
番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー
Ｂ－０００１ 八戸市全体のようす 八戸市小学校社会科副読本準拠 10 一般 社会
Ｂ－０００２ 市川のいちごづくり 八戸市小学校社会科副読本準拠 10 一般 社会
Ｂ－０００３ 八戸市の水産加工 八戸市小学校社会科副読本準拠 11 一般 社会

Ｂ－０００４
わたしたちのくらしと
商店街

八戸市小学校社会科副読本準拠
8 一般 社会

Ｂ－０００５
わたしたちのくらしと
デパート

八戸市小学校社会科副読本準拠
10 一般 社会

Ｂ－０００６
山の村の人々のくら
し－新郷村ー

八戸市小学校社会科副読本準拠
10 一般 社会

Ｂ－０００７
平野の人々のくらし
－弘前のリンゴ－

八戸市小学校社会科副読本準拠
12 一般 社会

Ｂ－０００８ 八戸のしせき 八戸市小学校社会科副読本準拠 9 一般 社会

Ｂ－０００９
便利なくらしをささえ
る水道

八戸市小学校社会科副読本準拠
8 一般 社会

Ｂ－００１０ ごみのしまつ 八戸市小学校社会科副読本準拠 7 一般 社会
Ｂ－００１１ 火事をふせぐ 八戸市小学校社会科副読本準拠 11 一般 社会
Ｂ－００１２ 三本木原の開発 八戸市小学校社会科副読本準拠 11 一般 社会
Ｂ－００１３ 公民館のしごと 八戸市小学校社会科副読本準拠 14 一般 社会

Ｂ－００１４ 類家のきつね
八戸地方に伝わる昔話。館越山の藤
五郎きつねのお話。

15 小学～一般 アニメ

Ｂ－００１５ 春の植物採集
天狗沢付近に自生している植物を採
集、そしてテンプラにして食べている様
子を撮影している。

15 一般 理科

Ｂ－００１６
八戸市発明工夫展－
５９年度－

昭和５９年度に開催された発明工夫展
の主な作品を紹介している。

15 小学～中学 家庭技家

Ｂ－００１７
八戸市発明工夫展－
６０年度－

昭和６０年度の開催された発明工夫展
の主な作品を紹介している。

15 小学～中学 家庭技家

Ｂ－００１８
理科自由研究のしか
た

自由研究のしかたのガイド。
15 小学～中学 理科

Ｂ－００１９
八戸周辺の冬鳥観察
地

蕪島、新井田川、間木沼などに飛来す
る冬鳥を撮影している。

20 小学～一般 理科

Ｂ－００２０
ハレー彗星をおいか
ける

７６年ぶりにやってきたハレーすい星に
期待する市民の様子、また前回実際に
見た人のお話。

30 小学～一般 理科

Ｂ－００２１
Japanese　Ｇｕｌｌ’ｓ
World

英語で、蕪島のウミネコの生態などを
解説している。

30 小学～一般 英語

Ｂ－００２２ ＴＨＥ　ＭＩＬＫY　WAY 英語版プラネタリウム。 30 小学～一般 英語
Ｂ－００２３ ＴＨＥ　ＢＩＧ　ＢＡＮＧ 英語版プラネタリウム。 30 小学～一般 英語

Ｂ－００２４
ＴＨＥ　ＣＲＡＢ　ＮＥＢ
ＵＬＡ

英語版プラネタリウム。
30 小学～一般 英語

Ｂ－００２５ ＴＨＥ　ＢＩＧ　ＢＡＮＧ 英語版プラネタリウム。 30 小学～一般 英語

Ｂ－００２６
ＴＨＥ　PARADISE　Ａ
ＮＤ　ＯＲＩＯＮ’Ｓ　ＢＥ
ＬＴ

英語版プラネタリウム。
30 小学～一般 英語

Ｂ－００２７
STAR　ＯＦ　ＴＨＥ　Ｓ
ＯＬＡＲ　ＳＹＳＴＥＭ

英語版プラネタリウム。
30 小学～一般 英語

Ｂ－００２８
ＨＡＬＬＹ’Ｓ　ＣＯＭＥ
Ｔ

英語版プラネタリウム。
30 小学～一般 英語

Ｂ－００２９
第４０回冬季国体ス
ケート

体の様子、裏方の苦労、他県選手の感
想をおりまぜて撮影している。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００３０ 神楽をつぐ
多賀小学校の児童が郷土に伝わる神
楽を一生懸命継承活動をしている様
子。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００３１ 天明のききん
天明のききんにおける八戸地方の様子
を解説。

