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D10

NEW
なぜ防げないの！地球温暖化

＜小学生（高学年）向け＞
このDVDでは、児童・生徒が登場し、温暖化の影響で生息域を北上させ
てきている昆虫との出会いをきっかけに、地球温暖化問題を探ります。
 　大気中の二酸化炭素は増え続けており、このままだと温暖化を食い止
めることは困難です。しかし、最悪の事態を避けるためには何ができる
のか、また何をしなければならないのか、最新のデータや実験データな
どによってわかりやすく紐ときます。また、COP21や環境先進国ドイツで
の取り組みなどの実例も繊り込み、授業の導入などで活用しやすい内容
となっています。

【監修】 国立環境研究所
地球環境研究センター 主
任研究員：塩竈秀夫
 生物・生態系環境研究セ
ンター センター長：山野博
哉
【指導】 国立環境研究所
地球環境研究センター 研
究員：中岡慎―郎

２０分

D11

NEW
不都合な真実２

『不都合な真実』に出演したアル・ゴア氏はその後、地球環境問題にお
ける功績によりノーベル平和賞を授与される。また同作がヒットして環境
問題は改善されていくと思われたが、映画が公開されて約10年が過ぎた
今、状況は悪化の一途をたどっていた。ゴア氏は精力的に世界を飛び回
り、必死の形相で人々に環境問題を訴え続ける。

監督
　ボニー・コーエン
　ジョン・シェンク
出演者
　アル・ゴア
　バラク・オバマ
　ドナルド・トランプ

98分 2017年

DA
気候変動への挑戦
～動き出した世界と日本～

化石燃料を大量に消費した結果、人類が招いた地球温暖化。今、世界
は二酸化炭素を出さない新たな経済成長、持続可能な未来に向けて動
き出している。
IPCC第5次評価報告書を元に、地球温暖化の現状と将来予測、気候変
動に挑むために行われている様々な適応や取組についてセクションごと
に映像化されているDVDです。詳しい内容はこちら

環境省 本編118分 2016

DB 地球温暖化シュミレーション
国立環境研究所、東京大学気候システム研究センター、海洋開発機構
の共同研究チームが、世界最大級のスーパーコンピュータ「地球シミュ
レータ」を使い、2100年までの温暖化予測計算を行いました。

環境省（チーム・マイナ
ス６％）

全編再生18分10秒
短尺映像3分45秒

2008

DC
小学生のための特別授業　地球温暖
化防止　スペシャルスクール

将来の地球を担う子どもたちが、国連の「気候変動に関する政府間パネ
ル（IPCC)」第4次評価報告書の各作業部会報告メッセージを正しく理解
し、温暖化問題と取り組みの必要性を「自分ごと」として認識できるよう制
作してあります。

環境省（チーム・マイナ
ス６％）

全編再生1時間59分 2007.10

ＤＤ エコドライブでストップ！地球温暖化

トップレーサーの脇阪寿一選手を迎えて、鈴鹿サーキットで開催された
「第2回エコドライビングコンテスト」の模様と、エコドライブの実践方法に
ついての映像。（約9分）

環境省（チーム・マイナ
ス６％）

全編再生約9分 2007

ＤＥ
省エネのすぐれワザ教えます
　～スマートライフのすすめ～

衣食住・車・オフィス等での省エネルギーの優れワザの紹介。
（財）省エネルギーセン
ター

全編再生29分45秒 2003.6

ＤＧ 地球のスイッチ

様々な分野で活躍されている方々にそれぞれのフィールドで感じている
地球温暖化問題について語っていただいたインタビュー集。先生と生徒
との対話を通して地球温暖化問題について考え、理解を深めてもらうヒ
ントとして使用していただくことを想定して制作（授業での使用例等説明
あり）

全国地球温暖化防止活
動推進ｾﾝﾀｰ

全編再生40分 2004

ＤＨ 地球環境とフロン
オゾン層破壊、フロンと地球温暖化との関わり、フロン対策に関する日
本の動きを紹介したもの。（60分）
http://www.env.go.jp/guide/videolibrary/view_d008.html

