【貸 出 D V D 一 覧】
№
1
2

タイトル
わたしにもできること たとえばこんなエコライフ
子どものための環境教育DVD EARTH VISION The Best

3

知ろう学ぼう考えよう 地球温暖化

4

共育プログラム「もったいない」

時間

内容

72分 青森県民の実際に行っているエコライフ（の一部）をまとめたもの。
「環境」をテーマとした国際映像祭「EARTH VISION 地球環境映像祭」の15周年を記念して、子ども たちが環境問題を身近に
129分 感じられるようにと選ばれた9作品を収めたもの。

8分

製作
ストップ温暖化センターあおもり

製作年
2008

アース・ビジョン組織委員会

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 止の取組などのテーマ毎
環境省
に３分程度にわかりやすくまとめた貴重な映像を、30テーマ分収録。

2002

自然との共生、感謝の気持ちをもって自然と向き合える“気づき“やきっかけ”を与えるDVD

2007

（社）高岡青年会議所 共育プログラム実践委員会

IPCC第4次報告書など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 の取組みなどを、さまざま
環境省
122分 な映像資料を通じて分かりやすく伝える地球温暖化学習教材DVD

5

地球温暖化 今、私たちにできること

6

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

22分 上記の聴覚障害者向け映像（ダイジェスト版）

7

不都合な真実

96分 リー

8

森を愛する愛媛から エコロジータウン東温市をめざして！

30分 ※もりもりCO2ダイエットキャンペーン」は2006年に東温市からはじまった温暖化防止アクション

9

国立環境研究所 公開シンポジウム2005記録映像 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」

10

ハチドリのひとしずく 私にできること
－くりかえし、くりかえし、見て語り合いそれぞれに自分の答えを－

19分 球温暖化という大きな問題に対して、私たちひとりひとりに何ができるの か、何をするのか問いかけるアニメーション作品で

11

青い森の省エネ住宅（まるごと！青森 まるごと！八戸）

省エネ住宅を訪問し、建主さんの話や、建築会社、八戸工業大学、弘前大学の専門家によるアドバ イス、住まいづくりに役立
環境省
60分 つ内容

12

未来の選択 地球温暖化の現状・影響・予測 そして私たちからできること

31分 日の暮らし、行動から何ができるかを紹介

13

未来への約束 高レベル放射性廃棄物の地層処分

28分 どうなのかなど、疑問点に答えながら地層処分の概要を解説。また、フィン ランドの取り組みも紹介している。

14

砂防と治水

県民と河川との関わりから、砂防の必要性を説明したもの。

富山県

2004

15

Amigos del Sol-太陽の友達－
～やまだひさしが挑戦した自然エネルギーの可能性～

地球温暖化防止の普及活動の一環として、環境省が作製したもの。全国の中学校・高等学校向け に、自然エネルギーについ
環境省
て分かりやすく学べる。

2005

16

地球温暖化と食糧の未来・2025年からのメッセージ

17

地球ＳＯＳ～地球観測衛星“だいち”からの警告”

18

電車ｄｅえこ～よ 未来につなぐ とやま環境旅日記

19

誰でもできるエコ運転術

20

聴覚障害者向け 映像ライブラリー作品
「天才？Dr.ハマックス～みんなの力で地球を救え！！スペシャル～」

Dr. ハマックスとかおりがタイムマシンで100年後の世界に遊びに行くと、そこは温暖化が進んだ世界 だった・・・。前編アニメー
環境省・社会福祉法人聴力障碍者情報文化センター
17分 ションで、楽しみながら温暖化について学べる作品（聴覚者以外の方もご 利用になれます）

21

地球環境とフロン

24分 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。

22

ためしてガッテン
「常識逆転！地球温暖化ビックリ対策術」

45分 ど、気軽かつ超お得な温暖化のツボを大公開！（平成19年6月6日にNHK にて放送）

23

地球温暖化の目撃者 岩合光昭スペシャル
－ダイジェスト版－

36分 ちの変化を見つめたDVD。地球のいたるところで起こっている変化がわ かる。

24

解説映像 地球温暖化シミュレーション

18分 積」などの変化の予測をシミュレーションした映像や解説を収録。

25

地球はいま

26

「地球温暖化のメカニズム」

5分

27

わたしたちのエコライフチャレンジ

28分 とやま環境チャレンジ10に取り組んだ家族をとりあげた番組。（富山テレビ放送 平成19年8月4日放 送）

地球の危機を訴えるアル・ゴア元アメリカ副大統領のスライド講演の模様を、彼自身の独白を交えつ つ構成したドキュメンタ
愛媛県で展開されている「もりもりCO2ダイエットキャンペーン」の様子がまとめたもの。

