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S001 知ろう学ぼう考えよう地球温暖化 82分52秒 温暖化防止のための環境学習教材 2002 環境省

Z004
未来を拓く環境研究
―持続可能な社会をつくる―

186分 2007年公開シンポジウムの様子。 2007
（独）

国立環境研究所

Z005
わたしにもできること
たとえばこんなエコライフ

72分
ストップ温暖化センターあおもり（青森県）企画製作　作品。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。

2008
青森県地球温暖化防
止活動推進センター

Z006 地球温暖化シミュレーション 18分10秒
スーパーコンピューター「地球シミュレーター」で計算された予測に
基づく、温暖化する地球のシミュレーション映像とその見方を、CＧ・
写真・グラフを使って分かりやすく解説した映像。

不明
チーム・マイナス6%

（環境省）

Z008
ストップ温暖化　一村一品大作戦
全国大会2008

27分 全国大会2008（2008/03/16　BS-iにて放送の内容） 2008
環境省
BS-i

Z009 かれんと不思議の森 17分
東京に住む小学6年正の少女、かれんを通して、自然の仕組みや温暖化
対策についての教材。

2008
オール東京62

市区町村共同事業

Z010
上智大学講演会
「温暖化防止と人類文明の存続」

78分
2008/06/06（金）上智大学にて開催された、アース・ポリシー研究所
所長レスター・ブラウン氏の講演会。

2008
イカリ消毒㈱

環境文化創造研究所

Z011
地球温暖化
今、私たちにできること

122分
地球温暖化を理解するための映像やデータが収められており、それぞ
れのセクションやダイジェストはさらにいくつかのチャプターに分か
れています。（本編100分、ダイジェスト22分）

2008
環境省

㈱NHKｴﾝﾀｰﾌﾟﾗｲｽﾞ

Z013 公開シンポジウム2008 230分
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

2008
独立行政法人

国立環境研究所

Z014
ストップ温暖化　一村一品大作戦
全国大会2009

46分
2009年2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
2009」に参加した47都道府県代表のプレゼンテーションの模様を紹
介。（BSデジタル全国無料放送BS-iにて2009年3月17日放送）

2009 BS-i

Z015 あかりが未来を変える 70分
環境省が主催した省エネ照明デザインモデル事業に選定された12企業
の取り組みを中心に、省エネ照明デザインのこれからを考える番組。
（BSデジタル全国無料放送BS-iにて2009年3月26日放送）

2009 BS-i

Z016
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

地球環境や自然保護をテーマとした「地球温暖化の目撃者－岩合光昭
スペシャル」数十年に渡り、野生動物を撮影し続けてきた動物写真家
岩合光昭の視点で捉えた地球の今の姿を、写真と映像を通じて伝えて
いきます。

2009 OLYMPUS

Z017
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～

17分

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・・・。現代に戻り、温暖化防
止に向けた環境アクションにチャレンジし始めるというストーリ－で
す。全編アニメで楽しみながら温暖化問題への理解を深めていただけ
る内容です。

2010 環境省
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Z018 省エネ照明と暮らしのあかり 84分

身近にできる省エネ対策のひとつ”あかり”の見直し。環境省の「省
エネ照明デザインモデル」に認定された、照明の導入によるCO2排出量
の削減と魅力的な空間創りを両立した省エネ照明の多用な導入手法を
紹介。

2010
環境省（チャレンジ
25キャンペーン）

Z019
見直そう わたしたちのくらし
～地球温暖化防止に向けた取組、始まっています。
～

37分

本編は三部構成になっており、第一部では日本が受ける温暖化の影響
についてクイズ形式で解説し、第二部ではエコ対策について身近な題
材を取り上げてドラマ形式で紹介しています。
第三部では事例紹介として4団体の省エネの取り組みをご覧いただけま
す。

2011
環境省（チャレンジ
25キャンペーン）

Z020
気候変動への挑戦
～動き出した世界と日本～

132分
地球温暖化問題について分かりやすく解説されており、ダイジェスト
版の他、現状や対策、日本や世界の取組といった分野ごとの動画で構
成されております。　（本編118分、ダイジェスト14分）

