
　　　　　平成２９年度追録 D V D 【D487～D539】
番号 題　　　　名

時間
(分)

対象 内　　　　　　　　　　容

D487
ほうふほっとライン
『～市長、年頭に語る～』

20 一般
新春にあたり、松浦防府市長が2017年の防府市政についての抱負、および2016
年に市制80周年を記念して取り組まれたそれぞれの行事について語られていま
す。

D488
ほうふほっとライン
『遊々かわフェスタ’16～佐波川
をもっと好きになってください～』

20 一般

佐波川の河川敷において、「遊々かわフェスタ’16」が開催されました。防府市に
おける水の供給源としての重要な役割や佐波川の歴史について詳しく紹介して
います。また、当日おこなわれた様々な楽しい取り組み（ノルディックウォーキング
体験・竹とんぼ体験・スタンプラリー）等について紹介しています。

D489
ほうふほっとライン
『完成間近「山頭火ふるさと館」
～漂泊の俳人　種田山頭火～』

20 一般

防府市で生まれた漂泊の俳人「種田山頭火」は自由律俳句の俳人として、多くの
偉大な句を世に残しました。2017年10月防府市宮市に「山頭火ふるさと館」が
オープンします。今回は、ふるさと館の概要および展示予定の作品の一部につ
いて、山頭火ふるさと館建設室の学芸員が紹介します。

D490
「のびゆく防府」第１９集
みんなのまち防府映像資料

24
小～
一般

「のびゆく防府」第19集第1章「みんなのまち　防府」の中の、「防府のようすを調
べて見ましょう」の項目について、防府市内の各地区を映像で分かりやすく解説
しています。

D491

ほうふほっとライン
『ソラールの科学教室
～地震震源分布模型・スピー
カーを作ろう～』

20 一般

防府市青少年科学館ソラールで年間を通じて開催している科学教室から、地学
工作教室「地震震源分布模型を作ろう」　と、電気工作教室「音を作り出すスピー
カーを作ろう」の模様をお届けします。そのほか、ソラールの役割やサイエンス
ショーなどを紹介しています。

D492 第１５回全国こども科学映像祭 140
小～
一般

平成２８年度全国こども科学映像祭の受賞１２点の作品集
文部科学大臣賞：小学生部門①「竜巻のふしぎ」中学生部門②「海の宝石　ウニ
の秘密～ウニの視覚にせまる～」優秀作品賞：小学生部門③「雲をつかむ話～レ
ンズ雲ができるしくみ～」④「テントウムシのくらし」中学生部門⑤「すごいぞ！菌
の力～身近な菌を使って川をきれいにする～」⑥「太井川のホタルを増やす方
法」佳作：小学生部門⑦「ハイビスカス」⑧「世界最強のクマムシ」中学生部門⑨
「すごいぞ！１００ｍ以上飛ぶバッタのひみつ！パートⅣ」⑩「検証セウォル号の
転覆－安全な船旅を願って－」審査委員会特別賞：⑪「光るキノコはなぜ光る？
～パートⅡ～」⑫「海の掃除機アサリの力PART７」

D493

ほうふほっとライン
『玉祖神社春の大祭「玉の祭」
～浦安の舞・占手神事・日本鶏
展覧会～』

20 一般

平安時代の「今昔物語」にその名前が記されている周防一宮・玉祖神社。玉祖神
社には三種の神器の一つ”八坂にの勾玉”を作ったとされる玉祖命が祀られてい
ます。春の大祭では、本殿祭典や、眼鏡感謝祭、山口県指定無形民俗文化財
「占手神事」などが開催されました。また、同時におこなわれた「第３４回天然記念
物日本鶏玉祖展覧会」の模様をお届けします。

D494 ふるさと山口県　塩とともに 22 一般
防長塩業は江戸時代から長州藩の経済を支えたが、戦後輸入塩に押され、衰退
の一途をたどる。（Ｙ２０）

D495 浜子讃歌　入浜塩田の想い出 7 一般
浜子うたはつらい塩田作業を紛らわすため編み出された労働歌。現在では市の
指定民俗文化財とされている。（Ｙ２２）

D496
ほうふほっとライン
『心も体も健やかに～ミニ離乳食
教室と乳幼児相談～』

20 一般

防府市保健センターで開催する「ミニ離乳食教室」と「乳幼児相談会」について
紹介します。相談会では、保健師さんがお母さんの気持ちを最優先に考え、アド
バイスをおこないます。それと同時に、お母さん同士の友達づくりの場としても機
能しています。

D497
ほうふほっとライン
『知ってる？セルビア共和国～ホ
ストタウンの役割～』

20 一般

2016年6月に防府市がセルビア共和国のホストタウンに登録されました。国際交
流フォーラムでは、セルビア共和国大使館大使秘書である長門ティヤさんによる
「ヨーロッパ十字路セルビアの旅」の講演がおこなわれました。また、誠英高校で
開催された調理実習では、セルビア料理のチキンパプリカッシュなどを調理しま
した。