2008

環境省

2008

パラマウント映画

2006

南海放送

2006

2005年6月に京都会場にて実施された独立行政法人国立環境研究所 公開シンポジウム2005 地 球とくらしの環境学「あなた
独立行政法人 国立環境研究所 セミナー委員会
180分 が知りたいこと、私たちがお伝えしたいこと」の記録映像（４名の講師によ る講演）

2005

金の鳥、クリキンディ。それは、南米アンデス地方の先住民に伝わる小さな小さなお話です。このわ ずか十数行の物語が、地
有限会社アニメーション画房わ組

す。（DVD）

貴重な映像、写真、研究成果、データを駆使し、世界各地で起こっている温暖化の影響、将来の影 響予測、そして私たちが毎
高レベル放射性廃棄物の地層処分はどのように行うのか、なぜ地層処分が選ばれたのか、地震国 である日本での安全性は

30分 地球温暖化による影響を「食」の面から考える。
100分 宇宙から撮影した映像を紹介しながら、地球環境について考える。（BSジャパン開局6周年記念番組
地球温暖化問題解決のヒントを、子どもたちが富山県内の施設を巡りながら探る。

55分 （平成20年12月30日に富山テレビにて放送）

「発進」「巡航」「減速」「停止」という走行パターンごとの燃費のよくなる運転方法を具体的に学ぶこと ができる。

温暖化対策は“わかっているけど出来ない”のは一体なぜ？そこで発想大逆転、“面倒くさがりな人 ほど簡単にできる”方法な

写真家岩合光昭さんが、カナダ～ウェージャー湾、アフリカ～キリマンジャロ、北海道～知床の自然 を取材に訪れ、生きものた
1950年頃から2100年までの「地表気温の変化」、「降水量の変化率」、「土壌水分量の変化率」、「海 面水位の変化」、「雪氷面

特定非営利活動法人 環境市民

2006
2007

電気事業連合会 広報部

（社）農山漁村文化協会
日経ＣＮＢＣ

2007

富山テレビ放送

2008

JAF

環境省

2007

ＮＨＫ

2007

オリンパス

2009

独立行政法人 国立環境研究所地球環境研究センター

世界中で起こっている異変を、各国ごとに映像として紹介する。

朝日新聞社

地球温暖化のメカニズムや気温の変化等を簡単にまとめたもの。

「チーム・マイナス６％」運営事務局
富山テレビ放送

2008

2007

将来の地球を担う子ども達に、“国連の「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」第4次評価報告 書の各作業部会報告”の

28

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

120分 メッセージを正しく伝え、温暖化問題と取組の必要性を「自分ごと化」しても らえるよう、チーム・マイナス6％が行った“特別授

チーム・マイナス６％（環境省）

2007

業”の様子を DVDに収録したもの
動植物は、氷河期からの環境変化から最近の急激な環境変化まで、総合的に敏感に反応して地域 に根付いている。学校の

29

地域から調べる環境シリーズ 第１巻生きものから調べる～人と自然がつくる環境～

25分 まわり、道端、田んぼ、里山など、地域の生きもの調査を通して人と自然の 関わりで成り立つ環境の仕組みを発見し学ぶ。

30

地域から調べる環境シリーズ 第２巻水から調べる～水質調査と保全活動～

25分 境」のちがいを理解する。環境調査を土台に三世代で取り組む環境保全活 動、高校生による水質浄化の実践に「地域の水環 （社）農山漁村文化協会

（社）農山漁村文化協会

かつては、川や用水路の水を信頼し生活していた地域の暮らしと農業。聞き取り調査と水質調査か ら始め、昔と今の「水環
境創造」を学ぶ。
大気汚染や熱汚染など、大気環境の悪化による影響は、植物や人間にどのような形であらわれて いるのか。また植物や人間

31

地域から調べる環境シリーズ 第３巻大気から調べる～温暖化・大気汚染と植物～

25分 は大気にどのような影響を与えているのか。赤外線と紫外線のはたらき を切り口に、生活や農林業の現場から探り、大気環

（社）農山漁村文化協会

境への関わり方を考える
地域の土地利用は、どんな土壌の働きを利用しているのか。森林・畑・市街地の土壌調査から、物 質循環や保水性などの土

32

地域から調べる環境シリーズ 第４巻土から調べる～森林土に学ぶ土の役割～

25分 の機能を学ぶ。そこから地域の畑地や水田が居住空間に果たしている役 割と環境保全型農業の必要性を理解する。

33

安全安心な食を考えるシリーズ
①大丈夫?あなたの食卓

27分 日本の現状から食の安全性について問題提起する。

（社）農山漁村文化協会

34

安全安心な食を考えるシリーズ
②ここで見分ける食品表示

改正JAS法にもとづく食品表示の具体的な見方と避けたい食品についてその理由、簡単な見分け方 など、わかりやすく実践
20分 的に解説する。

（社）農山漁村文化協会

35

安全安心な食を考えるシリーズ
③安全安心な食卓づくり

安全な食を手に入れるためは何をすればいいのか。生産者と消費者がともに、安全性と鮮度、旬の おいしさ、味わいのある食
（社）農山漁村文化協会
20分 べ方を求め、食卓の向こうに広がる環境にも目を向ける。

