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次年子カブの紹介・次年子地区の冬景色・次年子カブの種植え、成長、間引き、消毒の様子。牛房野カブの
焼き畑の様子。次年子の秋の味覚まつりの様子。インタビューなど

400201 次年子カブ

14

400267 神町開村制定３３３年記念祭

25 神町開村制定３３３年記念祭を収録し、神町の歴史を紹介します。(ﾋﾞﾃﾞｵ200183よりコピー）

400268 最上徳内伝 北海の怒涛

88

400282 大けやきを活かしたまちづくり

40 平成８年度 東根公民館制作

400291 知ってるつもりで知らない玉野の謎

21 平成９年、玉野地区公民館制作。玉野地区の謎について説明、解説。(ﾋﾞﾃﾞｵ200248よりコピー）

郷土の先人、最上徳内が未知の世界にくりひろげる壮大な探検ドラマを舞台劇にておくります。(ﾋﾞﾃﾞｵ
200185よりコピー）
東根市の大ケヤキの木を紹介。(ﾋﾞﾃﾞｵ400282よりコピー）

400363

矢師 ～新たな時代を生き抜く職人の姿～
中学校３年社会

13 平成１８年度自作視聴覚教材コンクール作品（ﾋﾞﾃﾞｵ200453よりコピー）

400365

かおりちゃんの大冒険 ほっとほっと村山市
民会議

15 村山市のいろいろな地域の紹介。（ﾋﾞﾃﾞｵ200184よりコピー）

400371 尾花沢市の伝承行事 ①

52 尾花沢市の伝承行事「牛房野かぶ 焼畑・収穫」「結び講習会」を収録。尾花沢市教育委員会制作

400372 尾花沢市の伝承行事 ②

55 尾花沢市の伝承行事「裸参拝」を収録。尾花沢市教育委員会制作。

400373 尾花沢市の伝承行事 ③

55

400374 尾花沢市の伝承行事 ④

50 尾花沢市の伝承行事「細野 虫おくり」「牛房野 虫おくり」を収録。尾花沢市教育委員会制作。

400375 尾花沢市の伝承行事 ⑤

50

尾花沢市の伝承行事「高い山運開き＆山菜まつり」「福原を知ろう！ツアー」を収録。尾花沢市教育委員会
制作。

400376 尾花沢市の伝承行事 ⑥

53

尾花沢市の伝承行事「名木沢まつり」「九日町 地蔵講」「安久戸 数珠まわし」「わらわら」を収録。尾花沢市
教育委員会制作。

400377 尾花沢市の伝承行事 ⑦

51

尾花沢市の伝承行事「山ぶどうつる細工」「寺町・薬師寺 御所祭」「庚申講」を収録。尾花沢市教育委員会制
作。

400378 尾花沢市の伝承行事 ⑧

54

尾花沢市の伝承行事「常盤 八幡神社例祭」「かぼちゃころばす」「滝の上 馬繕講」を収録。尾花沢市教育委
員会制作。

400394 湯野沢熊野大祭 －昔からつづく祭り－

湯野沢地区の人々が受け継いできた、10年に一度のお祭りである「熊野大祭」の行事を知ることで、地域に
21 対する湯野沢地区の人々の願いや伝統を受け継ぐ人々の生き方について触れ、地域社会の一員としての
自覚と誇りを育てることにつながるようにする。小学校3･4年社会

400408

山形県産ブランド米「つや姫」ができるまで
～稲作農家の200日～

420079 小学５年社会 米づくりにはげむ人々

尾花沢市の伝承行事「粟生・墨絵、挿絵など」「木工細工」「九日町・観音講」「だんごさし」を収録。尾花沢市
教育委員会制作。

20

学習指導要領に沿って「つや姫」の栽培方法が分かるように、種つくり～精米までを稲作農家の200日という
形でまとめてある。また、つや姫栽培農家の苦労や農協の役割についても収録している。小学校5年社会

20

①米づくりのさかんな庄内平野②なえを育てる③田おこし・代かき④田植え⑤稲を育てる⑥稲かり⑦カント
リーエレベーター⑧次の米づくりの準備 特典映像自然を生かしたいろいろな農業

420080

小学５年社会 米づくりの問題と解決のく
ふう

15

①あいがも農法②米づくりの問題点③品種改良④たい肥の利用⑤土地の改良と水の管理⑥機械化⑦じか
まき⑧米のよさを知ってもらう努力

420081

小学５年社会 とる漁業・育てる漁業 －
水産業に生きる人びと－

22

①さんま漁のようす②さんまのゆくえ③すけとうだらをとる遠洋漁業④かきの養しょくのようす⑤まだいのさ
いばい漁業⑥豊かな海を育てる 特典映像はまちを育てる仕事

420082

小学５年社会 考えよう！これからの食料
生産

13

①輸入される食料品②輸入をふやしたほうがよいという意見③国内の食料生産をさかんにしたほうがよいと
いう意見④外国との関係⑤これからの食料生産

420083

小学校５年社会 自動車工場をたんけんし
よう！

18

１.便利な自動車 ２.空から見た自動車工場 ３.プレス ４.ようせつ・とそう ５.組み立てライン ６.部品をつく
る工場 ７.検査・出荷 ８.世界に広がる工場 ９.これからの自動車づくり 特典映像：自動車を運ぶ仕事

