H2９年度 新着DVD教材（社会教育用）追加目録
平成２８・２９年度

ＤＶＤ教材新規登録分

教養（地理・風俗・習慣・紀行）
教材
番号

題

名

時間

10729 花笠の枠制作(５２分)
久多と花笠踊(５分)
57

10730 御所人形 嵯峨人形
国登録有形民俗文化財「京都の郷土人
形コレクション」(博物館さがの人形の
家 館蔵品)

10731 御所人形 嵯峨人形(英語版)
Gosho-ningyo and Saga-ningyo
D0lls

内

容

山村集落「久多」は鯖街道の中継点として栄えた京都市の最北端の集落
です。この映像は，平成28年度に実施した，久多の花笠踊の花笠の枠の
製作記録と，京都府立丹後郷土資料館で開催した「民具が語る山と里の
暮らし」(平成28年12月)での展示映像です。

制作年
備 考
2017
2016

2017

28

京都は日本の人形文化の発祥の地である。特に御所人形はそれまで信仰
の対象であった人形に遊びの要素が加わり，さまざまな展開を見せなが
ら江戸時代後期に大成しました。御所人形・嵯峨人形にスポットをス
ポットを当てて我が国の文化財のひとつとして再発見して文化的営為へ
理解を深めることができます。

2017

28

Kyoto is the birthplace of Japan's doll culture. In particular,the Gosho
Dolls can be said to represent masterpieces of Kyoto culture.Elements
of hobby and enrichment were added to the doll's original purpose "as
objects used in purification ceremonies."The dolls evolved,as time
passed,until they finally enjoyed a climax in the late Edo era.

2017

40

The Fushimi Dolls,in particular,are clay dolls born and fostered in
kyoto's rich natural and human enviroment, molded to a notable extent
by the local people's spirit and beliefs.They are believed to be the origin
of Japan's clay dolls, and no other clay dolls can be found that are not
descended from Fushimi Dolls.

10732 伏見土人形(英語版)
The Fushimi Clay Doll

演劇・芸能・音楽
教材
番号

題

名

時間

10743 綾小路きみまろ

内

容

愛と尊敬を毒舌に込めた最新(2014年8月～2015年3月)のライブ集。

－爆笑！最新ライブ ベストセレクショ
ン①－

制作年
備 考
2015

73

安全・防災
教材
番号

題

名

時間

10744 火災から自分を守るためには
－役立つ防災品－
16

10745 地域が主役
－避難所の開設と運営のしかた－
24

内

容

文部科学省選定
企画：日本防災協会
ある家を舞台に繰り広げられる防災クイズ選手権。男女３名が，家庭内
の火災の原因，対策に関するクイズに挑戦します。その中で，火災の対
策の１つである防災品について，どのようなものか，どこにつかわれて
いるかを学んでいきます。中学校生徒向き。
東日本大震災・熊本地震の教訓をもとに，地域の避難所の開設と運営の
しかたを述べている。
監修：日本復興学会 明治大学大学院特任教授 中林一樹

制作年
備 考
2017

2017

その他（介護，特殊詐欺，悪質商法）
教材
番号

題

名

時間

10746 ここから歩き始める

容

制作年
備 考
2015

34

「認知症を共に生きる」をテーマに，超高齢社会のあり方を人との幸せ
と尊厳を守るという人権の視点から捉えます。認知症の親を持つ家族の
中で繰り広げられる介護を巡る葛藤ときずなの紡ぎ直しから，高齢者が
人間として誇りを持って生きていく姿を描いています。
企画：兵庫県・兵庫県人権啓発協会

2016

21

連日のように報道される「特殊詐欺」の被害。「私はだまされないから
大丈夫」と思っているシニア世代の多くが詐欺グループのターゲットに
なっています。ここでは，２つの再現映像を検証しながら，その理由と
対策をわかりやすく説明していきます。
監修：立正大学心理学部対人・社会心理学科教授 西田公昭

2016

30

高齢者を狙った詐欺・悪質商法は巧妙化の一途をたどっています。高齢
者自身の対策とともに，家庭や身近な人々の見守りや日頃からの交流が
欠かせません。林家木久扇・木久蔵親子の師匠が演じる落語を楽しみな
がら，近年多発する手口の再現ドラマをもとに，対策や周囲の見守りの
大切さを描きます。監修：弁護士 村千鶴子
高齢社会を生きるシリーズ

