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ドキュメンタリー・旅行・趣味・教養

管理番号 CC 2009 004 DVD 時間 36

インターネットの向こう側

 半年前、いじめ問題を克服したはずの青野北高校の２年A組だったがここにきて「学校裏サイト」を利用した「ネットいじめ」

の問題が起きていた。同時に、「なりすまし」の「プロフ」を作られ被害を受ける生徒も。担任教師の高木雄介（袴田吉彦）は、

インターネットを利用した誹謗中傷（ひぼうちゅうしょう）や個人情報の漏（ろう）えいは『人権の侵害』である、ということを理解

してもらおうと、携帯電話やインターネットが抱える問題点について保護者や生徒たちと話し合う・・・。

い－ 保存媒体 分

管理番号 CG 2009 001 VHS 時間 44

科学大好き土よう塾
でんじろうさんの宇宙実験スペシャル

サイエンスプロデューサーの米村でんじろうさんを迎えて，宇宙空間でのさまざまな実験をもとにクイズを出題する。無重力

の宇宙では，地上とは違う不思議な現象が起こる。でんじろうさんはホバークラフトを使って，宇宙実験を地上で再現する。

またスペースシャトル内部の不思議な映像も紹介。

か－ 保存媒体 分

管理番号 CG 2009 003 VHS 時間 44

科学大好き土よう塾
でんじろうさんの宇宙実験スペシャル②

サイエンスプロデューサー米村でんじろうさんを迎えておくる宇宙実験スペシャルの第二弾。「もし宇宙服なしで宇宙に出た

ら人間はどうなるのか」「宇宙で水をこぼすと水はどうなるのか」などの疑問を、でんじろうさんが実験で解き明かす。実際の

宇宙での暮らしの様子も映像で紹介。スペースシャトルのトイレの様子など、珍しい映像もお送りする。

か－ 保存媒体 分

管理番号 CC 2009 003 DVD 時間 31

自分らしい明日のために
早見優が案内する成年後見制度

 「成年後見制度」は認知症など精神上の障害によって判断力が低下した人たちが、自分らしく安心して生活し活動できるよ

う支援するための制度です。我が国が超高齢社会に適切に対応していくためには、市区町村、家庭裁判所、社会福祉協議

会、法律や福祉の専門家など多数の関係者の連携を一層強化していくことに加えて、多くの市民の皆さんに成年後見制度

に対する関心と理解を深めていただき、制度を支えていただくことが大変重要です。

じ－ 保存媒体 分

管理番号 CC 2009 002 DVD 時間 18

―図解！よくわかる―
暮らしの製品安全知識

近年、家庭内での製品による事故や怪我が増えている。製品機能の高度化により便利になった反面、誤った使い方や不注

意による事故やけがも多くなっている。見落としがちな危険や正しい製品情報を知って事故を防ぎ、より安全な生活に役立

てるために、東京都消費生活総合センターが制作。快適な暮らしの達人・近藤典子さんがキッチンやリビング、寝室などで

製品と上手に付き合うノウハウを伝授。

ず－ 保存媒体 分

管理番号 CF 2009 002 VHS 時間 94

天才！志村どうぶつ園　さようなら…ペンペン最終回！
志村園長＆ＤＡＩＧＯが号泣 日本一近くでふれあえちゃう動物園へ

秋のお出かけ２時間スペシャル

番組のメンバーが「那須どうぶつ王国」を訪れ、ラマやペンギン、カピバラなどと身近に触れ合う。また、志村園長がオースト

ラリアで、ケガをした野生動物を保護している施設を訪ね、コアラやワラビーと触れ合う。さらに、これまで赤ちゃんペンギン

のペンペンをお世話していたＤＡＩＧＯが、ペンペンを群れに返すために涙の別れを体験する。

て－ 保存媒体 分



ドキュメンタリー・旅行・趣味・教養

管理番号 CB 2009 001 VHS 時間 24

にっぽん菜発見　そうだ、自然に帰ろう
第２０２回　信州、長野県へ実りの秋を満喫

今回の旅人は食の狩人石塚英彦さん（通称“石ちゃん”）。長野の秋を存分に楽しむ。まずは善光寺の参道にあるおそば屋

さんで、この秋に収穫したそばの実で作る新鮮な「新そば」を味わう。次に栗の産地、小布施。石ちゃんは栗拾いのお手伝

いをして、栗だけで作る栗あんを使った栗菓子をいただき舌鼓をうつ。フルーツ王国中野ではりんご狩り。中野市で生まれ

た真っ赤なリンゴ「秋映（あきばえ）」を収穫する。

に－ 保存媒体 分

管理番号 CC 2009 001 VHS 時間 90

和風総本家　冠婚葬祭マナー

結婚式に招かれたり告別式に参列した際、マナーに自信がなくて周囲の人を真似てしまった経験はないだろうか。この番組

では、結婚式の披露宴で渡すお祝いの渡し方や、告別式でのお焼香のマナーなど、確認しておきたいマナーを、クイズ仕

立てで紹介する。これを機に、自信を持って参列できる人になろう。

わ－ 保存媒体 分



歴史・障害者関係・人間関係

管理番号 DA 2009 005 VHS 時間 108

ありがとう！チャンピイ
～日本初の盲導犬誕生物語～

勤めていた会社が倒産し、結核で余命10年と宣告を受けた塩屋は犬の訓練学校を始める。そこへ１人の女性が訪れ、塩屋

に、中途失明した幼なじみのために盲導犬を育ててほしいと頼む。彼女の頼みで幼なじみを訪ねた塩屋は、そこでチャンピ

イという名のシェパード犬と出会う。日本初の盲導犬誕生の物語。

あ－ 保存媒体 分

管理番号 DA 2009 007 VHS:DVD 時間 29

課外授業　ようこそ先輩　みんな生きていればいい
東京大学准教授　福島智

福島さん（４５歳）は、目が見えず耳も聞こえない全盲ろう者で、東京大学でバリアフリーを研究している。今回は、小学校３

年生まで通った母校・神戸市立舞子小学校で６年生に授業をする。子供たちは実際に、見えず聞こえないという状態を疑