D498
ほうふほっとライン
『勇気を持って人命救助～バイス
タンダーの育成～』

20 一般

勇気を持って手を差し伸べる。防府市消防本部の呼びかけで、市内の小中学校
を対象に救命講習会がおこなわれています。小学校では大人を呼ぶことの重要
性を、中学校では呼ばれる大人（救命できる人）として指導をします。今回は、佐
波中学校２年生と松崎小学校６年生を対象におこなわれた講習会の模様を紹介
します。

D499

ほうふほっとライン
『史跡指定80周年・周防国衙跡
～1300年前の遺跡を掘る市民発
掘体験～』

20 一般

平成29年、周防国衙跡が国の史跡に指定されてからちょうど80年になります。そ
こで地元防府市民の方に防府の歴史をもっと知ってもらおうと、本格的調査も兼
ねた市民発掘体験が開催されました。事前学習から、発掘体験の様子、そして出
土したものをどのように保存しているのかなどをお届けします。

D500
ほうふほっとライン
『自転車の魅力
～第68回周防国府杯争奪戦～』

20 一般

防府競輪場は昭和24年に開設。それを記念して、11月に開設68周年記念防府
競輪GⅢ周防国府杯争奪戦がおこなわれます。防府競輪一年に一度のビッグ
レースである周防国府杯争奪戦、競輪選手が語る競輪の魅力、毎年防府競輪場
でおこなわれている自転車教室の様子を紹介します。

D501
ストップ！薬物乱用
～危険ドラッグの恐怖～

24
中～
一般

薬物乱用についての正しい知識を身につけ、誘惑の魔の手を断ち切ろう。乱用
される薬物の種類や薬物が脳に与える影響、危険ドラッグの恐ろしさ、薬物乱用
の防止と対策などを解説する。体験者や専門医のインタビューも収録。

D502 宮沢賢治　銀河鉄道の夜

本編

48
解説

23

小(高)
～

一般

宮沢賢治の「銀河鉄道の夜」。そこに描かれた風景が、デジタル映像として完成。
映像は、透明感あふれる作風で国内外に多くのファンを持つアーティスト
KAGAYA。3年の歳月をかけて創り込まれた精緻で臨場感あふれる映像は、緻幻
想の世界へと誘います。
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D503
ふるさと再生日本の昔ばなし
花さか爺さんほか

69 幼・小
花さか爺さん／一寸法師／おむすびころりん／夢を買った男／ねずみ経／牛の
嫁入り／八つ化け頭巾／ほれ薬／猿地蔵　９話収録

D504
ふるさと再生日本の昔ばなし
浦島太郎ほか

69 幼・小
浦島太郎／金太郎／力太郎／うぐいすの里／平林／宝くらべ／いかとするめ／
三人泣き／大工と鬼六　９話収録

D505
ふるさと再生日本の昔ばなし
こぶとり爺さんほか

69 幼・小
こぶとり爺さん／たにし長者／魚女房／ほら吹き娘／熊と狐／和尚と小僧の川渡
り／しっぺい太郎／天にのぼった息子／無精くらべ　９話収録

D506
ふるさと再生日本の昔ばなし
ぶんぶく茶釜ほか

69 幼・小
ぶんぶく茶釜／三年寝太郎／鼻たれ小僧／最後の嘘／うれし、めでたや、あり
がたや／食わず女房／和尚と小僧のかみがない／ふるやのもり／旅人馬　９話
収録

