
　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

　

　

 ◆２３０　紀行(日本)

DVD 一般 風のスケッチ　～川の道・荒川　陸の道・川越街道～ カラー ワイド 173 1 平22 社団法人　関東建設弘済会

①荒ぶる川、母なる川　②戦艦"二瀬"発進！　③風来山人"源内"筏
に乗る　④文人たちと荒川探訪　⑤水を分かち合う・六堰　⑥水を治め
る土木遺産　⑦首都圏のオアシス　⑧都会の片隅の地蔵を見て　⑨湧
水と坂道散歩に靴がなる　⑩藩主様、ありがとうごぜぇます！　⑪陸の
宿から川の宿へ　⑫いざ、川越！ともう一つの道を　⑬小江戸で時の
流れを感じて　⑭煌めく風の中に

 ◆２７０　郷土資料 　

[宇都宮市の映像資料] 　

DVD 郷土資料 いきいきいいまち ［宇都宮市制90周年記念］ カラー スタンダード 27 2 昭62 宇都宮市
①オープニング　②春の宇都宮　③夏～プールで遊ぶ子どもたち～
④秋～コミュニティー～　⑤冬～宇都宮マラソン大会～　⑥エンディン
グ

DVD 郷土資料 石那田八坂神社　天王祭 カラー ワイド 47 1 平25 宇都宮市伝統文化映像記録作成事業実行委員会 ①天王祭の準備・祭りの様子　②ダイジェスト版

DVD 郷土資料 〈見る旅・する旅・宇都宮〉　石の里　大谷 カラー スタンダード 15 2 昭54 宇都宮観光協会
「宇都宮1日案内」観光映画
①JR宇都宮駅　②郷土民芸店　③大谷　④多気山　⑤森林公園

DVD 郷土資料 石山の歌 モノクロ スタンダード 45 1 昭30 北欧映画
石の里『大谷』を背景に、先生と子供たち、そして大人たちの人間模様
を描いた実話に基づく作品。

DVD 郷土資料 宇都宮の伝統文化（二荒山神社の神楽・菊水祭・堀米の田楽祭） カラー ワイド 84 1 平24 宇都宮市伝統文化映像記録作成事業実行委員会 ①二荒山神社の神楽　②菊水祭　③堀米の田楽舞

DVD 郷土資料 カトリック松が峰教会　※Ｈ27県コンクール応募作品 カラー ワイド 4 1 平27 宇都宮メディア・アーツ専門学校放送・映像・音響科
小学校高学年から成人までを対象とし、宇都宮市の代表的な建築物｢
カトリック松が峰教会｣の概要を短時間で簡潔に伝える。カトリック松が
峰教会の建物の概要と歴史を中心に解説、魅力を伝える。

DVD 郷土資料 観光　宇都宮 カラー スタンダード 28 1 昭37 宇都宮市
⓪躍進宇都宮　①オープニング ～宇都宮駅～　②市内の様子を紹介
③栄える宇都宮　④市北西部の紹介　⑤観光地・大谷の魅力　⑥エン
ディング ～商工業都市としての発展～

DVD 郷土資料 黄ぶな物語　～語りべ　仲 信代～ カラー スタンダード 10 2 平21 宇都宮を映す会

作家立松和平氏の「黄ぶな物語」を野州語りの会、仲信代さんの語り
を制作したものです。「黄ぶな物語」について、仲さんの語りに合わせ
てアニメーション仕立ての黄ぶなが登場するなど物語を一層興味深い
物にしています。

DVD 郷土資料 コスモスはやさしい秋の花　Ｈ21県コンクール カラー スタンダード 11 1 平23 佐藤龍雄

宇都宮市横田地区のサイクリングロードは、コスモスロードと呼ばれて
います。この作品では、地元育成会、小学校児童、愛護会などが参加
しての種まきから、苗の植栽をしてすばらしいコスモスロードができる
までの過程と、その地区の自然の豊かさを紹介しています。

DVD 郷土資料 こころの森 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　　　　[マロニエとちぎ緑化祭2000] カラー スタンダード 34 3 平12 宇都宮市
冒険の森に遊びに来ていた仲良し3人組。突然の雷雨に雨宿りをしよう
と洞窟に入り込んだ。その先には不思議な森が…。

DVD 郷土資料 栄えゆく都～市制６０周年記念～ モノクロ スタンダード 21 1 昭31 宇都宮市
①表題　②オープニング　③記念式典　④９日間におよぶ記念祝賀祭
の模様　④エンディング

DVD 郷土資料
平成18年　『市制110周年記念式典オープニング映像』
※宇都宮市制110周年を記念してライブラリーの職員が制作

カラー スタンダード 5 1 平18 視聴覚ライブラリー
平成18年5月27日(土)に宇都宮市文化会館で開催された『宇都宮市市
制110周年記念式典で使用されたオープニング映像。宇都宮市の110
年を戦後を中心に振り返る内容。

DVD 郷土資料 せせらぎに彩られ     「宇都宮の四季」総集編　　　[マロニエとちぎ緑化祭2000] カラー スタンダード 30 1 平12 宇都宮市 宇都宮市の四季の移り変わりを紹介。

