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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

1 ごみを見直してみよう
－快適で安全な暮らし－

学研情報メディア事業部 リサイクル ２００２年 １５分 小学校家庭科環境教育シリーズ

2 水をよごさず大切にしよう
－地球にやさしい暮らし－

学研情報メディア事業部 環境 ２００２年 １５分 小学校家庭科環境教育シリーズ

3 消費エネルギーを減らそう
－限りある資源と暮らし－

学研情報メディア事業部 地球温暖化 ２００２年 １５分 小学校家庭科環境教育シリーズ

4
自治体のためのＩＳＯ14001　１
環境政策とＩＳＯ14001

ＰＨＰ研究所 環境 全職員参加の環境マネジメントシステム

5
自治体のためのＩＳＯ14001　２
システム構築のポイント

ＰＨＰ研究所 環境 全職員参加の環境マネジメントシステム

6
自治体のためのＩＳＯ14001　３
システム運用のポイント

ＰＨＰ研究所 環境 全職員参加の環境マネジメントシステム

7 地球が危ない （株）ワイズ　　汐文社 環境 １５分 学習アニメーション

8 温暖化から地球を守る
僕らで作る、進グスコーブドリの伝記

財団法人　日本環境協会
読売映画社

地球温暖化 １９９５年 ２３分 環境教育用ビデオ

9 かけがえのない地球 学研情報メディア事業部

10 ストップ温暖化人形浄瑠璃　　
とくしま環境県民会議・徳島県
徳島新聞社・四国放送・ＮＨＫ徳島放
送局

地球温暖化 ２００５年
眉乃山月夜宴　田野久住家の段　出演：あわ工芸　　　　　　　　　２０
０５年３月１９日　徳島県強度文化会館

11 ストップ温暖化人形浄瑠璃　　講演 地球温暖化 ２００４年
講演「誰でもできるストップ温暖化」　講師：村田佳壽子
平成１６年２月２７日　　徳島県郷土文化会館

12 地球汚染　「大気に異変が起きている」 2

13 あなたが主人公です　～循環型社会づくり～ 環境省

14 電気自動車って、なんだ？
サンバースト（株）
（財）日本電動車両協会

２３分 電気自動車・ハイブリッド自動車･燃料電池自動車の紹介

15 環境にやさしい物づくり 環境

16 まもろう水鳥の生息地　－湿地の保全－
(財)日本環境協会
東京シネ･ビデオ

17 橘湾石炭火力発電所をつくるまえに
～環境影響評価のあらまし～

短縮版

18 地球と環境 環境 ２０分

19 地球砂漠化ってどんなこと？
(財)日本環境協会
毎日映画社

１９９２年 ２３分
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20
生活環境～地球時代の暮らしの提案～