似体験し、その恐ろしさ、寂しさ、孤独を体感する。そんな子供たちに福島さんは、「それでも生きていればつながれる」と語

りかける。

か－ 保存媒体 分

管理番号 DC 2009 004 VHS:DVD 時間 35

壁を拓く、社会を開くⅣ
ろう教育の歴史　〈手話ビデオ　字幕つき〉

 欠格条項撤廃により、聴覚に障害があっても試験に合格すれば、医師や薬剤師の免許が交付されるようになった。しかし

試験を受けることはできても、試験を受けるための教育方法については課題が残る。この作品では教育の中でも「ろう学校

教育」に焦点を当て、ろう教育の歴史を伝える。（字幕つき）

か－ 保存媒体 分

管理番号 DA 2009 004 VHS 時間 49

奇跡体験！アンビリバボー　あなたの知らない地下世界の謎
奇跡の男女デュオ アツキヨ７年間の軌跡

東京都心の地下には、多くの地下鉄が走っている。しかし地下鉄以外にも、地図には示されていない地下施設があるらし

い…。この仮説をもとに、地下施設の存在を探っていく。また、実際に秘密裏につくられた外国の地下施設の存在を紹介す

る。アツキヨの特集は、アツキヨが結成してから今日までの７年間の歩みを、再現ドラマと実写映像を用いて追う。キヨの受け

る厳しいレッスンの様子なども紹介される。

き－ 保存媒体 分

管理番号 DA 2009 011 VHS:DVD 時間 29

きらっといきる　もう１度 社会へ
～聴覚障害・草野陽幸さん悦子さん夫妻～

大阪府茨木市の草野さん夫妻は、ともに聴覚障害者。聞こえる人に囲まれた仕事場で、うまくいかなかった経験を持つ。そ

んな2人が今新しい一歩を踏み出そうとしている。きっかけは幼い娘たち。聞こえない両親のために、周囲の話を手話で伝え

ようと頑張る娘の姿を見て、もう一度社会に飛び込んでみようと思ったのだ。

き－ 保存媒体 分

管理番号 DA 2009 006 VHS 時間 26

ＪＮＮ九州沖縄ドキュメント
ムーブ 夢は福祉ネイリスト〜障害者自立支援プロジェクト〜

福岡市に住む香椎（かしい）さん（２２）は生まれつき重度難聴で補聴器なしではほとんど音を聞くことができない。聾学校で

技術を学び美容師を目指していたが、試験に失敗。そんな時、舞い込んだ話が「福祉ネイリスト」。お年寄りや病院の入院患

者を相手に、爪を整えマニキュアを塗ったり手足のマッサージをする仕事だ。障害者の就職支援をしていた財界の有志が

自立支援プロジェクトとして「福岡福祉美容協会」を立ち上げた。

じ－ 保存媒体 分



歴史・障害者関係・人間関係

管理番号 DA 2009 008 VHS:DVD 時間 15

道徳ドキュメント
人生はチャレンジだ　静寂のマウンド

鍛え抜かれた者たちが技を競い合うプロ野球の世界で、ハンディを乗り越えて活躍する石井裕也投手。石井投手は生まれ

ながらの難聴で、右耳はわずかに聞こえるが、左耳はほとんど聞こえない。しかし石井投手は、難聴というハンディをも投球

に生かして戦っている。

ど－ 保存媒体 分

管理番号 DA 2009 009 VHS:DVD 時間 15

ろうを生きる難聴を生きる
夢は一流シェフ

東京都立葛飾ろう学校には調理師免許を取れるコースがあり、全国から料理人を目指す若者が集まる。藤林恭兵さんもそ

の１人。学校でプロの料理人から直接調理の指導を受けた藤林さんは、一流ホテルの厨房に就職が決まった。ホテルで

は、宴会の食事サービスや英会話の研修も行われる。聞こえる人の世界にひとり飛び込んだ藤林さんの姿を追う。

ろ－ 保存媒体 分

管理番号 DA 2009 010 VHS:DVD 時間 15

ろうを生きる難聴を生きる
聞こえなくても快適に暮らせる家作り

東京都清瀬市に暮らす島澤さん一家。妻の美保さんは聴覚障害者だ。島澤さん一家は、聴覚障害者が快適に暮らせる家

作りに挑戦した。ポイントは３つ。壁を取り払い見通しをよくすること。意識的に向き合える空間をつくること。そして必要に応

じて視覚情報機器を使うこと。その結果、家族とすぐコミュニケーションがとれる聴覚障害者にとって暮らしやすい家ができあ

がった。

ろ－ 保存媒体 分



社会教育・教材

管理番号 EA 2009 001 DVD 時間 19

ネットのトラブル，ブルブル！
―インターネットに振り回されないために―

インターネットに潜む危険性について知り、トラブルを未然に防ぐために、東京都消費生活総合センターが中学生向けに制

作したアニメ。中学生が、インターネットを使うときに、いろいろなトラブルに巻き込まれていく。迷惑メール・チェーンメールや

学校裏サイトの怖さについて描いた「携帯電話」編。巧妙なフィッシング詐欺や架空請求について描いた「ネット対応型携帯

ゲーム機」編。コンサートチケットをおとりにしてワナに落とす「オークション」編。

ね－ 保存媒体 分



連続ドラマ

管理番号 FB 2009 012 VHS 時間 58

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第１回

翔陽大学附属北部病院救命救急センターに，４人の医師がフライトドクターの研修にやってきた。フライトドクターとは，ヘリ

コプターで現場に急行し，治療を行う医師のことだ。野心を秘めた藍沢，エリートの白石，負けず嫌いの緋山，小心者で見

えっぱりの藤川。４人を指導するのは，腕は一流だが若い医師のことを毛嫌いする黒田。黒田の指名で一番乗りでヘリに搭

乗した白石だが，現場の重症患者を目の前に何もできずに終わってしまう。次に黒田が指名したのは藍沢だった。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 013 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第２回

