襲われ、難破した水兵のラ
ミュエル・ガリバーは、命からがらある島に流れ
着きました。砂浜に横たわり、死んだように眠っ
ていたガリバーを見つけたのは小人たちでし
た。ここは小人の国・リリパットだったのです。初
めて見る巨人を恐れる人々は、ガリバーを台車
にくくりつけ町へと運んでいきますが、すぐにそ 幼児
の優しさに心を開いていきます。その時、この 小学生
国のグローリー姫と隣国・ブレファスクのディビッ
ト王子は婚約をしていました。しかし国王たち
は、結婚式にどちらの国歌を歌うかということ
で、戦争を始めてしまいます。そして愛し合う２
人のためにも、何とか戦争をやめさせようとする
ガリバーでしたが・・・。

７４分 Ｈ１８

ピノキオ
ニメ名作シリーズ６

平成１８年度
県
社会教育 Ｖ０－３９３ 自作視聴覚教材コンクール優秀作 最優秀賞･教育長賞、優秀賞
品

一般

Ｈ１９
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社会教育 Ｖ０－３９６ 三人の騎士

ある日ドナルド・ダックに届いた、ラテン・アメリカ
の友人からの誕生日プレゼント。大きな箱の中
に入っていたのは、映写機と８mmフィルムでし
た。ドナルドは大喜びで、南極の寒がりペンギ
ン「パブロ」や少年ガウチョと空飛ぶロバの「ブリ
トー」の物語を楽しみました。次のプレゼント
幼児
は、とびだす絵本です。その本から抜け出して
きた「ホセ・キャリオカ」に誘われ、不思議な体 小学生
験をすることになります。バイーアの美女に出
会ったり、早撃ち「パンチート」も加わった三人
でメキシコへ旅をしたりするのです。ダンスと音
楽のファンタジーあふれる映像、実写とアニメの
融合などディズニータッチ満載の作品に仕上
がっています。

社会教育 Ｖ０－３９７ 山古志村のマリと三匹の子犬

マリは闘いました。
地震で失いかけたひとつの命に勇気を与え、
幼い三つの命を守り抜きました。
世の中に起きるいろんなことはたった二種類し
かないそうです。ひとつは「どうにもならないこ
と」もうひとつは「どうにかなること」。マリはその
ふたつについて、わたしたちに教えてくれまし
た。
２００４年１０月２３日、新潟県を襲った中越地
震。この日生れたばかりの三匹の子犬を守り、
傷ついた主人を勇気づけて命を救ったマリは、
荒れ果てた被災地に取り残されながらも、強く
生き抜きました。
この感動の実話をもとにしたベストセラー絵本
「山古志村のマリと三匹の子犬」の作者、大野
一興がデジタルアニメーション化し、マリや子犬
たちに新しい命を吹き込みました。
このDVDのために、新たに描き起こされた山古
志村の美しい田園風景や地震の脅威など、物
語を盛り上げるオリジナル曲とあいまって、マリ
や子犬たちが生き生きと動き出します。

社会教育 Ｖ０－３９８ ねむりの森のひめ

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語DVD

社会教育 Ｖ０－３９９ アリババのぼうけん

幼児
小学生
中学生

Ｈ１９

４５分

Ｈ１９

小学生

２０分

Ｈ１９

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語DVD

小学生

２０分

Ｈ１９

社会教育 Ｖ０－４００ にんぎょひめ

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語DVD

小学生

２０分

Ｈ１９

社会教育 Ｖ０－４０１ たからじま

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語DVD

小学生

２０分

Ｈ１９

社会教育 Ｖ０－４０２ 青いとり

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語DVD

小学生

２０分

Ｈ１９

社会教育 Ｖ０－４０３ ジャックとまめの木

バイリンガル世界の童話
遊んで覚える英語DVD

小学生

２０分

Ｈ１９

社会教育 Ｖ０－４０４ この空の下で

人権啓発アニメーション
古い住宅地に住む四人家族の松本義之
に、町内会長の大役が回ってきた。実務は
妻のひとみにまかせっきりだ。ひとみは、現
在専業主婦であるが、再就職を考えてい
る。しかし、「専業主婦」歴が社会で評価さ
れないことが不満でならない。また、認知症
の症状が現われてきた同居の夫の母、志
津の様子に不安を感じ、地域や家庭んっこ
とに理解のない夫に苛立ちを感じている。
長女理奈（中学二年)は、多感な年頃であ
り、家族の不安や苛立ちを敏感に感じ取っ
ている。
そんなとき、町内で「ゴミだし」を巡るトラブ
ルが起きた。．．．
<ポイント>
・ 知り合うことの大切さ
・ 発達障害に対する理解・支援
・ 家族の協力
・ 偏見や思い込みの怖さ
・ 高齢者の生きがい

４２分

Ｈ１９

中学生
一般
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世界名作アニメーション １
アーサー王物語

王は臨終の床で、魔法使いマーリンに国を救う
者への剣を委ねた。切り株に突き刺さった剣を
幼児
抜いた者こそが真の国王となる--民衆の見守
る中、国中から集まった強者達の力にも微動だ 小学生
にしなかった剣を、若きアーサーが見事引き抜
いた。アーサー王の誕生だ！

５０分

Ｈ１９

世界名作アニメーション ２
ロビンフッドの冒険

リチャード王の弟ジョンは悪代官ノッチンガム伯
爵と組んで、欧の座を奪おうと企て海賊に王国
幼児
を襲わせた。ロビンフッドは、大男のリトル・ジョ
ン、タック修道士などシャーウッドの森の仲間と 小学生
共に海賊と戦い、国を救った。そしてマリアンは
晴れて英雄・ロビンの元へ。

５０分

Ｈ１９

世界名作アニメーション ３
アリババと４０人の盗賊

“開け、ゴマ”呪文を知った貧しいアリババは、
盗賊達の留守に洞窟から金貨や不思議な壷を
持ち帰った。これを知った欲深の兄カシームは 幼児
洞窟で盗賊に殺されてしまい、アリババも命を 小学生
狙われるが、壷の精霊モルギアナの機知で一
味は退治され、宝物は貧しい人々の手へ。

５０分

Ｈ１９

世界名作アニメーション ４
裸の王様

服装に気を遣う王様ルイは、頭の良い善人にし
か見ることができない魔法の服を作るというニセ
幼児
仕立屋に金銀宝石を渡し、誕生日の服を作ら
せた。誕生日に下着姿で得意げにパレードを 小学生
する王様に、心優しい少女アントワネットは言っ
た“王様は服なんか着ていません！”