環境省地球環境局フロ
ン等対策推進室

全編再生23分46秒 2008.3

ＤＩ
わたしにもできること　たとえばこんなエ
コライフ

南アメリカの先住民に伝わるハチドリの物語をはじめとして、６名の方の
実践するエコライフを紹介。

ストップ温暖化センター
あおもり（青森県地球温
暖化防止活動推進セン
ター）

全編再生1時間11分
32秒

2008.3

ＤＪ 地球温暖化　今、私たちにできること

IPCC第4次評価報告書などの地球温暖化に関する最新の科学的知見
や国内外の先進的な温暖化防止の取組などを、様々な映像資料を通じ
て分かりやすく伝える、地球温暖化学習教材。地球温暖化問題に関する
健全な危機意識を醸成し、具体的な温暖化防止行動の実践を促すもの
です。

環境省
ダイジェスト版(22分)

全編再生(122分)
2008.9

ＤＫ
子どものための環境教育DVD
　EARTH VISION The Best

「EARTH VISION 地球環境映像祭」　１５周年記念
＜生きものと森林の関係を考えてみよう＞北海道の大自然の中、モモン
ガを通じて、自然の美しさ、そして、動物と森との共存を謳う。＜身近な
生きものの知られざる生活を探ってみよう＞クモの生態を、深くそして鮮
やかに描きだしたネイチャーフィルム。「EARTH VISION 第４回地球環境
映像祭」アース・ビジョン大賞　他７作品

アース・ビジョン組織委
員会（本部・（財）地球・
人間環境フォーラム）

全編再生
2時間9分16秒

2007

DL
独立行政法人国立環境研究所
公開シンポジウム２００５

記録映像
地球とくらしの環境学「あなたが知りたいこと、私たちがお伝えしたいこ
と」

独立行政法人国立環境
研究所　セミナー委員
会

全編再生
2時間57分58秒

2005.10

DM 豊かな環境を守り育む　兵庫・神戸
兵庫県がこれまで行ってきた環境を創造するための先導的な取組みを
紹介。

兵庫・神戸
Disk1　10分43秒
Disk2　15分21秒

2008

DN
地球温暖化　今、私たちにできること
ダイジェスト版（22分）

聴覚障害者向け映像ライブラリー作品。 環境省 全編再生22分42秒 2009

DO あかりが未来を変える
省エネ照明デザインモデル事業に選定された12企業の取組みを中心
に、「省エネと魅力的な空間づくりの両立」を実現するための工夫やアイ
デアを収録したDVD。

環境省
全編再生

1時間10分47
2008

ひょうごエコプラザ　DVDリスト

http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html
http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html
http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html
http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html
http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html
http://www.jccca.org/tool/list_etc/list_etc01.html
http://www.team-6.jp/cc-sim/index.html
http://www.team-6.jp/cc-sim/index.html
http://www.team-6.jp/cc-sim/index.html
http://www.team-6.jp/web_seminar/seminar/0710_specialschool/index.html
http://www.team-6.jp/web_seminar/seminar/0710_specialschool/index.html
http://www.team-6.jp/web_seminar/seminar/0710_specialschool/index.html
http://www.team-6.jp/web_seminar/seminar/0710_specialschool/index.html
http://www.team-6.jp/spl_movie2/movie05.html
http://www.team-6.jp/spl_movie2/movie05.html
http://www.team-6.jp/spl_movie2/movie05.html
http://www.env.go.jp/guide/videolibrary/view_d008.html
http://www.env.go.jp/guide/videolibrary/view_d008.html
http://www.env.go.jp/guide/videolibrary/view_d008.html
http://www.team-6.jp/warming/whatwecando/index.html
http://www.team-6.jp/warming/whatwecando/index.html
http://www.team-6.jp/warming/whatwecando/index.html
http://www.team-6.jp/warming/whatwecando/index.html
http://www.team-6.jp/warming/whatwecando/index.html
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DP ３Ｒでだれでもできるごみダイエット

ごみ減らし隊隊員ゴミーズ・クリーンが世界を股に掛け、「簡単、お手軽、
便利　はじめようエコ生活」をモットーに、ごみの出し方・分け方が正確に
できていない人々、資源を無駄にする人々の家まで出向き、トレーニン
グを行い、ごみ出し・分別習慣を正していきます。

尼崎市 全編再生20分10秒 2009

DQ STOP The 地球温暖化

　
『地球温暖化を止める「知恵の環」づくりキャンペーン』として、県内各地
で行われている温暖化防止の取組事例を広く公募し、優秀事例を選考し
ました。また、キャンペーンの募集告知、結果報告等の広報を、スポッ
ト、特別番組、テレビ局主催イベント等で展開しました。