病院内で外来に来ていた老人が急性心筋梗塞で倒れた。彼女は前夜藍沢が救急で診察し，問題なしとして帰宅させた患

者だった。黒田は藍沢に「お前が死なせるかもしれない患者だ」と告げる。この一件で藍沢の代わりにヘリ担当となった緋山

は，念願の現場に飛ぶ。流産しかけている妊婦を前に緋山は…。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 014 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第３回

白石と藤川が担当のフェローだけの当直の夜。白石は黒田らシニアドクターの不在に不安を隠せない。しかし藍沢と緋山は

大きなオペを自分たちで担当できるかもしれないと考え，当直担当でもないのに深夜の病院に残る。そこへ道で転倒したと

いう急患が運ばれてきた。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 015 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第４回

白石が担当した患者・宮本が急に吐血する。めまいを訴える宮本に精密検査をするが異常は見つからない。宮本の話では

過去にも検査のために何度も開腹手術をしているが，なぜか原因がわからないのだという。そのころ黒田は藤川に「お前は

フライトドクターには向いていない。辞めろ」と告げていた。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 016 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第５回

病院に真壁という男がシニアドクターの三井に会わせろとどなりこんできた。真壁は三井に妻子を殺されたと言う。医療ミスか

と色めきたつ藤川だが，ほかのフェローたちの反応はそっけない。そんな中，工事現場でガス管が爆発。重傷者多数の大

事故が起きる。藍沢らフェローたちもヘリで現場に飛ぶが，黒田は藤川だけには事務処理を命じるのだった。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 017 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第６回

救命センターに買い物途中に転倒し、大腿部骨折をした藍沢の祖母・絹江が搬送された。藍沢が絹江の病室を訪れると、

絹江は藍沢に「初めまして」とあいさつする。診察した西条は、ケガをしたショックによる一時的な健忘症か認知症の疑いが

あると判断した。

こ－ 保存媒体 分



連続ドラマ

管理番号 FB 2009 018 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第７回

突然のおう吐と腹痛を訴えて、成田空港から大柄な女性が搬送されてきた。しかし女性と思われた患者は、外国で性転換

手術を受けた男性だった。

一方、白石は病院内で電動車いすに乗った男生とその母親に声をかけられた。2人は冴島に会いに来たという。白石は冴

島に伝えるが冴島は…。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 019 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第８回

祭りの山車の下敷きになった男性が搬送されてきた。男性は足を骨折し、山車の一部の木片が大腿部から腹部にかけて突

き刺さっていた。

男性の手術は無事成功したが、その晩、男性の容体が急変する。一方、化学工場でボイラー室の爆発事故が起き、ケガ人

が出たという連絡が入った。黒田と白石がドクターヘリで現場に向かった。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 020 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第９回

爆発事故の現場で落下物に右腕を挟まれた黒田。藍沢は黒田を救うために現場で黒田の腕を切断する。病院に搬送され

た黒田は、森本によって腕の接合手術を受ける。幸い腕は接合したが大幅な機能回復は難しい状態だった。一方、成田空

港のエスカレーターから転落した少年が搬送されてきた。その少年・健一は黒田と別れた妻との間に生まれた子供だった。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 021 VHS 時間 47

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
第１０回

健一のオペが始まった。何もしてやることのできない黒田はいらだつ。

一方、救命センターに患者の受け入れ要請が入った。妊娠３６週目の妊婦が本棚の下敷きになり、すでに数件の病院で断

られていた。三井は受け入れることを決め藍沢と処置を始める。藍沢は一度は母体を優先することを決めたが母子両方を助

けることに方針をかえた。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 022 VHS 時間 58

コード・ブルー　ドクターヘリ緊急救命
最終回

高速道路のトンネル内で多重衝突事故が発生し、多数の死傷者が出た。ドクターヘリで現場に向かった藍沢が目にした光

景は、すさまじい事故現場だった。

報告を受けた黒田は白石と緋山も現場に向かわせたが、現場では救命のための人も血液も機材も不足していた。藤川は自

分も現場に行かせてほしいと黒田に申し出る。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 001 VHS:DVD 時間 70

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第一話

ワルばかりを集めた赤銅学院の３年Ｄ組。その対応に苦慮していた教頭の猿渡は南の島にいた山口久美子を連れ戻し、担

任に据える。久美子が赴任してまもなく、Ｄ組の風間廉が町で連続的に発生していた強盗事件の容疑をかけられ、警察に

呼び出されてしまう。

ご－ 保存媒体 分



連続ドラマ

管理番号 FB 2009 002 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第二話

連帯感に欠ける３年Ｄ組を何とかしようと、山口は缶けりを提案するが、誰も参加しようとしない。白金神社では緒方大和と風

間廉がトップを決めるために決闘しようとしていた。そのことを知って駆けつけた山口は、素手での勝負なら「やればいい」と

言うのだが…。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 003 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第三話

赤銅学院恒例の春の球技大会が一週間後に迫った。３Ｄは人数が少ないということで、山口はラグビーに絞って参戦しよう

とするが、生徒たちにはまったくやる気がない。

そのころ、町では連続暴行事件が発生。猿渡は３Ｄの生徒の仕業ではないかと疑いの目を向ける。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 004 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第四話

ある日突然、風間廉の姉が学校にやってきた。廉の部屋から心当たりのないお金を見つけたというのだ。 廉はアルバイトで

稼いだという。バイト先を明かさない廉だったが、ホストクラブでバイトしているという情報を得た山口は自分の目で確かめよう

と潜入捜査に向かう。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 005 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第五話

卒業後の進路を話し合う三者面談が始まった。しかし３Ｄの生徒たちはまじめに考えようとせず、山口は頭が痛い。生徒の１

人、本城の家は豆腐屋。父親が一人で切り盛りしている。しかし本城は豆腐屋の仕事はきついから継ぐ気はなくフリーター

希望だという。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 006 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第六話

３Ｄは神谷がセッティングした合コン企画で盛り上がっていた。しかし倉木はまったく興味を示さない。倉木は風邪で病院に

行った折、入院中の藤村早希という女子高生と知り合い、早希に恋をしていたのだ。

ある日早希は、倉木に遊びに連れていってほしいと電話をかけてくる。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 007 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第七話