５０分

Ｈ１９

世界名作アニメーション ５
人魚姫

海中の王国、人魚の国のミランダ姫は、転覆し
た船から地上の国のウィリアム王子を助けた。
幼児
人間の王子を愛してしまったミランダは海の魔
女に美しい声と交換に足をもらう。敵国の姫と 小学生
の偽りの結婚の日、真実を知った王子は、声を
取り戻したミランダと晴れて結ばれた。

５０分

Ｈ１９

社会教育 Ｖ０－４１０

みんなでおどろう レッツヒップホッ
プ

現代の代表的なリズムのダンスとして人気を集
めている「ヒップホップダンス」は、表現や意思
伝達の乏しさを補い、言葉を越えて気持ちや感
情を伝える有効な手段として注目されており、こ 幼児
れを無理なく楽しめるカリキュラムからなるDVD
小学生
教材を制作しました。子どもたちが「ヒップホッ 中学生
プダンス」に触れ、実際におどることにより、子ど
もたち同士のコミュニケーションや交流活動が
活発になることを目的としています。

５５分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１１

第５２回愛知県自作視聴覚教材コン
最優秀賞･教育長賞
クール

一般

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１１

第５２回愛知県自作視聴覚教材コン
優秀賞
クール

一般

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４０５

社会教育 Ｖ０－４０６

社会教育 Ｖ０－４０７

社会教育 Ｖ０－４０８

社会教育 Ｖ０－４０９

社会教育 Ｖ０－４１２ 裁判員

裁判員制度広報用映画 平成２１年初冬、
営業マン村瀬のもとに１通の手紙が届く。
それは、裁判員候補者名簿に自分の名前
が載ったとの知らせだった。… 村上弘明、
小林綾子、長門裕之など出演。

一般

６９分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１３ 評議

裁判員制度広報用映画 被告人と朝倉と
は学生時代からの親友。ところが、朝倉が
被告人の婚約者と関係を持ったことを知っ
た被告人は、ナイフで朝倉にけがを負わせ
てしまう。．．．中村俊介、榎木孝明、藤田
弓子など出演。

一般

６２分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１４ 審理

裁判員制度広報用映画 殺人事件の裁判
に裁判員として参加することになった主婦
の奈緒子たち６人の人々。目の前で繰り広
げられる審理の中で次第に明らかになって
いく事実とは．．．酒井法子、星野真理、岡
本麗など出演。

一般

６０分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１５ 語り継ぐ 炎の記憶

悲劇は、広島／長崎／東京／沖縄だけで
はなかった。「空襲よ!! 防空壕に行きなさ
い!」
このビデオは、戦災の記憶を平和の祈りと
して明日へと伝えるものです。

一般

３０分

Ｈ２０
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社会教育 Ｖ０－４１７ よっちゃんの不思議なクレヨン

やさしいよっちゃんと森の動物たちとのあたた
かい生命の物語。不思議なクレヨンが、やさし
幼児
い心、みんなのために奉仕する心、ごめんねと
小学生
いう反省の心、有難うという感謝の心などいろい
ろな心を教えてくれます。

２２分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１８ ねこざかな

さかなとねこがなかよく大冒険!?大好評の絵本
シリーズが、ついにDVDで登場。ある日、大き
幼児
なさかなを釣ったねこ。あーんと食べようとした
ら、逆にさかなに飲みこまれてしまいました。だ 小学生
けどなんだか楽しくなってきて．．．

２３分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４１９ 終戦記念戦記シリーズ 日本百年

日本近代化は明治維新からはじまった。この作
品は、フランス人が持っていたフィルムや民間
人が撮ったフィルム、書籍、絵画等いままでに
ない貴重な明治･大正･昭和の歴史を語るド
キュメント映画の集大成である。

１０５分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４２０ たぬきの糸車

山奥にあるきこりの夫婦の一軒家、糸車を回す
まねをするいたずらたぬき、恩返しをするたぬ
き。映像のていねいな動きやこまやかな表情
幼児
は、低学年の動作化の参考教材として最適で
小学生
す。子どもたちは、いたずらの楽しさに共感しな
がら、自然に人物の心情を理解し、さらに自由
な創造の世界を広げることでしょう。

１２分

Ｈ２０

社会教育 Ｖ０－４２１ 元気に遊ぼう ! リズムでゲーム

子どもたちが実際に体を動かし汗をかき、楽し
くコミュニケーションをとりながら、体力の向上「ト
レーニング」と反射神経を鍛える「リズム」また協 小学生
調性を育む「ゲーム」などの要素を組み合わせ 中学生
てあり、アスレチックゲームを分かりやすく紹介
しています。

一般

Ｈ２１

社会教育 Ｖ０－４２２

第５３回愛知県自作視聴覚教材コン
最優秀賞･教育長賞・優秀賞 ビデオ教材教材
クール

一般

Ｈ２１

社会教育 Ｖ０－４２３

第５３回愛知県自作視聴覚教材コン 最優秀賞･教育長賞・優秀賞 マルチメディア
教材
クール

一般

Ｈ２１

ビーカー教授が発明した超音波装置は、鏡や
窓、グラスなどをこわしてしまう力を持っていた。
それを知ったボルドリアの秘密警察は、教授を
誘拐し、シルダビアとの戦争に利用しようと企む
……。恐るべき陰謀を食いとめるため、タンタン
とハドック船長の追跡が始まった !

社会教育 Ｖ０－４２４

タンタンの冒険旅行
ビーカー教授事件

社会教育 Ｖ０－４２５

花祭りは愛知県北設楽郡に伝わる霜月神事
で、湯立を中心に、年齢階梯的に修練されてき
た青少年の面をつけない美しい舞や、鬼、翁な
どの面形の舞を組み合わせて、一日一夜に
亘って行われる。江戸時代までは、最長七日七
奥三河の花祭り
１
夜を費やしたという「生まれ清まり」の不定期の
奥三河の花祭り
２ 資
大祭「大神楽」があり、「花祭り」はそれが例年
料編１ 下黒川の花祭り Ⅰ ３ 資料
祭として再編されたものだともいう。無病息災、
編２ 下黒川の花祭り Ⅱ ４ 資料編３
子孫繁栄を祈願し、荒ぶる神仏精霊を守護す
下黒川の花祭り Ⅲ
るものに変えようと願う祭りは、いまでも１７の集
落でそれぞれの特徴を守って伝承されている。
花祭りの「いま」を捉えた映像で、北設楽の人
びとの祭りにかける情熱を実感していただけれ
ばと思う。