36

安全安心な食を考えるシリーズ
④食と農の距離を縮めるために トレーサビリティって何？

25分 介し、農家にも、消費者にもわかりやすい日本におけるトレーサビリティの あり方を考える。

37

安全安心な食を考えるシリーズ
⑤安心な食を引き継ぐ「食育」とは

25分 を引き継いでいくことが「食育」。安全で安心を取りもどすための食育の取り 組みを紹介する。

38

こどもエコフェスティバルＩＮ富山市エコタウン

39

環境野郎 THE D-TEAM Vol.1

遺伝子組み換え、ＢＳＥ（狂牛病）、世界で起きる食の安全性を揺るがす事態が、日本に押し寄せて いる。「食料輸入超大国」

トレーサビリティとは生産から流通販売までの過程が追跡できること。なぜ、今この問題が浮上して きたのか、欧州の例を紹

高度経済成長から「食の外部依存」が始まり、現在のように食の安全と安心が切り離された。途絶え てしまった食の知恵を技

"こどもエコクラブ"の子ども達が、富山市エコタウンを見学したこどもエコフェスティバルの様子を紹 介。

190分 団塊世代のDチームが世間に与えた、笑撃的な“エコ笑い”!これからの地球環境をまじめにを考える エコロジーバラエティー!
エネルギー資源としての原油，石炭，ウランについて概観し，価格と偏在の問題に触れる。発電の仕 組みと，水力，火力，原

（社）農山漁村文化協会

（社）農山漁村文化協会

（社）農山漁村文化協会
富山テレビ放送

2007

フジテレビ

2007

ＮＨＫエンタープライズ

2013

ＮＨＫエンタープライズ

2013

ＮＨＫエンタープライズ

2013

（財）省エネルギーセンター

2003

環境省、全国地球温暖化防止活動推進センター

2008

（財）省エネルギーセンター

2003

環境省

2007

40-1

エネルギーと環境 ①エネルギーと資源/節電

29分 子力の発電方式についても紹介、さらに節電の重要性と，具体的な節電方 法について学習できる内容。

40-2

エネルギーと環境 ②エネルギーと環境問題

24分 マートグリッドなど，エネルギーについて最新のトピックも扱っている。

40-3

エネルギーと環境 ③エネルギーの未来

31分 力発電といった最新の発電など，これからのエネルギー問題について考え ることのできるトピックをまとめている。

41

地球にイイコト、住まいから～省エネ住宅のススメ～

29分 人々の意見から、省エネ住宅やスマートライフについて考える。

42

よくわかる省エネルギー

33分 実践行動を紹介する。また、スマートライフに近づくための省エネ度チェッ ク２５も紹介する。

43

～地球にやさしい家づくりとやま～これからの省エネ住宅

28分 温暖化・省エネ対策はもちろん、人にも優しい家づくりを考える。

44

ストップ温暖化 一村一品大作戦全国大会２００８

27分 紹介。

45

「省エネのすぐれワザ教えます」 ～スマートライフのすすめ～

30分 紹介。

46

エコドライブ１０のすすめ

15分 やすく説明したDVD。

47

地球のスイッチ

子供たちが興味を持つ、身近な職業の方のインビューを通して、温暖化の問題について考える対話 形式のコミニュケーション
全国地球温暖化防止活動推進センター
43分 ソフト。

48

公開シンポジウム２００８ 温暖化に立ち向かう 低炭素・循環型社会をめざして

地球規模の環境問題として重要な地球温暖化と酸性雨について，わかりやすくまとめている。また， 東京スカイツリーやス
シェールオイル・シェールガス，電気自動車，風力発電や小水力発電といった環境に配慮した発電， 宇宙太陽光発電や振動

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

2008年3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２００８」の模様や、受賞団体・ 都道府県代表のとりくみを
自然との共生を提唱する木村東吉氏の省エネ実践活動をおりまぜながら、衣・食・住・車・オフィス等 の省エネのすぐれワザを
『エコドライブ１０のすすめ』についての理解を促進し、ドライバーのエコドライブへの取組意欲を高め るよう、１０項目を分かり