15 小学～一般 社会



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｂ－００３２
学習者の個性に応ず
るメディア

アメリカンスクールにおけるメディア活
用例。

10 一般 教員研修

Ｂ－００３３ かぜの予防 城北小学校制作。うがいの励行など。 7 小学～一般 保健体育

Ｂ－００３４ 南極体験記
南極探検隊に同行して、実際に南極大
陸を見た体験談を八戸市出身の人が
語っている。

22 一般 郷土学習

Ｂ－００３５
こんなにちがう学習
法

日本とアメリカにおける子供の学習、し
つけの違いを映像化している。

30 一般 教員研修

Ｂ－００３６ 遠洋漁業
南太平洋におけるマグロ船の様子を八
戸出身の方が撮影したもの。

11 小学～一般 社会

Ｂ－００３７ 北の海の白い十字架

今から１００年前に西津軽郡車力村で
おきたアメリカ帆船チェス・ボロー号遭
難事件を題材にした、献身的な愛とそ
れを支える内面的な心を重点的に描い
ている。

20 一般 郷土学習

Ｂ－００３８
いつまでも自然のま
まに

蕪島のウミネコ、種差海岸の海浜植物
を題材に「自然と人間のかかわり」につ
いて、具体的な事例のもとに解説して
いる。

15 一般 郷土学習

Ｂ－００３９
すねこたんぽこ　はな
さきやま

幼稚園教諭による自作教材。静止画を
使い、わかりやすい映像にしている。

14 幼児 アニメ

Ｂ－００４０ 歯みがき 長者小学校制作。上学年、下学年用。 10 小学 保健体育

Ｂ－００４１ 縄文のふるさと
縄文のふるさと、是川遺跡の全貌を克
明に収録している。

22 一般 社会

Ｂ－００４２
目を大切に・かぜの
よぼう

城北小学校制作。
14 小学 保健体育

Ｂ－００４３ 八戸インターハイ
昭和６２年に行われた冬期インターハイ
のようす。

60 一般 郷土学習

Ｂ－００４４ 種差の海浜植物
自然保護シリーズ・１-種差海岸に自生
する美しい海浜植物を解説。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００４５ 蕪島のウミネコ
自然保護シリーズ・２-ウミネコの生態と
保護を訴えている。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００４６ 八戸の自然を大切に
自然保護シリーズ・３-自然保護につい
ての有識者の意見。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００４７ モチモチの木 幼稚園教諭による静止画ビデオ教材。 10 幼児～小学 アニメ

Ｂ－００４８ 中居林子供えんぶり
中居林小学校におけるえんぶりの継承
活動、そして、子供えんぶりのようす。 30 小学～一般 郷土学習

Ｂ－００４９ 南部馬と人々のくらし
昔、南部地方は、馬と密着した生活を
おくっていた。そのころの人々のくらし
のようす。

15 一般 郷土学習

Ｂ－００５０
八戸をつくる大地の
すがた

八戸をつくる大地の地質、あるいは、露
出している岩石などを説明している。 30 一般 郷土学習

Ｂ－００５１ チョッちゃんロケ風景
朝の連続テレビドラマのロケに同行し
て、取材撮影した地元版。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００５２ とびこめ長者の歴史
長者地区にある古くからのお寺、史跡
などを巡りながら解説している。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００５３
社会科見学－浄水
場・清掃工場－

浄水場、および清掃工場の見学の様
子。

14 小学 社会

Ｂ－００５４
海と太陽の街はちの
へ

八戸市全体の様子。自然、史蹟、産業
などを中心に映像化している。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００５５ はちのへ・見て歩き
一日で歩ける観光案内。また、八戸を
中心にした広域観光にも触れている。

15 一般 郷土学習



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｂ－００５６ えんぶり宿
えんぶり宿を設けて、継承活動をしてい
る中居林えんぶり組を追いかけてい
る。

20 一般 郷土学習

Ｂ－００５７ 八戸の俳諧
八戸における俳句の歴史、および歌仙
興行のようす。

20 一般 郷土学習

Ｂ－００５８ まつりがおもしろい 青森県南のお祭の紹介。 20 一般 郷土学習

Ｂ－００５９
活力ある街　はちの
へ

八戸市における自然、産業、観光を紹
介。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００６０
生涯学習を支える
視聴覚センター