  ２０ 歴 史 ・ 哲 学 

1



　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 郷土資料 第２回もったいない全国大会ｉｎうつのみや カラー スタンダード 24 1 平21 もったいない全国大会実行委員会
「第２回もったいない全国大会　in　うつのみや」のダイジェスト映像
①小学生との植樹　②講演会

DVD 郷土資料 ２００９　田川のコスモス記録 カラー スタンダード 28 1 平22 宇都宮を映す会

DVD 郷土資料 ２０１２　田川のコスモス記録 カラー スタンダード 45 1 平24 宇都宮を映す会

DVD 郷土資料 ２０１３　田川のコスモス記録 カラー スタンダード 35 1 平25 宇都宮を映す会

DVD 郷土資料 ２０１４　田川のコスモス記録 カラー スタンダード 1 平26 宇都宮を映す会

DVD 郷土資料 ２０１５　田川のコスモス記録 カラー スタンダード 30 1 平27 宇都宮を映す会

DVD 郷土資料 田川に浮かぶ屋形船 カラー スタンダード 10 1 平23 宇都宮を映す会

2011年8月、宮まつりの開催に合わせて、田川に屋形船を運航して市
民に楽しんでもらうため「田川に屋形船を浮かべる会」が、企画したも
のを撮影し、編集しました。戦後60年が経過しましたが、宇都宮空襲に
触れ、鎮魂のお祓いが行われた様子も紹介されています。

DVD 郷土資料 天下一関白神獅子舞 カラー ワイド 41 1 平27 寄贈 宇都宮市伝統文化映像記録作成事業実行委員会 ①天下一関白神獅子舞の由来　②準備・練習　③祭りの様子

DVD 郷土資料 ふたり語り　～語りべ　鈴木 敏子仲 信代～ カラー スタンダード 37 1 平21 宇都宮を映す会
①つぶれたトマト　②雀宮神社の由来　③黄ぶな物語　④喜八のカッ
パ

DVD 郷土資料 ふるさと宮まつり　1976   第1回 カラー スタンダード 27 1 昭51 宮まつり実行委員会
①オープニング　②大通り・八幡山公園・大谷観音（大谷寺）・多氣山
③宮まつり開始　④エンディング　⑤ＢＯＮＵＳ ＴＲＡＣＫ第3回ふるさと
宮まつり

DVD 郷土資料 ふるさと宮まつり　1986   第11回　[市制90周年記念] カラー スタンダード 30 1 昭63 宮まつり実行委員会
①オープニング　②各団体の練習風景　③宮まつり開始前の様子
④宮まつり開始　⑤エンディング

DVD 郷土資料 平和観音開眼まつり モノクロ スタンダード 30 1 昭29 宇都宮市 ①開眼式前夜祭　②開眼式

DVD 郷土資料 緑と水と太陽と カラー スタンダード 30 1 昭47 宇都宮市

①イントロ　②宇都宮の良いところを市民にインタビュー　③都市化に
伴う環境悪化について市長が語る　④市内の風景　⑤市民みんなで清
掃活動　⑥騒音・環境測定、消防署・はしご車導入　⑦駅東区画整理
事業、上下水道、北山霊園、学校の鉄筋化　⑧市民のコミュニティー作
り　⑨工業団地の造成　⑩市議会や市役所窓口の様子　⑪高齢者福
祉　⑫各種福祉施設の整備　⑬市民体育祭

DVD 郷土資料 躍進　宇都宮 モノクロ スタンダード 6 1 昭29 宇都宮市

①新市庁舎全景　②佐藤和三郎市長あいさつ　③10月22日新市庁舎
開庁式・議場開き　④11月18日市体育館にて新市庁舎落成と合併記
念式典　⑤11月18日より1週間にわたる合併祝賀祭　⑥周辺案内
⑦農産加工品展示会・農機具展示会・競輪の開催　⑧バンバのネオ
ン・市内全景・結び

DVD 郷土資料 よみがえれ！宇都宮城～市民の会編・工事編～ カラー スタンダード 12 3 平21 「よみがえれ！宇都宮城」市民の会
①市民の会編　②工事編　③特典映像（宇都宮城址公園完成記念式
典）

DVD 郷土資料 ＬＩＶＥ！　うつのみや（宇都宮市観光ＰＲＤＶＤ） カラー スタンダード 15 6 平19 宇都宮市観光交流課
①オープニング　②餃子　③ジャズ　④カクテル　⑤Seons　⑥まちなか
散策　⑦郊外散策　⑧イベント　⑨エンディング

DVD 郷土資料 わが街　宇都宮 カラー スタンダード 29 1 昭54 宇都宮市
①オープニング ～東北自動車道・市内空撮～　②都市基盤の整備と
自然との共生　③教育・福祉環境の整備　④地域コミュニティーと産業
の発展　⑤エンディング ～文化都市（文化会館）を目指して～