間近に迫った赤銅祭。３Ｄだけはなかなか出し物が決まらない。山口はあせるのだが、生徒たちはまるでやる気なし。しかし

緒方が学園祭には女の子が来ると言ったことから、３Ｄの生徒たちはとたんにやる気になり「イケメンカフェ」を やることになっ

たのだが…。

ご－ 保存媒体 分



連続ドラマ

管理番号 FB 2009 008 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第八話

山口の昔の教え子の熊井に、子供が誕生する日が近づいてきた。山口はおばあちゃん気分でベビー用品を集めたりしてい

た。そんな中、神谷が合コンで知り合った女の子と、やっとデートにこぎつける。しかしデートの最中に荒高の生徒にからま

れケンカをしてしまう。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 009 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第九話

卒業後の進路を決めなければいけない時期になったが、３Ｄの生徒たちは真剣に考えようとしないので山口は頭が痛い。さ

らに村山たち５人には遅刻や欠席が増えていた。芝山という不良グループたちとの付き合いが原因だった。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 010 VHS:DVD 時間 46

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　第十話

山口の強さに疑問を持った３Ｄの生徒たち。

風間や緒方らは秘密を探ろうと山口の尾行を開始する。そしてついに山口の家にたどり着く。一方、緒方家では両親が離婚

することに。緒方の父親はエリート高校の教師で、家族を壊したのはお前だと緒方を責めていた。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FB 2009 011 VHS:DVD 時間 71

