
地域映像DVD（フィルムＤＶＤ化資料、保存用ビデオテープあり）

No. 作　　　品　　　名 概　　　　　要
種類

（元データ）
制作者 制作

1 直江兼継と米沢
「米沢と直江公」郷土歴史保存のための自作教材。城下町米沢と直江兼次公の
政策を、スライド映像を使って説明している。

スライド H.8

2 西部小のまわりの絵になる風景
「西部小付近の風景のとらえ方」風景画を描く際の注意点、ポイント、色使い等
を写真、小学生の風景画を交えて説明している。

スライド 神保　厚 H.8

3 板谷街道
「かつての板谷街道」江戸時代の街道の姿を資料、写真を使って説明している、
旅のための工夫なども見られる。

スライド 後藤昭九郎（南部小） H.8

4 草木塔
「草木塔の由来」草木塔とは、全国的にも珍しいもので、上杉鷹山公の時代より
建てられた、草木の供養、自然保護を目的としたものである。

スライド
山形県視聴覚ライブラリー協議会
東南置賜地区AVL委員会担当

H.8

5 文教のまち米沢
「米沢の動き」米沢の特産品、各種施設、イベント、名所など、地域の特色をまと
めた映像。

スライド 米沢市秘書広報室広報よねざわ H.8

6 鶴の恩返し
「民話の検証」南陽市漆山の鶴布山 珍蔵寺にまつわる民話、「鶴の恩返し」を
言伝えを基に検証していく。

スライド 高橋　正・加藤正人（南陽） H.8

7 廣介のふるさと
「浜田廣介の生い立ち」「竜の目の涙」、「泣いた赤鬼」等の童話の作者として知
られる浜田廣介、氏の幼少期から晩年までを、当時の記録、手記を交えて辿
る。

スライド 山形県教育委員会 H.8

8 そばの出来るまで
「山形のそば栽培」全国に知られる山形のそば。古くより冷害時の転作等にも用
いられていた。苗からそばになるまでを映像で辿る。

スライド 梅津幸保 H.8

9 スキーのメッカ米沢を語る
「米沢のゲレンデ」豪雪地帯である米沢。各スキー場の魅力、特色を、米沢市長
（当時）吉池慶太郎、日本スキー連盟副会長（当時）　伊黒正次　両氏が語る。

フィルム NBAスポーツニッポン新聞社 H.8

10 雪と闘う都市 「北国の雪対策」豪雪地域の各都市の現状、被害、対策を描いたフィルム映像。 フィルム 全国雪寒都市都市対策協議会 H.8

11 置賜の夜明け（２）調査編
「大規模灌漑に向かって」大規模干ばつの影響を受け、水窪ダム建設が急がれ
るなかの調査映像、地質、水源量調査など。

フィルム 置賜南部総合灌排事業期成同盟会 H.8

12 新日本紀行　城下町米沢
上杉の城下町として歩んできた米沢は、上杉家の衰退と共に変化していった。
今日に至る米沢の生き方の工夫、産業などを辿る。

フィルム NHK H.8

13 市政ニュース№１
「米沢の大規模事業」昭和の時代、米沢も大規模事業を展開するようになる、そ
の開発を追った映像。

フィルム 米沢市 H.8

14 市政ニュース№２

「国道13号開通後の米沢」スクールバス吾妻号を導入し、教育の普及に力を注
ぐ、また、農業、畜産、公共事業なども大規模事業を展開し、米沢は発展してい
く。
・８０ヘクタールの果樹園つくる　南原パイロット農場
・年に10億円の生産　東北ホモボード工場
・生れ変わる栗子　国道１３号線改良工事
・蔵王に追いつけ天元台　西吾妻国際スキー場

フィルム 米沢市 H.8

15 鷹山公は生きている
「米沢市民の生きかた」今日まで生きる米沢の伝統産業、その礎を作った上杉
鷹山公の精神を受け継ぎ、生活している市民の姿を描いたフィルム。

フィルム
山形県視聴覚ライブラリー協議会
東南置賜地区AVL委員会担当

H.8

16 ローソクの科学 「ローソクの仕組み」ローソクの燃える原理を実験で解説したフィルム。 フィルム 米沢市視聴覚教育研究会 H.8

17 鬼面川
「鬼面川沿いの産業」米沢の主要な水源、鬼面川の治水の工夫、施設、産業
を、源流までさかのぼりながら紹介するフィルム。

フィルム 米沢AVE研究会 H.8

18 栗子国道
「栗子ハイウェイ建設」現在の国道13号（米沢～福島間）の工事着手から開通ま
での記録、落盤事故で犠牲を出しながらも、当時の人々の熱意と執念で、栗子
トンネルは開通した。