DVD 郷土資料 若者達が房に舞う（上河内羽黒山神社梵天祭）　Ｈ22県コンクール カラー スタンダード 13 1 平23 田名網洋男

宇都宮市（旧上河内町）にある羽黒山神社の梵天祭りの様子が撮影さ
れています。梵天製作の大変さや、当日、羽黒山神社へ奉納が終了す
るまでの様子が収められています。30名以上の若者が協力して力強く
奉納する様子も紹介されています。

DVD 郷土資料 宇都宮鳶木遣り　篠井の金掘唄 カラー ワイド 60 3 平27 寄贈 宇都宮市伝統文化映像記録作成事業実行委員会
①宇都宮鳶木遣りの祭り・練習の様子　② ①のダイジェスト版
③篠井の金掘唄　④ ③のダイジェスト版

DVD 郷土資料 映像で訪ねる宇都宮 宇都宮の四季 カラー スタンダード 36 2 － 宇都宮市 ①映像で訪ねる宇都宮　②宇都宮の四季

田川コスモスロードに植栽するコスモスの種まき・選定・植栽・開花し見
頃を迎えた田川コスモスロードの様子。
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種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

CD-ROM 郷土資料 さがして宮　　※パソコンのみ再生可 カラー ― － 1 平20 宮まちづくりネットワーク

CD-ROM 郷土資料 さがして宮　うつのみや餃子ガイド　　※パソコンのみ再生可 カラー ― － 1 平20 宮まちづくりネットワーク

CD-ROM 郷土資料 農業王国うつのみや　～地産地消の取組～　　※パソコンのみ再生可 カラー ― － 1 平20 うつのみや地産地消推進協議会

[栃木県内の映像資料] 　

DVD 郷土資料 仰ぎ見る巳年の集い　※H25県コンクール優秀賞 カラー ワイド 15 1 平26 佐野ビデオクラブ(内田勇 他）

磯山弁財天は佐野市の北西に位置する出流原にあります。その磯山
弁財天の12年に1度の地域の厳粛な行事（御開帳）の進行を追いつ
つ、子供の成長を願う和やかな家族の表情と重ね、祭礼の喜びを表現
した作品です。12年に1度という貴重な行事を知ってもらう機会になれ
ばという制作者の思いによって制作されました。

DVD 郷土資料 移住して有機農業を始めました　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令2 篠崎 翼子
佐野市に移住して有機農業を始めた、ある夫婦の奮闘ぶりを記録しま
した。2015年からは、有機農業の研修生の指導も行っています。

DVD 郷土資料 江戸の音色が鐙塚
アブツカ

へ　※H30県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令1 佐野ビデオクラブ
昭和初期の時代まで存在していたかつての越名沼に、東京（江戸）と
佐野が船により往来があったときに伝えられた神楽を、現在に伝えて
いる人たちの姿を映像化した。

DVD 郷土資料 円仁再び海を渡る　Ｈ21県コンクール カラー スタンダード 9 1 平23 益子光

岩舟町の大慈寺は、慈覚大師円仁が６年間修行したお寺です。2005
年大慈寺の林住職が、円仁にゆかりのある中国の寺に「円仁座像」を
奉納しました。この作品は仏師によって座像が作られ、その胎内に信
者がたくさんの経文を入れて、中国に送る様子をドキュメント化したも
のです。

DVD 郷土資料 大人も子供も笑顔が　いっぱい　やばっこ～20年間の活動の記録～ カラー 10 1 令3 やばっこ(堀　浩)
｢やばっこ｣は、足利市矢場川地区のボランティア団体です。20年間に
渡るこの地域の子供たちと大人のユニークな活動を作品にまとめまし
た。

DVD 郷土資料 乙女河岸
オトメカシ

　※H30県コンクール優秀賞 カラー ワイド 8 1 令1 小出 達弘(小山市)
小山の中心部を流れる思川。河岸がたくさん置かれ、重要な役割を
担っていたのが乙女河岸。乙女河岸付近の神社等を訪ね、乙女河岸・
思川との関わりを知る。

DVD 郷土資料 お神輿里帰り渡御　※Ｈ29県コンクール応募作品 カラー ワイド 9 1 平30 益子光

栃木市藤岡町渡良瀬遊水地の中に、明治40年に強制破壊で廃村と
なった旧谷中村がある。「この地図から聞いた村」の歴史を次世代に語
り継ごうという市民団体がある。「谷中村の遺跡を守る会」である。強制
破壊から110年にあたり、かつてこの村にあった「神輿」の里帰りを実
現するイベントが行われていた。その歴史とイベント前後を作品化した
ものである

DVD 郷土資料 思川とアユ　※H30県コンクール奨励賞 カラー ワイド 9 1 令1 水野 光章(小山市)
思川でのアユ釣りを通して、豊かな自然が残されたこの川の自然保護
を訴え、人と自然の共存を考える。

DVD 郷土資料 思川とイノシシ　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令2 水野 光章(小山市)
最近、思川流域でイノシシが急速に増えており、農業に被害が出てい
ます。この農家の状況、市役所の話及びイノシシの話です。

