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Ｎｏ． タイトル 企画・制作 ジャンル 発行年 時間 対象 数量 内容

エコドライブコンテストがよくわかるｍｏｖｉｅ
平成２０年度　大気汚染防止推進月間

独立行政法人
環境再生保全機構

環境 ２００８年 事業者
環境省と独立行政法人　環境保全機構が主催するエコドライブコンテストの概要を解りや
すく紹介

平成２０年度　やるキッズあいち劇場　 愛知県環境調査センター 環境 ２００９年 小学生以上
やるキッズあいち劇場は、子どもたちに環境問題を楽しく学んでもらおうと愛知県が２００７
年から始めたもので、地元で活躍中の脚本家に、省エネや地球温暖化などをテーマに脚
本を作ってもらい、県内の主学校が学芸会や学習会で発表している。平成２０年度の作品
集

平成２１年度　やるキッズあいち劇場　 愛知県環境調査センター 環境 ２０１０年 小学生以上
やるキッズあいち劇場は、子どもたちに環境問題を楽しく学んでもらおうと愛知県が２００７
年から始めたもので、地元で活躍中の脚本家に、省エネや地球温暖化などをテーマに脚
本を作ってもらい、県内の主学校が学芸会や学習会で発表している。平成２1年度の作品
集

私たちが変える　地球の未来が変わる
～ゼロ･ウェイストで低炭素社会実現へ～

NPO法人　ゼロ・ウェイスト
アカデミー　　　　四国放送

２０１０年 27分 小学生 2
四国放送（株）は、上勝町NPO法人ゼロ・ウェイストアカデミーの協力で、徳島県内の3つの
小学校において、環境問題考える授業を行った。その様子を再編集して、環境学習教材と
してDVDにとりまとめた。

環境学講座　 環境 ２００８年

Ｈ２０年　正法寺川を考える会
－地域の子どもたちと共に－

正法寺川を考える会
ＡＩテレビ

環境 ２００８年 2
･正法寺川の清掃活動　　　・藍住北小学校との環境学習会
ＡＩテレビ　H21.4．12～H21．4．13放送

あかりが未来を変える ＢＳ-Ｉ　・　ＴＢＳビジョン 地球温暖化 ２００９年 一般 2
環境省が主催した省エネ照明デザインモデル事業に選定された12企業のアイデアや工夫
を紹介。

地球温暖化防止シンポジウム　県民が主役の地球温
暖化防止　～地域発ＣＯ2削減の新たな展開～

三重県 地球温暖化 ２００４年
平成16年1月31日(土)　三重県総合文化センター　中ホールにて開催された、シンポジウム
の模様を収録編集。

ストップ温暖化「一村一品」大作戦
全国大会２００８

環境省 地球温暖化 ２００８年 27分 一般 4
・全国大会2008スペシャルコンテンツ
・４７都道府県の取り組み

ストップ温暖化「一村一品」大作戦
全国大会２００９

環境省 地球温暖化 ２００９年 一般 2
２００９年２月に開催された「ストップ温暖化一村一品大作戦全国大会２００９」に参加した４
７都道府県だいひょうのプレゼンテーションの模様を紹介。

守ろうオゾン層　防ごう地球温暖化 経済産業省 地球温暖化 １１分
事業者
一般

代替フロンによる地球温暖化と、フロンの回収技術についての概要を知ることができる。

環境教育ｸﾚｲｱﾆﾒ
「むっちー」シリーズ　ｖｏｌ．５

香川県立多度津水産高等
学校

環境 ３０分
小学校
低学年

環境問題に興味を持つきっかけにと作ったクレイアニメ作品で、地球温暖化、生物濃縮、ご
みなどをテーマにした各5分の6作品。

地球汚染　大気に異変が起きている

ミーゴーくんのなかまたちはきれいなまちがだい
すき！

南海放送 ごみ 小学生以上
ごみの分別のたいせつさなどについての環境教育用アニメーション

国内クレジット制度など排出量取引の試行
的実施

経済産業省 地球温暖化 20分 事業者
国内クレジット制度
排出量取引制度の試行的実施の概要

知ろう　学ぼう　考えよう　地球温暖化
環境省・（財）日本環境協会
(株)ＮＨＫエンタープライズ21

地球温暖化 ２００２年 90分 一般
地球温暖化の原因、現象、動植物への影響、地球温暖化防止京都会議，個人が取り組む
温暖化防止などについてわかりやすくまとめた貴重な映像を収録している。

私たちが水環境を学ぶために
～日本の水をきれいに～

(社)日本の水をきれいにす
る会　　　　(株)ＮＨＫアート

環境 ２００９年 ２１分 一般
日本各地の水環境の状況、それに関わる人々の活動などを紹介しながら、私たちが良い
水環境を守っていくために何をしたら良いかを考える。