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん　最終話

夏休みが近づき勝手に夏目とのハワイ旅行を夢見る山口。

３Ｄの生徒たちも高校生活最後の夏休みに心躍らせていた。しかし期末テストで１人でも赤点を取ったら、夏休みに補習授

業が行われることに。そんな時、町で強盗事件が発生する。大和たちは、たまたま現場近くで卒業生の郷田を見かける。

ご－ 保存媒体 分



テレビドラマ・サスペンス・映画

管理番号 FC 2009 009 VHS 時間 97

カスペ！ほんとにあった怖い話　夏の特別編2008
気の謎を解明する　心とカラダのミステリーＳＰ

５編の再現ドラマに加え、スザンヌと木下優樹菜が浄霊を受ける。２人にとりついた霊は素直に出て行ってくれるのだろう

か？再現ドラマは、高田翔主演「廃屋の螺旋」、加藤ローザ主演「病室の住人」、ベッキー主演「路上の思い」、野久保直樹

主演「Ｋ町のマンション」、木下優樹菜主演「着信履歴」。

か－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 024 VHS:DVD 時間 109

開局５０周年記念
氷の華　第一夜

瀬野恭子は幼いころに両親を亡くし、病院を経営する叔父の吉岡に育てられた。成長した恭子は医師の瀬野隆之と結婚

し、ピアニストとしての成功も手に入れ幸せに暮らしていたが、吉岡がひき逃げ事故に遭い帰らぬ人となってから、人生の歯

車が狂い始める。

か－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 025 VHS:DVD 時間 102

開局５０周年記念
氷の華　第二夜

瀬野恭子は、夫隆之の本当の愛人は関口真弓ではないと思い始め、ついにその真実を突き止める。一方戸田らによる捜査

も進み、恭子は関口真弓殺害容疑で逮捕。そして恭子が拘置されている間に、夫と本当の愛人が、別荘で青酸カリを服毒

して死ぬという事件が起きる。

か－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 007 VHS 時間 95

金曜プレステージ　眉山

入院中の母の龍子が錯乱したという知らせに徳島に帰った咲子は，医師から母が末期がんと告げられる。その上母は，咲

子には内証で献体の申し込みをしていたのだ。

咲子は母の部屋で若き日の母と青年の写真と藤崎孝次郎と書かれた数通の手紙を見つける。父親の名前も，東京から徳

島に転居した理由も聞かされていない咲子だが，やがて母の切なく苦しい愛を知るのだった。

き－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 027 VHS 時間 96

クッキングパパ
金曜プレステージ テレビ西日本開局５０周年特別記念番組

 人気ロングセラーコミック「クッキングパパ」を山口智充主演で初のドラマ化。

荒岩一味（あらいわかずみ）は食の街・博多でバリバリ働くサラリーマン。料理が好き、そして食べてくれる家族の笑顔が大好

きな一味は、妻・虹子や母・カツ代、子どもたちのために今日も腕を振るう。博多祇園山笠も近いある晩、荒岩家へ桜井とい

う男が訪ねてくる。息子まことの友達の父親と思い、料理を振舞う荒岩家の人々だが・・・。

く－ 保存媒体 分

管理番号 FD 2009 001 VHS 時間 70

劇場版　仮面ライダー電王　俺，誕生！

仮面ライダー・電王である野上良太郎は、イマジンを追って過去の世界にやってきた。そこは、両親を亡くして祖母の家に引

き取られた幼い良太郎のいる世界。ところが良太郎たちの乗るデンライナーが、牙王率いる強盗一味に奪われてしまう。牙

王の狙いはすべての時を支配する「神の列車」を奪うこと。時を守るために、良太郎とモモタロスたちが立ち上がる。

げ－ 保存媒体 分



テレビドラマ・サスペンス・映画

管理番号 FC 2009 020 VHS:DVD 時間 95

ごくせん　卒業スペシャル

クラス全員の進路も決まり、あとは卒業式を待つだけとなった３年Ｄ組の生徒たちと山口。楽しかった学園生活を振り返りな

がら、卒業式を楽しみにしていた。しかしささいなことから、高杉怜太を中心とした２年Ｄ組のグループともめごとを起こしてし

まう。

ご－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 019 VHS 時間 87

正月時代劇　陽炎の辻
～居眠り磐音江戸双紙～スペシャル　夢の通い路

江戸城の石垣の改修工事が行われることになり、播州小野奥平家にその命が下った。奥平家では資金の調達を今津屋に

依頼。今津屋のあるじ吉衛右門は、磐音らを連れ伊豆熱海の石切り場に視察に赴くことになった。ひょんなことから旅をとも

にすることになったお絹は、吉右衛門の亡くなった妻・お艶にうり二つ。道中を心配した今津屋の元締め由蔵は、おこんにも

旅について行くように頼む。

し－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 013 VHS 時間 73

大河ドラマ　篤姫
総集編　第一回　御台所への決心

天保6年（1835）12月。篤姫は島津家の分家である今泉島津家の当主・島津忠剛の娘として生まれた。桜島に見守られなが

ら育った篤姫は、藩主・斉彬に望まれ養女となる。そして薩摩から日本を変えたいという斉彬の気持に動かされ、十三代将

軍・徳川家定の御台所となるべく嘉永6年（1853）年8月江戸へと旅立つ。

た－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 014 VHS 時間 73

大河ドラマ　篤姫
総集編　第二回　大奥入城

篤姫は2か月もの長旅の末江戸藩邸に着いたが、養父・斉彬の正室・英姫から「将軍家へ嫁ぐなど誰も認めていない」と言

われる。実父・忠剛の病死や慣れぬ江戸での暮らしにも耐え、安政３年（1856）12月18日家定と篤姫との婚礼が行われた。

婚礼の前に斉彬から「将軍家お世継ぎは徳川慶喜に」との密命を受けていた篤姫は、家定の言動に尋常でないものを感じ

る。

た－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 015 VHS 時間 58

大河ドラマ　篤姫
総集編　第三回　天璋院篤姫

家定がうつけのふりをしていることを知った篤姫は、しだいに夫婦の絆を強めていく。だが次期将軍をめぐり一橋派と紀州派

が対立。養父・斉彬の密命が篤姫の胸に重くのしかかっていた。家定は世継ぎを幼い慶福とし、篤姫をその後見人に決め

る。�安政５年７月、薩摩で斉彬が亡くなり、その知らせと時を同じくして、篤姫は家定の死も知らされる。

た－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 016 VHS 時間 73

大河ドラマ　篤姫
総集編　第四回　徳川の母

井伊大老による粛正は公家の近衛家にまで及び、家定との婚儀の際篤姫の母代わりを務めた老女・村岡もせん議にかけら

れた。薩摩では斉興が亡くなり、久光が実権を握る。天璋院は茶を通じて井伊の立場を理解するが、その井伊も桜田門外

の変で暗殺される。�公武合体を理由に帝の妹君・和宮が家茂と結婚。都風の暮らしを堅持する和宮たちと天璋院ら江戸

方は、大奥で対立することに…。

た－ 保存媒体 分



テレビドラマ・サスペンス・映画

管理番号 FC 2009 017 VHS 時間 55

大河ドラマ　篤姫
総集編　最終回　無血開城

全国に倒幕の機運が高まり、とうとう徳川慶喜は大政奉還を行う。しかし薩摩・長州の動きは止まることなく、ついには薩摩が

江戸を攻めるやも…との事態になる。小松帯刀は何とか天璋院の命を救おうと薩摩に帰るよう働きかけるが、天璋院は幕府

と大奥を守り抜くことを決意。薩摩に戻らず江戸城にとどまり、徳川存続のため奔走する。しかし江戸攻めを望む西郷隆盛の

意志は固く、天璋院の手紙もその心を動かせない。思案した天璋院は亡き島津斉彬の手紙を西郷に託すが…。

た－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 010 VHS:DVD 時間 112

ドラマスペシャル　いのちのいろえんぴつ

実話を元にしたドラマ。小学６年生の豊島加純さんは，完治する見込みのない脳しゅようにかかっていた。病気のことを知ら

ない加純さんは，１日１日を仲間たちと楽しく過ごしていく。家庭科の小山内先生からもらった色鉛筆で自分の思いをつづっ

ていく加純さん。しかし病気は少しずつ彼女の体をむしばんでいく。北海道の美しい自然を舞台に精いっぱい生きた少女

の姿を描く。

ど－ 保存媒体 分

管理番号 FD 2009 002 VHS 時間 130

'８３カンヌ映画祭グランプリ受賞作品
楢山節考

食料が乏しいある村では、７０歳になると年寄りは楢山に行く定めがあった。おりんはまだ６９歳だったが、楢山に捨てられる

のを早めるために、自分の歯を石臼に打ちつけて折った。息子の辰平が再婚した上、孫のけさ吉の嫁も身重で、これ以上

人が増えては一家が食べていけないからだ。�かつて日本の山村で行われていた親捨ての風習を描いた作品。

は－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 011 VHS 時間 88

広島発　特集ドラマ
平成20年度　文化庁芸術祭　優秀賞受賞　帽子

高山春平は帽子職人の老人。妻に先立たれ東京で暮らす息子夫婦と離れ、独り広島の呉に暮らしている。最近とみに物忘

れがひどくなってきた。そんな独居の春平のために息子が依頼した警備会社の社員・河原吾郎。吾郎は病院長の息子に生

まれながら、医学の道に進めず、鬱屈を抱えていた。ひょんなことから吾郎の母親がかつて自分とゆかりのある女性であるこ

とを知った春平。2人はその女性の住む東京へと向かう。

