
記号番号 題　　　　　名 時間 対象 内　　　　　　　　容 設置年度

Ⓥ社  １
美しく豊かな言葉をめざして
言葉のしつけ（昭和５６年度版）

１５分 一般
発音や言葉遣い、あいさつなど、言葉の躾は幼児から小
学校低学年ころまでに、特に力を入れて行うことが望まれ
ると考える。

S57

Ⓥ社  ２
美しく豊かな言葉をめざして
敬語～謙譲語～（昭和５６年度版）

１５分 一般
誤用語等が目立ち、社会人の関心も特に高い謙譲語を中
心に取り上げ、その誤用例等を通して望ましい人間関係を
作る上で果たす謙譲語の役割を考えている。

S57

Ⓥ社  ３
美しく豊かな言葉をめざして
生きたあいさつ（昭和５６年度版）

１５分 一般
あいさつの役割意義、不用意に何度も繰り返して使われる
傾向のあるあいさつの言葉の例、あいさつを望ましい生き
たものにするためにはどうしたら良いか考えている。

S57

Ⓥ社  ４ 西金砂神社　小祭礼 ９８分 一般 有縁町村金砂郷村の祭礼の記録 S60

Ⓥ社  ５ 西金砂神社　田楽舞 ５５分 一般 有縁町村金砂郷村の上田楽舞の記録 S60

Ⓥ社  ８
美しく豊かな言葉をめざして
（昭和６０年度版）

50分 一般
・わかりやすい用語で（19分）　　・電話の言葉遣い（13分）
・くらしの中の音声訓練（18分）

S61

Ⓥ社 １９
美しく豊かな言葉をめざして
（昭和６２年度版）

５０分 一般
・言葉はパスワーク　　頼む時・断る時
・美しい日本語　　・楽しい語源　　・朗読の魅力

S63

Ⓥ社 ２２ 日本の美　　（１）滲みの感覚 ２５分 一般

滲みは、日本人の最も愛好する美的感覚の一つで、絵画
や工芸など広範にその感覚が見られる。水の性状を生か
した、様々な絵画技法。滲みの作る不安定な美の発見。そ
れらを代表的な美術・工芸品を通じて紹介している。

H元

Ⓥ社 ２３ 日本の美　　（２）空間のドラマ ２７分 一般

７月12日、巌島神社で千年もの間、連綿として伝わる管弦
祭行われる。三百隻の小船に林立する旗の波。王朝文化
の流れをもつ祭礼御座船の管弦の回廊めぐり。海と山とを
一体とする華麗で荘厳な空間演出には、神との交流があ
り、日本人の宇宙観が込められている。

H元

Ⓥ社 ２４ 日本の美　　（３）風月のデザイン ２６分 一般
遠像と近像　日本の絵画に見る視点は、対象に密着した
感覚を重んじる。絵巻物などは視点の移動によってとらえ
た日本人独特の美が展開される。

H元

Ⓥ社 ２５ 日本の美　　（４）日本の色 ２６分 一般

日本では、西洋のように色彩に対する秩序がなく自然その
ままの色を認めている。日本の色の原点は、平安時代にあ
ると考えられる。当時の色が自然美に対する日本人の繊細
な呼応であったことを説明する。

H元

Ⓥ社 ２６ 日本の美　　（５）水平と垂直 ２３分 一般

水平と垂直の織りなす構図の美しさ、そこにも日本人の美
意識を見出すことができる。神社・仏閣・城・茶室などの構
造物や柱・梁・床などの線の美的な要素や、絵画・生け花
などの垂直線・水平線の持つリズムが美の姿態になってい
る。

H元

Ⓥ社 ２７ 日本の美　　（６）草のこころ ２８分 一般

日本人のデザインの原理として、真・行・草がある。茶道で
みれば唐物中心時代が、和風化へ展開していき、そして
日本人独特の草の茶が確立する。楷書・行書・草書などの
展開での日本の書体美、生け花・庭園などにみられるデザ
インの原理を見出すことができる。