2015

－認知症を共に生きる－

10747 巧妙化する詐欺手口に備える
－だまされないための五箇条－

10748 高齢者を狙う詐欺・悪質商法
－林家木久扇・木久蔵のだまされちゃ
いやーん！－

内

10749 がんばり過ぎない がんばらない介
護のすすめ
20

－社・追加 1－

京都市視聴覚センター

H2９年度 新着DVD教材（社会教育用）追加目録
アニメーション
教材
番号

題

名

時間

10726 三人の騎士
－世界名作アニメ－
72

10734 風のように

容

ドナルド，カリオカ，パンチートの三人の不思議な旅物語。ある日，ド
ナルドのもとに大きな小包が届きます。メキシコの友人からの誕生日プ
レゼントです。箱を開けると楽しい旅物語が次々と繰り広げられていき
ます。（日本語吹替，オリジナル英語，日本語字幕選択 可）

制作年
備 考
1944

原作：ちばてつや アニメ(日本語字幕・英語字幕あり)
日本中が花を求めて旅をする養蜂家一家のトラックが谷底に転落し，少
年三平だけが生き残った。三平は蜂に刺されて倒れていた少女チヨと出
会い，彼女の住む里で暮らすことになる。やがて三平は，村人も諦めて
手をつけずにいた新地を一人で開墾し，突如姿を消した。

2016

ヨハンナ・スピリ原作による不朽の名作アニメ「アルプスの少女ハイ
ジ」の劇場版を収録。おじいさんとアルプスの山小屋で暮らす元気一杯
107 の少女・ハイジの成長を描く。声の出演は杉山佳寿子，宮内幸平，丸山
裕子ほか。（本編ダイジェスト版・１９７９年作品）

1979

42

10735 アルプスの少女ハイジ
－長編アニメーション作品－

内

10736 アルプスの少女ハイジ
－アルムの山－

ハイジは5歳，両親を失って，アルムおじいさんとアルプスの山小屋で暮
らしています。でも，寂しくなんかありません。いつも朗らかで心優し
いハイジは，雄大な自然，温かいおじいさんの胸，そして友達のペー
ターと山羊たちに囲まれて楽しく暮らしていました。
テレビで放送された「ハイジ」の前半部分を８９分にまとめた作品。

1996

足が不自由で外に出たがらなかったクララ。しかしハイジから素晴らし
いアルプスの山々の話を聞くうちにアルプスへの憧れはつのります。そ
んなクララをハイジとペーターは背負ってアルプスの山を登ります。
テレビで放送された「ハイジ」の前半部分を９１分にまとめた作品。

2001

2013

46

語り：柄本明／松金よね子
ヤマタノオロチ／サトリ女と桶屋／匂いのお返し／闇を裂く雄叫び／タ
コほねなし／元犬

2012

69

語り：柄本明／松金よね子
織姫と彦星／闇夜にカラス／髪そり狐／そそうの相九郎／オンバの皮／
いもころがし／火男／ねずみのすもう／和尚と小僧のぷ〜ぷ〜ぱたぱた

2012

69

語り：柄本明／松金よね子
大江山の鬼退治／小僧とネコの絵／貧乏神／馬方山姥／えびのお伊勢参
り／なんの病／山梨とり／一軒家の婆さん／ムカデの医者むかえ

2012

69

語り：柄本明／松金よね子
桃太郎／はちかつぎ姫／十二支のはなし／いくさはやめた／大蛇と狩人
／尻尾の釣り／天福地福／菜飯八兵衛／茗荷女房(みょうかにょうぼう)

2013

69

語り：柄本明／松金よね子
笠地蔵／塩ふき臼／大年（おおとし）の客／風の神と子供たち／漆の兄
弟／天の邪鬼とわらし／あとかくしの雪／三つの謎かけ／こおった声

89

10737 アルプスの少女ハイジ
－ハイジとクララ－
91

10738 ふるさと再生 日本の昔ばなし
－ヤマタノオロチ ほか－

10739 ふるさと再生 日本の昔ばなし
－織姫と彦星 ほか－

10740 ふるさと再生 日本の昔ばなし
－大江山の鬼退治 ほか－

10741 ふるさと再生 日本の昔ばなし
－桃太郎 ほか－

10742 ふるさと再生 日本の昔ばなし
－笠地蔵 ほか－

劇映画
教材
番号

題

名

時間

内

容

制作年
備 考
2013

10727 そして父になる

第66回カンヌ国際映画祭審査員賞受賞
息子を取り違えられた二つの家族。血のつながりか，共に過ごした時間
125 か。突き付けられる働哭の選択。
監督・脚本・編集：是枝裕和
出演：福山雅治，尾野真千子，夏木よう子，リリー・フランキー