ひ－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 018 VHS 時間 88

福家警部補の挨拶　～オッカムの剃刀～

かつて複顔法のエキスパートとして科警研で活躍していた柳田。退職後、大学の講師として教べんをとっていた。そのルック

スから女子大生に人気が高かったが、准教授の池内に、過去の出来事で脅迫されていた。池内は何をネタに脅迫していた

のか？

ふ－ 保存媒体 分

管理番号 FC 2009 026 VHS 時間 117

文化庁芸術祭参加作品
開局５０周年記念　告知せず

外科医の長谷川は、妻の十央子と息子の涼の３人家族。�ある日、長谷川の勤務する大学病院に、十央子が救急車で運

ばれてきた。検査の結果、十央子の小腸からガンが発見された。�十央子の担当医の桑原は、十央子にガンの告知するべ

きだと長谷川に迫るが、長谷川は医師として夫として悩む。

ぶ－ 保存媒体 分



テレビドラマ・サスペンス・映画

管理番号 FC 2009 021 VHS 時間 121

ホームレス中学生

中学２年生の裕が学校から帰宅すると、家の前に家財道具一式が運び出されていた。訳がわからず帰宅した兄・姉とともに

父の帰りを待つが、帰宅した父に「解散宣言」を突きつけられた。お笑いコンビ・麒麟の田村裕の自叙伝。

ほ－ 保存媒体 分



子供もの・アニメ

管理番号 JA 2009 001 VHS:DVD 時間 24

手話かみしばい
はなさかじいさん・さるかにがっせん

「はなさかじいさん」昔々、ある所に子どものいないおじいさんとおばあさんがいました。二人は白い小さな犬を“ポチ”と名付

けて本当の子どものようにかわいがっていました。ある日、おじいさんが畑を耕しているとポチが「ここ掘れ、ワンワン」と鳴きま

す。おじいさんがポチがほえる場所を掘ってみると…。（字幕つき）

し－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 016 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第３４章　ダイアナとクィーン組の仲間

クィーン学院を受験できることなったアンは、大喜びでそのことをダイアナに報告する。だが、ダイアナは喜んでくれたもの

の、自分は受験はしないと言う。ダイアナも一緒に受験するのだと思い込んでいたアンは、ダイアナに、しつこく受験するよう

言うのだが…。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 017 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第３５章　夏休み前の思わく

待ちに待った夏休み。アンは、この長い休みをいかに楽しく過ごすか、ダイアナと計画を練っていた。

そんなとき、マシュウが持病の心臓発作を起こして倒れた。　診察を終えた医者は意外にも、アンの様子について驚くべきこ

とをマリラに伝えた。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 018 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第３６章　物語クラブのゆくえ

アンとダイアナは、思う存分夏休みを楽しんだあと、新学期がスタートした。クィーン組は全員、受験を控えて気を引き締めて

いた。そんなとき、物語クラブが持ち回りでアンのうちで開かれたが、ダイアナがなかなか現れなかった。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 019 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第３７章　十五歳の春

アンがグリーン・ゲイブルズに来て４年がたち、アンは15歳になった。　ある日マリラは、少女に成長したアンを見て、奇妙な

寂しさを感じるのだった。鉄道の支線がカーモディまで開通し、ミス　バリーが一番列車でやってきた。しばらくダイアナの家

に滞在するミス　バリーを、マリラはお茶に招待しようと言い出す。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 020 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第３８章　受験番号は１３番

クィーン学院から受験票が届いた。アンの受験番号は何と１３番。不吉な受験番号に、アンはたちまち自信を失うのだった。

そんなアンを、マシュウは「アンは、きっと１番で合格する。そう信じているよ」と励ますのだった。そして緊張の中、いよいよ試

験が始まった。

せ－ 保存媒体 分



子供もの・アニメ

管理番号 JB 2009 021 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第３９章　合格発表

クィーン学院の入学試験が終わった。受験生たちは毎日郵便局へ出かけ、合格発表が載っている新聞が届くのを待ってい

た。しかし２週間すぎ、３週間すぎても合格発表は届かない。そんなとき、ダイアナが新聞を手に、アンの家に駆け込んでき

た。果たして、その結果は？

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 022 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４０章　ホテルのコンサート

シャーロットタウンにある大きな病院を援助するために、ホワイト・サンドのホテルでコンサートが開かれることになった。出し

物が少ないため、近在の村からも出演者を出すことになり、アボンリーからはアンの朗読が選ばれてしまう。ところが運の悪

いことに、コンサートには朗読の専門家も出演することになり…。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 023 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４１章　クィーン学院への旅立ち

アンのクィーン学院への入学を控え忙しい毎日をすごしているグリーン・ゲイブルズに、スペンサー夫人がやってきた。何の

用件でやってきたのか不審に思うマリラとマシュウに、夫人は思いもよらない話を切り出し、２人を仰天させる。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 024 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４２章　新しい学園生活

いよいよ下宿生活を始めることになったアン。マリラとマシュウは寂しくてしかたがない。

　一方、上級クラスに入ったアンは、ルビーやジェーンと違うクラスになったことが寂しいが、金メダルとエイブリー奨学金の獲

得を目指し、新たな大望に心躍らすのだった。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 026 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４３章　週末の休暇

クィーン学院での生活が始まり、冬までの気候のいい間、アンは週末になるとグリーン・ゲイブルズに帰ってきた。マリラ、マ

シュウ、ダイアナの３人にとって、アンの帰省は何よりの楽しみだった。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 027 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４４章　クィーン学院の冬

アンの帰省を楽しみに暮らすマリラとマシュウだったが、アンから、「卒業試験に向けて、春まで帰らず勉強に打ちこみたい」

と手紙が来た。�そんなときアンはミスバリーから、マシュウが心臓発作を起こして倒れたと聞き、初めてマシュウの病状を知

るのだった。

せ－ 保存媒体 分



子供もの・アニメ

管理番号 JB 2009 028 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４５章　栄光と夢

マリラとマシュウは、朝から落ち着かなかった。なぜなら今日は、卒業試験の合格者名と、金メダルの受賞者と、エイブリー奨

学金の獲得者名が発表される日だったからだ。�心配する２人のもとに、アンから知らせが届いた。はたして、その結果は？

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 029 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４６章　マシュウの夢

久々のわが家で、のんびり過ごすアン。しかし、マリラとマシュウの老け込んだ様子を目の当たりにし、アンは２人を置いて進

学してもよいのかと思い始める。�そんなとき、レイチェルが持ち込んできた話が、マリラとマシュウを悩ませる。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 030 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４７章　死と呼ばれる刈入れ人

クィーン学院を卒業したアンは、大学が始まるまでの間、グリーン・ゲイブルズで過ごす予定だ。アンが戻ったことでマリラと

マシュウは元気を取り戻し、家に活気が戻る。�ある朝、マーチンが取ってきてくれた新聞を見たマシュウは、心臓の発作を

起こし倒れる。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 031 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４８章　マシュウ我が家を去る