フィルム 建設省東北地方建設局 H.8

19 皇太子殿下　高松宮殿下をお迎えして
「冬季国体を迎えて」第14回国民体育大会の様子。大会は皇太子殿下 高松宮
殿下をお迎えして行われ、スキーをする姿や、当時の市内を移動する様子も見
ることができる。

フィルム 福原　健司 H.8

20 置賜の夜明け　第一部土地と水
「近代農業への道のり」平野の少ない米沢の農家は、思うように利益を上げられ
なかった。近代農業に適した環境を作るため、行政、農家は土地改良へと向
かっていく。

フィルム
置賜南部総合灌漑排水事業促進協
議会

H.9

21 南米タウバデ市と姉妹都市締結なる
「南米の姉妹都市」米沢の姉妹都市、ブラジルのタウバテ市の紹介と調印式の
様子。

フィルム NET朝日 H.9

22 ワシントン州モーゼス・レイク市紹介映画
「北米の姉妹都市」米沢の姉妹都市、米国のモーゼスレイク市の風景と、レセプ
ションの様子。

フィルム ヨコシネ・キネレコ H.9

23 中日ニュース

「中日ニュースまとめ」
銀板の祭典　国体スケート　日光
南極観測　航海日誌　宗谷
重光葵　急死
孤島へ水の救援　利島
カメラルポ　おんぼろ一座

フィルム H.9

24 栗子国道・ナイタースキー 「山野の開発と活用」栗子ハイウェイ、天元台スキー場、ナイターの様子。 フィルム H.9

25 吾妻の樹氷
「白布方面の生活」上杉神社、豆もやし、小野川温泉、スキー場、白布温泉、吾
妻の樹氷の様子、当時の温泉街の生活が感じられる。

フィルム V.I.C H.9

26 カラーのニュース素材 「昭和40年代の米沢市」街並、産業などの映像 フィルム V.I.C H.9

27 米沢お茶の間広報（体力づくりとインターハイ） 「米沢市の運動大会」市内の運動大会、インターハイ、壮行式の様子。 フィルム V.I.C H.9

28 ジーゼル機関 「ジーゼル機関の特徴」、構造、用途、利便性について解説しているフィルム。 フィルム 新世映画社 H.9

29 歴史の町　新しい街　米沢
「城下町の近代化」上杉の城下町、米沢の近代化、名所、行事をまとめた紹介
映像。

フィルム 米沢市米沢観光協会 H.9

30 雪国の詩　やまがた 「冬の楽しみ方」米沢の冬の名所、イベントを紹介している。 フィルム 新潟映画社 H.9

31 現代の記録　地方庁舎
「地方庁舎の変革」近代化が進む日本、地方都市の発展と共に、全国で庁舎が
作られていく。その建物のあり方、存在意義を考察する。

フィルム NHK H.9

32 機械開墾
「大規模開拓の歩み」寒冷地の農家達は思うように利益を上げられない。そこで
国と農家達は力を合わせ、東北、北海道の広大な原野を大規模開拓していく。

フィルム 新理研映画株式会社 H.9

33 畑地　かんがい
「灌漑の技術」日本の畑は水田に比べて水源の確保が不十分な場所が多い、
その灌漑方法として最新のものがスプリンクラーだ、様々な設置方法や用途別
のポンプの種類を紹介している。

フィルム 株式会社　記録映画社 H.9

34 みんなで見よう！語ろう！
「官と民の視点」米沢の産業の発展、土地開発の成果と、これからの展開を、街
の紹介を交えて当時の米沢市長らと市民代表が討論する。

フィルム 山形テレビ H.9

35 新しい町　新しい村
「生活環境の改善への歩み」市町村合併が進み、制度や福祉も良くなっていく、
向上する集落の暮らしの記録。

フィルム 山形県 H.9



地域映像DVD（フィルムＤＶＤ化資料、保存用ビデオテープあり）

No. 作　　　品　　　名 概　　　　　要
種類

（元データ）
制作者 制作

36 あなたの町では…
「新技術の実用化」各地方で使用され始めたコンピューターの用途、利便性を紹
介している。

フィルム 共同テレビジョン H.9

37 米沢織の出来るまで
「米沢織の工程」米沢織の原材料の生産から加工、製品になるまでの解説、作
業工程、織り物や模様の種類、試験の様子などをスライドで解説している。

スライド 米沢織物協同組合連合会

38 「もち」人々を結びつけるもの
「もちと生活のかかわり」真室川町の人々は餅を食べるだけでなく、様々な行事
や魔除けなどにも用いる。1年を通しての餅とのかかわりをスライドで解説してい
る。