DVD 郷土資料 小山市大谷ふるさと散歩　※H19県コンクール奨励賞 カラー スタンダード 12 1 平19 小山ビデオクラブ
小山市の東に位置する大谷地区の自然を尋ねました。大谷地区の
祭、天然記念物、古墳など歴史や文化の紹介。

DVD 郷土資料 小山の国指定史跡探訪 カラー ワイド 10 1 令1 木村美千代 山田藤雄 小出達弘 小山の国指定史跡、小山の歴史をもっと知りたくなるような内容。

DVD 郷土資料 小山ブランド純米吟醸「小山評定」のできるまで　※Ｈ28県コンクール優秀賞 カラー ワイド 10 1 平29 小山ビデオクラブ
小山市の清流思川や日光連山の伏流水と、小山産の米を原料とした
小山ブランドの地酒「小山評定」のできるまでを、酒蔵の協力を得て、
製造工程に沿って分かりやすく説明している。

DVD 郷土資料 カエルの目線　※H30県コンクール優秀賞 カラー ワイド 4 1 令1 根本 昌次

子どもたちに人気のカエル。その網膜には景色がどのように映ってい
るかを知ることは難しいが、カエルたちは小さな体で地上すれすれから
景色を見上げている。自然の中で懸命に生きるカエルに思いをはせ、
小さな生き物たちへの慈しみの心を育みたいと願った。

DVD 郷土資料 化石は地球を語る～佐野市葛生～　※Ｈ29県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 平30 齋藤 英夫（佐野市）

佐野葛生地域は石灰岩が分布していて化石が数多く採集されている。
葛生化石館による「化石採集教室」が行われ、宇都宮から参加の児童
もいた。野外で化石の入っていそうな小石を割ってみて、化石が発見さ
れ種類などが分かれば一層の興味関心が高まる。また、本物の化石
を磨いたり、レプリカ・標本づくりをしたり、このような体験も理科学習の
向上になると思う。

※Adobe Falashで作成のため令和３年現在のパソコンでは視聴は難し
い
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 郷土資料 鎌倉時代からの舞　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令2 佐野ビデオクラブ
芦畦獅子舞は、五穀豊穣、無病息災、厄除祈願のために行われ、約
750年の昔から花岡町に伝わる郷土の民俗芸能の行事です。三体の
獅子頭は安楽寺の仁王様の余材で造られたと伝えられています。

DVD 郷土資料 蒲生
ガモウ

君平
クンペイ

ゆかりの史跡
シセキ

を訪
タズ

ねる　H25県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 平26 大兼英徳（宇都宮市）
林子平、高山彦九郎とともに、「寛政の三奇人」と称される郷土の偉人
蒲生君平を知るために、ゆかりの史跡を訪ねた記録です。

DVD 郷土資料 狐の嫁入り　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 7 1 令2 新藤 和子
さくら市喜連川で開催された「きつねの嫁入り」のイベントにおいて、老
若男女が一体となって地域おこしに取り組んでいる姿を映像に収めま
した。

DVD 郷土資料 車椅子の棟梁　～カーペンター治田～　H24県コンクール応募作品 カラー ワイド 12 1 平25 篠崎　翼子（佐野市）
50才の働き盛りの棟梁が腰痛から突発下半身麻痺になりました。5年
後、車イスの大工として再出発し、さらに色々なボランティア活動をして
います。

DVD 郷土資料 声の心　※H30県コンクール最優秀賞 カラー ワイド 5 1 令1 県立鹿沼東高等学校 放送部
祖父が出会った、栃木県内で活動する喉頭がんになった人のための
団体｢喉友会」を通して私が気付いたこと。また、そこで声を出すために
日々努力し続ける人々の思い。

DVD 郷土資料 こんなところに世界で一つの花　シモツケコウホネ　※H19県コンクール優秀賞 カラー スタンダード 13 1 平19 佐々木正春（日光市）
日光市小代地区で自生している水生植物が新種登録された。それは、
シモツケコウホネです。これを守ってきた人たちの活動や観察会等をと
おして、自然保護の大切さを訴えたもの。

DVD 郷土資料 逆さ鬼を弓矢で射抜く　弓取り童子　Ｈ21県コンクール カラー スタンダード 12 1 平23 佐々木正春

日光市小倉地区の三所神社では、毎年３月上旬に「弓取り童子」の祭
りが行われています。この作品では絣の着物に袴、白足袋で正装した
２人の男の子が悪霊をはらってその年の豊作を祈願するために、鬼の
字を逆さにした的を弓矢で射抜く様子を紹介しています。

DVD 郷土資料 佐野星宮神社の想い　※Ｈ29県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 平30 遠藤 寿夫

佐野市は天明鋳物でも有名なところで、その神社の境内には、鳥居や
灯籠が天明鋳物で作られ、佐野市の文化財に指定されている。また、
社殿には国宝級とも呼ばれたであろう和算の額がある。しかし、昭和
52年に火災にて焼失してしまい、現在では、復元された和算額で当時
の様子を見ることができる。神社には、七社の神々が祀られ、一年を
通して参拝者が多い神社でもある。