420084

小学校５年社会 人と環境にやさしい車づ
くり

15

１.よりよい自動車をめざして ２.人にやさしい自動車 ３.環境にやさしい自動車①－環境を汚さない－ ４.環
境にやさしい自動車②－リサイクル－

420085

小学校５年社会 工業をささえる運輸と貿
易

15

１.日本の玄関、横浜港 ２.コンテナふ頭で働く人びと ３.いろいろな輸送手段 ４.自動車が届くまで ５.くらし
をささえる貿易

420086

小学校５年社会 工業地域といろいろな工
業 日本の工業の特色

22

１.空から見た京浜工業地帯 ２.海沿いに広がる工業地域 ３.いろいろな工業を見てみよう ４.工業生産の
移り変わり ５.工業をささえる中小工場 ６.働く人たちの夢 特典映像：製鉄所で働く人びと

420087

どうなってるの？政治と私たちのくらし①考
えてみよう政治のはた

16 ①考えてみよう政治のはたらき ●災害時にみる政治の役割 ●住民の願いを実現する政治

420088

どうなってるの？政治と私たちのくらし②見
てみよう選挙と政治

17

②見てみよう選挙と政治 ●代表者を選ぶしくみ ●選挙 ●国会(立法) ●内閣(行政) ●裁判所(司法)
●三権分立 ●政治への参加

420089

どうなってるの？政治と私たちのくらし③知
ろう日本国憲法

17

③知ろう日本国憲法 ●憲法記念日 ●日本国憲法と私たちのくらし ●国民主権 ●基本的人権の尊重
●平和主義

420090 消防署の働きと役割 ２４時間休むことなく
420091

（2枚組み）世界の諸地域 1 世界各地の
人々の生活と環境

420092 世界の諸地域 2 アジア州
420093 世界の諸地域 3 ヨーロッパ州

「火事が無い時の消防署は何をしているの？」「色々な消防車があるけど、どんなことをするの？」「火事を
17 消す以外に何をしているの？」といった、子どもたちの疑問に対し、訓練映像や、火災の資料映像を交えて
解説します。
DISC1(地域事例)・暑い地域のくらし・寒い地域のくらし・乾燥した地域のくらし・高い地域のくらし
47 DISC2(テーマ別)・世界の住居・世界の衣服・世界の食文化・宗教と生活のかかわり など ワークシート付
2枚組み
アジア州・地形・気候・宗教と文化・アジアに集中する人口・日本とアジアの関係 東アジア・中国の地形、気
36 候、人口と民族、農業、工業・朝鮮半島 東南アジア・地形・気候・農業・工業 南アジア・工業 西アジア・資
源 など ワークシート付
22

地形・気候・地中海式農業・混合農業・酪農・工業・ヨーロッパのあゆみ・EU統合による生活の変化・EUの課
題と今後・ロシアの地形、気候・ロシアの工業 など ワークシート付
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420094 世界の諸地域 4 アフリカ州

15

地形・気候・アフリカのあゆみ・文化と言語、宗教・プランテーション農業・鉱山資源・レアメタル・モノカル
チャー経済と現状 など ワークシート付

420095 世界の諸地域 5 北アメリカ州

18

地形・気候・北アメリカのあゆみと多文化社会・アメリカ合衆国の生活、文化・アメリカ合衆国の大規模農業・
アメリカ合衆国の工業 など ワークシート付

420096 世界の諸地域 6 南アメリカ州

地形・気候・南アメリカの歴史と文化・南アメリカの農業・ブラジルにみる環境問題・焼き畑農法とアグロフォ
19 レストリー農法・南アメリカの鉱工業・急成長するブラジルの工業・塩原に眠る鉱産資源をめぐる動き など
ワークシート付

420097 世界の諸地域 7 オセアニア州

17

地形・気候・降水量に左右されるオセアニアの農業・オーストラリアの豊富な鉱産資源・オセアニアと他地域
の結びつき・先住民族との共存と多文化社会 など ワークシート付

420098 日本の諸地域 1 九州地方

24

地形・気候・中心都市福岡・九州北部、南部の農業・北九州工業地帯・自動車とIC工業がさかんな九州地
方・沖縄の自然環境と歴史・自然環境をいかした沖縄の産業 など ワークシート付