視聴覚センターの役割、活動の実際を
映像化している。

20 一般 教員研修

Ｂ－００６１ へんしん八太郎
発展の激しい八太郎地区の歴史の移り
変わりを映像化している。

20 一般 郷土学習

Ｂ－００６２ 赤十字の旗を信じて
日露戦争下の史実を元に、赤十字の
精神が現代まで受け継がれていること
を創作している。

20 小学～中学 特別活動

Ｂ－００６３
人類初の太平洋無着
陸横断飛行－ミス・
ビードル号－

１９３１年三沢淋代から米国まで無着陸
横断飛行の偉業とそれを支えた人々の
物語。

15 一般 道徳

Ｂ－００６４ 文字のデザイン
何気なく使っている漢字を文字絵として
デザイン化している過程を描いている。 9 中学～一般 図工美術

Ｂ－００６５
わたしたちの映像利
用

映像利用学習会の学習のようすをおさ
めている。

10 一般 女性教育

Ｂ－００６６
心のふるさと　南部
の歴史

南部藩の歴史を根城南部から遠野南
部、八戸藩までを小学生にもわかるよ
うに解説している。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００６７
露頭は語る・八戸の
大地

地表に露出している岩石を見ながら、
八戸をつくっている大地を考える。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００６８
はちのへ再発見・祭
りと芸能

八戸に伝わるお祭りや民俗芸能をまと
めている。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００６９ 松館の四季
八戸市松館の、四季おりおりの自然や
史蹟をまとめている。

22 一般 郷土学習

Ｂ－００７０
用水をひらく－三本
木原の開発－

開発の様子を新渡戸記念館長の話を
聞きながら現地の様子を映像化してい
る。

14 一般 郷土学習

Ｂ－００７１
青森県にもやってき
た松陰

先人の生き方を学ぶことを目的に、青
森県を旅した松陰の目的や当時の青
森県の姿を描く。

30 一般 郷土学習

Ｂ－００７２
はちのへの大地に水
を－伴蔵の用水路－

江戸時代末期、八戸の町の南に広が
る台地に、水路を開き、水田を作るた
めに、二十数年かけて貯めた巨万の富
をすべてつぎ込んだ八戸藩士蛇口伴
蔵の事業の全ぼうとその精神をまとめ
た。

20 一般 郷土学習

Ｂ－００７３
愛と自立のたましい
を－羽仁もと子の生
涯－

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。（全国自作視聴覚教材コンクール
優秀賞）

26 一般 郷土学習



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｂ－００７４
猪飢渇を見つめた人
－安藤昌益－「安藤
昌益物語第一部」

江戸時代中期、八戸地方で発生した猪
の大発生による飢饉の根本原因を追
求した安藤昌益の思想の一端と八戸の
風土と農作物をわかりやすく表現（全国
自作視聴覚教材コンクール文部大臣
賞）