亡くなって２日後、マシュウはグリーン・ゲイブルズを離れ、教会の墓地に埋葬された。�　それから数日が過ぎ、少しずつ日

常生活に戻って悲しみが薄れ始めると、アンは、そんな自分の心の変化に、恥ずかしさと後悔の気持ちを抱くのだった。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 032 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第４９章　曲り角

本土からきた眼科の名医に診察してもらったマリラは、失明するかもしれないと言われショックを受ける。更に、預金を無くし

マシュウも亡くなってしまったために、家を売る決心をする。�そんなマリラに、アンは「大学へは行かない」と宣言する。

せ－ 保存媒体 分

管理番号 JB 2009 033 DVD 時間 26

世界名作劇場　赤毛のアン
第５０章　神は天にいまし　すべて世は事もなし

アンが大学進学をあきらめたことは、すぐにアボンリーの人々に知れ渡った。多くの人が残念がったが、レイチェルとミセス

アランは、アンの選択を褒めてくれる。�また、アボンリーの学校で教える予定だったギルバートが、アンにその職を譲ってく

れる。ギルバートにお礼を言ったアンは、ようやくギルバートとの仲直りを果たす。

せ－ 保存媒体 分



手話ビデオ

管理番号 XD 2009 001 VHS:DVD 時間 35

壁を拓く、社会を開くⅣ
ろう教育の歴史〈手話ビデオ〉

 欠格条項撤廃により、聴覚に障害があっても試験に合格すれば、医師や薬剤師の免許が交付されるようになった。しかし

試験を受けることはできても、試験を受けるための教育方法については課題が残る。この作品では教育の中でも「ろう学校

教育」に焦点を当て、ろう教育の歴史を伝える。

か－ 保存媒体 分

管理番号 XJ 2009 001 VHS 時間 24

手話かみしばい
はなさかじいさん・さるかにがっせん

「はなさかじいさん」昔々、ある所に子どものいないおじいさんとおばあさんがいました。二人は白い小さな犬を“ポチ”と名付

けて本当の子どものようにかわいがっていました。ある日、おじいさんが畑を耕しているとポチが「ここ掘れ、ワンワン」と鳴きま

す。おじいさんがポチがほえる場所を掘ってみると…。

し－ 保存媒体 分



寄贈作品

管理番号 KS 2009 001 DVD 時間 29

ぎふ最前線～くらしを見つめて～（字幕付）
清流がつなぐ未来の海づくり

県政の重点テーマを正面から取り上げ、県政が県民生活にどのように関わっているのかをわかりやすく紹介します。（年間４

回放送予定。今回は第１回）今回は＜清流がつなぐ未来の海づくり＞がテーマ。来年６月の「全国豊かな海づくり大会　～

ぎふ長良川大会～」を前に、先月関市で１年前プレイベントが開催されました。なぜ海のない岐阜県で海づくり大会が開か

れるのか？そこには岐阜県ならではの「海づくり」へのメッセージがあります。

－ 保存媒体 分

管理番号 KS 2009 002 DVD 時間 29

ぎふ最前線～くらしを見つめて～（字幕付）
伊勢湾台風が伝えること

県政の重点テーマを正面から取り上げ、県政が県民生活にどのように関わっているのかをわかりやすく紹介します。（年間４

回放送予定。今回は第２回）今回は＜伊勢湾台風が伝えること＞がテーマ。岐阜県に大きな被害をもたらした伊勢湾台風

から今年で５０年。伊勢湾台風が私たちに何を教えてくれたのか、また教訓として災害から身を守るために私たちは何をしな

ければならないのかをあらためて見つめ直します。

－ 保存媒体 分

管理番号 KS 2009 003 DVD 時間 29

ぎふ最前線～くらしを見つめて～（字幕付）
新型インフルエンザに備える

県政の重点テーマを正面から取り上げ、県政が県民生活にどのように関わっているのかをわかりやすく紹介します。（年間４

回放送予定。今回は第３回）今回は「新型インフルエンザに備える」がテーマ。私たちの生活に与える影響が大きくなってい

る新型インフルエンザ。岐阜県でも県庁内に対策本部を設けて対応している。今回は新型インフルエンザのことをよく知っ

ていただき、確かな予防ができるように皆さんと一緒に考えていきます。

－ 保存媒体 分

管理番号 KZ 2010 001 DVD 時間

若者の契約トラブル しまった！こまった！だまされた！？
～ネットトラブル・マルチ商法～

このDVDは、高校生から新社会人の若者向けに、契約トラブルの回避方法と対処方法を学んでもらうことを目的に制作しま

した。テーマは、若者の生活に欠かすことのできないインターネットと、若者の被害が深刻なマルチ商法を取り上げていま

す。親しみやすいアニメーションにして、字幕を付けました。また、難しい言葉を分かりやすく言い換え、ゆっくり話すなどの

工夫がしてあります。授業や新入社員研修などで広く活用していただけるように願っています。

－ 保存媒体 分



健康・医療

管理番号 HA 2009 007 VHS:DVD 時間 15

きょうの健康　もう悩まない！めまいの新対策
なぜ起きる　症状と診断

 めまいは耳の病気であることのサインが７割、脳の病気のサインであることが２割を占める。しかも命にかかわる病気の場合

もある。めまいの症状と診断について、東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科の山本昌彦さんが解説する。