福島テレビ 全編再生29分 2008

DR 未来環境防衛隊通信

毎年水不足に悩まされる高松市が行う「未来環境防衛プロジェクト」の活
動通信。この活動は水源確保と節水教育の観点から評価を得ていま
す。
第４話　Ｋ’ｓデンキ高松本店　篇→環境パネル「雨水利用システムのしく
み」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第８話　nikko town
篇→環境省の紙芝居「ゴミを捨てると．．．」
第９話　環境への意識啓発総集篇→環境省の紙芝居「大丈夫。たすけ
てあげるからね」

有限会社　零夢 全編再生28分46秒 2009

DS 乗り物と環境を考える

50人がそれぞれ車に乗って移動したら？50人全員がバス1台に乗って
移動したら？50人それぞれが自転車で移動したら？50人が徒歩で移動
したら？
それぞれのCO2排出量データをお見せします。

（財）とやま環境財団
富山県地球温暖化活動
推進センター

全編再生3分51秒 2008

DT 未来環境防衛隊通信vol.2
高松市「未来環境防衛プロジェクト」DVD第２弾。
ecoキャップ　篇
プルタブ・アルミ缶集め　篇

有限会社　零夢 全編再生20分28分 2009

DU 未来環境防衛隊通信vol.3
高松市「未来環境防衛プロジェクト」DVD第３弾。
豊かな森が豊かな海をつくる　篇

有限会社　零夢 全編再生36分48秒 2009

DV
独立行政法人国立環境研究所
公開シンポジウム２００８

記録映像
温暖化に立ち向かう～低炭素・循環型社会を目指して～というテーマに
沿った５つの講演を収録。

独立行政法人国立環境
研究所　セミナー委員
会

全編再生
3時間47分51秒

2009.2

DW 省エネ照明と暮らしのあかり
記録映像
省エネ照明シンポジウムにおける基調講演、パネルディスカッションを収
録。

環境省（チャレンジ25
キャンペーン）

全編再生
1時間23分22秒

2010

DX 工務店だからできる省エネ住宅づくり 省エネ住宅づくりについての解説。

省エネ住宅普及促進協
議会（兵庫県地球温暖
化防止活動推進セン
ター）

全編再生17分10秒 2008

DY 青い森の省エネ住宅
地球温暖化対策をはじめとし、環境配慮の省エネ住宅を訪問、建主さん
のお話や、建築会社、八戸工業大学、弘前大学の専門家によるアドバイ
スなどを聞く。これからの住まいづくりに役立つ内容。

環境省
青森地域版30分
八戸地域版30分 2007

DZ
天才？Dｒ．ハマックス
～みんなの力で地球を救え！！スペ
シャル～

聴覚障害者向け映像ライブラリー作品。
Dr. ハマックスと一緒に、地球温暖化防止に向けた行動を考えるアニメー
ション映像です。

環境省 全編再生16分33秒 2010

D1
もったいないばあさんと考えよう世界の
こと

森林・生物の絶滅、飢餓・戦争などで命をおとしてしまう子どもたちがたく
さんいる事など、いま、世界の上では、色々な問題がおきています。
地球で起きていることは、私たちの暮らしとつながっています。どのよう
につながっているのか、命の大切さを伝える「もったいない」という言葉
と、もったいないばあさんのメッセージと一緒に考えていきましょう。

２００９もったいないばあ
さんと考えよう世界のこ
と製作委員会

Disk1　約42分
Disk2　約19分
Disc3　約10分

2009

D2 MOTTAINAIで地球を守ろう
1.地球規模で考える環境
2.新しい技術が環境を守る
3.くらしの工夫が地球を守る～「もったいない」から始めよう～

毎日新聞社 科学環境
部監修/東映株式会社
企画・制作

45分 2006年

D3
未来を変えるあなたの選択
CO2ダイエット生活

地球温暖化を防ぐために、私たちが日常生活の中でできることは何なの
か。それを考えるきっかけとなるよう、家庭の中・移動手段・買い物での
CO2ダイエットについて紹介しています。

東映株式会社 23分 2008年

D4 MOTTAINAIもったいない
環境とごみ問題をテーマのアニメーション。一人一人の「もったいない」
の心が世界中に大きな輪を広げます。不思議な生き物と動物達との物
語。