一般

本シリーズは、日本の各地の森の自然環
境や、豊かな生態系を形成する多様な動
植物の世界を描き、更に、人間と自然との
関わりを見つめます。
第二話では、暖温帯を代表する森、照葉
樹林を中心に解説します。多種多様な生
物が生きる厳しい環境の中、どのように世
代交代が行われ、どのように生命をつない
でいくのか、そのしくみを探ります。
また、人と深い関わりを持ち暮らしを支えて
きた、暖温帯の人工林を紹介します。

一般

社会教育 Ｖ０－４２６ 日本の森シリーズ 暖温帯の森

幼児
小学生

５７分

１
２
３
４

Ｈ２１

４１分
９１分
Ｈ２１
８８分
８９分

３４分

Ｈ２１
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社会教育 Ｖ０－４２７ 豊川まちなかmusium

山本須備雄／風の中の母子
島田卓二／古里の春 梅園
木内克／たまゆら
竹本鉄夫／歩く虫
庄司達／空間の誘導'99
山本鉄男／わらべ唄
清水良治／華煌
市川晃
ふれあいプロムナード
山本眞輔／心の旅-ベネツィア
平川敏夫／暁光叢生
大森運夫／火焔太鼓

一般

６０分

社会教育 Ｖ０－４２８

最優秀賞・教育長賞
<学校教育部門>
「きょう土に伝わるねがい ２００９」
優秀賞
<学校教育部門>
「Sound of OKAZAKI～音のヒミツを探ろう～」
第５３回愛知県自作視聴覚教材コン 最優秀賞・教育長賞
<生涯学習部門>
一般
クール
「ヒメハルゼミ～山中八幡宮に残された生きた
化石」
<学校教育部門>
「甦る手描き幟～伝統を作り出す若者たち～」
<優秀賞>
「伝統の技を守る～三河仏壇の挑戦 アートマ
ン・ジャパン～」

社会教育 Ｖ０－４２９

ミッキーマウス
ミッキーマウスの消防隊

みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱ
い！！

幼児
小学生

６２分

社会教育 Ｖ０－４３０

ミッキーマウス
ミッキーのがんばれサーカス

みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱ
い！！

幼児
小学生

66分

社会教育 Ｖ０－４３１

ミッキーマウス
ミッキーのハワイ旅行

みんなが大好きなミッキーマウスがいっぱ
い！！

幼児
小学生

65分

私達と宇宙をつないだ探査機
２００３年5月。小惑星探査機「はやぶさ」は、小
惑星「イトカワ」に旅立ちました。２００５年9月、イ 中学生
トカワに到着。しかし、そこには数々の困難が 高校生
待っていました。2度のタッチダウンを経て、地 一般
球帰還を目指す「はやぶさ」。困難に立ち向か
う「はやぶさ」の姿に．．．

43分

日本の亜熱帯・暖温帯の森を、それぞれ取 一般
り上げていく日本の森シリーズの第三で
中学生
す。
小学生

31分

八幡宮本殿、三明寺三重塔、三明寺本堂
一般
内宮殿、財賀寺仁王門、木造金剛力士立
中学生
像、本堂内厨子、木造地蔵菩薩立像、絹
小学生
本着色王宮曼荼羅図、木造千手観音立像

22分

HAYABUSA
社会教育 Ｖ０－４３２
BACK TO THE EARTH

社会教育 Ｖ０－４３４

四季が育む生命の山々
東北・冷温帯の森

豊川市国指定重要文化財
社会教育 Ｖ０－４３５
全編版

Ｈ２２

Ｈ２２

H22
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豊川市国指定重要文化財
社会教育 Ｖ０－４３６
ダイジェスト版

八幡宮本殿、三明寺三重塔、三明寺本堂
一般
内宮殿、財賀寺仁王門、木造金剛力士立
中学生
像、本堂内厨子、木造地蔵菩薩立像、絹
小学生
本着色王宮曼荼羅図、木造千手観音立像

10分

H22

見つめよう！自分の未来（飛鳥村自作視聴
覚教材研究会）／10年ぶりの火渡り神事、
第55回愛知県自作視聴覚教材コン 法性寺ねぎを守る（岡崎市自作教材制作 一般
社会教育 Ｖ０－４３７ クール作品
委員会・岡崎市視聴覚ライブラリー）／名 中学生
ﾋﾞﾃﾞｵ教材
水の里とっかわ～自然がともに生きる（岡 小学生
崎市自作教材制作委員会・岡崎市視聴覚
ライブラリー）
電気の性質を調べよう～電気自動車につ
第55回愛知県自作視聴覚教材コン なげる基礎知識（岡崎市自作教材制作委 一般
社会教育 Ｖ０－４３８ クール作品
員会・岡崎市視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘー）／徳川家 中学生
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教材
康と三河武士（岡崎市自作教材制作委員 小学生
会・岡崎市視聴覚ﾗｲﾌﾞﾗﾘー）

社会教育 Ｖ０－４３９

折って・切って・広げて
びっくり 切り紙遊び

この教材は、子どもたちと様々な世代の方たち
が、一緒に切り紙の知識を教え合い、楽しみな
がら互いに刺激し合って交流を深めることを目 一般
的としています。子どもたちはもちろん、ご家族 中学生
や地域の人々が一緒に楽しめる内容で、手や 小学生
指先を動かすことで、運動能力の維持向上を
図り、心・脳・身体の活性化をはかります。

社会教育 Ｖ０－４４０

みんなが主役！
人形劇で遊んじゃおう

子どもたち自身が人形劇を上演することに
より、感情の表現力を養い、人とのｺﾐｭﾆｹｰ 中学生
ｼｮﾝが円滑にできるようになることを目的と 小学生
しています。

46分

ジャズの街岡崎、ｴｺﾏﾝﾀﾞｰと探るごみのゆ
第56回愛知県自作視聴覚教材コン くえ～ごみから資源へ～、北インドの世界 一般
社会教育 Ｖ０－４４１ クール作品
遺産とガンジス河、八丁味噌～岡崎で受継 中学生
ﾋﾞﾃﾞｵ教材
がれる伝統の技、伝えよう形と心～町屋文 小学生
化にふれながら～

91分

第56回愛知県自作視聴覚教材コン
社会教育 Ｖ０－４４２ クール作品
プラスチックの性質を調べよう。
ﾏﾙﾁﾒﾃﾞｨｱ教材

社会教育 Ｖ０－４４３

社会教育 Ｖ０－４４４

社会教育 Ｖ０－４４５

歴史の道 姫街道
全編版

歴史の道 姫街道
ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版

歴史の道 姫街道
全編版

40分

一般
中学生
小学生

H24

H24

御油町の追分交差点を起点とする姫街道。こ
の呼び名が付いたのは幕末以降で、江戸時代
には険しい本坂峠を通ることから本坂通りと呼
ばれた。また、豊川市が穂の国といわれた古代 一般
においては、二見の道（ふたみのみち）といわ
れ、東海道とともに奈良の都と地方を結ぶ官道
として栄えた。この姫街道を紹介します。