スライド 真室川民俗資料館

39 「ジャガラモガラ」
「特異な生態系の解明」天童市指定天然記念物「ジャガラモガラ」は、標高500m
にある窪地だが、亜高山植物が多く生えたりする不思議な場所。その秘密を解
説している。

スライド 県視聴覚ライブラリー協議会 H10

40 木炭
「炭の出来るまで」米沢で作られていた木炭「白炭」の製造方法と用途、時代の
変化による生産量の推移をスライドで解説している。

スライド 梅津幸保

41 弥三郎ばばあ 高畠に伝わる昔話を、高校生ボランティアが紹介する。 スライド 高畠町高校生ボランティアつどい

42 若者へ－成人を祝う人々の声－ 新成人への言葉、お祝い、忠告、心構え等を紹介している。 スライド

43 笹野　「山の神まつり」
「神様を呼ぶ祭り」毎年春に行われる笹野「山の神まつり」の様子をスライドで紹
介している、神託で一年を占う。

スライド 市立米沢図書館

44 万世大路
「奥羽山脈の開発」米沢～福島間の交通整備の移り変わり、栗子隧道、国道13
号、奥羽本線をスライドで解説している。

スライド 米沢市視聴覚教育振興会

45 野仏は生きている
「野仏の持つ意味」米沢各地に祀られている野仏、地蔵の紹介画像、それぞれ
にかける願は異なり、種類も様々だ。

スライド
県教育委員会
東南置賜AVL

46 響け太鼓
山形市大曾根地区の青年団は何もない状態から太鼓を始め「大曾根太鼓」とし
て活動を本格化する。創作「そねの木太鼓」を伝授する青年団と小学生達の記
録。

スライド 山形市教育委員会

47 米沢のおりもの
「現在に受け継がれる伝統技能」米沢の名産、米沢織の紹介、過去から現在ま
での様々な種類をスライドで紹介している。

スライド 米沢織物協同組合連合会

48 センスアップの応援団
見やすい公民館報の作り方を、実際に比較し、全般的にスライドで解説してい
る、レイアウト、まとめ方、写真や画像の使い方等。

スライド
山形市教育委員会
公民会主事会

H.10

49 高鍋町点描

「上杉鷹山公のふるさと、宮崎県高鍋市の紹介映像」
名所：舞鶴公園、秋月家墓地、持田古墳群
伝統芸能：高鍋神楽
偉人：石井十次、
産業：お茶、工場、商店街
施設：石井記念友愛社、高鍋町役場庁舎、町立高鍋図書館、高鍋農業高等学
校、高鍋農業大学
美しい自然等をスライドで紹介している。

スライド 米沢市企画調整課

50 よねざわと紅花染
「紅花染の歴史」山形の名産品、紅花の加工法から製品までの解説、他の染料
も併せてスライドで紹介している。

スライド 市立米沢図書館

51 とづかやまの古墳
「祖先の生活様式」米沢市のとづか山古墳から我々の先祖の姿、文化を推察す
る、構造、遺骨などから得られる情報の解説。

スライド 米沢市視聴覚教育振興会

52 イバラトミヨの生態
「巣作りをする魚、イバラトミヨ」絶滅危惧種であるイバラトミヨの巣作りから孵化
までを、卵の成長過程を追いながらスライドで解説している。

スライド 成島地区公民館

53 お酒のはなし
「日本酒の出来るまで」我々の住む米沢市は、古くから米作りが盛んであり、清
流も流れている為、質の高い日本酒が作られてきた。秋頃から始まる酒造りを
スライドで解説している。

スライド 米沢市視聴覚センター研究員会

54 しもばしら
「しもばしらの条件」寒くなると現れるしもばしらの出来る条件を、様々な実験で
検証している。

スライド 米沢市視聴覚教育振興会

55 市民憲章　けんちゃんの夢
「市民憲章の持つ意味」街の環境保全などを交えながら、物語形式で、米沢市
市民憲章を解説している。

スライド 高森　努

56 県政ニュース
「県政ニュースまとめ」山形県で行われた、五か年計画での植樹、県無形文化
財の演舞、北海道入植者達の合同結婚式の様子と、その後の入植者たち。

フィルム 山形県

57 湯布院町紀行ー町おこしに学ぶ
「まちおこしの町」大分県湯布院町は、地域の観光資源を大事にし、まちおこし
を成功させている。まちおこし成功の秘訣を、最上地区青年団が学ぶ。

スライド 米沢市企画課

58 草木塔のある風景
「草木塔の持つ意味」草木塔とは、草木の霊を供養するために上杉鷹山公が建
てさせたものだが、真言宗の影響や、山村に殖産の教えを伝えるためのもので
もあった。