アニメーション画房わ組
ジャパンホームビデオ
（株）

22分 不明

D5 里山っこシリーズ１　里山っこたち

市街地に残る里山で保育を実践している、木更津社会館保育園。
今日、子育てにも安全・安心・清潔が重視されている中、宮崎栄樹園長
は「子どもは危なくないと育たない。怪我や泥んこ、喧嘩をしながら体当
たりで遊ばなければ子どもは健全に育たない」と、独自の保育を実践し、
現代の子育てに警鐘を鳴らす。自然の中で子どもたちは、助け合いの心
や思いやり、コミュニケーション力を育みながらたくましく成長してい
く......。自然の中で子どもたちの成長していく姿の1年半の記録。（長編ド
キュメンタリー）

（株）桜映画社 110分 2008年



番号 タイトル 内容 制作・企画 上映時間 制作年 写真

D6
里山っこシリーズ２
Little Challengers 小さな挑戦者たち

森でさまざまな体験を積んでいる里山っ子たちの、スキップ、逆上がり、
竹馬など、新しい目標へ次々と挑戦し何度失敗しても諦めず、悔し涙を
流しながらも挑戦。そして達成した時、喜びの笑顔がはじける。保育園で
は、子どもたちの年齢に応じて、色々な課題を与えている。それは、「今
はできないが、忍耐強く努力を続ければ、できるようになる課題」。そして
そこには、子どもたちの意欲を引き出すための保育士たちの並々ならぬ
努力がある。挫折と達成を繰り返しながら強い意志力を育んでいく、里
山っ子たちの成長の記録。

（株）桜映画社 94分 2008年

D7 里山っこシリーズ３　里山の学校

千葉県木更津市にある里山で毎週土曜日に開かれている「土曜学校」
の14ヵ月を追った長編ドキュメンタリー。里山の自然の中で、1～6年生ま
での学年の枠を超えた異年齢集団の中での育ち。上級生が下級生の世
話をしリーダーシップを身につけ、下級生も上級生から学びながら社会
性を身につける。大人たちも興味のあることに打ち込むその姿から子ど
もたちは触発される。好奇心・冒険心いっぱい、思い思いに自由で元気
な時間を過ごす。失敗や、大きな壁にもぶつかる。しかし、あきらめずに
試行錯誤を重ねながら挑戦する。そんな魅力あふれる子どもたちをみつ
めた。

（株）桜映画社 103分 2009年

D8
「君たちの動画を待っている!藤岡弘、

地球温暖化防止道場」受賞作品

　「君たちの動画を待っている!藤岡弘、地球温暖化防止道場」受
賞作品  環境大臣賞（１作品）・審査委員長賞（４作品）・佳作（４作
品）がご覧いただけます。　　　詳しい内容はこちら

環境省 105分 2016

エコプラザ内　視聴専用（貸し出し不可）

番号 タイトル 内容 制作・企画 制作年 写真

1 不都合な真実
アル・ゴア元副大統領が地球と人類の未来を予見する驚愕のドキュメン
タリー。

全編再生96分 2006

2
未来の選択
地球温暖化の現状・影響・予測
そして私たちからできること

広がり続ける温暖化の脅威。私たちにできることは？　貴重な映像で、
地球にいま何が起こっているのか、そして地球温暖化は、私たちの未来
にどのような影響を及ぼすのかを分かりやすく紹介。一人ひとりから始
めることができる効果的な防止行動を提案します。

NPO法人環境市民 全編再生30分45秒 2006

3
セヴァン・カリス=スズキ
リオ・サミット「伝説のスピーチ｣(1992
年）

「どうやって直すのかわからないものを、これ以上こわすのはやめてくだ
さい」
リオでの地球環境サミットにおいて、居並ぶ政治家たちを前に、12歳の
少女、セヴァン・スズキが訴えた「伝説のスピーチ」。

ナマケモノ倶楽部 全編再生7分

4
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－

カナダ・ウェージャーベイ編、アフリカ・キリマンジャロ編、日本・知床編の
見どころを再編集したダイジェスト版。
http://www.olympus.co.jp/jp/gww/exp2009/lending.html

オリンパス 全編再生36分 2009

https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/douga/
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/douga/
https://ondankataisaku.env.go.jp/coolchoice/douga/