32分

H24

御油町の追分交差点を起点とする姫街道。こ
の呼び名が付いたのは幕末以降で、江戸時代
には険しい本坂峠を通ることから本坂通りと呼
ばれた。また、豊川市が穂の国といわれた古代 一般
においては、二見の道（ふたみのみち）といわ
れ、東海道とともに奈良の都と地方を結ぶ官道
として栄えた。この姫街道を紹介します。

6分

H24

御油町の追分交差点を起点とする姫街道。こ
の呼び名が付いたのは幕末以降で、江戸時代
には険しい本坂峠を通ることから本坂通りと呼
ばれた。また、豊川市が穂の国といわれた古代 一般
においては、二見の道（ふたみのみち）といわ
れ、東海道とともに奈良の都と地方を結ぶ官道
として栄えた。この姫街道を紹介します。

32分

H24
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社会教育 Ｖ０－４４６

歴史の道 姫街道
ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版

御油町の追分交差点を起点とする姫街道。こ
の呼び名が付いたのは幕末以降で、江戸時代
には険しい本坂峠を通ることから本坂通りと呼
ばれた。また、豊川市が穂の国といわれた古代 一般
においては、二見の道（ふたみのみち）といわ
れ、東海道とともに奈良の都と地方を結ぶ官道
として栄えた。この姫街道を紹介します。

6分

H24

豊川海軍工廠
全編版

昭和14年開廠した豊川海軍工廠。敷地面積200ﾍｸ
ﾀｰﾙ、従業員5万人、東洋一といわれた巨大な兵器
工場であった。昭和16年太平洋戦争の勃発、昭和20
年8月7日にB29の空襲により死者2500人、負傷者1万
人以上と悲惨を極めた。昭和20年8月15日、日本は
無条件降伏、海軍工廠も変貌し、跡地は民間企業等
が立地する工業団地へと変貌し、今日の豊川市誕生
の原動力となった。その足跡を辿ります。

一般

27分

H23

豊川海軍工廠
ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版

昭和14年開廠した豊川海軍工廠。敷地面積200ﾍｸ
ﾀｰﾙ、従業員5万人、東洋一といわれた巨大な兵器
工場であった。昭和16年太平洋戦争の勃発、昭和20
年8月7日にB29の空襲により死者2500人、負傷者1万
人以上と悲惨を極めた。昭和20年8月15日、日本は
無条件降伏、海軍工廠も変貌し、跡地は民間企業等
が立地する工業団地へと変貌し、今日の豊川市誕生
の原動力となった。その足跡を辿ります。

一般

7分

H23

豊川海軍工廠
全編版

昭和14年開廠した豊川海軍工廠。敷地面積200ﾍｸ
ﾀｰﾙ、従業員5万人、東洋一といわれた巨大な兵器
工場であった。昭和16年太平洋戦争の勃発、昭和20
年8月7日にB29の空襲により死者2500人、負傷者1万
人以上と悲惨を極めた。昭和20年8月15日、日本は
無条件降伏、海軍工廠も変貌し、跡地は民間企業等
が立地する工業団地へと変貌し、今日の豊川市誕生
の原動力となった。その足跡を辿ります。

一般

27分

H23

豊川海軍工廠
ﾀﾞｲｼﾞｪｽﾄ版

昭和14年開廠した豊川海軍工廠。敷地面積200ﾍｸ
ﾀｰﾙ、従業員5万人、東洋一といわれた巨大な兵器
工場であった。昭和16年太平洋戦争の勃発、昭和20
年8月7日にB29の空襲により死者2500人、負傷者1万
人以上と悲惨を極めた。昭和20年8月15日、日本は
無条件降伏、海軍工廠も変貌し、跡地は民間企業等
が立地する工業団地へと変貌し、今日の豊川市誕生
の原動力となった。その足跡を辿ります。

一般

7分

H23

社会教育 Ｖ０－４５１ 日本の童話 ①

かぐやひめ／したきりすずめ

幼児
小学生

23分

H24

社会教育 Ｖ０－４５２ 日本の童話 ②

つるのおんがえし／3年ねんたろう

幼児
小学生

23分

H24

社会教育 Ｖ０－４５３ 日本の童話 ③

一休さん／桃太郎

幼児
小学生

23分

H24

社会教育 Ｖ０－４５４ むかしばなし ①

楽しいアニメで日本語と英語が学べる。幼
幼児
児から小学生の語学勉強にピッタリ！
小学生
ももたろう／きんたろう／うしわかまる

29分

H24

社会教育 Ｖ０－４５５ むかしばなし ②

楽しいアニメで日本語と英語が学べる。幼
児から小学生の語学勉強にピッタリ！
幼児
かぐやひめ／したきりすずめ／ぶんぶく 小学生
ちゃがま

30分

H24

社会教育 Ｖ０－４４７

社会教育 Ｖ０－４４８

社会教育 Ｖ０－４４９

社会教育 Ｖ０－４５０
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社会教育 Ｖ０－４５６ むかしばなし ③

楽しいアニメで日本語と英語が学べる。幼
児から小学生の語学勉強にピッタリ！
幼児
さるかに合戦／かちかち山／こぶとりじい 小学生
さん

30分

H24

社会教育 Ｖ０－４５７ むかしばなし ④

楽しいアニメで日本語と英語が学べる。幼
児から小学生の語学勉強にピッタリ！
幼児
はなさかじいさん／一休さん／つるのおん 小学生
がえし

29分

H24

社会教育 Ｖ０－４５８ むかしばなし ⑤

楽しいアニメで日本語と英語が学べる。幼
児から小学生の語学勉強にピッタリ！
幼児
うらしまたろう／ゆきおんな／おむすびこ 小学生
ろりん

29分

H24

社会教育 Ｖ０－４５９ むかしばなし ⑥

楽しいアニメで日本語と英語が学べる。幼
児から小学生の語学勉強にピッタリ！
幼児
いっすんぼうし／かさじぞう／12支のはな 小学生
し

29分

H24

社会教育 Ｖ０－４６０ 人形劇 長ぐつをはいたねこ

皆さんは、ねこが長ぐつをはいているのをみた
ことがありますか。ここに出てくるねこは、1人の
おじいさんにかわれていました。おじいさんは 幼児
年をとって亡くなりました。ねこはこれからどうな 小学生
るのでしょう。長ぐつをはいた不思議なねこが大
活躍します。