2016 環境省

T001
ＮＨＫ 地球と環境Ⅱ
地球温暖化・オゾン層の破壊

29分

人間のさまざまな活動によって排出される温室効果ガスによる地球温
暖化は、海水面の上昇や生態系の破壊など地球規模での深刻な問題を
引き起こしている事例を紹介。また、フロンなどの化学物質で生じる
オゾン層の破壊が、人間やその他の動物にどのような影響を及ぼすの
か、その対策を含めて解説する。

2008 東京書籍

T002 ＮＨＫ 地球と環境Ⅱ　大気汚染 28分

自動車の排出ガスや工場から出る煙などに含まれる窒素酸化物や硫黄
酸化物は、風に乗って国境を越え、広範囲に影響を及ぼす大きな環境
問題となっている。大気汚染の原因と影響、そしてその対策を紹介す
る。

2008 東京書籍

T003
ＮＨＫ 地球と環境Ⅱ
水質汚染・海洋汚染

34分

水質汚染の原因はタンカーの事故による油の流出や、工場排水にとど
まらず、私たちの家庭から出る生活排水やごみの投棄は、河川や海洋
の汚染と密接に結びついている。干潟の保護などを含め、「すべての
生命に必要な水と水辺の環境を守るにはどうしたらいいのか。」その
取り組みを紹介する。

2008 東京書籍

T004
ＮＨＫ 地球と環境Ⅱ
 自然環境の破壊

29分

永久凍土の融解や熱帯林伐採などによる森林破壊、地球温暖化の影響
による砂漠化など、地球環境がどんどん破壊されている現状を紹介。
さらに自然環境の変化や人間の介在により絶滅の危機にある野生生物
の現状や、外来種の移入による生態系のかく乱などの問題とその対策
を取り上げる。

2008 東京書籍

T005
ＮＨＫ 地球と環境Ⅱ
化学物質と環境

25分

食べ物から工業製品まで、私たちの身のまわりにあふれる物には多く
の化学物質が使われている。化学物質が私たちの体に与える影響を、
過去の事例や最新の研究などで分りやすく紹介し、安全で健康な暮ら
しをおくるためにも、化学物質に対する知識を高める必要性を説く。

2008 東京書籍
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T006
NHK　地球と環境Ⅱ
ごみ・リサイクル

28分

私たちが生活するうえで必ず出るごみ。家庭から出る一般廃棄物と産
業廃棄物を合わせると日本全体で年間およそ5億トンにもなり、ごみ処
分場問題など自然に多大な負荷を与えている。廃棄物ゼロへの取り組
みや、リユース、リサイクルなど、さまざまなごみ減量への取り組み
を紹介する。

2008 東京書籍

T007 ＮＨＫスペシャル　「気候大異変」 103分

アメリカ南部に米災害史上最悪の被害をもたらした巨大ハリケーン・
カトリーナ、そしてアマゾン川を干上がらせた記録的な大渇水・・今
後、地球の温暖化が進めば一体何が起こるのか。作品では、科学者た
ちが、未来の予兆ともいえる気候異変の現場をルポルタージュしなが
ら、最新のシュミレーション研究をもとに、今後100年の温暖化した世
界を描き出す。

2006 NHKエンタープライズ

T008
ＮＨＫスペシャル
「東京湾　大都会の知られざる海」

49分

沿岸の河川から約3000万人の生活排水が注ぐ大都会の海、東京湾。か
つて水質悪化で“死の海”とまでいわれたが、今その水面下には驚く
ほど多くの生き物の営みがある。最新の潜水撮影技術を駆使し、大都
会と隣り合う東京湾の知られざる生きものの世界をつぶさに取材。人
と自然のかかわりをダイナミックに描く。

2008 NHKエンタープライズ

T009
ＮＨＫスペシャル
「海　知られざる世界
　第8集 奇跡のバランスが崩れるとき」

48分

いま、世界中の研究機関が「海と地球環境との関わり」を探り始めて
いる。つまり地球温暖化により海の環境が変わり、それに伴ってプラ
ンクトンの種類が変化を始めたとき、私たちはかつて体験したことの
ない異常気象に巻き込まれるかもしれない。地球環境をどう守るかと
いう視点から「海」を考える。