420099 日本の諸地域 2 中国・四国地方

20

地形・気候・中心都市広島・出雲大社・石見銀山・萩市・四国地方の農業・鳥取砂丘での農業・瀬戸内工業
地帯・中国地方の山間部の工業 など ワークシート付

420100 日本の諸地域 3 近畿地方

20

地形・気候・中心都市大阪と神戸・紀伊半島の農業と林業・阪神工業地帯・奈良、京都の歴史的景観の保
全・琵琶湖と環境問題 など ワークシート付

420101 日本の諸地域 4 中部地方

21

地形・気候・中心都市名古屋・農業（東海、中央高地、北陸）・工業（東海、中央高地、北陸）・伝統工芸品 な
ど ワークシート付

420102 日本の諸地域 5 関東地方

23

地形・気候・日本の首都東京・大都市圏の拡大・人口集中と都市問題・京浜工業地帯と中小工場・北関東工
業地域・近郊農業・高原野菜の栽培 など ワークシート付

420103 日本の諸地域 6 東北地方

20

地形・気候・中心都市仙台・伝統的な町なみ・伝統的な祭り・稲作・果樹栽培・農業・工業・伝統工芸品 など
ワークシート付

420104 日本の諸地域 7 北海道地方

22 地形・気候・中心都市札幌・開拓の歴史・農業と酪農・漁業・工業・観光業 など ワークシート付

420105

小学校6年社会 縄文・弥生のくらしと天
皇・貴族の世の中

31

①縄文・弥生のくらし(約15分)②天皇・貴族の世の中(約16分) 三内丸山遺跡/狩猟・採集のくらし/米づくり/
板付遺跡/吉野ヶ里遺跡/むらからくにへ/聖武天皇と奈良の大仏/貴族のくらし/日本風の文化

420106

小学校6年社会 武士の世の始まりと室町
文化

21

①武士の世の始まり(約10分)②室町文化(約11分) 流鏑馬/源平の戦い/源頼朝と鎌倉幕府/御恩と奉公/
切岸と切通し/足利義満と金閣寺/足利義政と銀閣/今に伝わる生活･文化/能と狂言

18

織田信長/長篠の戦い/安土城/信長の国づくり/豊臣秀吉/大阪城/検地と刀狩/朝鮮への出兵/徳川家康/
関ヶ原の戦い/江戸幕府が開かれる

23

①江戸幕府の政治(約13分)②江戸時代の文化(約10分) 徳川家光/江戸幕府の政治/参勤交代/キリスト教
の禁止/島原天草の一揆/鎖国/歌舞伎/浮世絵の制作工程/東海道五十三次/海を渡った浮世絵

18

黒船の来航/薩摩藩と長州藩/若い武士が江戸幕府を倒す/新しい政府/さまざまな改革/士族の反乱/自由
民権運動/国会開設と大日本帝国憲法

420107 小学校6年社会 戦国の世と3人の武将
420108

小学校6年社会 江戸幕府の政治と江戸
の文化

420109 小学校6年社会 明治の新しい国づくり
420110

小学校6年社会 条約改正と中国･ロシアと
の戦い

17

ノルマントン号事件/不平等な条約/条約改正の取り組み/陸奥宗光/小村寿太郎/中国との戦争/講和会議
/ロシアとの戦争

420111

小学校6年社会 長く続いた戦争 -戦争と
人々のくらし-

18

満州事変/世界に広がる戦争/戦時下の国民生活/戦争と子どもたち/疎開/都市への空襲/沖縄戦/原爆の
投下/戦争の終わり

420112

小学校6年社会 新しい出発と平和な日本
への歩み

16

終戦直後の生活/さまざまな改革/日本国憲法の制定/平和条約と国連加盟/高度経済成長と生活の変化/
沖縄の復帰/これからの日本

430141 次年子カブ

14

次年子カブの紹介・次年子地区の冬景色・次年子カブの種植え、成長、間引き、消毒の様子。牛房野カブの
焼き畑の様子。次年子の秋の味覚まつりの様子。インタビューなど

490301 第１１回 全国こども科学映像祭 成果集

73 文部科学大臣賞 小学生部門「海の掃除機 アサリの力 パートⅢ」

490317 第１２回 全国こども科学映像祭 成果集

79

490318 第１３回 全国こども科学映像祭 成果集

140

他受賞作品収録 ＊冊子付き

文部科学大臣賞 小学生部門「カイコの一生」 文部科学大臣賞 中学生部門「壁を登る動物の研究Ⅲ」
他受賞作品収録 ＊冊子付き
文部科学大臣賞 小学生部門「アリジゴクの変身と巣のひみつ」 文部科学大臣賞 中学生部門「人は壁を
登れるか」 他受賞作品収録 ＊冊子付き