DVD 郷土資料 蚕室づくりの農家　※Ｈ29県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 平30 小出達弘 新藤元章 上野安夫
蚕室づくりの農家は、かつては小山でもよく見られたが、だんだん姿を
消しつつあり、貴重な歴史的文化遺産である。そこで行われる養蚕業
を紹介している。

DVD 郷土資料 自然の宝庫（渡良瀬遊水地）　※H19県コンクール最優秀賞 カラー スタンダード 15 1 平20 斎藤英夫（小山市）
渡瀬遊水地には手つかずの自然が多く残されています。幻想的な自
然の風景をとらえ、編集。

DVD 郷土資料 重要文化財　村檜神社本殿保存修理工事　※H19県コンクール優秀賞 カラー スタンダード 14 1 平20 永島雅子（岩舟町）
岩舟町にある村檜神社で４０年ぶりに檜皮葺の屋根の葺き替え工事が
行われた。その工事から檜皮葺きそして行程を見つめた記録。

DVD 郷土資料 神話を舞う～佐野市奈良渕小梥神社～ ※Ｈ28県コンクール奨励賞 カラー ワイド 10 1 平29 佐野ビデオクラブ
佐野市奈良渕町にある小松神社で明治時代から続く神楽について紹
介している。熱の入った練習に裏打ちされた本番の演技、更に後継者
育成に努力されている指導者の様子を描いている。

DVD 郷土資料 須賀神社と表参道 カラー 10 1 令3 水野光章
小山市にある須賀神社の伝統行事の紹介とこの参道沿いの住民同士
交流を映像に収めました。

DVD 郷土資料 育てよう花と緑と豊かな心　※H19県コンクール優秀賞 カラー スタンダード 14 1 平19 石山博　（壬生町）
田山川に桜の苗木植樹して5年間の記録と花を愛する郷土のみなさん
のコスモス花まつりの様子。

DVD 郷土資料 空
ソラ

師
シ

　※Ｈ26県コンクール応募作品 カラー ワイド 12 1 平26 嶋田信久

地域の安全と文化財を守る空師。四方八方に伸びた枝が風雪によっ
て落下したり、風で倒木したりするのを未然に防止する対策を行ってい
る。重機の入れない場所で、空師がロープ一本で大杉の木に登り、枝
打ち、ワイヤーがけをする様子を映した作品である。

DVD 郷土資料 タコ凧上がれ！－伝統のやばっこ大凧作り－　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令2 やばっこ(足利市)
大凧作りを通して足利市立矢場川小学校の子どもたちとその地域の大
人たちの交流を描いています。「やばっこ」とは、矢場川地区の子ども
の意味です。

DVD 郷土資料 田波
タナミ

御白
ミシロ

の生涯
ショウガイ

　～薄命
ハクメイ

の歌人
カジン

～　※H25県コンクール奨励賞 カラー ワイド 15 1 平26 石塚祐輔(奨励賞）

小山市生まれの歌人 田波御白（ペンネーム）は28歳という若さで没し
ています。同年代の若山牧水、夏目金之助（のちの夏目漱石）、石川
啄木らと交流し、活動をともにした人です。田波御白のすばらしい足跡
をもっと知ってもらおうと記念碑が建てられ、御白まつりが行われてい
ます。この作品は田波御白没後100年を記念して制作されました。
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 郷土資料 たまごをもらう人返す人　H23県コンクール応募作品 カラー ワイド 13 1 平26 佐々木正春（日光市）

弘法大師が開いたといわれる岩崎観世音（鶴の子観音）の行事記録で
す。里人が鶴のたまごを取って食べようとすると、老人から観音様の罰
を受けることを知らされ、たまごを返して観音様に謝罪の祈願をして許
されたことから、鶴の子観音の信仰が始まりました。

DVD 郷土資料 田んぼアート見学会他　～古代米で稲作体験～　H24県コンクール応募作品 カラー ワイド 6 1 平25 古口　　 明（栃木市）
古代米でつくった稲作アート見学会が9月17日小山市美田東部土地改
良区で行われました。電車の車窓、及び高所作業車で見るアート展に
感動し、楽しい見学会でした。

DVD 郷土資料 父が私に残してくれたもの　※H30県コンクール最優秀賞 カラー ワイド 10 1 令1 篠崎翼子
共働きの私が、家事、育児等で忙しく働く様を見て、父が「昔の宮仕え
の女性を連想した俳句」を残してくれたこと、そして３３歳の女性の「厄
払いの贈り物」として琴を贈ってくれたこと。

DVD 郷土資料 手織り工房「のろぼっけ」＆鈴木利子の障がい者支援の取り組み　※H19県コンクール優秀賞 カラー スタンダード 10 1 平20 NPO栃木県シニアセンター

鈴木さんは栃木県で初めて手織りを障害者に広く普及し、さらに、「さ
おり織り」として知られた手織りを「喜績織」として確立．視覚障がい者
も織ることができるよう指導し、感性を見いだし、育み、自立の可能性
を求めている。