環境にやさしいライフスタイル
環境

21 川の生きものと水質
(財)日本環境協会
東京シネ・ビデオ

環境

22 私たちのリサイクルプラン 毎日映画社 リサイクル

23 取り戻そうさわやかな大気
(財)日本環境協会
東京シネ・ビデオ

環境

24 風の呼びかけ 日本シネセル（株） 環境 1997年 25分 バンコクからのリポート　　都市環境問題に取り組む人々

25 阿波踊り体操 環境首都課

26 美しい環境を明日へ　Ⅰ
農林水産省・環境庁
ダイナックス都市環境研究所

環境 36分 散乱ゴミ対策実践ビデオ　　シリーズ1　　山野行楽地編

27
美しい環境を明日へ　Ⅱ
市民参加の美しい街づくり

農林水産省・環境庁
ダイナックス都市環境研究所

環境 25分 散乱ゴミ対策実践ビデオ　　シリーズ2　　市街地編

28
美しい環境を明日へ　Ⅲ
みんなで楽しむきれいな浜辺

農林水産省・環境庁
ダイナックス都市環境研究所

環境 25分 散乱ゴミ対策実践ビデオ　　シリーズ3　　海浜行楽地編

29
美しい環境を明日へ　Ⅳ
きれいな環境　楽しいイベント

農林水産省・環境庁
ダイナックス都市環境研究所

環境 20分 散乱ゴミ対策実践ビデオ　　シリーズ4　　イベント編

30
美しい環境を明日へ　Ⅷ
あき缶はポイ捨てせずにリサイクル

（社）食品容器環境美化協会
（社）農林放送事業団

環境 17分 散乱ゴミ対策実践ビデオ　　シリーズ８

31
美しい環境を明日へ　Ⅸ
地域ですすむ環境美化

（社）食品容器環境美化協会
（社）農林放送事業団

環境 25分 散乱ゴミ対策実践ビデオ　　シリーズ９

32 ミナの村と川
（財）ユネスコ・アジア文化セン
ター　　カンタナ・アニメーション
（タイ）

環境 1998年 17分 ＡＣＣＵ　環境アニメーション・シリーズ　「水の汚染」　　２カ国語

33 ミナの村と森
（財）ユネスコ・アジア文化セン
ター　　カンタナ・アニメーション
（タイ）

環境 2000年 18分 ＡＣＣＵ　環境アニメーション・シリーズ　Ｖｏｌ．２

34 でんぱつ　　地球にやさしい石炭火力

35 水といっしょに
財団法人　日本環境協会
中央宣興株式会社

環境 15分

36 森の声が聞こえますか 財団法人　日本環境協会 環境 15分

37 プラスチックと地球環境

38 熱帯雨林の減尐 環境庁 環境 2 環境教育ビデオ

39 柳川堀割物語
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40 地球を守る　アースレンジャー 環境庁　ＮＨＫソフトウェア 環境 23分
こどもエコクラブ推進ビデオ
なぜ「こどもエコクラブ」が誕生したか。　こどもエコクラブの活動

41 Ｔｈｅ　Ｗｉｓｅ　Ｕｓｅ　ｏｆ　Ｗｅｔｉａｎｄｓ
～湿地の賢明な利用～

ラムサール条約事務局
環境庁

環境 1993年 17分
1993年6月9日～16日に北海道釧路市で開催された｢ラムサール条約第5回締
約国会議に際し、湿地の賢明な利用をわかりやすく説明することを目的とし、
制作。

42 活かそう！資源　　資源有効利用促進法 経済産業省 リサイクル 2003年 26分
３Ｒ（Ｒｅｄｕｃｅ、Ｒｅｕｓｅ、Ｒｅｃｙｃｌｅ）配慮設計、廃棄物等の発生抑制再利用についての先進
的な取り組み事例を紹介し、その中で資源有効利用促進法に則り事業者が取り組むべき
内容を解説しています。」

43 足もとから考えよう　かけがえのない大地を 財団法人科学教育研究会 23分
ミミズの生活を通して資源の再利用、植物の育成、土壌づくりなどを環境教育
の視点でとりあげています。

44 地球の秘密１
日本コロムビア（株）
（株）イーティエンタープライ
ズ

環境教育 25分
文部省選定
第1章　地球の歴史を探れ　　第2章　自然界のバランスを知ろう

45 地球の秘密２
日本コロムビア（株）
（株）イーティエンタープライ
ズ

環境教育 25分
文部省選定　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第3章　現在の地球を探
れ　　第4章　みんなで地球を守ろう　　第5章　その後のおはなし

46 みんなで自然をささえよう
－公益信託自然保護ボランティアファンドのすすめ－

財団法人　国立公園協会
（株）エポス

環境
日本の自然公園のすばらしさと、それを守り、私たちに自然のすばらしさを伝
えるために活躍しているボランティアたちを知っていただく目的で制作されたも
の。

47 考えてみませんか生活環境　東京クリアライフ

48
「環境にやさしい生活」啓発映画　指導マニュアル　　「未来
からきた尐女－環境にやさしい生活しています
か－」

この映画の主人公、時雄がある日、学校から帰ってくると、パソコンが動き出し、22世紀か
ら来たという尐女が飛び出して来ました。驚く時雄と現代の生活に興味を示す尐女Ａとの楽
しい探検が始まるのですが・・・

49 地球と二酸化炭素 1988年 15分 小学生以上

50 明日のために－私たちと環境－　 財団法人　日本環境協会 環境

51 いま都市環境は、
(財)日本環境協会
東京シネ・ビデオ

環境

52 この星に生きる！　地球博士の環境クイズ （株）日経映像 環境

53 ちきゅうだいすき－みんなで楽しむエコライフ－
環境庁・（財）日本環境協会
円エンジニアリング（株）

環境 20分

54 みんなで守ろう地球の未来
－環境を守る市民団体の活動－

環境庁・（財）日本環境協会　 環境 23分

55 快適な環境をつくる 毎日映画社 環境 26分

56 日本のごみ資源

57 空き缶回収機

58 環境管理シリーズ　　第１巻　大気汚染とは
（社）産業公害防止協会
（株）キリシマプロモーション

環境 1993年 21分 ＩＰＣＡＪビデオライブラリー　　環境管理シリーズ　大気編　全４巻

59 環境管理シリーズ　　第２巻　集じん技術
（社）産業公害防止協会
（株）キリシマプロモーション

環境 1993年 19分 ＩＰＣＡＪビデオライブラリー　　環境管理シリーズ　大気編　全４巻
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60 環境管理シリーズ　　第３巻　排ガスの処理
（社）産業公害防止協会
（株）キリシマプロモーション