H元

Ⓥ社 ２８
美しく豊かな言葉をめざして
　（昭和６３年度版）

４６分 一般
・旅の出会い、ことばの出会い　　ものの尋ね方
・美しい日本語　・美しい語源その３　・心に残るスピーチ

H元

Ⓥ社 ４１ 板ガラスの世界 ２０分 一般
板ガラス製造技術の進歩により、デザイン性・安全性・断熱
性のすぐれた強化ガラスの建築等への利用。

H2

Ⓥ社 ４７ クルマのできるまで １６分 中・一般 デザイン・設計・生産工程・検査 H2

Ⓥ社 ５１
美しく豊かな言葉をめざして
　（平成元年度版）

５４分 一般
・花が車か　家族での話合い
・類義語　豊かな表現のために　・朗読の魅力その２

H2

Ⓥ社 ５８ コンピューターを生かす ２０分 教員
数学、理科での台数に応じた活用例を通して各教科での
利用を強く訴えている。

H2

1　社会教育
（７）教　養
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Ⓥ社 ７４
美しく豊かな言葉をめざして
　（平成２年度版）

２９分 一般
・適切な言葉遣い　-敬語を中心に-
・くらしの中の音声　-談話を中心に-

H3

Ⓥ社 ７５ 新しい素材を求めて ２９分 一般

物質材料系科学技術に焦点を当て、無色透明ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞ、
薄膜ﾀﾞｲｱﾓﾝﾄﾞの合成、超伝導材料の開発、金の超微粒子
観察、原子・分子レベルでの材料の機能解明、傾斜機能
材料開発、複合材料研究、インテリジェント材料開発を紹
介。

H3

Ⓥ社 ７６
ニューフロンティア
～宇宙へ～

２９分 一般

＜宇宙を飛ぶ＞＜宇宙に住む＞＜宇宙を利用する＞３つ
の面から宇宙科学技術に焦点をあて、わが国のロケット開
発、スペースシャトルＰ．Ｓ．毛利さんの訓練風景、無重量
状態を利用した材料開発(ＦＭＰＴ)などを紹介する。

H3

Ⓥ社 ７８ ライフサイエンスの未来 ２９分 一般

＜観測する科学＞から＜操作する科学＞へ脱皮したとい
われるライフサイエンス。その中から、特殊環境微生物の
探索と機能の解明、超分子構造の研究などに焦点をあて
ている。

H3

Ⓥ社 ９２
美しく豊かな言葉をめざして
（平成３年度版）

２０分
中･高･
一般

･慣用的な表現・くらしの中の音声　-せりふの練習-
　相手や状況を考えて心をこめて話す。

H3

Ⓥ社 ９８ 和菓子　　～その美と心～ ２５分
中･高･
一般

貴重な資料をもとに和菓子の歴史をたどるとともに、四季
折々の風物をモチーフにした美しい和菓子の姿が数多く
紹介されている。

H4

Ⓥ社１１１ ザ・アルミニウム ２１分 一般
アルミニウムは、自動車の軽量化や資源リサイクルの先端
技術でも脚光を浴びている。未知の可能性を秘めたアルミ
ニウムを紹介している。

H4

Ⓥ社１１２ 高圧力の世界 ２３分 一般
圧力は温度と並んで、物質の性質を支配する最も基本的
なファクターで常識では考えられない現象が起きる。その
不思議な世界と無限の可能性を探る。