エンジョイ！エコ･クッキング
(財)社会経済生産性本部
環境教育情報センター

環境 ２００７年 ７２分
台所からの環境保全に向けた試みとして「エコ・クッキング」や「省エネクッキング」と呼ばれ
る取り組みを紹介。

地球温暖化　今、私たちにできること
環境省
(株)ＮＨＫエンタープライズ21

環境 ２００８年 １２２分 2
地球温暖化の現状･メカニズム・影響や、防止のための取り組みまで、豊富な映像で網羅
した環境学習教材

独立行政法人　国立環境研究所
公開シンポジウム2005

独立行政法人
国立環境研究所

環境 ２００５年 １８０分 一般
シンポジウムのテーマ　地球とくらしの環境学「あなたが知りたいこと、私たちがお伝えした
いこと」
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独立行政法人　国立環境研究所
公開シンポジウム2006

独立行政法人
国立環境研究所

環境 ２００６年 １８８分 一般
シンポジウムのテーマ　アジアの環境―もう無関心ではいられない―

独立行政法人　国立環境研究所
公開シンポジウム2007

独立行政法人
国立環境研究所

環境 ２００７年 １８６分 一般
シンポジウムのテーマ　未来を開く環境研究―持続可能な社会をつくる―

独立行政法人　国立環境研究所
公開シンポジウム2008

独立行政法人
国立環境研究所

環境 ２００８年 ２３０分 一般
シンポジウムのテーマ　温暖化に立ち向かう―低炭素・循環型社会をめざして―

独立行政法人　国立環境研究所
公開シンポジウム2009

独立行政法人
国立環境研究所

環境 ２００９年 ２１５分 一般
シンポジウムのテーマ　いまそこにあるリスク―環境リスクの真実を語ろう―

不都合な真実
パラマウント　ホーム　エンタ
ティンメント　ジャパン

地球温暖化 ２００６年 ９６分 一般
アル・ゴア元副大統領が地球と人間の未来を予見するドキュメンタリー

デイ・アフター・トゥモロー　２枚組特別編
２０世紀ＦＯＸ　　２０世紀フォック
ス　ホーム　エンターテイメント
ジャパン

２００４年 １２４分 一般
インデペンデンス・ディの衝撃×「タイタニック」の感動ふたたび！！　驚異のＶＦＸで贈る、
究極のスペクタクル超大作！　　　監督・制作　ローランド・エメリッヒ

「省エネのすぐれワザ教えます」
～スマートライフのすすめ～

(財)省エネルギーセンター ２００３年 一般
衣食住オフィスなどでの省エネルギーのすぐれたワザを紹介

省エネに”ＥＳＣＯ”を活用しよう！
財団法人
省エネルギーセンター

地球温暖化 事業者 5
メニューはESCO事業のススメ、ESCO事業の概要、ESCOトピックス、地方公共団体と
ESCO事業導入

Ａｍｉｇｏｓ　ｄｅｌ　Ｓｏｌ　－太陽の友達－ 環境省 地球温暖化 ２００５年 49分 一般 9
うちエコ大使のやまだひさしが自然エネルギーを解りやすく紹介。

エコドライブ１０のすすめ 環境省 ン ２００７年 19分 一般 8
警察庁、経済産業省、国土交通省、環境省からなる「エコドライブ普及連絡会」があげる、
エコドライブの10項目のすすめを、父が娘に教えてる教材。

地球温暖化　今、私たちにできること 環境省 地球温暖化 ２００８年 １２２分 一般
環境省が制作した、IPCC第4次評価報告書などの地球温暖化に関する最新の科学的知見
や国内外の先進的な温暖化防止の取組などを、様々な映像資料を通じて分かりやすく伝
える教材。

よくわかる省エネルギー
財団法人
省エネルギーセンター

省エネ ２００３年 ３３分 一般
省エネルギーの必要性、日本のエネルギー政策、制度について解説しながら、家庭・オフィ
ス、地域、自治体などの省エネの実践活動を紹介する。

ドラゴンマンといっしょにわたしたちの未来を
守ろう！　１

高松ケーブルテレビ 高松ケーブルテレビにて　２００８．４．１～７．３１に放送された、第1話から第7話迄を収録。

ドラゴンマンといっしょにわたしたちの未来を
守ろう！　２

高松ケーブルテレビ
高松ケーブルテレビにて　２００８．４．１～７．３１に放送された、第８話から第１４話迄を収
録。

ドラゴンマンといっしょにわたしたちの未来を
守ろう！　３

高松ケーブルテレビ
高松ケーブルテレビにて　２００８．４．１～７．３１に放送された、第１５話から第１８話迄を
収録。　　　　他　2008.6．20坂出育愛館にて行った｢訪問活動｣

天才？Ｄｒ．ハマックス
～みんなの力で地球を救え！！スペシャル～

環境省 地球温暖化 ２０１０年 17分 社会福祉法人聴力障害者情報文化センターの協力により、聴覚障害者向け映像
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