環境 1993年 18分 ＩＰＣＡＪビデオライブラリー　　環境管理シリーズ　大気編　全４巻

61 環境管理シリーズ　　第４巻　排ガスの測定
（社）産業公害防止協会
（株）キリシマプロモーション

環境 1993年 23分 ＩＰＣＡＪビデオライブラリー　　環境管理シリーズ　大気編　全４巻

62 ＩＳＯ 14000シリーズ①　入門編

企業・自治体の未来を拓く　環境マネジメントシステム
地域科学研究会 環境 30分 〈地域科学〉まちづくり映像シリーズ３６－１

63
ＩＳＯ 14001シリーズ②　導入マニュアル編

環境マネジメントシステムが生み出す企業･自治体の
経営効果

地域科学研究会 環境 32分 〈地域科学〉まちづくり映像シリーズ３６－２

64 ＮＨＫ　地球大紀行　　残されていた原始の海　[３]ＮＨＫサービスセンター 環境 1987年 50分
地球に奇蹟のように生まれた海。その海で誕生した生命。その生命がつくり出
した酸素の軌跡を地球上に探ってゆく。

65 ＮＨＫ　地球大紀行　　奇岩にひそむ大気の謎　[４]ＮＨＫサービスセンター 環境 1987年 50分
桂林の山々を作っている石灰岩の中に、かつて地球に充満していた膨大な二酸化炭素が
閉じ込められている。中国、オーストラリアの石灰岩が作り出す世界最大のサンゴ礁への
旅の記録。

66 ＮＨＫ　地球大紀行　　巨大山脈の誕生　[５] ＮＨＫサービスセンター 環境 1987年 50分
4500年前にユーラシア大陸に衝突した、巨大大陸パンゲア。その時ふたつの
大陸の間にあった海底は押し上げられ、８千メートルを超える巨大山脈となっ
た。

67
まち美化とリサイクルをテーマとした

総合的な学習の実践
（社）食品容器環境美化協会
毎日ＥＶＲシステム

リサイクル 51分
①まち美化とリサイクルをテーマとした総合的な学習の実践
②リサイクル資料映像集

68 おばけ大作戦　　地球ＳＯＳ！
シリーズ①　地球温暖化

太陽の会　・　環境庁 環境 27分
地球温暖化のもたらす被害は予想をはるかに超えるものだった・・・。都市や
工場から排出される二酸化炭素と温暖化との関係を理解しよう。

69 おばけ大作戦　　地球ＳＯＳ！
シリーズ②　オゾン層破壊編

太陽の会　・　環境庁 環境 25分
有害な紫外線から生王を命を守っているオゾン層。便利で無害だと思われて
いたフロンガスがオゾン層を破壊している。ＣＧでそのしくみを学ぼう。

70 おばけ大作戦　　地球ＳＯＳ！
シリーズ③　酸性雨編

太陽の会　・　環境庁 環境 25分
森林を枯らし、建物や貴重な遺跡などにも大きな被害をもたらす酸性雨。工場
や車の排気ガスに含まれる有害物質が主な原因となっている。

71 おばけ大作戦　　地球ＳＯＳ！
シリーズ④　大気･水･土の汚染編

太陽の会　・　環境庁 環境 24分
家庭、工場、車、農薬散布など身近なところから有害物質は排出されている。
人体や生態系にどのような悪影響が及ぶのだろうか。

72 おばけ大作戦　　地球ＳＯＳ！
シリーズ⑤　熱帯雨林の減尐と砂漠化編

太陽の会　・　環境庁 環境 25分
計り知れない恩恵を与えてくれる熱帯雨林が減尐する一方で、砂漠の面積が
広がっている。その理由と森林の特性をＣＧで解き明かしてゆく。

73 自然とあそぼう　ネイチャーゲーム　１
コウモリとガ　　ミクロハイク

日本ネイチャーゲーム協会 環境教育 21分
ネイチャーゲームはアメリカで発表された自然とのふれあいプログラム（教育
活動）です。

74 自然とあそぼう　ネイチャーゲーム　２
木の葉のカルタとり　　カモフラージュ

日本ネイチャーゲーム協会 環境教育 24分
ネイチャーゲームはアメリカで発表された自然とのふれあいプログラム（教育
活動）です。

75 自然とあそぼう　ネイチャーゲーム　１
木の葉のカルタとり　　カモフラージュ　ミクロハイク

日本ネイチャーゲーム協会 環境教育 40分 小学生以上
ネイチャーゲームはアメリカで発表された自然とのふれあいプログラム（教育
活動）です。

76 川と海に思いやりを　みつばちみっくん探訪記 広島県環境保健部環境保全課 環境教育 8分

77 使わなくなったテレビはどうなるんだろう？
－家電リサイクル法－

経済産業省 リサイクル 10分

78 発砲スチロールのリサイクル
限りある資源の有効利用をめざして

積水化成品工業（株）環境管
理部

リサイクル 20分

79 ごみのゆくえ～清掃工場をたずねて～ 徳島市教育研究所 14分
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80
みんなでつくる　循環型社会

始めよう！ごみを出さない暮らし方
内閣府・（社）日本広報協会 2001年 25分

81 生きものでみる【川の水質】Ⅱ－指標生物の見分け方－（社）広島県地区衛生組織連合会 環境

82 生きものでみる【川の水質】Ⅰ－調査の仕方－ （社）広島県地区衛生組織連合会 環境

83 ビルの水はどこからくるの！！
－簡易専用水道設備と管理－

西日本地区給水衛生検査協議会
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