230分 2008年6月に開催されたシンポジウムの様子を収録したもの。

独立行政法人 国立環境研究所セミナー

2009

転校生（小形充電式電池リサイクル啓蒙）

不思議で魅力的なひとりの転校生からクラスのみんなに何かが芽生えた。モノを大切にする気持 ち。たましいは何度でも生ま
15分 れかわれる。人間・ものは自然の中のサイクルの一部。など小形充電 式電池のリサイクル啓蒙を例に身近なところにある循 有限責任中間法人ＪＢＲＣ
環型社会の説明。

2005

50

もったいないばあさんと考えよう世界のこと

地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子どもたちの現状、そしてそれらの問題が私たちの暮らし とどのように繋がっている
71分 のかをわかりやすく伝えるDVD。作者真珠まりこ氏と、もったいないばあさ んが、命の大切さを伝える「もったいない」という言 ２００９もったいないばあさんと考えよう世界のこと製作委員会
葉のメッセージと共に語りかける。

2009

51

ＨＯＭＥ～空から見た地球～

49

1995年よりUNESCO支援のもとスタートした『空から見た地球』（EARTH FROM ABOVE）プロジェクト がベースとなり、1年9ヶ月

120分 もの歳月をかけて撮影された映像を集約したもの。地球のありのままの姿 を映し出す。

角川エンタテインメント

2009

52

貴重な自然環境が守られている立山で、地道に自然保護活動を続けてきた人々の取組みを紹介。 オプション映像では四季

未来に引き継ぐ立山の貴重な自然

16分 折々の美しい立山の自然やライチョウ、布橋勘灌頂会などが見られる。

53

省エネ照明と暮らしのあかり

環境省が認定した「省エネ照明デザインモデル」に選ばれた10者の、工夫やアイディアが詰まった省 エネ照明の多様な導入方
チャレンジ２５キャンペーン（環境省）
84分 法を紹介。

54

CO2削減に向けた世界の先進事例

10分 二酸化炭素削減に向けた、世界各国での再生可能エネルギーの取組みを紹介。

55

ピカピカの地球チャレンジャー

56

とやま環境絵本

2010

チャレンジ２５キャンペーン（環境省）

2010

64分 べ物、生物・自然、エネルギーの５つのコンテンツから環境問題を学び、考え る力を育てる。

北日本放送

2011

3分

富山の自然、気象、交通、太陽光発電の４つのカテゴリーで、イラストを使い環境問題について学 ぶ。

（財）とやま環境財団

2011

様々な交通機関を利用して移動した場合の温室効果ガスの排出量を紹介。高岡駅前において車、 バス、路面電車、自転車を
（財）とやま環境財団
使い実験した様子を収録。（音声はありません）

2008

幼児・児童用では、日常生活の中からエコについて考えるきっかけをつくることを目的としている。児 童用では、水、ごみ、食

57

乗り物と環境を考える

4分

58

きれいな水を自然に返そう―浄化槽のはなし―

20分 生活排水を処理する機能、浄化槽事業の仕組み等、一目でその関連がわ かる。

59

参加型体験学習ツールの使い方DVD 活動プログラムマニュアル

57分 をまとめたもの。

60

ど～なる？こ～なる！リサイクル

19分 現場に飛び出し、リサイクルで新しい製品に生まれ変わっていく様子を紹 介。

61

見直そう わたしたちのくらし

62

ストップ・ザ 温暖化体操

63

世界のエコツアー～地球を感じる旅～ DVD-BOX （４枚組）

64

「環境省/100CHOICE映像」 15秒/30秒/60秒/120秒

※DVDの貸し出しは、原則２週間です。

チューリップテレビ

浄化槽をこれから設置しようとする方、また浄化槽をすでに設置した方々を対象として、浄化槽の水 環境保全に関する役割、

（株）メディア・ワン

2007

全国地球温暖化防止活動推進センター

2010

（公）日本容器包装リサイクル協会

2010

37分 普段の生活でムダに使っているエネルギーや、身近な省エネをドラマと解 説で紹介。

環境省（チャレンジ25キャンペーン）

2011

3分

お姉さん・らふたまん２S＋ども

地球温暖化の出前授業などで活用できる「活動プログラム」について、指導者が実施するときのポイ ントやプログラムの流れ
「自分たちが分別して出した容器包装ごみは、いったい、どうなって、何になるの・・・？」４人のリサイ クル探検隊がさまざまな

第1部では、地球温暖化の進行で起こると予測される様々な影響を、クイズ形式でさかなクンがわか りやすく解説。第2部では

省エネにつながるアクションを、体操しながら学ぶ。
命あふれる星、地球。さぁ、大自然に触れるエコツアーへ出発しよう！ ユーラシア大陸編、南北アメリカ大陸編、アフリカ大陸

596分 編、環太平洋・インド洋編の４枚組。
4分

COOL CHOICE啓発用映像

NHKエンタープライズ

2010

環境省

2016