35分

H24

社会教育 Ｖ０－４６１ 人形劇 ヘンゼルとグレーテル

ﾍﾝｾﾞﾙとｸﾞﾚｰﾃﾙは有名なｸﾞﾘﾑ童話の一つ。む
かしむかし、大きな森に木こりの夫婦とﾍﾝｾﾞﾙと
ｸﾞﾚｰﾃﾙという兄妹が住んでいました。みなさん
は、「ききん」って知っていますか？お米や小麦 幼児
や野菜など、大切な作物が出来なくなって、食 小学生
べ物が無くなってしまうことなんです。ここりは、
もともと貧乏でしたから、食べるものが何も無く
なってしまったのです。そんなある夜のこと．．．

49分

H24

社会教育 Ｖ０－４６２ チップとデール

ﾁｯﾌﾟとﾃﾞｰﾙはいたずらが大好き！！
リスのいたずら合戦（1話～8話）
1話：リスの朝ごはん／2話：リスの冬支度／
3話：リスのｵﾓﾁｬ合戦／4話：リスのいたず 幼児
ら合戦／5話：リスの手袋騒動／6話：リスの
汽車ごっこ／7話：リス君は歌姫がお好き／
8話：リスのﾋﾟｰﾅｯﾂ

53分

H24

社会教育 Ｖ０－４６３ グーフィー

おっちょこちょいで、にくめない
みんなのｸﾞｰﾌｨｰ（1話～8話）
1話：ｸﾞｰﾌｨｰのｽｷｰ教室／2話：ｸﾞｰﾌｨｰの野球
教室／3話：ｸﾞｰﾌｨｰの水泳教室／4話：ｸﾞｰﾌｨｰ 幼児
のｺﾞﾙﾌ教室／5話：ｸﾞｰﾌｨｰの虎退治／6話：
ｸﾞｰﾌｨｰのﾊﾞｽｹｯﾄﾎﾞｰﾙ／7話：ｸﾞｰﾌｨｰのおお
仕事／8話：ｸﾞｰﾌｨｰのﾃﾆｽ教室

60分

H24

社会教育 Ｖ０－４６４ グレート・ネイチャー Vol. 1

感情揺さぶる命のﾊﾟﾚｰﾄﾞ！！
地球上に生まれるGREATなドラマを最新
HDカメラで一瞬の息吹さえ逃すことなく捉
えたｸﾞﾚｰﾄ･ﾈｲﾁｬｰ
EPISODE 1
EPISODE 2

99分

H24

小学生
中学生
高校生
一般

53

社会教育 Ｖ０－４６５ グレート・ネイチャー Vol. 2

感情揺さぶる命のﾊﾟﾚｰﾄﾞ！！
地球上に生まれるGREATなドラマを最新
HDカメラで一瞬の息吹さえ逃すことなく捉
えたｸﾞﾚｰﾄ･ﾈｲﾁｬｰ
EPISODE 3
EPISODE 4

小学生
中学生
高校生
一般

98分

H24

社会教育 Ｖ０－４６６ グレート・ネイチャー Vol. 3

感情揺さぶる命のﾊﾟﾚｰﾄﾞ！！
地球上に生まれるGREATなドラマを最新
HDカメラで一瞬の息吹さえ逃すことなく捉
えたｸﾞﾚｰﾄ･ﾈｲﾁｬｰ
EPISODE 5
EPISODE 6

小学生
中学生
高校生
一般

99分

H24

元気の行進！
社会教育 Ｖ０－４６７
レッツゴーパレード

日本視聴覚教育協会が「子どもゆめ基金」の助
成をうけて制作した教材。子どもたちを対象に、
音楽に合わせて踊ったり、旗を振って元気に行
進し、お互いに声をかけ合ったりｱﾄﾞﾊﾞｲｽし合う
など、ﾊﾟﾚｰﾄﾞの練習を通して、子ども同士の「思
いやる心」、「協力する心」を大きく成長させるの
に役立つきょうざいです。

小学生
中学生
高校生
一般

45分

H24

1 立位・座位
2 立位
3 座位

一般

15分

H25

豊川市健康体操
はじまりの体操 CD付き
社会教育 Ｖ０－４６８
市制70周年記念事業

社会教育 Ｖ０－４６９

めいさくどうわ ①
日本語＋英語

しらゆきひめ／おやゆびひめ／ｼﾞｬｯｸとま
めの木

幼児
小学生

30分

H25

社会教育 Ｖ０－４７０

めいさくどうわ ②
日本語＋英語

ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ／ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽの犬／ﾋﾟﾉｷｵ