0リール NHK H.11

59 万世下組獅子踊り
「梓山の伝統芸能」米沢市梓山に伝わる獅子踊りは一度途絶えてしまった、だ
が地域の有志の力で今日復活した。そのうち、下組に伝わる春日舞の様子。

0リール 下組獅子踊保存会 H.11

60 吹屋敷の子供たち
「地域の輪に守られる子供達」米沢市吹屋敷子供会の活動の様子、季節ごとの
催し。

0リール 視聴覚センター H.11

61 吉良邸討ち入り
「忠臣蔵の検証」忠臣蔵の名で親しまれる有名な事件、吉良の後ろ盾・上杉家
はなぜ何の援助もしなかったのか？当時の状況を再現しながら検証していきま
す。

0リール NHK H.11

62 町の名前が変わるとき
「新しい住所の問題」昭和30年代、町村合併が盛んに行われた後、全国で新し
い町名や住所が出来たが、住民は賛否両論だ。米沢市の例も交え、討論する。

0リール NHK（小嶋弥左衛門氏出演） H.11

63 遊びの中の子供たち 「保育園のあり方」米沢中央保育園の方針、子供たちの様子。 0リール 置賜16mmサークル H.11

64 必見　公民館報つくり No.48と同じ。 スライド 最上教育事務所 H.10

65 平田さんの昔話
十二支のはなし：順位ごとに位をつけると言われ、神様に呼ばれた12匹の動物
達は、それぞれ神様のもとへ向かうが、そのうちのネズミの作戦は・・・

0リール 視聴覚センター H.11

傘地蔵：お爺さんはお婆さんのために町へ御馳走を買いに行くが、途中で雪が
積もったお地蔵さんを見つけ、御馳走を買うお金でお地蔵さんに傘を買ってあげ
た、すると・・・

鳥になった兄：ある所に兄弟が住んでいた、だが兄が病気で倒れてしまい、弟
は兄の為に毎日御馳走を用意するが・・・
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No. 作　　　品　　　名 概　　　　　要
種類

（元データ）
制作者 制作

66 遠藤たけさんの昔話
がまがえるの恩返し：ある所にガマガエルがいた、ある時、子供たちに酷くいじ
められているところを、通りがかった男が助けた、その晩、男の家に娘が宿を求
めてきた・・・

0リール 視聴覚センター H.11

ムジナ退治：昔、小野川と梁沢の間で男が野宿をしていると、ムジナがたくさん
集まってきて、踊り始めた。朝になって小野川の集落に行ってみると・・・

狐昔：昔、高畠のお寺に御ほういん様が向かう途中、道に狐がいたのでほら貝
を吹いて脅かすと、狐はおどろいて逃げていった。そしてその帰り道、急に雨が
降ってきて・・・

猿昔：お爺さんは日照り続きで困っていた、田んぼに雨を降らせてくれたら娘を1
人くれてやるのに、とつぶやくと、それを聞いていた猿がやってきて・・・

67 松井さんの昔話 三枚のお札 0リール 視聴覚センター H.11

68 米沢牛
「米沢牛が出来るまで」置賜地区で飼育されている、米沢牛の育成の様子、競り
の様子、生産の歴史などを生産者にインタビューしている。

0リール 置賜16mmサークル H.11

69 箕づくり 「伝統技能の記録」箕づくりの様子。 0リール 視聴覚センター H.11

70 蓑づくり
「伝統技能の記録」制作に一週間かかるという、本式の蓑づくりの紹介、原材料
（藁、おっかわ）を取り、麻糸で編んでいく様子を詳しく解説している。

0リール 視聴覚センター H.11

71 相良人形
「伝統工芸の復活」米沢市に200年前から伝わる相良人形、戦争で一度は途絶
えてしまったが、七代目相良隆さんの手で復活した。その人形作りの様子。

0リール 米沢市視聴覚教育振興会 H.11

72 近代こけし
「こけしの今と昔」東北発祥の民芸品、こけし。その近代こけしの第一人者、志籐
尚山氏のインタビューと、市内に奉納されているこけし。

0リール 置賜16mmサークル H.11

73 吹屋敷座談会
「地域の輪のはたらき」吹屋敷町内会の座談会、町内会で公民館を建て、町民
の交流に努めている。その構成や計画、企画などを語る。

0リール 視聴覚センター H.11

74 六郷小スキー大会 六郷小学校スキー大会の様子。 0リール 視聴覚センター H.11

75 六郷小教育座談会 六郷小学校の授業参観、教育懇談会の様子。 0リール 視聴覚センター H.11

76 広幡小体力研究発表会 広幡小学校の体力づくり、講演会の様子。 0リール 視聴覚センター H.11

77 万世獅子踊り
「梓山の伝統芸能」米沢市梓山に伝わる獅子踊りは一度途絶えてしまった、だ
が地域の有志の力で今日復活した。そのうち、上組に伝わる鶏徳舞と花吸舞の
様子。