H4

Ⓥ社１１５
紙・ワンダーランド
～豊かな暮らしを支えるパートナー

２０分
小中・一

般

豊かな暮らしを支える紙について私たちの知らないことが
たくさんある。紙の歴史、製造工程、古紙･材木の利用など
をわかりやすく紹介。

H4

Ⓥ社１２１ みらいテレビ科学でGO ２５分
小中高･

一般

コンピュータやニューメディアが今時代を変えようとしてい
る。コンピュータを使った映像文化や最先端科学情報の
数々が紹介されている。

H5

Ⓥ社１２２
科学技術庁が世界を結ぶ
～アルキメデスの探検～

２０分
小中高･

一般

アルキメデスが風呂に入っていると、突然大気を震わせス
ペースシャトル「エンデバー」が登場する。今、日本の科学
は世界各国と手を結び進められている。

H5

Ⓥ社１２３
美しく豊かな言葉をめざして
　　　　　　　　言葉と環境

４０分 一般
・言葉と環境－家庭の中でのことばの環境
・ことばあそび－語彙を豊かに、話し言葉の基本、環境の
影響

H5

Ⓥ社１４８ 美しく豊かな言葉をめざして 39分 一般
・国際化時代の日本語
・くらしの中の音声、アクセント

H6

Ⓥ社１５８ 美しく豊かな言葉をめざして 30分 一般
・心を結ぶ言葉‐豊かなコミュニケーション
・「あいうえお」と「いろは」

H7

Ⓥ社２６２
美しく豊かな言葉をめざして
論理的な話し方､やまとことばの世界

４０分 一般
・論理的な話し方－ディベートを活用して
・やまとことばの世界－その豊かな想像力

H7

Ⓥ社２６４
平成７年度
　　新教育メディア研究開発事業

３０分 一般
文部省がＩＳＤＮ回線を活用した遠隔講座『フォーラム家庭
教育』の実践記録。

H8

Ⓥ社２７１ 結び方教室 ２１分
小～一

般
野外体験の場で多く活用されるロープの基本的な結び方
を解説。「結ぶ」は、私たちの生活に深くかかわっている。

H8

Ⓥ社２７４ 鹿踊の里 ３０分
小～一

般

昔、人間が鹿になって踊ると不思議な力が発生すると信じ
られ、鹿踊りが始まったといわれる。江刺市に伝わる伝承
芸能「鹿踊り」の紹介。

H8

Ⓥ社２７５ 傷ついたCD修復の技 ８分
小～一

般
「あなたの音再生します。」図書館等で活用されているＣＤ
を削って修復する。ＮＨＫ「首都圏８4５」でも放映。

H8

Ⓥ社２８５ 教えて！ボルダ先生 ２４分
小～一

般
レモン電池で電子オルゴールを鳴らすことに成功したこと
がきっかけで、ミニ四区を動かすことにも成功。さらに…。

H8
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Ⓥ社２８６
美しく豊かな言葉をめざして
自己紹介…あいさつが心を結ぶ

３３分 一般
・自己紹介からは始まるあなたと私
・あいさつが心を結ぶ

H9

Ⓥ社２８８
みんなが生きるまちが生きる
（ふだん着のボランテァ活動）

３０分
中･高･
一般

①おもしろいまちつくろう　        　②まちのいいとこさがそ
う
③まちじゅうを学校にしよう　　     ④本のまちつくろう
⑤生涯学習を支援する。 　　　　    実践活動を５例紹介

H9

Ⓥ社３１３
20世紀の科学技術を振り返って
 不思議がひらく科学のとびら

４０分
中･高･
一般

２０世紀の科学を振り返り、その成果のポイントをわかりや
すく表現している。

H11

Ⓥ社３１６
エルピーランド大冒険
 （LPガスの使い方）

３０分 一般
実写とアニメの合成で、LPガスの正しい使い方を教えてく
れる。

H11

Ⓥ社３２４
美しく豊かな言葉をめざして　11年度
伝わっていますか？　解説資料付

３９分 一般
ドラマ「伝わってますか」を視聴した各世代の４人が話し合
い、場面場面の誤解や成功の要因について検討する。

H11

Ⓥ社３３０ サイエンス指令　　熱をさぐれ ２５分 小
熱の正体は何か？子供たちはいろいろな疑問を発し、熱
の世界を体験的に探っていく。

H12

Ⓥ社３４３
美しく豊かな言葉をめざして
平成１２年度
表現を豊かにするために

４２分 高・一般
「かわいい」を連発する女子大生たちが､体験していくうち
に､自分らしい言葉で表現していくドラマ。解説編では問題
点を再現し、感想や意見を出し合い考える。