18 一般 郷土学習

Ｂ－００７５
よみがえった安藤昌
益「安藤昌益物語第
二部」

人みな平等や自然の生態系を守る大
切さを説いた安藤昌益の人となりとそ
の思想が長い時を経て現代によみがえ
る過程を、諸歴史資料をルポしてまと
めている。

28 一般 郷土学習

Ｂ－００７６ クジラの丘

平成５年、八戸市の三条地区の台地で
発見された約数百年前のヒゲクジラの
下あごの骨とせきつい骨の化石の発掘
記録。

9 一般 郷土学習

Ｂ－００７７

バーニング・ハート
宮大工中村松太郎
第１部 強い意志　第
２部 炎の心大願成就

明治時代失火による延焼で焼失した八
戸新井田の対泉院を再建するために
宮大工となり、きびしい修業の後４１年
目で完成させた中村松太郎の生涯。

32 一般 郷土学習

Ｂ－００７８
北国に春をよぶ八戸
えんぶり

きびしい自然風土の中でつちかわれ、
郷土にしっかりと根づく八戸地方のえん
ぶりを歴史的な流れも交え紹介。　１９
８８

10 一般 郷土学習

Ｂ－００７９ 直次郎さんの八幡馬
八幡馬の制作工程と、天狗山神社にあ
る昔の八幡馬の紹介。　白銀南小　１９
９４

12 一般 郷土学習

Ｂ－００８０ カリーナとお月さま
創作童話をビデオ化。　八戸市幼稚園
視聴覚教育部会　１９９４

10 幼児 幼児教育

Ｂ－００８１
唯ちゃんの図書館見
学

本の借り方から図書館の諸機能までわ
かりやすく説明。　八戸市図書館　１９９
４

15 小学 特別活動

Ｂ－００８２
根城～復原された南
部氏の主殿

平成４年から６年にかけて行われた史
跡根城跡主殿復原工事の過程を記
録。　１９９４

24 一般 郷土学習

Ｂ－００８３ 八戸三社大祭　H６
平成６年三社大祭　全２７組の映像記
録。　１９９４

24 一般 郷土学習

Ｂ－００８４
全国授業ビデオコン
テスト入賞作品「中
和」

中学３年生の理科の授業の様子。生徒
は各自の予想を持ち、それぞれの実験
方法を工夫し、自分で考えながら調べ
発表し、深めていく。　１９８８

14 一般 郷土学習

Ｂ－００８５
八戸が生んだ名僧
西有穆山禅師

わが郷土の出身で、眼蔵家として社会
教化につとめた功績が大きい西有穆
山。粗食に耐えて修業するとともに、旺
盛な向学心、純粋さが伝わってきます。
八戸市視聴覚センター　１９９５

17 一般 郷土学習

Ｂ－００８６
おばけのいつつご
ちゃん

おばけの５つ子ちゃんの１日を、お姉さ
んと歌う。変な顔の雪だるま。うさぎに
顔をなおしてもらったが．．。　八戸地区
幼稚園視聴覚部　１９９５

12 幼児 幼児教育



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｂ－００８７
未知なる光を求めて
前原寅吉

明治４３年、ハレー彗星が太陽面を通
過する様子を世界でただ一人観測に成
功した前原寅吉。４０代で失明しながら
も自然の摂理や宇宙の法則など、科学
の目で物事を解明し世のために役立て
たいと逆境にも負けず天文、科学技術
の普及啓発に情熱を傾けた。１９９６

15 一般 郷土学習

Ｂ－００８８
夢と希望をふくらませ
白山台小学校開校式

白山台小学校の開校式の模様と児童
たちの抱負を紹介。 13 一般 郷土学習

Ｂ－００８９ ゆきの精　ユキヤン

ある雪の夜生まれた雪の精ユキヤン。
一人ぼっちでさびしいユキヤンは、魔法
の杖を使ってたくさん友達を作っていき
ます。

6 幼児 幼児教育

Ｂ－００９０
えんぶりのえぼしを
作ろう

えんぶりのえぼしの作り方を、わかりや
すく解説。前半のながえんぶりとどうさ
いえんぶりについての解説部分だけで
も活用できる。

30 小学～中学 図工美術

Ｂ－００９１
八戸漁業近代化の父
－長谷川藤次郎－

八戸漁業近代の父といわれる長谷川
藤次郎の功績を映像化。 15 一般 郷土学習

Ｂ－００９２ はらぺこあおむし

エリック・カールの絵本を映像化したも
ので、はらぺこあおむしさんを主人公と
した、シンプルなストーリの中に、夢や
愛のすがたを、切り絵アニメーションで
描いている。

7 幼児 幼児教育

Ｂ－００９３ 巻貝の発生

個体として誕生する以前から、生命活
動の営みが始まっている様子を視聴覚
的に印象付け、「いのち」について考え
させる。理科第2分野「発生（受精卵の
変化）」における映像資料として、導入
やまとめに。

5 中学 理科

Ｂ－００９４ さけの人工ふ化場

川をのぼってくるさけを捕え、人口授
精、人工ふ化、稚魚の放流等をしてい
く、人工ふ化場の仕事場とその様子を
ビデオ化したもの。

12 小学 社会

Ｂ－００９５
リサイクルの知恵
「南部裂織」

郷土南部地方に伝わる「南部裂織」をと
おして、昔の人々の物に対する思いや
知恵を感じ取り、今の私たちの生活を
見直すきっかけとなることを目的とし
た。

10 一般 郷土学習

Ｂ－００９６
大空にかけた夢－木
村秀政－

日本初の国産旅客機ＹＳ－１１の生み
の親である木村秀政博士の障害を通し
て、夢や希望を持って生きることの大切
さを訴える。

13 小学～中学 道徳

Ｂ－００９７ だれかがいます
絵の中に動物がかくれています。いっ
たい何がかくれているのでしょう。

3 幼児 幼児教育

Ｂ－００９８ やまんばとむすめ

お父さんとお母さんがまちへ出かけるこ
ととなり、ぬすめは一人家に残された、
誰が来ても決して戸を開けるなといわ
れたむすめだが・・・・・・。

10 幼児～小学 幼児教育



番　号 作　品　名 内　　容 時　間 対　象 カテゴリー

Ｂ－００９９
朝ねぼうしたくまちゃ
ん

遅く起きてしまったくまちゃんは、朝ご飯
も食べられません。ゆっくりトイレにもい
けません。なんとか学校には間に合っ
たくまちゃんですがぜんぜん調子がで
ないのです。