0リール 視聴覚センター H.11

78 祭文語り１
祭文語り、忠臣蔵 赤穂義士伝 堀部安兵衛武庸 お江戸探りの苦心談の様
子。

0リール 視聴覚センター H.11

79 祭文語り２
祭文語り、忠臣蔵 赤穂義士伝 堀部安兵衛武庸 お江戸探りの苦心談 会場
の様子。

0リール 視聴覚センター H.11

80 梓山獅子踊保存会 梓山獅子踊の様子。 8ミリ 梓山獅子踊保存会 H.12

81 綱木の獅子踊り 綱木の獅子踊りの様子 8ミリ 広報よねざわ H.12

82 市役所の内部 旧米沢市役所の様子、民家、雑木のDDT消毒の様子。 8ミリ 市視聴覚教育研究会 H.12

83 昭和天皇皇后行幸啓 昭和天皇皇后　米沢行幸啓。佐藤工場、田村工場、猪俣工場視察の様子。 8ミリ 市視聴覚教育研究会 H.12

84 市公報　おらが田んぼ他
農業建設班合宿訓練の様子、なめこ栽培とますの養殖、北山原キリシタン殉教
地の様子。

8ミリ 広報よねざわ H.12

85 市公報　インターカレッジスキー 第31回全日本学生スキー大会の様子。 8ミリ 市広報課 H.12

86 春の米沢まつり 市制70周年記念　第9回広告仮装行列の様子。 8ミリ H.12

87 七夕まつり 市制70周年記念　七夕まつりの様子。 8ミリ 米沢商工会議所 H.12

88 早稲沢道路引渡式 早稲沢道路引渡式の様子、やまぶどう。 8ミリ 市広報課 H.12

89 市制70周年記念式典
市制70周年記念式典の様子、パレード、演奏会、能、上杉神社、白子神社、遊
園地、北山原、上杉まつりの様子。

8ミリ 市広報課 H.12

90 第14回冬期国体
第14回冬季国体の様子、開会式、複合ジャンプ、純ジャンプ、距離競技、リ
レー、閉会式。雪不足の為、急遽ジャンプ台に雪が集められた、また、皇太子殿
下もスキーを楽しまれた。

8ミリ H.12

91 原子力平和展・国土防衛展 市制施工70周年記念。原子力平和利用展、国土防衛展の様子。 8ミリ H.12

92 ボーイスカウト大会（京都） ボーイスカウト大会の様子。 8ミリ H.12

93 笹野彫
「笹野彫が出来るまで」笹野彫の様子、原材料の切り出しから店頭に並ぶまで
の記録。

8ミリ 視聴覚教育研究会 H.12

94 おすわさま1・2
「諏訪神社のお祭り」川西町の諏訪神社の様子、虫送り、境内清掃、獅子踊、町
民花笠パレード、網打ち。

8ミリ 視聴覚教育振興会 H.12

95 市職運動会 市職員運動会の様子。 8ミリ H.12

96 春の上杉まつり 上杉まつりの様子、花笠、武てい式、上杉行列。 8ミリ 置賜16mmサークル H.12

97 吉池市長告別式 吉池慶太郎市長告別式の様子。 8ミリ H.12

98 富士山 富士山の様子、河口湖、富岳風穴。 8ミリ H.12

99 AVL研修 古川市公民館、視聴覚教材センターを視察。 8ミリ H.12

101 薪能 「謙信公四百年祭」　薪能の様子、鉄砲隊、会場設営、練習風景。 8ミリ 置賜１６ミリサークル H.14

102 上杉の城下町　米沢の史跡
上杉神社、松ヶ岬神社、餐霞館跡、普門院、愛宕神社、笹野観音、笹野一刀
彫、米沢市内各地の上杉縁の石碑などのスライド映像。

スライド 視聴覚センター研究員会 H.14

103 かさじぞう 昔話「かさじぞう」を、めぐみ幼稚園の子供たちと一緒に朗読している。 スライド かきどおし H.14

104 りょうかんさま 昔話「りょうかんさま」を、きく組の園児たちと一緒に朗読している。 スライド かきどおし H.14
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105 朝日連峰の四季
山形県と新潟県の境に位置する朝日連峰、四季それぞれの表情をスライドで紹
介している。