DVD 郷土資料 伝統のわざ宙に舞う　※Ｈ27県コンクール奨励賞 カラー ワイド 10 1 平27 佐野ビデオクラブ

正月行事の出初め式。江戸時代から続く町火消しの象徴である梯子
乗りの伝統を守る鳶組合の皆さんの心意気を知っていただく。仲間が
支えた６.３メートルの梯子の上で命綱なしで繰り広げられる演技の様
子と、表舞台では見られない梯子作りに見せる職人技を紹介する。

DVD 郷土資料 伝統を受け継ぐ子どもたち ～佐野奈良渕浅間山火祭り～　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令2 遠藤 寿夫
1000年の永きにわたり佐野市奈良渕町の浅間山に伝わり、現在では
佐野地域の伝統、無病息災、五穀豊穣として伝えられ子どもたちにも
継承されている行事です。

DVD 郷土資料 伝統を奏でる赤見っ子　※Ｈ26県コンクール応募作品 カラー ワイド 14 1 平26 佐野ビデオクラブ

両毛地区に伝わる芸能「八木節」のなかで、正調派野州小桜の熱の
入った練習風景と、飛び入り参加のゆるキャラ「さのまる」と興じた本番
演技、後継者育成に努力している指導者の様子を紹介している。地域
に根づいた伝統芸能を絶やさないよう努力を重ねている姿を知らせよ
うとした作品である。

DVD 郷土資料 トウキョウサンショウウオの生態　※Ｈ26県コンクール応募作品 カラー ワイド 14 1 平26 齋藤英夫（佐野市）

トウキョウサンショウウオが卵嚢(卵)から幼生(子ども)となり、幼体(変態
して陸に上がったもの)までを時系列で映像表現した作品である。小学
1・2年生には興味を持ってもらうため、3・4年生には理科の学習効果の
向上を図るため、5・6年生にはトウキョウサンショウウオの個体研究の
きっかけとするために制作した。

DVD 郷土資料 菜の花プロジェクト　※Ｈ27県コンクール奨励賞 カラー ワイド 9 1 平27 嶋田信久（栃木市）
NPO法人太平山南山麓友の会が菜の花を植栽・収穫・加工し菜の花
油を作る様子。

DVD 郷土資料 新波
ニッパ

の提灯作
チョウチンツク

り　※Ｈ26県コンクール応募作品 カラー ワイド 14 1 平26 とちぎアマチュアビデオライブラリー

「ＴＯＳＳ下野サークル」が3年前から行っている「ふるさと観光大使」認
定活動。今年4回目の藤岡教室で、藤岡町にある「田中提灯店」4代目
から「提灯絵付け」を学び、体験する様子を映した作品である。栃木県
伝統工芸品認定の「新波の提灯」について学んでいる。

DVD 郷土資料 のこった用水路　シモツケコウホネ群生地　Ｈ22県コンクール カラー スタンダード 14 1 平23 佐々木正春

農家の農地利用集積促進のための圃場整備予定地にある「シモツケ
コウホネ」群生地の水路を現状保存するために、「シモツケコウホネと
里を守る会」が取り組んだ活動と、圃場工事の模様を記録した自然保
護の重要性を訴えた作品です。

DVD 郷土資料 白鳥飛来そして旅立ち　※H20県コンクール奨励賞 カラー スタンダード 12 1 平21 斎藤英夫（小山市）

越冬のために11月上旬頃群馬県館林と邑楽町にまたがる多々良沼に
飛来した白鳥は３月中旬から下旬に北へ帰ります。その間、白鳥の生
態をいろいろの角度から撮影しました。白鳥は家族意識が強く、いつも
家族で行動します。その姿を中心に成鳥や幼鳥の区別、羽づくろいな
どを作品の内容となっています。

DVD 郷土資料 廃村から１００年　※H23県コンクール優秀賞 カラー ワイド 10 1 平26 篠崎翼子（佐野市）
谷中村は栃木県下都賀郡（現在の渡良瀬遊水地）にあった村だが
1906年に強制廃村になった。

DVD 郷土資料 芭蕉の足跡を辿る　～おくのほそ道～　※H25県コンクール奨励賞 カラー ワイド 15 1 平26 齋藤英夫(佐野市）
芭蕉と會良が「おくのほそ道」で旅をした季節に合わせ、立ち寄った場
所もできる限り史実に基づいて撮影しました。

DVD 郷土資料 芭蕉の足跡をたどる「栃木の奥の細道のたび」　※H20県コンクール最優秀賞 カラー スタンダード 12 1 平21 小山幸一（大平ビデオクラブ）

松尾芭蕉の栃木県内の足跡を訪ねる後追い記録です。間々田八幡
宮・大神神社・日光山東照宮・裏見の滝・黒羽の館・雲岩寺・那須神
社・温泉神社・殺生石・遊行庵等のでの旅の様子やその時詠んだ句等
を紹介している。
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 郷土資料 光の芸術ステンドグラス　 ※H19県コンクール最優秀賞 カラー スタンダード 15 1 平20 小出達弘（小山市）
ステンドグラスは光の芸術ともいわれています。ガラスを組み合わせ、
作っていく過程を見ながら、ステンドグラスを知っていただき、その魅力
を伝える。