3 小学 保健体育

Ｂ－０１００ 心の信号機

同名道徳教材の映像化。おつかいの
途中で出会った、目の不自由なおじさ
んが気になりつつも手助けをする勇気
をもてない男の子。信号が３度かわり４
度かわり、やがて男の子は意を決して
おじさんに声をかける。

6 小学 道徳

Ｂ－０１０１ あさごはん

あさごはんを抜くとどうして悪いのか、
夜更かしをするとあさごはんが食べら
れなくなるなど基本的な生活について
低学年の児童でも理解できるようにわ
かりやすく作られている。

5 小学 保健体育

Ｂ－０１０２
教育立市八戸２００３
市民のつどい

平成１５年１０月２５日、八戸市公会堂
文化ホールで行われた「教育立市２００
３　市民の集い」の様子を紹介。

25 一般 成人一般

Ｂ―０１０３
成人式を陰で支える
人々

成人式を広く市民の皆様にお知らせす
るとともに、式を支えるスタッフの活動
プロモーションビデオとなっています。
市民への広告活動や中学生の社会教
育ビデオとして活用できます。

9 一般 郷土学習

B―０１０４
孫助さんとカッパの約
束

八戸にの新井田地区に長い間語り継
がれた民話が、それぞれの地域の方
言を用いた人形劇となっています。

10 一般 郷土学習

B―０１０５

2005日本国際博覧会
＜愛・地球博＞ｰ日
本伝統芸能十八撰-
八戸えんぶり
2005.5.29

愛・地球博で披露された八戸えんぶり
の様子を紹介します。

25 一般 郷土学習

B―０１０６
八戸に伝わるかっぱ
のお話・２話

八戸にの新井田地区と南郷区に長い
間語り継がれた民話が、それぞれの地
域の方言を用いた人形劇となってい
る。　◎かっぱの恩返し　◎孫助さんと
かっぱの約束

17 一般 郷土学習

B―０１０７
かっぱちゃん、親子
でバス探検　－バス
もいいね－

八戸市の公共交通の中心的役割を果
たしているバスだが、マイカーの増加と
共に利用者が減少し、本数が減らされ
ている。かっぱの親子がバス会社の工
夫や利用者の声を聞いたり、ワンコイン
バスに乗って市内をまわったりすること
で、バスの良さを見直していく。

17 小学～一般 郷土学習

B―０１０８
中学校学習投影　惑
星の解説用

中学校理科の惑星の分野を解説。
19 中学～一般 理科

B―０１０９
中学　太陽と地球と
金星

中学校理科の惑星の分野を解説。
20 中学～一般 理科

B―０１１０
中学　太陽と地球（導
入用）

中学校理科の惑星の分野を解説。
20 中学～一般 理科

B―０１１１
中学　太陽と地球（ま
とめ）

中学校理科の惑星の分野を解説。
50 中学～一般 理科

B―０１１２
中学　太陽系の惑星
（外惑星の動き）

中学校理科の惑星の分野を解説。
20 中学～一般 理科
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B―０１１３
太陽系惑星の動き
地球の軸垂直

中学校理科の惑星の分野を解説。
60 中学～一般 理科

B―０１１４
太陽系惑星の動き
地球中心

中学校理科の惑星の分野を解説。
60 中学～一般 理科

B－０１１５
平成１９年　八戸市消
防出初式

平成１９年八戸市消防出初式の様子。
0 一般 郷土学習

B－０１１６ 「藤九郎」

えんぶりで烏帽子をかぶり摺りを演ず
る太夫のリーダーを藤九郎と呼びま
す。なぜ藤九郎と呼ばれるのか？伝説
を紹介します

13 一般 郷土学習

B－０１１７ ミセスV6作品集より
１）藤九郎の伝説について　２）森のお
とぎ会の様子　３）背中あてについて

31 一般 郷土学習

B－０１１８
八戸をつくる大地の
すがた

VOL.1露頭は語る八戸の大地　・新井
田川河口付近（輝緑凝灰岩）・蕪島付
近（凝灰岩）・鮫角灯台～足毛崎（安山
岩）　他、　VOL.２・新井田、松館～金
山沢（粘板岩、石灰岩、大理石） 他

37 一般 郷土学習