スライド H.14

106 コロボックル

ふきの下に住んでいる神様コロボックルの話「こどものすきなかみさま」を朗読し
ている。
（平成１２年度 全国自作視聴覚教材コンクール最優秀作品賞・文部大臣賞 長
井めぐみ幼稚園　猪俣美喜子）

スライド 長井めぐみ幼稚園　猪俣美喜子 H.14

107 第1回　着物議会
「民族衣装の普及活動」米織PR大作戦、着物市議会。米織のPRの為に、着物
を着用して市議会が開かれた、その様子と、ニュース番組を録画したもの。

0リール H.14

108 米沢有為会　郷土を語る
「米沢有為会の信念」明治22年に創立され、創立90周年を迎えた米沢有為会、
今日までの歩みと、これからの置賜地方の展望について語る。

0リール コマーシャルカット H.14

109 経世済民　上杉鷹山と二宮尊徳

「二人の偉人の比較」滅亡寸前の米沢藩を、徹底した倹約で立て直した上杉鷹
山と、自身の経験、交渉能力を駆使し、全国の農村を立て直した二宮尊徳。そ
れぞれに「理論」と「現実」という異なる主義を唱えた二人から、現代につながる
成功法を学ぶ。

0リール NHK H.14

110 北村山視聴覚センター　お母さんだいすき
「母子のつながり」北村山視聴覚センターで、楯岡小学校の4年生と6年生の作
文や意見を聞き、先生を交えて意見を交換するお母さん達の映像。

0リール 親の目子の目 H.14

111 米沢市赤字解消
先行投資の誤算で28億円の赤字を抱え、再建団体の指定を受けた米沢市が、
当初計画した8年よりも3年早く赤字を解消したニュースの録画。

0リール H.14

112 市広報　No.2　八幡原造成　他

「炎天下にも訓練」消防団訓練の大会の様子。
「公園清掃奉仕」清掃奉仕団体の活動の様子。
「スポーツの秋」市民総合体育大会の様子。
「大峠改修を早く」大峠トンネルの建設を望む同盟会の会議の様子。
「造成進む八幡原」八幡原中核工業団地建設の様子。

0リール 市広報課　視聴覚センター H.14

113 市広報　No.3　岡原荘完成　他

「岡原荘完成」梁沢に出来た岡原荘の様子
「老人ホームへ愛のプレゼント」中央ライオンズクラブの方々によるひばりヶ丘老
人ホームでの無料奉仕の様子。
「僕らの手で・・・緑の少年団」緑の少年団の野外奉仕活動の様子。
「百歳おめでとう安部さん」百歳を迎えた安部ハツさんへ記念品が贈呈された。
「百聞より一見地域めぐり」米沢市の新しく変わっていく姿と、今まで受け継がれ
てきたものを、市民を招いて見学している。

0リール 市広報課　視聴覚センター H.14

114 市広報　No.4　長市長登庁　他

「長市長初登庁」第26代米沢市長　長俊英氏の初登庁の様子、職員への訓示。
「初春のカルタ大会」恒例の新春カルタ大会の様子。
「町内上げてサイト焼き」吹屋敷町で毎年行われているサイト焼きの様子。
「寒風をきってたこ揚げ」三沢西部小学校のたこ揚げの様子。
「県総体スキー」御成山と栗子スキー場で開かれた県総体の様子。
「やまがた東西南北」米沢のごみの出し方についての説明。