き－ 保存媒体 分

管理番号 HA 2009 008 VHS:DVD 時間 15

きょうの健康　もう悩まない！　めまいの新対策
耳鳴り・難聴を伴うとき

 耳が原因でめまいを起こす病気の中で、耳鳴りや難聴を伴うメニエール病と突発性難聴についてその症状や診断、治療

法について、東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科の山本昌彦さんが詳しく解説する。

き－ 保存媒体 分

管理番号 HA 2009 009 VHS:DVD 時間 15

きょうの健康　もう悩まない！　めまいの新対策
突然起こる強いめまい

 めまいを起こす病気の中で耳鳴りや難聴を伴わない、良性発作性頭位めまい症と前庭神経炎について解説する。また、め

まいを起こす病気の１つの原因が、生活習慣に関係しているということで、日常生活の注意点や予防法の運動を紹介する。

き－ 保存媒体 分

管理番号 HA 2009 010 VHS:DVD 時間 44

きょうの健康　Ｑ＆Ａ　もう悩まない！
めまいの新対策

 めまいは命にかかわる病気につながるものもある。めまいの原因は７割が耳からくる病気で２割が脳からくる病気である。Ｑ

＆Ａでは特に耳の病気からくるめまいについて視聴者の相談に答える。

生活ビタミンのコーナーでは、お風呂場や押し入れのカビ対策を紹介する。

き－ 保存媒体 分

管理番号 HA 2009 005 VHS 時間 59

ここが聞きたい!名医にＱ
骨粗しょう症

１０００万人以上の患者がいると言われる骨粗しょう症。特に女性は閉経すると、女性ホルモンの分泌量が減少し急激に骨量

が低下するため、早期治療が大切になる。�骨を丈夫にする食事や運動、効果的な薬物療法、背骨の“圧迫骨折”が起き

た場合の治療法など、骨粗しょう症対策を多角的に取り上げる。

こ－ 保存媒体 分

管理番号 HA 2009 006 VHS 時間 59

ここが聞きたい!名医にＱ
あなたの疑問に答えます！　骨粗しょう症

骨粗しょう症の２回目。骨粗しょう症は若いころからの予防が大切で、具体的には食事や運動によって、できるだけ骨量を貯

えておくことが重要だ。�骨を丈夫にする方法や、骨折してしまった場合の最新治療法など、骨粗しょう症について皆さんか

ら寄せられた質問・相談に、３人の専門の医師がわかりやすくお答えする。

こ－ 保存媒体 分



健康・医療

管理番号 HA 2009 004 VHS 時間 43

ためしてガッテン
急増！新型難聴の恐怖

難聴の原因は騒音や加齢だと思われていたが、最新の研究で思わぬものが聞こえに影響していることがわかった。また最

近の調査では、難聴が高齢者の引きこもりや認知症につながるケースも報告されている。音は耳で聞くものか？それとも

○○で聞くものか？驚きの実験を交えながら、最新の研究を基に改めて難聴を解明する。

た－ 保存媒体 分



県政広報・自主製作

管理番号 SK 2010 001 DVD:VHS 時間 270

第二回 障がい者制度改革推進会議
第二回 障がい者制度推進会議中継録画

第二回 障がい者制度改革推進会議中継録画

議題：障害者基本法について、その他

－ 保存媒体 分

管理番号 SK 2010 002 DVD:VHS 時間 270

第三回 障がい者制度改革推進会議
第三回 障がい者制度推進会議中継録画

第三回 障がい者制度改革推進会議中継録画

議題：障害者自立支援法、総合福祉法（仮称）について、障害者雇用について、その他

－ 保存媒体 分

管理番号 SK 2010 003 DVD:VHS 時間 270

第四回 障がい者制度改革推進会議
第四回 障がい者制度推進会議中継録画

第四回 障がい者制度改革推進会議中継録画

議題：雇用について、差別禁止法について、虐待防止法について、その他

－ 保存媒体 分

管理番号 SK 2010 004 DVD:VHS 時間 270

第五回 障がい者制度改革推進会議
第五回 障がい者制度推進会議中継録画

第五回 障がい者制度改革推進会議中継録画

議題：教育について、政治参加について、障害の表記について、その他

－ 保存媒体 分

管理番号 SK 2010 005 DVD:VHS 時間 270

第六回 障がい者制度改革推進会議
第六回 障がい者制度推進会議中継録画

第六回 障がい者制度改革推進会議中継録画

議題：司法手続きについて、障害児支援について、医療について、その他

－ 保存媒体 分

管理番号 ST 2009 001 DVD 時間

ぎふフィルムコミッション　スポーツ100％ トリッキーパンダース
県広報番組

岐阜県広報番組

2009年3月5日放送「いい味出ます！岐阜のロケ　岐阜フィルムコミッション」

スポーツ100％「トリッキーパンダース」

－ 保存媒体 分



県政広報・自主製作

管理番号 ST 2009 002 DVD 時間 7

ぎふオンライン
新型インフルエンザに備える

世界中で猛威を振るっている新型インフルエンザ。さらなる感染拡大が懸念されている中、ワクチン接種も始まった県内の

実態はどうなっているのか、病院や学校での対応策を取材した。地デジデータ放送画面では岐阜県の情報を発信中！

－ 保存媒体 分

管理番号 ST 2010 003 DVD 時間 30

ぎふオンライン（2009年4月放送分）
2009年4月放送分（4タイトル）

２００９年４月３日放送「あなたの水は大丈夫？生活を守る用水路」

２００９年４月１０日放送「スポーツオンライン　清流国体へ挑戦　新体操」

２００９年４月１７日放送「自然も人もイキイキ！東白川村」

２００９年４月２４日放送「めざせ！そばの里日本一！」

－ 保存媒体 分

管理番号 ST 2010 004 DVD 時間 30

ぎふオンライン（2009年５月放送分）
2009年５月放送分（５タイトル）

２００９年５月１日放送「春の風物詩！まつりにかける竹鼻の心意気」

２００９年５月８日放送「森の案内人と歩く『池ヶ原湿原』」

２００９年５月１５日放送「清流国体への挑戦　射撃」

２００９年５月２２日放送「川原町界隈」 ２００９年５月２９日放送「農業で夢再発見！」

－ 保存媒体 分

管理番号 ST 2010 005 DVD 時間 30

ぎふオンライン（2009年６月放送分）
2009年６月放送分（４タイトル）

２００９年６月５日放送「清流国体へ　クロスカントリースキー」

２００９年６月１２日放送「清流・長良川が育む宝『郡上鮎』」

２００９年６月１９日放送「密着！ぎふ海づくりフェスタ」

２００９年６月２６日放送「福祉の仕事しませんか？」

－ 保存媒体 分




