
貸出ＤＶＤリスト
No. 分野 タイトル 内容 時間 制作 制作年

1 省エネ
主婦の節約術　エコドラ
イブ

ガソリン代を節約し、CO2の排出も抑えられ
る運転方法について、わかりやすく説明して
います。

13分 環境省 2005年

3 自然
早池峰総合休憩所　映像
ソフト

早池峰や薬師岳の自然を堪能できます。マ
ナーガイドも収録。

40分 岩手県 2005年

9 温暖化
知ろう学ぼう考えよう
地球温暖化（環境学習DVD
教材）

温暖化の仕組みと原因、影響、対策などテー
マ毎にわかりやすくまとめています。小・
中・高校の授業や市民講座でご活用頂けま
す。

約30テーマ
各3分程度

環境省 2002年

10 自然
八幡平　大自然が奏でる
ハーモニー

姫神の音楽と共に、撮影日数67日の八幡平の
大自然が堪能できます。

51分 岩手県 2004年

24 総合
独立行政法人国立環境研
究所公開シンポジウム
2005

温暖化の問題、循環型社会、科学物質の問題
についての４つの講演を中心とした記録映像
です。

180分
（独）国立環境研
究所

2005年

26 温暖化 地球温暖化のメカニズム
温暖化の仕組みを気象予報士がわかりやすく
紹介しています。

5分 環境省 2006年

28 自然
鳥の目で見た豊沢川～ふ
るさと・花巻の豊かな水
辺～

花巻市の自然紹介DVDです。 17分
花巻のブナ原生林
に守られる市民の
会

2006年

36 省エネ
エコドライブ１０のすす
め

ガソリン代を節約し、CO2の排出も抑えられ
る運転方法について、ドラマ仕立てでわかり
やすく説明しています。

15分 環境省 2007年

43 省エネ
青い森の省エネ住宅【ま
るごと！青森　まるご
と！八戸】

環境配慮の省エネ住宅を訪問し、住まいづく
りのアドバイスを押さえます。青森でテレビ
放映されたものです。

60分 環境省 2006年

47 温暖化
小学生のための特別授業
地球温暖化防止スペシャ
ルスクール

各学習塾を代表するスペシャル先生による地
球温暖化の特別授業です。3時限の講義を収
録。

120分 環境省 2007年

49 温暖化
わたしにもできること
たとえばこんなエコライ
フ

青森県内の6つの家庭をホームビデオで撮影
し、各家庭で実践されている温暖化防止のた
めの取り組みを紹介しています。

72分
ストップ温暖化セ
ンターあおもり

2008年

51 温暖化 地球環境とフロン
オゾン層破壊、フロンと地球温暖化との関わ
り、フロン対策に関する日本の動きを紹介し
たものです。

60分 環境省 2008年

52 温暖化
解説映像　地球温暖化シ
ミュレーション

スーパーコンピューター「地球シミュレー
タ」に基く、温暖化する地球のシミュレー
ション映像とその見方をわかりやすく解説し
た映像です。

長尺版：18分
短尺版：4分

環境省 2007年

55 温暖化
地球温暖化―今、私たち
にできること

地球温暖化問題についての科学的知見や温暖
化防止に向けた国内外の取組を、様々な映像
資料を通じて分かりやすく伝えています。

122分
短尺版：22分

環境省 2008年

57 温暖化
ストップ温暖化「一村一
品」大作戦　全国大会
2008

47都道府県のCO2削減の取組みを持ち寄っ
た、全国大会の映像記録です。

50分 環境省 2009年

61 水
なまず大先生とおねえさ
んのワル河童を探せ！

川に潜む危険や安全管理の初歩的知識を、子
どもから大人まで楽しくわかりやすくまとめ
た映像教材です。

25分
川に学ぶ体験活動
協議会

2005年

71 温暖化

聴覚障害者向け映像ライ
ブラリー作品　地球温暖
化　今、私たちにできる
こと　ダイジェスト版

No.55「地球温暖化―今、私たちにできるこ
と」の聴覚障害者向け作品です。字幕入り。

22分 環境省 2008年



75 温暖化
独立行政法人　国立環境
研究所　公開シンポジウ
ム2008

「ごみ問題・3Rと温暖化のかかわり」等、5
つの講演を中心とした記録映像です。

230分
（独）国立環境研
究所

2009年