幼児
小学生

28分

H25

社会教育 Ｖ０－４７１

めいさくどうわ ③
日本語＋英語

ながぐつをはいたねこ／ｱﾗｼﾞﾝとまほうのﾗ 幼児
ﾝﾌﾟ／おおかみと７ひきのこやぎ
小学生

29分

H25

社会教育 Ｖ０－４７２

めいさくどうわ ④
日本語＋英語

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ／ﾏｯﾁうりの少女／にんぎょひめ

幼児
小学生

28分

H25

社会教育 Ｖ０－４７３

めいさくどうわ ⑤
日本語＋英語

あかずきん／三びきのこぶた／ﾄﾑ･ｿｰﾔの 幼児
冒険
小学生

30分

H25

社会教育 Ｖ０－４７４

めいさくどうわ ⑥
日本語＋英語

ｵｽﾞのまほうつかい／みにくいあひるのこ／ 幼児
ふしぎの国のｱﾘｽ
小学生

31分

H25

54

社会教育 Ｖ０－４７５ 世界の童話 ①

ﾋﾟﾉｷｵ／ﾋﾟｰﾀｰﾊﾟﾝ

幼児

23分

H25

社会教育 Ｖ０－４７６ 世界の童話 ②

ｼﾝﾃﾞﾚﾗ／にんぎょ姫

幼児

23分

H25

社会教育 Ｖ０－４７７ 世界の童話 ③

ﾌﾗﾝﾀﾞｰｽの犬／ｼﾞｬｯｸと豆の木

幼児

23分

H25

社会教育 Ｖ０－４７８ 宮澤賢治 原作アニメシリーズ

注文の多い料理店

小学生

23分

H25

小学生

23分

H25

注文の多い料理店
社会教育 Ｖ０－４７９ 宮澤賢治 原作アニメシリーズ
ﾊﾞﾘﾔｰﾌﾘｰ版（副音声・字幕ｽｰﾊﾟｰ付き）

社会教育 Ｖ０－４８０ いま蘇る日本の歴史 １

縄文人と弥生人～卑弥呼と邪馬台国

中学生
高校生

34分

H25

社会教育 Ｖ０－４８１ いま蘇る日本の歴史 ２

仏教徒聖徳太子～ｼﾙｺﾛｰﾄﾞと遣唐使

中学生
高校生

31分

H25

社会教育 Ｖ０－４８２ いま蘇る日本の歴史 ３

最澄と空海～摂関政治と源氏物語

中学生
高校生

33分

H25

社会教育 Ｖ０－４８３ いま蘇る日本の歴史 ４

源頼朝と武家政治の確立～北条時宗と元 中学生
寇
高校生

35分

H25

社会教育 Ｖ０－４８４ いま蘇る日本の歴史 ５

足利尊氏と南北朝～下克上・応仁の乱

中学生
高校生

31分

H25

55

社会教育 Ｖ０－４８５ いま蘇る日本の歴史 ６

織田信長と天下布武～太閤秀吉の天下統 中学生
一
高校生

34分

H25

社会教育 Ｖ０－４８６ いま蘇る日本の歴史 ７

徳川家康と関ヶ原の合戦～江戸幕府の成 中学生
立と大阪の陣
高校生

35分

H25

社会教育 Ｖ０－４８７ いま蘇る日本の歴史 ８

花開く元禄文化と赤穂浪士～天明の大飢 中学生
饉と幕政改革
高校生

35分

H25

社会教育 Ｖ０－４８８ いま蘇る日本の歴史 ９

ﾍﾟﾘｰ黒船来航～西郷隆盛と明治維新

中学生
高校生

33分

H25

社会教育 Ｖ０－４８９ いま蘇る日本の歴史 １０

自由民権と大日本帝国憲法～日清戦争と 中学生
日露戦争
高校生

31分

H25

社会教育 Ｖ０－４９０ 中国紀行 １

世界遺産の旅 ①
故宮と北京

一般

23分

H25

社会教育 Ｖ０－４９１ 中国紀行 ２

世界遺産の旅 ②
万里の長城と天津・大連

一般

23分

H25

社会教育 Ｖ０－４９２ 中国紀行 ３

世界遺産の旅 ③
秦始皇帝陵と西安

一般

23分

H25

社会教育 Ｖ０－４９３ 中国紀行 ４

世界遺産の旅 ④
蘇州古典園林と上海

一般

25分

H25

社会教育 Ｖ０－４９４ 中国紀行 ５

世界遺産の旅 ⑤
都江堰水利施設と成都・昆明

一般

24分

H25

56

社会教育 Ｖ０－４９５ 世界遺産 １

日本 ①
法隆寺地域の仏教建造物、古都奈良の 一般
文化財

26分

H25

57

社会教育 Ｖ０－４９６ 世界遺産 ２

日本 ②
古都京都の文化財 Ⅰ
二条城・仁和寺・鹿苑寺・慈照寺他

一般

25分

H25

社会教育 Ｖ０－４９７ 世界遺産 ３

日本 ③
古都京都の文化財 Ⅱ
清水寺・天竜寺・西芳寺・平等院他

一般

25分

H25

社会教育 Ｖ０－４９８ 世界遺産 ４

日本 ④
姫路城・日光の社寺・厳島神社・白川郷・ 一般
五箇山の合掌造り集落

28分

H25

社会教育 Ｖ０－４９９ 世界遺産 ５

日本 ⑤
紀伊山地の霊場と参詣道・屋久島・白神 一般
山地・知床

22分

H25

社会教育 Ｖ０－５００ 富士山

～四季が織りなす霊峰富士～
山梨放送のﾗｲﾌﾞﾗﾘｰより厳選した四季
折々の美しい富士を堪能できます。

35分

H25

日本の亜熱帯・暖温帯の森を、それぞれ取 一般
り上げていく日本の森シリーズの第四話で 中学生
す。
小学生

35分

H25

社会教育 Ｖ０－５０１

北の大地に息づく命
亜寒帯・北海道の森

一般

社会教育 Ｖ０－５０２

きらっと ☆ とよかわ ！
いなりんが ご案内
全編版

豊川市宣伝部長の「いなりん」が豊川市を
紹介

一般
中学生
小学生

18分

H25

社会教育 Ｖ０－５０３

きらっと ☆ とよかわ ！
いなりんが ご案内
全編版

豊川市宣伝部長の「いなりん」が豊川市を
紹介

一般
中学生
小学生

18分

H25

社会教育 Ｖ０－５０４

とよかわ 人の輪 地域の和
いなりんが ご案内
ダイジェスト版

豊川市宣伝部長の「いなりん」が豊川市を
紹介

一般
中学生
小学生

5分

H25

58

一般
中学生
小学生

5分

H25

社会教育 Ｖ０－５０６ 豊川市と飯田線物語／全編版

1） 飯田線の誕生、2）飯田線私鉄４社の時代、
3）天竜川に沿う幾山河を貫いて困難を極めた 一般
建 設工事、４）三信鉄道開通の光と影、５）豊
中学生
川市内の飯田線、６）豊川海軍工廠へと延びる
西豊川支線、７）佐久間ダムの建設と飯田線の 小学生
路線付替、８）たくさんの駅が連なる飯田線

33分

H25

社会教育 Ｖ０－５０７ 豊川市と飯田線物語／ダイジェスト版

1） 飯田線の誕生、2）飯田線私鉄４社の時代、
3）天竜川に沿う幾山河を貫いて困難を極めた 一般
建 設工事、４）三信鉄道開通の光と影、５）豊
中学生
川市内の飯田線、６）豊川海軍工廠へと延びる
西豊川支線、７）佐久間ダムの建設と飯田線の 小学生
路線付替、８）たくさんの駅が連なる飯田線

7分

H25

社会教育 Ｖ０－５０８ 豊川市と飯田線物語／全編版

1） 飯田線の誕生、2）飯田線私鉄４社の時代、
3）天竜川に沿う幾山河を貫いて困難を極めた 一般
建 設工事、４）三信鉄道開通の光と影、５）豊
中学生
川市内の飯田線、６）豊川海軍工廠へと延びる
西豊川支線、７）佐久間ダムの建設と飯田線の 小学生
路線付替、８）たくさんの駅が連なる飯田線