0リール 市広報課　視聴覚センター H.14

115 古い校舎よさようなら　南小
校舎を新築した南部小の、古い校舎よ！さようならの会の様子。上杉神社の様
子。

16ミリ H.14

116 天と地と米沢
洛中洛外図、上杉神社、御廟所の様子、稽照殿の宝物。（白黒、音なし）
米沢有為会の集い。（No108と同じ）

16ミリ H.14

117 ぼくら山形原始人
「縄文人体験教室」小中学生たちの縄文生活体験、小野川町でたて穴式住居、
縄文土器作り。

0リール NHK H.14

118 第７回国体「みちのく県下を舞台に」山形・福島会場 第七回国体の様子、聖炎旗リレー、開会式、各競技の様子、閉会式。 16ミリ 読売映画社 H.14

119 みどりのバカンス（県観光ＰＲ）
県観光PR映像、蔵王エコーライン、お釜、蔵王温泉、西吾妻スカイバレー、白布
峠、最上川、出羽三山、五重塔、湯の浜温泉。

16ミリ
提供：山形県
制作：ＶＢＡ/ＹＢＣ

H.14

120 須佐吉徳議長葬儀 須佐吉徳議長葬儀の様子。 16ミリ H.14

121 織物ひとすじ（明治百年フィルム漫歩） 織物工場の様子、織り物の歴史、製品など。 16ミリ （ＴＢＳ／ＹＢＳ）？ H.14

122 伝統の紅花（明治百年フィルム漫歩） 紅花つみ、紅花染めの工程、歴史。 16ミリ （ＴＢＳ／ＹＢＳ）？ H.14

123 若き日の大橋乙羽（明治百年フィルム漫歩）
博文館支配人、大橋乙羽の生涯を追った映像、音羽屋旅館、家族写真、欧米
見聞録、雑誌太陽。

16ミリ （ＴＢＳ／ＹＢＳ）？ H.14

124 米沢興譲館（明治百年フィルム漫歩） 米沢興譲館校舎の様子、上杉神社、文殊堂と聖堂、試験問題集、寄宿舎名簿。 16ミリ （ＴＢＳ／ＹＢＳ）？ H.14

125 市広報
（綱木分校新校舎祝賀会、二中第３０回卒業式 北部小・南部小・塩井小、旧校
舎　西連寺移転工事、都計道路）

16ミリ H.14

126 太平洋戦争　１巻
日本開戦す、空爆の様子、逃げる人々、アメリカ反撃の準備に着手、アメリカの
爆撃機日本本土へ、船への攻撃。

8ミリ 映画商事（株） H.14

127 太平洋戦争　２巻
太平洋戦争の記録、米軍の砲撃、上陸の様子、亡くなった日本兵、アメリカの兵
器工場、山本司令長官の搭乗機撃墜。

8ミリ 映画商事（株） H.14

128 太平洋戦争　３巻 太平洋戦争の記録、捕虜となった日本兵、撃破される潜水艦。 8ミリ 映画商事（株） H.14

129 太平洋戦争　４巻
太平洋戦争の記録、上陸した米軍の攻撃、投降する日本軍、負傷兵の様子、市
街地への爆撃

8ミリ 映画商事（株） H.14

130 太平洋戦争　５巻
太平洋戦争の記録、戦闘機の攻撃、世界初の原子爆弾、長崎に第二弾、終
戦。

8ミリ 映画商事（株） H.14

131 我妻栄先生を迎えて
「勉強の方法」興譲小学校創立90周年記念、東京大学名誉教授 我妻栄先生
の講話の様子、子供のころの話、勉強するときは字引を引く癖をつけましょう。

16ミリ H.14

132 昭和３９年度興譲小学校　春の大運動会 興譲小学校運動会の様子。 8ミリ H.14

133 昭和３９年度興譲小学校　６学年各種行事
野球、鼓笛隊パレード、キャンプ、三沢東部小へ遠足、オリンピック東京大会パ
レード参加、スキー授業。

8ミリ H.14

134 昭和４３年度興譲小学校　卒業式 興譲小学校卒業式の様子。 8ミリ H.14

135 昭和３５年度興譲小学校　修学旅行
興譲小学校修学旅行の様子 宮城球場、松島水族館、遊覧船、工場見学、竹
駒神社。

8ミリ H.14

136 創作紙芝居「白いまくら　赤いまくら」
昔ある所に若い夫婦がいた、ある晩若い男が訪ねてきて、一晩泊めてくれと言
うので承知したが、男の正体は実は鬼だった、鬼は夫婦に「子供をよこせ！」と
言い、困った夫婦はお地蔵様にお願いする・・・

紙芝居
愛宕小学校PTA母親委員会
「くじらぐもの会」おはなしの会

H15
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137 創作紙芝居「へび長者」
昔、遠山に「ごんだゆう」という信心深い若者がいた、ある時、小国の峠を歩いて
いると、美しい娘が声をかけてきた、話を聞いてみると、娘の正体は、峠に古く
から住む蛇だった、蛇はごんだゆうに頼みごとをする・・・

紙芝居
愛宕小学校PTA母親委員会
「くじらぐもの会」おはなしの会

H15

138 創作紙芝居「火祭りワッショイ」
愛宕の火祭りに毎年参加しているよういち君は、あるとき火祭りで、タヌキのお
じさんと出会う。そのタヌキは1200年も生きていると言い、よういち君に昔の話を
語り始めた。

紙芝居
愛宕小学校PTA母親委員会
「くじらぐもの会」おはなしの会

H15

139 創作紙芝居「くじらぐもの会」 「白いまくら赤いまくら」「へび長者」「火祭りワッショイ」 紙芝居
愛宕小学校PTA母親委員会
「くじらぐもの会」おはなしの会