76 水 For ALL～盛岡の川～ 盛岡の川のイメージDVDです。 5分
（特）みらいと
しょかん

2008年

83 ごみ
盛岡市　プラスチック
製・紙製容器包装の分け
方・出し方

2010年8月から開始したプラ・紙製容器包装
の分別の仕方をわかりやすくまとめていま
す。

14分 盛岡市 2010年

86 ごみ

盛岡市　プラスチック
製・紙製容器包装の分別
収集について～ご家庭で
の具体的な分別の仕方～

2010年8月から開始したプラ・紙製容器包装
の分別の仕方をわかりやすくまとめていま
す。

8分 盛岡市 2010年

90 まちづくり

みんなでつくる、新しい
地域のかたち～「緑の分
権改革」による地域活性
化～

北海道や高知県、滋賀県での、循環型森林経
営やクリーンエネルギーによる低炭素型地域
づくり等の、さまざまな創意工夫による、緑
の分権改革の事例紹介です。

49分
（財）地域活性化
センター

2011年

94 森林 木を使って森を生かす
森林の現状と問題点を知り、その保全と利用
の両立をめざす方法を探り、消費者として私
たちにできることを発見していきます。

28分 ＷＷＦジャパン 2008年

96 新エネ
ご存知ですか？ＢＤＦ～
地域の資源を、地域の力
で。～

BDFとはバイオディーゼル燃料のこと。主に
植物油を原料として作られるため、地球温暖
化防止や持続可能なエネルギーとして注目を
集めています。本DVDでは、廃食油が回収さ
れBDF精製に至るまで、また、その活用状況
等について紹介しています。（IBC岩手放送
2011年12月29日放送分）

3分番組
（5本）
47分番組
（１本）

環境省／
ＩＢＣ岩手放送

2011年

97 温暖化

環境学習DVD
見直そう　わたしたちの
くらし　地球温暖化防止
に向けた取組、始まって
います

地球温暖化の進行により、地球に及ぼすと予
測される様々な影響をクイズ形式でさかなク
ンと一緒に学べます。その他、ドラマ等によ
る身近な省エネの解説や、北海道や鹿児島県
での事例を取り上げています。

37分 環境省 2011年

101 新エネ
電気のふるさと八幡平市
～明治百年記念公演小水
力発電所～

明治百年記念公園小水力発電所は、2011年に
八幡平市が建設した初めての小水力発電所。
現在は約14世帯分に相当する電力を発電して
います。本DVDは、明治百年記念公園小水力
発電所についての学習用として作成されたも
のです。

10分 八幡平市役所 2011年

109 温暖化
気候変動への挑戦
～動き出した世界と日本
～

地球温暖化の基礎知識や最新のデータ、緩和
策と適応策、NHKで放映された映像など、気
候変動に関する最新情報が詰まったDVDで
す。ダイジェストやセクションごとの再生が
でき、目的に合った使用が可能です。

本編:118分
ダイジェス
ト:14分

環境省 2016年

110 自然

銀河の森の河物語
映像で学ぼう
早池峰山麓を流れる稗貫
川とわたしたちのくらし

岩手県の早池峰山麓一帯を「銀河の森」と名
付け、7つのエリアそれぞれに学習テーマを
設けて編集された、河川と暮らしの関わりを
紹介するプログラム集。あわせて、宮沢賢治
「花鳥図譜、八月、早池峰山巓」（訳）【朗
読CD】や、「賢治さんと歩く・小さな森の物
語／猫山・外川目編」【教材】も補完ツール
として貸出が可能です（要相談）。

■冊子教材／Ａ４判／40頁（指導者用)
■ポスター型リーフレット／Ａ３版（ＤＶＤ
用子供向け解説）付き

14分
（児童向け）

いわて芸術文化技
術共育研究所

2015年

111 温暖化

Beautiful Islands
ビューティフル　アイラン
ズ
～気候変動　沈む島の記憶～

気候変動に揺れる3つの島のドキュメンタ
リー。BGMやナレーションを入れず、それぞ
れの島の“普通の暮らし”を見つめていま
す。
監督・プロデューサー：海南友子
エグゼクティブプロデューサー：是枝裕和

106分
ホライズン・
フィーチャーズ
海南オフィス

2009年

※営利を目的とした複製、転載あるいは上映を禁じます。地域や職場での学習会・研修会・学校教育の場などで積
極的に活用ください。