33分

H25

社会教育 Ｖ０－５０９ トムとジェリー

①楽しいボーリング②ここまでおいで③ワ
ルツの王様④テニスなんて楽だね⑤ピア
ノ・コンサート⑥インディアンごっこ⑦強敵
あらわる⑧土曜の夜は

６０分

H26

社会教育 Ｖ０－５０５

とよかわ 人の輪 地域の和
いなりんが ご案内
ダイジェスト版

豊川市宣伝部長の「いなりん」が豊川市を
紹介

幼児
小学生

59

①赤ずきんちゃん②サンタのオモチャ工房
ウォルト・ディズニー制作のアニメ集 ③海の王ネプチューン④魔法使いの森⑤ 幼児
社会教育 Ｖ０－５１０
赤ずきんちゃん
小鳥の冒険⑥クッキーのカーニバル⑦子ど 小学生
もの夢⑧３匹の親なし子ねこ

63分

H26

社会教育 Ｖ０－５１１

①３匹の子ぶた②田園交響楽③いたずら
ウォルト・ディズニー制作のアニメ集 子猫④うさぎとかめと花火合戦⑤真夜中の 幼児
３匹の子ぶた
舞踏会⑥空飛ぶネズミ⑦フグとペンギン⑧ 小学生
田舎のねずみ

63分

H26

社会教育 Ｖ０－５１２

①うさぎとかめ②子猫の武勇伝③小さなハ
ウォルト・ディズニー制作のアニメ集
幼児
イアワサ④子ぞうのエルマー⑤オオカミは
うさぎとかめ
小学生
笑う⑥ネズミ三銃士⑦音楽の国⑧花と木

７０分

H26

①みにくいアヒルの子②黄金の王様③ノア
ウォルト・ディズニー制作のアニメ集 の箱舟④蓮池の赤ん坊たち⑤楽しい復活 幼児
社会教育 Ｖ０－５１３
みにくいアヒルの子
祭⑥踊るニワトリ⑦かしこいメンドリ⑧森の 小学生
音楽会

64分

H26

①アリとキリギリス②サンタのプレゼント③風
ウォルト・ディズニー制作のアニメ集 車小屋のシンフォニー④モスの消防隊⑤ 幼児
アリとキリギリス
おとぎ王国⑥人魚の踊り⑦働き子ぶた⑧ 小学生
子守歌

64分

H26

幼児
小学生

78分

H26

名探偵のポーおじさんと見習い探偵のラス
幼児
カルが一緒に世界中をとびまわり、不思議
小学生
な事件を解決していく物語。

30分

H26

イギリスのＢＢＣ放送で1998年から2年間放
映され、世界数十カ国で大ヒットした、個性 幼児
豊かなキャラクターたちのお話。
小学生
〈７話収録、バイリンガル〉

33分

H26

豊川市の旧六角村の観音堂には、文政１０年
の年号の入った「万人講」と刻まれた手水鉢が
あり、古くから農村歌舞伎が盛んであったことが 一般
知れる。太平洋戦争で衰退した歌舞伎も戦後 中学生
に復活し、プロの歌舞伎一座「市川少女歌舞 小学生
伎」の誕生や農村歌舞伎の金沢歌舞伎が活動
を再開する。

28分

H26

社会教育 Ｖ０－５１４

①青い自動車②メロディ③フットボール④
ウォルト・ディズニー制作のアニメ集 チキン・リトル⑤ペリカンとシギ⑥勇敢な機
社会教育 Ｖ０－５１５
青い自動車
関士⑦フランクリン物語⑧牡牛フェルディ
ナンド

社会教育 Ｖ０－５１６

めいたんていラスカル
‐きえた おはなの なぞ‐

社会教育 Ｖ０－５１７ リトルモンスター

社会教育 Ｖ０－５１８

豊川の歌舞伎
‐歌舞伎を愛する人々‐
全編版

60

豊川の歌舞伎
‐歌舞伎を愛する人々‐
社会教育 Ｖ０－５１９
ダイジェスト版

社会教育 Ｖ０－５２０

豊川の歌舞伎
‐歌舞伎を愛する人々‐
全編版

音羽の歌集／紅里情歌
社会教育 Ｖ０－５２１
全６曲（全曲カラオケ入り）

社会教育 Ｖ０－５２２

豊川の歌集／のーんほい豊川
全６曲（全曲カラオケ入り）

音羽の歌集
社会教育 Ｖ０－５２３
全６曲（全曲カラオケ入り）

豊川の歌集
社会教育 Ｖ０－５２４
全６曲（全曲カラオケ入り）

豊川市の旧六角村の観音堂には、文政１０年
の年号の入った「万人講」と刻まれた手水鉢が
あり、古くから農村歌舞伎が盛んであったことが 一般
知れる。太平洋戦争で衰退した歌舞伎も戦後 中学生
に復活し、プロの歌舞伎一座「市川少女歌舞 小学生
伎」の誕生や農村歌舞伎の金沢歌舞伎が活動
を再開する。

9分

H26

豊川市の旧六角村の観音堂には、文政１０年
の年号の入った「万人講」と刻まれた手水鉢が
あり、古くから農村歌舞伎が盛んであったことが 一般
知れる。太平洋戦争で衰退した歌舞伎も戦後 中学生
に復活し、プロの歌舞伎一座「市川少女歌舞 小学生
伎」の誕生や農村歌舞伎の金沢歌舞伎が活動
を再開する。

28分

H26

市内在住の小原博之さん経営の「おはらい
きいきライフサポート社」が制作した郷土の
歌集：紅里情歌／夢宿／萩、山陰川／赤 一般
坂台小唄／長沢悲恋／音羽 ゆめ咲き町、
全６曲、映像入り

54分

H27

市内在住の小原博之さん経営の「おはらい
きいきライフサポート社」が制作した郷土の
歌集：のーんほい 豊川／豊川 さくら色／ 一般
音羽川／一宮恋情話／一宮恋歌／本宮し
ぐれ、全６曲映像入り

53分

H27

市内在住の小原博之さん経営の「おはらい
きいきライフサポート社」が制作した郷土の
歌集：紅里情歌／夢宿／萩、山陰川／赤 一般
坂台小唄／長沢悲恋／音羽 ゆめ咲き町、
全６曲

54分

H27

市内在住の小原博之さん経営の「おはらい
きいきライフサポート社」が制作した郷土の
歌集：のーんほい 豊川／豊川 さくら色／ 一般
音羽川／一宮恋情話／一宮恋歌／本宮し
ぐれ、全６曲

53分

H27

当時１４歳～１５歳の３人による６９年後の証
一般
言（浅若 桂、石原千代子、伊藤 等）

142分

H27

当時１４歳～１５歳の３人による６９年後の証
一般
言（浅若 桂、石原千代子、伊藤 等）

142分

H27

７０年前、豊川海軍工廠で起きたことを
2,500人が、再現劇で伝える。期日は平成
一般
27年8月7日、会場は豊川市野球場で開催
された。

36分

H27

６９年目の豊川海軍工廠空襲を語る

社会教育 Ｖ０－５２５

豊川海軍工廠空襲の記録
～資料編～
DVD ４枚組

６９年目の豊川海軍工廠空襲を語る

社会教育 Ｖ０－５２６

豊川海軍工廠空襲の記録
～資料編～
DVD ４枚組

豊川海軍工廠被爆70周年事業
社会教育 Ｖ０－５２7
豊川市平和祈念式典
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社会教育 Ｖ０－５２８ 交通安全推進歌（映像入り）

