
No. 作　　　　　　品　　　　　　名 概　　　　　要
種類

（元データ）
制作者 制作年 時　　間

1 万世獅子踊り 万世獅子踊の様子（上組） カラー45分

2 空はなぜ青いのか
太陽の光が空を青くしていることを、白色光の性質を調べる事で解説
している。

スライド 山形県 S62 カラー10分

3 みにくいアヒルのこ 折り紙を使った、みにくいアヒルの子の話。 山形県 S41 カラー30分

4 しゃぼん玉
壊れにくいしゃぼん玉を作る実験をスライドで解説している、しゃぼん
液の調合など。

スライド 山形県 S62 カラー15分

5 水の音
水滴が水面に落ちると、なぜ美しい音がするのか？その仕組みを解
説している。

スライド 山形県 S62 カラー15分

6
一の宮会館地鎮祭
　～どん突き～

昭和49年7月14日、一の宮会館のどん突きの様子。本格的な機械化
を迎える前、日本の建物は、のんびりと、どん突きで基礎を固めてい
た、多くは親類や、近所の人の協力で行われていた。

スライド 市視聴覚教育振興会 S62 カラー20分

7 朝顔の花はいつひらく
朝顔の花は何故朝開くのか？開花の様子を他の花と比較しながら解
説している。

スライド 山形県 S62 カラー20分

8 詩人　森　英介
米沢出身の詩人、森英介の生涯を、詠んだ詩や縁の人物と共に辿
る。

市視聴覚センター カラー18分

9 草木塔 No.４と同じ スライド 山形県 S62 カラー15分

10 雨ガエルの変身
雨ガエルの色の変わる仕組みを詳しく説明している、顕微鏡で見た
表皮の変化など。

スライド 山形県 S62 カラー20分

11 大覚院　～大護摩供養～ 大覚院、大護摩供養の様子。 カラー8分

12 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、袖結び

市視聴覚センター カラー40分

13 笹野一刀彫り
米沢の名産、笹野一刀彫の歴史は古く、かつて住んでいたアイヌ民
族の技術から発展したものだった、形を変えて受け継がれる笹野一
刀彫の作品、歴史を、工人、戸田家とともに解説する。

8ミリ 山形県 S62 カラー30分

14 巨岩に挑んだ男達
南陽市岩部山の石切の生活、歴史を、スライドで紹介している。岩部
山の石切場、石切の様子、中川石の使われ方。

スライド 山形県 S62 カラー20分

15 残しておきたい米沢の方言
米沢市の方言は一般的にずうずう弁と呼ばれるものだが、盆地という
こともあり、独特の感じもある。米沢弁の魅力を、地域住民、米沢に
魅せられた方々が語る。

市視聴覚センター研究
員会
市視聴覚教育振興会

カラー25分

16 まほろばの里づくり 高畠町の暮らし、祭りや活動をスライドで紹介している。 スライド
県視聴覚ライブラリー
協議会

S62 カラー17分

17 山里の民俗
南陽市吉野地区は、古くからの習わしを数多く受け継いでおり、地域
の人々の楽しみでもある。一年を通しての様々な伝統行事の風景。

8ミリ 山形県 S62 カラー20分

18 おじいさんの写真帳
米沢と福島を結ぶ板谷街道は、古くから改良、開発が繰り返されてき
ました、現在へ続く鉄道や街道の歴史をスライドで説明している。

スライド
市視聴覚センター研究
員会
市視聴覚教育振興会

カラー20分

19 そろばんはいきている
日本の計算機であるそろばんは、今日でも学校や職場など、様々な
場所でその姿を見ることができる。そろばんの現代での活用の様子。

VHS
市視聴覚センター研究
員会

カラー15分

20 上杉御廟所
謙信公を始め、歴代の上杉家君主が眠る上杉家御廟所、その廟は
それぞれの時代ごとに異なる作りをしており、その特徴から時代背景
を推察することができる。