2008 NHKエンタープライズ

T010 ＮＨＫ　映像誌　里山 50分

夏の棚田に強い日差しが照りつける－やさしい、そしてどこかなつか
しい風景。滋賀県・琵琶湖畔には、日本古来から続く豊かな「里山」
が残っています。そこには、日本人のこころの原風景ともいえる景色
が広がっています。あなたも、あのなつかしい風景を旅してみません
か？

2001 NHKソフトウェア

T011 ＮＨＫ　映像誌　里山Ⅱ
本編49分
特典映像

29分

覚えていますか、水辺で夢中になって遊んだ、少年時代のあの日のと
きめきを－。滋賀県・琵琶湖畔には、水と深く関わった昔ながらの
人々の暮らしがあります。人と自然が織り成す、命きらめく水の里の1
年を見つめます。

2004 NHKソフトウェア

T012
プロフェッショナル　仕事の流儀
　第６期　燃料電池車開発　藤本幸人の仕事

本編47分
特典映像

34分

走行中、排出するのは水のみ。水素を使って動く「燃料電池車」は、
未来の車だ。その開発を率いる、自動車メーカーの技術者・藤本幸人
（52歳）。極秘の開発現場で、初めてカメラ取材が許された。藤本は
部下に突き抜けた“思い”を求める。それこそが、夢を実現する原動
力だからだ。技術者のドラマに密着。

2010 NHKエンタープライズ

T013
テレビ朝日
「素敵な宇宙船　地球号10周年特別選」1

67分

私たちが暮らしている地球が、大宇宙に漂っているひとつの宇宙船だ
としたら、1997年の放送開始から10年、地球を取り巻く環境はどう変
わったのでしょうか。シリーズ1作目、10周年スペシャル、vol1チエテ
河の奇跡、vol2進化に異変!?ガラパゴスの危機、vol3ベンガル湾に消
えゆく島。

2008 ワーナーホームビデオ
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T014
テレビ朝日
「素敵な宇宙船　地球号10周年特別選」2

45分
そして私たち人間は地球に対して何をしてきたのでしょうか。シリー
ズ2作目、vol4棄てられた海・・・アラル海、vol5ソウルの奇跡～よみ
がえった大都会の清流～

2008 ワーナーホームビデオ

T015
テレビ朝日
「素敵な宇宙船　地球号10周年特別選」3

67分

この“宇宙船地球号”の乗組員である私たちひとりひとりが考え、そ
して出来ること、それは・・・。大都会ドブ川の奇跡、vol1～“カワ
セミ”“メダカ”大作戦～、vol2～よみがえれ水遊びの川大作戦～、
vol3～魔法の浄化アイテム!?大作戦～

2008 ワーナーホームビデオ

T016 The　11th　Hour
本編92分
特典映像

89分

人類は今、存亡の危機（イレブンス・アワー）にある。方向を転換
し、地球規模での生態系の崩壊を食い止めなければ、もはや後がな
い。我々はどこにいて、どこへ向かうのか。そしてどうすれば変われ
るのか。この問いに、製作とナレーターを務めた俳優のレオナルド・
ディカプリオが、緊迫感と変化に富んだ視点を与えてくれる。

2007 ワーナーホームビデオ

T017
バーゼル・アクション・ネットワーク
日本語版 「危害の輸出：アジアで処分されるハイ
テクごみ」

23分

2002年に、アメリカのNGO、バーゼル・アクション・ネットワーク
（BAN）が、初めて世界中に地球規模の電子廃棄物の問題を紹介しまし
た。このフィルムは、有害電子廃棄物の安くて汚い“リサイクリン
グ”によってもたらされる職業上及び上の危険性に光を当て、現代の
ハイテク革命によって引き起こされる世界の環境正義の問題に目を向
けています。

2002
化学物質問題
市民研究会

T018
地球温暖化防止・省ＣＯ２型都市づくり
エネルギーの面的利用に貢献する地域冷暖房　改訂
版

17分

複数の施設、建物への効率的なエネルギー供給を行う。“エネルギー
の面的利用”に貢献する地域冷暖房を導入することにより地球温暖化
防止の原因となる二酸化炭素（CO2）排出量の削減から期待できます。
このDVDは地域冷暖房のしくみ、メリットについて解説します。

2009
社団法人

日本熱供給事業協会

T019 みんなで考えよう　地球環境問題 35分

環境学習用教材として、「地球環境レポート」、「地球環境基金のし
くみ」、及び「資料編」で成り立ってます。野生生物をまもる・森林
をまもる・きれいな大気と水・地球の温暖化を防ごう・みんなで作る
循環型社会等幅広く地球環境のレポートを上げています。