10728

仏キノタヨ映画祭 観客賞＆映像賞２冠
福岡の炭坑町で，力強く逞しく生きる人々の魂の物語。炭坑の繁栄と衰
108 退に左右され激動の波に流されてゆく人々がいた。ぶつかりもがきなが
ら，苦しみや悲しみを背負いながらも，それを覆すだけの純粋さがあっ
たあの時代が，今ここに鮮やかに蘇る。

2010

市子が少女の頃に想いを寄せていた人は，今では国際的な画家となって
いた。彼の個展の記事を目にした市子は，秋深まる軽井沢へ思い出の１
102 枚絵おを求めてと旅立つ。豪華キャスト，一流のスタッフで実現したや
さしい視点に満ちた想いを貫く人生賛歌。
監督:中みね子 出演:八千草薫 仲代達矢 風間トオル 竹下景子 など

2015

しん

信さん
ー炭鉱のセレナーデー

10733 ゆずり葉の頃

－社・追加 2－

京都市視聴覚センター

H2９年度 新着DVD教材（社会教育用）追加目録
劇映画
教材
番号

題

名

時間

内

容

制作年
備 考
1944

20126 我が道を往く
（日本語字幕）

監督：レオ・マッケリー
出演：ビング・クロスビー／バリー・フィッツジェラルド
126 １９４４年／アメリカ作品／モノクロ

20127 大いなる幻影
（日本語字幕）

監督：ジャン・ルノワール
出演：ジャン・ギャバン／ピエール・フレネー
114 １９３７年／フランス作品／モノクロ

1937

20128 マルタの鷹
（日本語字幕）

監督：ジョン・ヒューストン
出演：ハンフリー・ボガート／メアリー・アスター
100 １９４１年／アメリカ作品／モノクロ

1941

20129 グレン・ミラー物語
（日本語字幕）

監督：アンソニー・マン
出演：ジェームズ・スチュワード／ジューン・アリソン
115 １９５３年／アメリカ作品／カラー

1953

20130 オズの魔法使い
（日本語字幕）

監督：ヴィクター・フレミング
出演：ジュディ・ガーラント／バート・ラー
101 １９３９年／アメリカ作品／カラー

1939

20131 仔鹿物語
（日本語字幕）

監督：クラレンス・ブラウン
出演：グレゴリー・ペック／ジェーン・ワイマン
128 １９４６年／アメリカ作品／カラー

1946

20132 宇宙戦争
（日本語字幕）

監督：バイロン・ハスキン
出演：ジーン・バリー／アン・ロビンソン
１９５３年／アメリカ作品／カラー

1953

85

20133 ジャンヌ・ダーク
（日本語字幕）

監督：ヴィクター・フレミング
出演：イングリッド・バーグマン／ホセ・ファーラー
145 １９４８年／アメリカ作品／カラー

20134 猿人ジョー・ヤング
94

20135 恐るべき子供たち

監督：アーネスト・Ｂ・シュードサック
主演：ベン・ジョンソン／テリー・ムーア
１９４９年／アメリカ作品／モノクロ

1949

監督・製作・脚色：ジャン：ピエール・メルヴィル
主演：ニコール・ステファーヌ／エドアール・デルミ
100 １９５０年／フランス作品／モノクロ

1950

1953

99

監督：イヴ・アレグレ
主演：ジェラール・フィリップ／ミシェル・モルガン
１９５３年／フランス・メキシコ作品／モノクロ

1948

90

監督：ジャン・ボワイエ
主演：ジェラール・フィリップ／ミシュリーヌ・プレール
１９４８年／フランス作品／モノクロ

20136 狂熱の孤独

20137 すべての道はローマへ

20138 パンドラ

1948

監督・脚本：アルバート・リューイン／カラー
主演：ジェームズ・メイソン／エヴァ・ガードナー
123 １９５１年／イギリス作品

－社・追加 3－

1951

京都市視聴覚センター