スライド カラー14分

21 すききらいしないでなんでも食べましょう
子どもが健康に育つためには正しい食事が不可欠だ、どんな食事を
すればいいのか解説している。

スライド 市小学校給食研究部 カラー12分

22 ぎょうぎのよい食べ方 行儀のよい給食の準備、食べ方の解説。 スライド 市小学校給食研究部 カラー12分

23 給食ができるまで 給食を作る調理師や、それに関わる業者の仕事の様子。 スライド 市小学校給食研究部 カラー15分

24 協議ガイド「弓道」 べにばな国体に伴い、弓道のルールの説明。 VHS 市企画部広報課 カラー6分

25 はし　～食生活とはしの持ち方～
はしの正しい使い方は、幼児期から習得させたほうが良い、練習する
子供達の様子。

VHS
市視聴覚センター
研究員会

カラー10分

26 上杉公園で育ったオシドリ達 上杉公園で子育てをするオシドリと、雛の成長の様子。 VHS
米沢市ビデオトリ
鈴木　雅智・斎藤　順一

カラー21分

27 ふるさとのトンボ歳時記 置賜地方に住む、約50種類のトンボの映像。 VHS 小形　義和 カラー22分

28 こんにちは　図書館です 図書館の利用案内。　図書館の業務についての解説。 VHS 市視聴覚センター カラー15分

29 雪菜 雪菜ができるまでの様子。雪菜ふすべ漬け。 VHS カラー20分

30 ようこそ文化センターへ 置賜総合文化センター、館内の紹介、業務の様子。 VHS
市視聴覚センター
市教育研究所

カラー16分

31 二つのタイプのオスを持つトンボ　ヒガシカワトンボの不思議
二種類のオスがいる珍しいトンボ、ヒガシカワトンボの生態、羽の色
が橙のものと透明といるが、それぞれ異なる習性がある。

VHS 小形　義和 H9 カラー13分

32 道徳郷土資料　ふるさと米沢の心　荒地を美田に
米沢の松川から北条郷を流れる黒井堰は、当時災害や借金で苦し
んでいた米沢藩を救った。黒井藩四郎とはどんな人物だったのか、
黒井堰の大工事と共に解説している。

VHS
市教育研究所
道徳研究委員会
米沢視聴覚センター

カラー15分

33
道徳郷土資料　ふるさと米沢の心　吾妻の白猿をもとめて
はつこ

吾妻の白猿に魅せられて、西吾妻山へ通いつめた、故・遠藤先生、
その写真や周りの人々、白猿の様子。

VHS
市教育研究所
道徳研究委員会
米沢視聴覚センター

H8.9 カラー15分

34
道徳郷土資料　ふるさと米沢の心
天然痘をなくせ

２００年前に米沢で大流行した天然痘を、郷土の医師「伊藤昇迪」が
進めた種痘によりなくした話。

VHS 市視聴覚センター 13分

35 田沢の自然を生かした体験事業
米沢の田沢地区で行われている「山の学校」の成り立ちと、ふるさと
発見事業の様子。

スライド カラー13分

36
黒い上流
～最上川から見た自然環境～

米沢市を源流として流れる最上川、その流れは一見きれいに見える
が、その実態は、上流の汚れた水が、下流に入るきれいな水で希釈
されているのが現状だ。環境保全の重要さを解説している。

VHS
山形県立女子短期大学
社会情報学科　香取研
究室

カラー12分

自作教育教材（保存用ビデオテープあり）
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37 みちのく米沢の名称
米沢市には歴史的な名勝が数多くある、その歴史の解説と風景の様
子。

VHS カラー21分

38
みちのくファッション物語
　～街とわたしのステキな関係～

米沢は2つの大学を有し、学園都市とも呼ばれ、他地域より比較的若
者の多い地域だ。その米沢に足りないものや、希望を若者にアン
ケートしている

VHS カラー11分

39
東北自然歩道「新奥の細道」
　草木塔を訪ねる道を歩く

米沢市田沢地区にある草木塔という草木の供養塔を訪ね、豊かな自
然や、住民と触れ合いながら歩く。

VHS カラー20分

40
わたしたちの米沢市
　よねざわのおりものの工場をたずねて

上杉鷹山が基幹産業として勧めた米沢織物の工場を訪ね米沢織物
ができるまでを紹介したもの

VHS 市視聴覚センター H10 15分

40
わたしたちの米沢市
　農家の仕事を調べる

農家の人たちはどのような仕事をしているのか、米作り農家を訪ねて
米ができるまでを紹介したもの

VHS 市視聴覚センター H10 9分

40
わたしたちの米沢市
　りんごづくりの農家

りんごができるまで舘山地区の農家を紹介したもの VHS 市視聴覚センター H10 9分

40
わたしたちの米沢市
　学校や市のうつりかわりをみてみよう

学校や米沢市の様子のうつりかわりを紹介したもの VHS 市視聴覚センター H10 8分

40
わたしたちの米沢市
たんけんぼくらのまち米沢

米沢市内の様子を紹介したもの VHS 市視聴覚センター H10 7分

40 わたしたちの米沢市（まとめ）
よねざわのおりものの工場をたずねて～たんけんぼくらのまち米沢
ようこそ文化センターへ

VHS 市視聴覚センター H10 60分

41 小野川の豆もやし
米沢市にある小野川温泉では、余り湯を活用して、豆もやしを栽培し
ている。現在に受け継がれる名産品の作り方の解説と、条件を変え
た実験の様子。