DVD 郷土資料 人々の心にも…　H23県コンクール応募作品 カラー ワイド 4 1 平26 石塚祐輔（小山市）

明治20年に栃木市に生まれた文豪「山本有三」。多くの作品の中でも
「路傍の石」にでてくる言葉「たった1人しかない自分を、たった一度し
かない一生・・・」が太平山頂上近くにある文学碑に刻まれており、今で
も人々に感動を与えています。この作品では、記念館にある資料も参
考に山本有三についてまとめました。

DVD 郷土資料 ぶらり日光四季めぐり　Ｈ21県コンクール カラー スタンダード 7 1 平23 齋藤英夫

この作品は、中禅寺湖、男体山、華厳の滝、龍頭の滝、戦場が原など
日光の有名な観光地について、四季の美しさを交えて紹介したもので
す。また、東照宮の五重塔、陽明門、鐘楼、唐門などの文化財の解説
もしています。

DVD 郷土資料 ふるさとの名所・旧跡を訪ねて　(宇都宮市上河内地区) カラー スタンダード 31 1 平23 日本家庭教育協会

①上空から見た上河内②ほたるの里・梵天の湯②あじさいロード③
ユッピーの森④だいだら坊の岩⑤羽黒山神社⑥梵天祭り⑦ハングライ
ダー⑧富士見の穴⑨蜜獄神社⑩緑水公園⑪高間木キャンプ場⑫逆木
神神社⑬カオリン採掘場⑭天下一関白神獅子舞⑮梨木平遺跡⑯日光
サーキット場⑰毘沙門天御開帳⑱東北本線通過跡⑲氏家大橋⑳日晃
スポーツランド㉑鬼怒川河川敷グライダー場㉒下組大杉㉓せせらぎ公
園

DVD 郷土資料 平成２２年度　山あげ祭り カラー スタンダード 118 1 平22 烏山映像センター
那須烏山市で行われる国指定重要無形民俗文化財「烏山の山あげ行
事」と八雲神社の神輿などで構成される祭りの様子を紹介。

DVD 郷土資料 彫って彫って彫って～みんなすばらしいふくべ細工～　※Ｈ27県コンクール奨励賞 カラー ワイド 7 1 平27 石塚祐輔（小山市）

地域を訪れると思わぬことに出会う。かんぴょうは食べることばかりで
なく、こんな見事なものに変わることを知ってもらう機会としたい。かん
ぴょうの食する部分(中身)を腐らせ、外皮の部分を乾燥させ(３年程
度)、その後そこにいろいろな彫りものをしてふくべ細工となる、その模
様を取材してまとめた物である。

DVD 郷土資料 政光・寒川尼が見る小山の四季 ※Ｈ28県コンクール奨励賞 カラー ワイド 9 1 平29 小山ビデオクラブ

小山市内中心部を流れる思川のほとりに、中世小山氏の祖、小山政
光とその妻寒川尼の銅像が建てられている。そこから見える思川や観
晃橋、城山公園付近で見られる小山の四季折々の風物詩を紹介して
いる。

DVD 郷土資料 間々田のじゃがまいた　※R1県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令2 新藤 元章

毎年5月5日に行われる「間々田のじゃがまいた」は、田植えの時期を
前に五穀豊穣や疫病退散を祈願するお祭りです。祭りの主役となるの
は子供たちで、長さ15mを越える龍頭蛇体の巨大な蛇（ジャ）を担ぎ
「ジャーガマイタ、ジャガマイタ」のかけ声とともに町中を練り歩きます。

DVD 郷土資料 「間々田紐」の伝統を継ぐ三代目 ※Ｈ28県コンクール優秀賞 カラー ワイド 10 1 平29 篠崎　翼子（佐野市）

栃木県小山市間々田町に大正時代から伝統工芸に指定されている
「間々田紐」という「組紐」の工房がある。間々田紐のすばらしさと、こ
の工房の三代目が、伝統の技を受け継いで成長していく過程を紹介し
ている。

DVD 郷土資料 繭 ※Ｈ28県コンクール奨励賞 カラー ワイド 6 1 平29 石塚　祐輔（小山市）
養蚕試験場から譲り受けた蚕を、自分で飼育しながら観察したものを
映像化した作品。蚕がひたすら桑の葉を食べ、どんどん成長していき、
繭を作り上げるまでの様子を記録している。

DVD 郷土資料 緑の風が吹く　※H19県コンクール奨励賞 カラー スタンダード 15 1 平20 小林薫(那須烏山市）
中学校の生徒が朝の会から帰りの会の間に回想シーン的に一年間の
生徒の活動を中心に紹介。

DVD 郷土資料 みんなで守ろう地域の宝～シモツケコウホネ～　※Ｈ26県コンクール応募作品 カラー ワイド 13 1 平26 佐々木正春（佐野市）

シモツケコウホネは、絶滅危惧種「国内希少野生動植物種」に指定さ
れた貴重な水生植物である。群生地周辺の田んぼは圃場整備が行わ
れたが、整備後は花数が激減し、枯れた葉も出てきた。シモツケコウホ
ネと里を守る会は、市や県の関係機関に保全対策を働きかけ、地下水
を流入するなど、コウホネの生育環境改善に努めた結果、コウホネが
回復してきている。