H15 

140 昭和中期　社会科見学 汽車移動
興譲小学校社会科見学、汽車移動の様子、松島動物遊園、松島水族館、遊覧
船、瑞巌寺、海水浴、魚市場。

8ミリ

141 昭和中期　社会科見学2　バス移動 興譲小学校社会科見学、バス移動の様子、青葉城址、仙台駅、山寺駅、 8ミリ

142 映像記録（御廟所、葬儀、野球場等）①
笹野一刀彫の様子、冬の様子、（雪下ろし、かんじき、蓑、そり遊び、千眼寺のも
ちつき）春の上杉公園、上杉祭り、綱木獅子踊り。

16ミリ

143 映像記録（御廟所、葬儀、野球場等）②
御廟所、米沢銀座、米沢市役所、弓道の様子、旧興譲館、機織工場、米沢鯉、
種まき、上杉公園、上杉神社。

16ミリ

144 映像記録（御廟所、葬儀、野球場等）③
第二回吾妻スキー場開きの様子（歌手の青山和子などが参加）御廟所、スキー
場の様子、直江兼続夫妻の墓、鯉の養殖、機織工場。

16ミリ

145 映像記録（御廟所、葬儀、野球場等）④
御廟所、野球の試合、田んぼの草取り、電子工場、機織工場、市役所で使われ
るコンピューター。

16ミリ

146 米沢よいとこ 米沢の紹介番組、天元台、日本酒、芋煮、米沢織、笹野一刀彫、サイト焼き。 16ミリ VBA

147 図書館引越し　さよなら高畠線
市立米沢図書館の置賜総合文化センターへの引越しの様子、廃線となった山
形交通の鉄道路線、高畠線の様子。

16ミリ

148 第23回全国織物物産地競争大会 展示の様子。 16ミリ

149 昭和35年米沢市内

天皇皇后行幸啓の様子、国土緑化大会（上山市大森山）、ゆきわり整肢学園
（上山市）山形県林業指導所（寒河江市）、オリエンタルカーペット（山辺町）、村
尾旅館（上山温泉）、長谷川製紙所（高畠町）、佐藤織物、田村電機、猪俣工業
（米沢市）。

16ミリ

152 雪の米沢 小野川温泉スキー場、白布温泉の様子。 16ミリ 山形県観光協会

156 洛中洛外屏風 国宝、洛中洛外屏風の、細部の場面ごとの映像。 16ミリ

157 スキー大会・松川上杉公園
雪上カルタ大会、雪像作り、町中を走る馬車、上杉公園建設工事の様子、山上
組公民館落成祝賀会、農作業の様子、そば打ちの様子など。

16ミリ

158 空撮映像 空から見た雪山の映像。

159 綱木獅子踊り
綱木獅子踊りの様子、百りと流し、地場廻り、十を七、は歌、一ッはねろや、白
金、かん立ち、向ひでは、流木、

自作No.12と同じ

160 自動車文庫車　アタゴオル納車式 平成12年12月22日アタゴオル納車式の様子、車内の様子。 H12 

161 夕鶴の里 南陽市、夕鶴の里の紹介、昔話や地名のいわれ等。

162 米沢の観光
さくらんぼ、笹野観音、ホタル、花火大会、愛宕の火祭り、温泉、グラススキーの
様子。

163 びっきのぼうさま　サークル夢空間 米沢に伝わる昔話の紙芝居、坊さまになりたいびっきの話。

164 木材と融合する材料を利用した製作題材の研究
「木材と融合する材料」（金属、プラスチック）を使用した制作題材の研究、発表。
「解決思考アプローチの考え方を生かした教育の在り方」
「電子メールを活用した学校での教育相談の在り方」

愛媛県総合教育センター H16

165 皆既日食
平成21年7月22日　午前10:45の皆既日食の映像と写真、置賜総合文化セン
ター屋上で撮影。

H21

166 山形県指定無形民族文化財　万世梓山獅子踊り 万世梓山獅子踊の様子 H19

167 「戦時下の郡山の人々のくらし」
日中戦争当時、郡山は軍都に指定され、飛行場、軍需工場が作られた、また、
郡山は交通の拠点でもあった為、度重なる空襲を受けることとなる。その中で生
きた郡山の人々の生活の様子を解説する。

郡山市視聴覚センター
郡山市教育委員会

168 万世の獅子踊り No.80と同じ。梓山獅子踊の様子。 8ミリ No.80と同じ　梓山獅子踊保存会

169 子供読書推進フォーラム
子供読書推進フォーラムの様子。
読書活動優秀実践校、図書館、団体、個人の表彰の様子。

170 かてもの
上杉鷹山公が記した「かてもの」は、様々な保存方法や、毒のある物の食べ方
など、非常に実践的なものだった。飢饉が続く米沢藩を救った書物、「かてもの」
を詳しく解説している。

市視聴覚センター