VHS 福寿草 カラー15分

42 チョウセンアカシジミ
日本では岩手県、山形県、新潟県の一部でしか確認されていない
蝶、チョウセンアカシジミ、昭和52年、県の天然記念物に指定された
この珍しい蝶の生態を解説している。

VHS 三須　秀一 カラー15分

43 雪菜 米沢の名産、雪菜農家の一年の様子。雪菜を使った料理の紹介。 VHS
市視聴覚センター
研究員

H8 カラー13分

44 田植地蔵尊 米沢市万世地区の田植地蔵尊の様子。普門院の紫橙護摩の様子。 VHS 置賜16ミリサークル H5 カラー13分

45 でろれん祭文を聞く
ほら貝と錫杖で調子をとって、一つの物語を語る祭文語りの様子。
語り：万世町片子の横山しちろうさん。
演題：赤穂義士伝　堀部安兵衛武庸　お江戸さぐりの苦心談。

VHS カラー23分

46 梓山獅子踊
昭和31年11月3日に行われた梓山獅子踊上組の様子。祭りの流れや
習わし、踊りの特徴を詳しく解説している。

8ミリ 梓山上組獅子踊保存会 白黒15分

47 文人・画人が訪れた町
大石田町には、松尾芭蕉を始め、正岡子規や斎藤茂吉といった文
人、歌人、画家などの芸術家が訪れた。その足跡をたどり、詩や絵、
縁の場所を紹介する。

VHS

48 カブトエビのふしぎ
ある時、カブトエビの新聞記事を読み、早速カブトエビを見てみたいと
考え、生息している南陽市にある田を訪ねてみた。 VHS 小形　義和 H.14/1

10分35秒
4分35秒

49 水辺の宝石　トンボが飛びかうふるさとの風景
このビデオテープは、「山形デジタル映像アーカイブ・第4回ビデオ映
像コンテスト」に応募した作品（5分、最高作品賞受賞）を、時間を少し
長くし見やすくしたものです。

VHS 小形　義和 H.14/12 6分30秒

50 オニグモの網はり
毎日新しい巣を作る蜘蛛、オニグモの網はりの様子を、説明しながら
完成までを追っていく、糸を張る順番や、足の使い方など。

VHS
撮影・編集：縮　文夫
ナレーション：梅津　郁子

13分19秒

51 モリアオガエルの誕生
　モリアオガエルは、水のきれいな所にしか生息しない。天然記念物
に指定され、大切に保護している所もあるが、その生態はわかってい
ない。

VHS
著作・撮影・編集：縮　文
夫
ナレーション：後藤　京子

9分

52 残したい地域の産業　匠の鎌づくり
米沢打ち刃物の伝統を守る、三次郎鎌二代目　佐藤修三氏による、
鎌づくりの様子。

VHS
撮影・編集：縮　文夫
ナレーション：後藤　京子

H.19 10分22秒

53 心筋梗塞　体験者が語る生還への道
心筋梗塞を発症し、特殊な体質のおかげで無事生還した患者が、体
験談をまじえて詳しい症状、対処法、術後の過ごし方などを語る。

VHS アトリエはとり 13分

54 城下町米沢　～直江兼続の城下町づくりと史跡を訪ねて～
かつて上杉藩の中興の祖と言われ、城下町作りや開拓など、藩の運
営に大きく貢献した直江兼続公の人物像を、資料文献、記した書をも
とに明らかにする。

VHS 市視聴覚センター 16分

55 ふるさとで生きる白猿たち
吾妻山で、1938年に最初の白猿が発見されてから2008年まで、18頭
の白猿が発見されている。しかし近年の開発によって人と猿の距離
が近くなったことで、猿との関わり方を考えなる必要も出てきた。