DVD 郷土資料 六つの墓に祀られた義人　※H20県コンクール優秀賞 カラー スタンダード 15 1 平21 篠崎翼子（佐野市）
田中正造の遺骨が分骨された6箇所の墓の紹介と毎年行われる法要
の様子。

DVD 郷土資料 メロンの一生　 ※H19県コンクール奨励賞 カラー スタンダード 12 1 平19 田名網幸一（宇都宮市）
メロンを栽培している農園で、種を蒔いて、苗の生長から結実、完熟取
り入れまでの様子をまとめたもの。

DVD 郷土資料 もしも女子高生が落語を始めたら？－真岡落語研究会と共に－　※H30県コンクール優秀賞 カラー ワイド 10 1 令1 県立真岡女子高等学校 放送部

真岡落語研究会は県内だけでなく近隣の県まで幅広く活動しているア
マチュア落語家で構成されている。落語は日本の古典的な話芸として
メディアでも取り上げられる文化の一つ。その文化的活動に高校生が
どういう手順で取り組み、何が課題であるかをまとめた。
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　　DVD等教材目録

種別 対象 ＤＶＤタイトル 色 画面サイズ 時間 巻 購入 制作会社 内容（あらすじ）

DVD 郷土資料 門跡観楓　 ※H19県コンクール奨励賞 カラー スタンダード 8 1 平19 益子光（藤原町）
世界遺産「日光景勝勝地」の紅葉、歴史ある日本庭園の美しさ等を訴
えたもの。

DVD 郷土資料 八百比丘
ヤオビクニ

尼
アマ

伝説
デンセツ

　古に届け里人の祈り　Ｈ22県コンクール カラー スタンダード 14 1 平23 齋藤肇一郎

栃木県西方町真名子男丸地区に伝わる、八百比丘尼伝説を紙芝居風
に紹介しています。音声は地元のかたりべとして活躍している方の声
を使い、内容は、かたりべの方の声に合わせて紙芝居風に紹介されて
います。

DVD 郷土資料 歴史を伝える唐沢
カラサワ

山城
ヤマジョウ

　～蘇る戦国時代の跡～　※H30県コンクール応募作品 カラー ワイド 10 1 令1 遠藤　寿夫

関東一の山城跡が佐野唐沢山城にある。戦国時代から当時のまま
残っている高石垣や、藤原秀郷公がいかに城を築き上げたか、北条と
上杉の板挟みにあっても唐沢城が滅びることなく古城として残ったかを
教材にした。

DVD 郷土資料 渡良瀬の空に舞う大群のツバメ～ツバメのねぐら入り～　※Ｈ29県コンクール応募作品 カラー ワイド 5 1 平30 上野 安夫
夏の夕暮れ時、ねぐらを求めて数万羽のツバメが、ヨシ原上空を乱舞
しておおいつくす渡良瀬遊水地のツバメのねぐら入りを紹介している。

DVD 郷土資料 渡良瀬遊水地物語　H25県コンクール応募作品 カラー ワイド 9 1 平26 益子光（栃木市）
ラムサール条約に登録された渡良瀬遊水地を題材に映像化した作品
です。

DVD 郷土資料 輪になった太陽～金環日食～　※Ｈ27県コンクール応募作品 カラー ワイド 6 1 平27 佐々木正春（日光市）

2012年5月に観測した「金環日食」の記録作品。｢日食がおきるわけ｣か
ら｢金環日食になるまで｣の珍しい現象を観察できる作品である。太陽、
月、地球の間に起きる自然現象｢金環日食｣を汁。自然科学の学習に
利用できる。

 ◆２８０　伝記

DVD 一般 NHKが記録した皇室　BOX　①　天皇皇后両陛下　素顔の５０年 カラー スタンダード 108 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ

「象徴」とは、「新しい皇室」とは、どうあるべきか―その姿を、ともに支
え合いながら追い求めてこられました。おふたりで歩まれた50年はど
のようなものだったのか、貴重な記録映像や関係者の証言、新たに発
掘された資料をもとに、両陛下の歩みをたどります。

DVD 一般 NHKが記録した皇室　BOX　②　皇居 カラー スタンダード 49 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
閣議で決定した文書に、天皇陛下の御名・御璽をうける場面。昭和天
皇が自ら署名をされるご様子のほか、金製・重さ4キロの天皇の印、日
本国の印が、日本の内閣制度が始まって以来初めて紹介。

DVD 一般 NHKが記録した皇室　BOX　③　皇室を伝える記録映像集 カラー スタンダード 68 1 平23 ＮＨＫエンタープライズ
天皇皇后両陛下の歩みを伝えるドキュメンタリー。両陛下の幼い頃の
お姿など、きわめて貴重な映像を収録。

DVD 一般 天皇陛下　御即位から三十年　－常に国民とともに－ カラー ワイド 38 2 平30 寄贈
日頃の御公務や全国各地への御訪問、国際親善、被災地へのお見舞
い、慰霊の旅、御研究、御家族との御様子などが収録された映像
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