2008
独立行政法人

環境再生保全機構

T020
日本列島～奇跡の大自然
第１集　森　大地をつつむ緑の物語
第２集　海　豊かな命の物語

第1集
73分＋
特典20分
第2集
58分＋
特典25分

ふだんあたりまえのように思っている日本の自然は、実は世界に類を
見ない貴重な物です。地球の陸地のわずか400分の1という小さな中
に、これほど多様な自然が詰まっている国は、世界中探しても他にあ
りません。ダイナミックな列島の表情、季節のうつろい、動物たちの
一瞬の表情など、3年がかりで撮影した映像で、日本の自然の姿を描き
ます。

2011 NHKエンタープライズ
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T021

最後の楽園～ｈｏｔ ｓｐｏｔｓ
1.プロローグ「地球・生命の物語」
　マダガスカル「太古の生命が宿る島」
　ブラジル、セラード「光る大地の謎」
2.オーストラリア「不毛の大地に生まれた"奇跡"」
　ニュージーランド「飛べない鳥たちの王国」
　東アフリカ、神秘の古代湖「怪魚たちの大進化」
3.日本「私たちの奇跡の島」

１.189分
２.147分
３.49分
＋特典89
分

地球には、絶滅のおそれがある、珍しい生きものが集中している場所
がある。“ホットスポット”と呼ばれる地域だ。独自の進化を遂げ
た、絶滅のおそれのある、珍しい哺乳類、鳥類、両生類の75％が集中
している。生きものたちにとってはまさに「最後の楽園」だ。なぜ、
その命は地球の限られた所で輝いているのか？　そこには、さまざま
な奇跡と偶然が引き起こした知られざる進化のドラマがある。見たこ
ともない神秘的な光景、生き物たちの驚きの映像の数々・・・最先端
の特撮技術を駆使し、「最後の楽園」で繰り広げられる大自然の営み
と進化の不思議、尊い生命のきらめきを壮大なスケールで描きだす。

2011 NHKエンタープライズ

T022 東京の自然環境 28分

東京都は世界的に有数の大都市である一方、多様な緑を有していま
す。より快適で質の高い都市環境を創出するためには、緑の減少を食
い止め、豊かな緑と水の空間を再生し、都市の風格と魅力を向上させ
て行く必要があります。
そのために都は2012年に「緑施策の新展開～生物多様性の保全に向け
た基本戦略～」を策定し、様々な取組みを展開しています。
本DVDでは、現在の緑施策についての取組みを【利用する】【まもる】
【つくる】の3つのテーマに分けて紹介します。

2012 東京都環境局

T023
Tokyo's Natural Environment
(東京の自然環境)

27分55秒

Though it is one of the world's largest metropolises, Tokyo is
home to abundant and wide-ranging natural beauty. In order to
create a comfortable, high-quality urban environment, Tokyo
must halt to decline of its greenery, revive areas of rich
green and water, and work to improve the city's quality and
attractiveness.
For these reasons, the Tokyo Metropolitan Government has
formulated its “Green Plan 2012;City Biodiversity Strategy
"and is hard is at work on a variety of initiatives. This DVD
will take a closer look at efforts in the three categories of
the Green Plan:Harness,Conserve,and Create.

2012 東京都環境局

T024 東京都における環境行政の歴史 22分

東京都は、八都県市連携によるディーゼル車の走行規制や、業務部門
をも対象とする世界初のキャップ＆トレード制度の導入など、国に行
置いては実現できない、先駆的な環境政策を導入してきました。この
映像では、東京都における環境行政の歴史をご紹介します。

2013 東京都環境局
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T025
History of Tokyo Metropolitan Government
Environmental Policy
(東京都における環境行政の歴史)

21分55秒

The Tokyo Metropolitan Government has adopted number of leading
environmental policies, including regulations on diesel vehicle
emissions and the world's first Cap and Trade Program, that
have not yet been introduced on a national level.
With municipal policies that have led the way for Japan's
administrative actions on the environment, the TMG has clearly
played a pioneering role.
This video offers an overview of the history of TMG
environmental policies and the difficulties that have been
overcome throughout the years.