VHS
撮影・編集：縮　文夫
ナレーション：後藤　京子

11分

56
米沢施設めぐり
　　　　　　市役所・消防署編

市役所の組織と各部・課の仕事の内容を紹介したもの VHS 市視聴覚センター H11 15分

57
米沢施設めぐり
　　　　　　水道・下水道編

浄水処理場・下水処理場の仕事を紹介したもの VHS 市視聴覚センター H11 11分

58 城下町米沢 直江兼続の城下町づくりを史跡を訪ねて紹介したもの VHS 市視聴覚センター H12 17分

59 米沢のうこぎ
上杉鷹山が奨励し、今なお米沢に生きづいているうこぎについて紹
介したもの

VHS 市視聴覚センター H13 22分

60 米沢鯉
上杉鷹山が奨励し、今なお伝統的な米沢の味として生きづいている
米沢鯉について紹介したもの

VHS 市視聴覚センター H15 15分

鷹山公と平洲先生
上杉鷹山公の師である細井平洲先生の生誕地・愛知県東海市で作
られた紙芝居をＣＤ－Ｒ化したもの

市視聴覚センター Ｈ16 13分

61 鷹山公と平洲先生(動画化)
上杉鷹山公の師である細井平洲先生の生誕地・愛知県東海市で作
られた紙芝居を映像化したもの

紙芝居 市視聴覚センター H19 15分

63 米沢牛
米沢牛が有名になったきっかけから、米沢牛の飼育、料理、現状まで
を紹介したもの

VHS 市視聴覚センター Ｈ16 16分

64 直江兼続の町づくり 直江兼続のまちづくりや治水事業を紹介したもの VHS 市視聴覚センター H18 13分

65
小学生向け　「米沢における直江兼続の足跡」
かねたんと見てみよう！ぼくたちわたしたちのまち「米沢」

上杉謙信、景勝に仕え、城下町米沢の礎を築いた直江兼続の功績を
「天地人」マスコットかねたんが道先案内の役を務め紹介したもの

DVD 市視聴覚センター H20 12分

66 織物の町　米沢
古来から米沢織の手法を守り続ける人と機械化された現在の米沢織
に従事している人を通して、米沢が日本の織物の産地であることを紹
介したもの

DVD 市視聴覚センター H21 15分

67
ものづくりのまち米沢から世界へ
～有機ELの魅力～

有機ELの研究開発が世界に先駆けて、ここ米沢市で盛んに行われ
ている。世界的な発明が米沢市から発信されていることを紹介したも
の（小学校高学年向け）

DVD 市視聴覚センター H22 15分

68
目の前のことを一生懸命
～皆川睦雄ものがたり～

平成24年度米沢市視聴覚センター地域映像資料
米沢出身のプロ野球選手　皆川睦雄氏をについて、友人たちのイン
タビューを交えて。

DVD 市視聴覚センター H24 15分
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69 文化財でたどる米沢
平成25年度米沢市視聴覚センター地域映像資料
米沢の文化財（史跡）について、簡単にまとめている。

DVD 市視聴覚センター H25 18分

70 地域映像資料１

・ふるさと米沢の心　荒地を美田に
・ふるさと米沢の心　天然痘をなくせ
・たんけん！ぼくらのまち米沢
・よねざわおりものの工場をたずねてみよう
・りんごづくりの農家をたずねて
・農家のしごとを調べる
・わたしたちのくらしのうつりかわり
・米沢施設めぐり　市役所編
・米沢施設めぐり　消防署編
・米沢施設めぐり　　水道・下水道編

約1時間37分24秒 市視聴覚センター

71 地域映像資料２
・城下町米沢
・米沢のうこぎ
・米沢鯉

約57分17秒 市視聴覚センター

72 かみのやま　かせ鳥

平成２２年度　全国自作視聴覚教材コンクール優秀賞
約380年も前から小正月（こしょうがつ）に伝わる、火伏せと商売繁盛
を願う民俗行事）「奇習（きしゅう）かせ鳥」。その由来とは・・・切り絵
のモノクロの世界をお楽しみください。

DVD 上山昔ばなし切り絵の会(上山)H22

73 おおかみ石

平成２３年度　全国自作視聴覚教材コンクール優秀賞
上山市金瓶地区に点在する大きな石の一つ「おおかみ石」にまつわ
る伝説をもとにしています。近辺は江戸時代の参勤交代の道でもあ
り、最上義光が庭石として使うことを断念したとも伝えられています。