H13

Ⓥ社３６１
相手を理解する
　　～言葉の背景を見つめると～

３７分 一般

毎日の生活の中でいろいろな相手といろいろな場面で、
言葉によるコミュニケーションを行っている。言葉をめぐる
戸惑いやつまずき、相手と自分との違い、よりよいコミュニ
ケーションについて考える。

H14

Ⓥ社３９８ 雨にぬれた碑 ２３分 一般

戦後５８年、空襲等による戦災の悲惨な記憶も風化しつつ
ある今日、戦争の悲惨さや平和の尊さを若い世代に伝え
るとともに、考えるきっかけとなるように。戦災の記憶を平和
の祈りとして、明日へと伝える。

H15

Ⓥ社４１２
天皇陛下
　　　　～古希をお迎えになって～

４０分 一般

天皇陛下が古希、満７0歳のお誕生日をお迎えになったこ
とを奉祝し、天皇陛下のこれまでの足跡やお姿を紹介した
ものです。このビデオは、2部構成で、第1部はご誕生から
ご成婚、ご研究等の皇太子時代のご様子、第2部は即位
後の天皇としてのご公務のお姿等を中心とした構成です。

H16

Ⓥ社４１３
明日への伝言
　　　　～ほむら色の空～

２５分 一般

終戦間近の1945年8月2日未明、富士市は空襲に見舞わ
れた…。母さんは私をおんぶして、とよ子姉さんといっしょ
に逃げた。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。

H16

Ⓥ社４１４
方言の旅
方言と出会う、方言を考える

５２分 一般

方言をテーマにレポートを書くことにした東京の大学生、
橘美子が、山形県の三川町を訪れ、現地の人達との交流
を通して方言に存在する文法・方言の変化・共通語との使
い分けを学びます。

H16

Ⓥ社４２９
「ことばビデオ」シリーズ４
暮らしの中の「あいまいな表現」

３５分 一般

普段、なにげなく使っている言葉。その言葉について、考
えより良い表現を探ることは、豊かな言語生活を送る上で
も、とても大切である。このビデオは3つの話を見ながら、あ
いまいな表現の果たす役割、あいまいさが引き起こす問
題、そしてそれを解決する工夫について考える。

H17

Ⓥ社４３４ 明日への伝言　～祈りかさねて～ ３０分 一般
戦災の記憶と平和の祈りとして明日へ伝える
－神戸６0年目の記憶ー

H17

Ⓥ社４３６
第４６回北海道東北ブロック
　　民族芸能大会

２８０分 一般
Ｈ16年10月秋田県民会館で行われた、北海道・東北ブ
ロックの民俗芸能大会の模様を紹介。小滝のチョウクライロ
舞他７曲

H17

Ⓥ社４４2
明日への伝言　～イタンキ浜の夏～
　　　　室蘭　艦砲射撃の爪痕

２５分 一般

1945年7月5日9時36分、室蘭沖28キロ。アメリカ第3艦隊の
艦砲が一斉に火を噴いた。
わずか1時間のうちに、重さ１トンの砲弾　８６０発が北海
道、室蘭に撃ち込まれました。街は破壊され、人々のきず
なは一瞬のうちに吹き飛ばされました・・・・。

H18

Ⓥ社４５１
第１回あきたYOSAKOIキッズ祭り
これがYOSAKOIだっ！

13分 一般

日本中で大人気となっている“よさこい祭り”の子どもたち
だけの『よさこいソーラン祭り』。平成15年に秋田ふるさと村
で開催された、『第1回あきたYOSAKOIキッズ祭り』が開催
までの準備の様子を紹介しています。

H18

22



記号番号 題　　　　　名 時間 対象 内　　　　　　　　容 設置年度

Ⓥ社４５８
明日への伝言
～語りつぐ　炎の記憶～

30分 一般

昭和20年7月28日青森市の上空に飛来したB29爆撃機
は、約８万発の爆弾を投下しました。『青森空襲を記
録する会』の活動を伝えます。戦争で失ってしまった
命、生命の尊さを語りつぐ記録です。

H20

23