2013 東京都環境局

T026 東京都の大気汚染対策 22分44秒

今、東京には、青空が広がっています。しかし、かつては深刻な大気
汚染に直面していました。都は、全国に先駆けた「工場公害防止条例
（1949年）」の制定を皮切りに、東京電力との公害防止に関する覚書
の締結、ディーゼル車対策など、我が国の環境行政を先導する様々な
施策を展開してきました。このＤＶＤでは、これらの取組と成果、今
後の課題についてご紹介します。

2013 東京都環境局

T027
TMG Measures and Achievements in Improving Air
Quality
(東京の大気汚染対策）

22分44秒

Today,a blue sky can be seen in Tokyo. But, at one time,Tokyo
faced a severe pollution problem.
Tokyo has carried out various measures,such as enacting
“Industrial pollution ordinance(1949)"and regulation for
diesel vehicles,and signing memorandum with Tokyo Electric
Power Company on pollution control,taking the leading role for
Japan's environmental administration.
This DVD shows there efforts and results as well as a remaining
issue.

2013 東京都環境局

T028
2011年夏の電力危機を越えて
～東京都の気候変動対策と事業所の挑戦～ 23分

2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う、福島第一原子力発電所
の停止により、2011年夏、東京は、大規模な「電力危機」に直面しま
した。この「電力危機」に対して、震災前から東京で実施されてきた
気候変動対策が、大きな役割を果たしました。このDVDでは、東京都や
事業所などでの節電の取組について、ご紹介します。

2013 東京都環境局

T029

2011年夏の電力危機を越えて
～東京都の気候変動対策と事業所の挑戦～
ダイジェスト版

7分

2011年3月11日に発生した東日本大震災に伴う、福島第一原子力発電所
の停止により、2011年夏、東京は、大規模な「電力危機」に直面しま
した。この「電力危機」に対して、震災前から東京で実施されてきた
気候変動対策が、大きな役割を果たしました。このDVDでは、東京都や
事業所などでの節電の取組について、ご紹介します。

2013 東京都環境局
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T030

Beyond the Summer 2011 Power Crisis
－Tokyo Climate Change Strategy and Efforts by
Businesses－
（2011年夏の電力危機を越えて
～東京都の気候変動対策と事業所の挑戦～）

21分

The shutdown of the No.1 Nuclear Power Plant at Fukushima
following the Great East Japan Earthquake on March 11, 2011 had
serious implications for the power supply in Tokyo.
Measures to battle climate change implemented by the Tokyo
Metropolitan Government, before the earthquake played a
significant role in the response to the crisis.
This DVD introduces approaches to power saving undertaken by
TMG and private businesses.

2013 東京都環境局

T031
東京都の廃棄物行政
－大量廃棄から循環型社会へ― 23分

東京は、世界でも有数の美しい都市環境を実現してきました。東京と
いう都市が成長する過程で、様々なごみ問題に直面してきましたが、
それを克服してきたのです。このビデオでは、戦後から大量消費社会
を経て、現在の循環型社会へ至る「ごみ」の歴史と、世界で最も環境
負荷の少ない都市を目指す東京の取組を紹介します。

2013 東京都環境局

T032

東京都の廃棄物行政
－大量廃棄から循環型社会へ―
 ダイジェスト版

6分

東京は、世界でも有数の美しい都市環境を実現してきました。東京と
いう都市が成長する過程で、様々なごみ問題に直面してきましたが、
それを克服してきたのです。このビデオでは、戦後から大量消費社会
を経て、現在の循環型社会へ至る「ごみ」の歴史と、世界で最も環境
負荷の少ない都市を目指す東京の取組を紹介します。

2013 東京都環境局

T033

Waste Management in Tokyo
－Toward a Sound Material-cycle Society－
(東京都の廃棄物行政
－大量廃棄から循環型社会へ―)

22分

Tokyo has created one of the world's cleanest urban
environment.
In the course of its growth and development, our city has faced
and overcome various problems associated with waste.
This short film tells the history of waste management in Tokyo,
from the post-war days and the rise of mass-consumption to
today's efforts toward a sound material-cycle society.

2013 東京都環境局

*貸出を行っているDVDには、著作権により制限があるものがございます。詳細はお問合せくださいますようお願いいたします。