DVD 上山昔ばなし切り絵の会(上山)H23

74 トカチカ八兵衛

平成２６年度　全国自作視聴覚教材コンクール入選
あわてんぼうで落ち着きがなく、トカチカ（うっかり）八兵衛と言われて
いる男が羽黒山参りに行く。賽銭箱にお金を全部入れてしまったり
と、きょうも大失敗が続き…。
語りとして伝わっている民話を紙芝居にすることで、読み聞かせに活
用できるようにしました。方言（庄内弁）に親しむ機会になれば幸いで
す。

DVD 八幡よみきかせ隊（酒田市） H26

75 伝統工芸　深山和紙
平成２６年度　全国自作視聴覚教材コンクール　文部科学大臣賞
白鷹町に伝わる和紙作りの技術。

DVD 羽鳥　允祥（米沢市） H26

76 ばあちゃんの紅ほしがき

平成２４年度　全国自作視聴覚教材コンクール入選
蔵王山の麓の上山、山形には紅柿という干し柿を作る柿の木があ
る。
なりっぱなしの柿の実を無駄にしないよう干し柿を作り、子どもたちに
伝統食文化を伝える、それを紙芝居にしました。

DVD 折原　由美子（山形市） H24

77 ないしょ話

平成２４年度　全国自作視聴覚教材コンクール優秀賞
童謡「ないしょ話」が、南陽市で生まれた「結城よしを」が作詞したこと
はあまり知られていない。「結城よしを」の生まれ、そして育った地を
訪ねながら、「結城よしを」の生きてきた２４年間と「ないしょ話」に込め
られた思いを探ります。

DVD 南陽８ミリクラブ(南陽市） H24

78 春雨
ハルサメ

庵
アン

の澤
タク

庵
アン

和尚
オショウ

平成２５年度　全国自作視聴覚教材コンクール優秀賞
上山には高僧澤庵和尚の人間性を物語る逸話が語り伝えられてい
ます。そのお話を紙芝居で表現しています。

DVD 上山昔ばなし切り絵の会(上山)H25

79 さっちゃんのコスモス

平成２５年度　全国自作視聴覚教材コンクール優秀賞
少子化に伴い、学校も統廃合せざるを得なくなっている現在、子ども
達や地域の人々の心をつなぎたいという思いから、、コスモスをキー
ワードに釜渕駅・大滝駅・及位駅をつなぐ、時代を超えたストーリーで
す。

DVD ２０１２さっちゃんとコスモス制作委員会（真室川町）H25

80 鳴く虫のふしぎ
平成２６年度　山形県自作視聴覚教材コンクール　最優秀賞
スズムシ、コオロギなどの鳴く虫について映像で教えてくれる理科教
材。

DVD 小形　義和（米沢市） H26

81 伝統工芸　白鷹板締小絣
平成28年度全国自作視聴覚教材コンクール　社会教育部門優秀賞
作品

DVD 羽鳥　允祥（米沢市） 2016 18分30秒

82 飯豊町中津川菅笠作り
平成28年度全国自作視聴覚教材コンクール　社会教育部門文部科
学大臣賞＜最優秀賞＞作品

DVD 飯豊町教育委員会 2016

83
見て学んで考えるWEB教材　キッズ介護教材
長寿大国を探検しよう

高齢者の介助の方法や介護のお手伝いを、楽しく分かりやすく学ぶ DVD 全国視聴覚教育連盟 2016

84
『森は私たちの先生-村山市・ふるさと教育の森-』
『鮭川歌舞伎～受け継がれる伝統の技～』

平成29年度全国自作視聴覚教材コンクール　中学校部門優秀賞作
品
及び　社会教育部門優秀賞作品

DVD
北村山視聴覚センター
石川　麻衣子（鮭川村） 2017

85 紙しばい　遊佐町のアマハゲ 令和元年度全国自作視聴覚教材コンクール　社会教育部門　優秀賞 DVD
みわの会と多機能型通
所施設ゆうとびい

2019

86

『地域文化の継承を目指して～尾花沢まつりばやし～』
『学校紹介ビデオ　「荘内最高！荘内さ行こう！」』
『鍋掛松～芋煮会発祥物語』
『鍛冶屋と法印とコンニャク屋の地獄ゆき』
『熊わな「オオモノビラ」の復元－小玉川マタギの技と知恵－』
『山形のsoul food芋煮！～我が家の芋煮事情～』

令和元年度　第６９回　山形県自作視聴覚教材コンクール最優秀作
品

DVD 山形県教育委員会 2020