ｼｰﾄﾝ･ﾍﾞﾙﾄの歌／そんな車のひとりごと

一般

１５分

H27

社会教育 Ｖ０－５２９ めぐみ

北朝鮮による日本人拉致問題啓発アニメ

一般

２５分

H27

社会教育 Ｖ０－５３０ スターリーテイルズ

紀元１世紀に古代ローマの詩人オウィ
一般
ディウスによって著された「変身物語」をモ 高校生
チーフにしたギリシア神話の星座物語。
中学生

２８分

H28

全国の自治体では、認知症施策の一つと
一般
認知症高齢者の行方不明者ゼロに して「認知症高齢者の見守り・SOSネット
社会教育 Ｖ０－５３１
高校生
向けて
ワーク」の構築が進められているが、先進
中学生
自治体での取組みを紹介する。

２５分

H28

社会教育 Ｖ０－５３２ もっと！フェアトレード

フェアトレードとは、途上国で作られた製品
を適正な価格で取引することで、貧困に苦
一般
しむ生産者の自立を支える取組みのこと。
高校生
この作品では、実践者や研究者に活動の
中学生
成果と課題を聞き、フェアトレードの意義を
考える。

３３分

H28

社会教育 Ｖ０－５３３ 〈新〉ジャングル大帝・・誕生・・①

原作は手塚治虫の漫画。古代エジプト王
朝で神と崇められていた白いライオン、そ
のライオンの子が盗まれてから４０００年後。 幼児
アフリカ奥地でパンジャと呼ばれる白いライ 小学生
オンが出没していた。そのパンジャの子が
主人公のレオである。

２４分

H28

原作は手塚治虫の漫画。古代エジプト王
朝で神と崇められていた白いライオン、そ
のライオンの子が盗まれてから４０００年後。 幼児
アフリカ奥地でパンジャと呼ばれる白いライ 小学生
オンが出没していた。そのパンジャの子が
主人公のレオである。

２４分

H28

社会教育 Ｖ０－５３５ はらぺこあおむし

原作はアメリカの絵本作家エリック・カール
の幼児向け絵本。日曜日の朝に生まれた
「あおむし」が、月曜日にはリンゴ、火曜日
幼児
にはナシと、いろいろな食べ物を食べなが
ら成長いく。シンプルでわかりやすいストー
リー。

３３分

H28

社会教育 Ｖ０－５３６ ドナルドダック①

ディズニー・アニメの中でミッキーと並んで
幼児
世界中の子どもに愛され、誰でも知ってい
小学生
るドナルドダックが主人公の作品集。

６７分

H28

〈新〉ジャングル大帝・・誕生・・①
社会教育 Ｖ０－５３４
バリアフリー版
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社会教育 Ｖ０－５３７ Mina Smiles（ミナの笑顔）

豊川の歴史散歩Ⅰ豊川沿いを行く

社会教育 Ｖ０－５３８
全編版

豊川の歴史散歩Ⅰ豊川沿いを行く

社会教育 Ｖ０－５３９
ダイジェスト版

豊川の歴史散歩Ⅰ豊川沿いを行く

社会教育 Ｖ０－５４０
全編版

社会教育 Ｖ０－５４１

社会教育 Ｖ０－５４５

H28

それぞれの場所で豊川の異なる光景を映
像で紹介します。普段の生活の中ではな
かなか感じることのできない、雄大な自然
を体感できます。

一般
高校生
中学生
小学生

２６分

H27

それぞれの場所で豊川の異なる光景を映
像で紹介します。普段の生活の中ではな
かなか感じることのできない、雄大な自然
を体感できます。

一般
高校生
中学生
小学生

７分

H27

それぞれの場所で豊川の異なる光景を映
像で紹介します。普段の生活の中ではな
かなか感じることのできない、雄大な自然
を体感できます。

一般
高校生
中学生
小学生

２６分

H27

３０分

H28

７分

H28

３０分

H28

町、そして佐奈川を渡り豊川海軍工廠跡
地、さらには牛久保の町を訪ねます。

中学生
小学生

町、そして佐奈川を渡り豊川海軍工廠跡
地、さらには牛久保の町を訪ねます。

中学生
小学生

豊川の歴史散歩Ⅱ豊川の町から牛久 今回の「豊川の歴史散歩」は、飯田線豊川 一般
駅・名鉄豊川稲荷駅を中心とした豊川の 高校生
保の町へ
全編版

社会教育 Ｖ０－５４4

２０分

豊川の歴史散歩 Ⅱ豊川の町から牛久 今回の「豊川の歴史散歩」は、飯田線豊川 一般
駅・名鉄豊川稲荷駅を中心とした豊川の 高校生
保の町へ
ダイジェスト版

社会教育 Ｖ０－５４３

一般
高校生
中学生
小学生

豊川の歴史散歩Ⅱ豊川の町から牛久 今回の「豊川の歴史散歩」は、飯田線豊川 一般
駅・名鉄豊川稲荷駅を中心とした豊川の 高校生
保の町へ
全編版

社会教育 Ｖ０－５４２

アジアの環境問題や識字教育の専門家と
ユネスコ・アジア太平洋地域事務所の協力
を得て作成した環境アニメーション。本作
品は「識字」の問題を取り上げている。

町、そして佐奈川を渡り豊川海軍工廠跡
地、さらには牛久保の町を訪ねます。

中学生
小学生

御油情話 C／W 音羽川
全２曲（歌入り・カラオケ）

市内在住の小原博之さん経営の「おはらい
きいきライフサポート社」が制作した郷土の
歌集：御油情話（歌入り）／音羽川（歌入り） 一般
／御油情話（カラオケ）／音羽川（カラオ
ケ）

21分

H29

御油情話 C／W 音羽川
全２曲（歌入り・各種カラオケ）

市内在住の小原博之さん経営の「おはらい
きいきライフサポート社」が制作した郷土の
歌集：御油情話（歌入り）／音羽川（歌入り）
／御油情話（オリジナルカラオケ）／御油 一般
情話（メロ入りカラオケ）／御油情話（女性
用カラオケ）／音羽川（オリジナルカラオ
ケ）

30分

H29
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