D507
ふるさと再生日本の昔ばなし
織姫と彦星ほか

69 幼・小
織姫と彦星／闇夜にカラス／髪そり狐／そそうの相九郎／オンバの皮／いもころ
がし／火男／ねずみのすもう／和尚と小僧のぷ～ぷ～ぱたぱた　９話収録

D508
ふるさと再生日本の昔ばなし
わらしべ長者ほか

69 幼・小
わらしべ長者／天の羽衣／厠の神様／仁王とどっこい／鷲のさらい子／こん
にゃく問答／絵姿女房／おいてけ堀／金をひろったら　９話収録

D509
ふるさと再生日本の昔ばなし
かぐや姫ほか

69 幼・小
かぐや姫／鬼の妹／まんじゅうこわい／うばすて山／水の神の文使い／運のよ
いにわか侍／海幸彦と山幸彦／河童が出てきた日／閻魔さまの失敗　９話収録

D510
ふるさと再生日本の昔ばなし
三つの斧ほか

69 幼・小
三つの斧／猿の婿どの／天狗と盗人／屁ひり嫁／猫と茶釜の蓋／ちゃくりかき
ふ／ねずみの婿取り／小石の手紙／だんまりくらべ　９話収録

D511
ふるさと再生日本の昔ばなし
天狗の隠れみのほか

69 幼・小
天狗の隠れみの／鬼婆さんが仲人／閻魔様はハチゴロどん／きき耳ずきん／犬
と猫と宝物／幽霊の歌よみ／たのきゅう／てえてえ小法師／にせ地蔵　９話収録

D512
ふるさと再生日本の昔ばなし
鶴の恩返しほか

69 幼・小
鶴の恩返し／宝ひょうたん／若返りの水／猫女房／ごんぞう虫／鼻高扇／たわ
らの藤太／狐のお産／取っつく引っつく　９話収録

D513
ふるさと再生日本の昔ばなし
因幡の白兎ほか

69 幼・小
因幡の白兎／嫁の坊主頭／三枚のお札／炭焼き長者／金のなる木／お坊さん
の手ぬぐい／三人の兄弟／狼の眉毛／どっこいしょ　９話収録

D514
ふるさと再生日本の昔ばなし
大江山の鬼退治ほか

69 幼・小
大江山の鬼退治／小僧とネコの絵／貧乏神／馬方山姥／えびのお伊勢参り／
なんの病／山梨とり／一軒家の婆さん／ムカデの医者むかえ　９話収録

D515
ふるさと再生日本の昔ばなし
桃太郎ほか

69 幼・小
桃太郎／はちかつぎ姫／十二支のはなし／いくさはやめた／大蛇と狩人／尻尾
の釣り／天福地福／菜飯八兵衛／茗荷女房　９話収録

D516
ふるさと再生日本の昔ばなし
町のねずみと田舎のねずみほか

69 幼・小
町のねずみと田舎のねずみ／おしらさま／うさぎとカメ／蛇息子／カッパとわらぞ
うり／そら豆とわらと炭／味噌買い橋／猫檀家／鳥呑み爺さん　９話収録

D517
ふるさと再生日本の昔ばなし
笠地蔵ほか

69 幼・小
笠地蔵／塩ふき臼／大年の客／風の神と子供たち／漆の兄弟／天の邪鬼とわ
らし／あとかくしの雪／三つの謎かけ／こおった声　９話収録

D518
ふるさと再生日本の昔ばなし
一足千里のわらじほか

69 幼・小
一足千里のわらじ／山伏と白い狼／月日のたつのは早い／七羽の白鳥／謎の
恋歌／「お」は難しい／尻鳴りべら／涙を流した鬼の面／星の火　９話収録

D519
ふるさと再生日本の昔ばなし
ヤマタノオロチほか

46 幼・小
ヤマタノオロチ／サトリ女と桶屋／匂いのお返し／闇を裂く雄叫び／タコほねなし
／元犬　６話収録

D520
道徳・名作シリーズ①
二わのことり
（CD-ROM付　附属指導書ほか）

6 小(低)
ヤマガラは小鳥たちをお誕生会に呼びますが、みんなはウグイスの家へ行ってし
まいました。ミソサザイはひとりぼっちのヤマガラが気になって…。ミソサザイの心
の葛藤を描き、友だちを思いやる気持ちについて考えます。

D521
道徳・名作シリーズ②
まめたろうがんばれ
（CD-ROM付　附属指導書ほか）

7 小(低)
畑にまめがまかれ、土の中に閉じ込められたまめたろう。地上に芽を出すまでの１
週間、まめたろうの不安な心の動きを描き、がまんして頑張ったあとに訪れる喜び
を表現しています。

D522
道徳・名作シリーズ③
月の峰の狼
（CD-ROM付　附属指導書ほか）

11 小(中)
月の峰に住む狼の群れのリーダー、ドンとダン。兄・ドンが新しい峰を探しに出か
けている間、弟・ダンは群れを守ります。責任感を持つことや、自己犠牲の尊さな
どをダンの行動から訴えます。

D523
道徳・名作シリーズ④
ふりだした雨
（CD-ROM付　附属指導書ほか）

9 小(中)
雨がふりだしそうで早く帰りたいのに、やらなくてはいけないことを思い出して…。
困難な状況にあっても、役割を成し遂げることの意味、そして、達成したときの喜
びや満足感を表現しています。

D524
道徳・名作シリーズ⑤
トロヤを自分の手で
（CD-ROM付　附属指導書ほか）

12 小(高)
世界の考古学史上最大の発見とも言われている、トロヤ遺跡の発掘。それは、
シュリーマンが８歳の頃から抱き続けた夢を実現するため、努力した結果でした。
夢をあきらめないこと、不断の努力の意味について考えさせます。

D525
道徳・名作シリーズ⑥
野ばら
（CD-ROM付　附属指導書ほか）

11 小(高)
国境の石碑を守る、２つの国の兵士たち。２人にはいつしか友情が芽生えます
が、国同士が戦争を始めて…。「友情とは何か」というテーマとともに、戦争で奪わ
れる命について、子供たちに問題を投げかけます。
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D526
マララ
－教育を求めて闘う少女－

30
中～
一般

2012年10月、パキスタンの少女マララ・ユスフザイはタリバンに銃撃された。イスラ
ム社会における女子教育の必要性を訴えて活動していた彼女は、タリバンの標
的となっていたのだ。奇跡的に回復したマララは、女子教育のための活動を続け
ている。マララは危険な目に遭いながらもなぜ世界に訴え続けるのだろうか？教
育をうける権利とは？

D527
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第１巻

73
小～
一般

空気砲／ゴムの不思議／視覚の不思議

D528
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第２巻

77
小～
一般

磁石で遊ぼう！／カルシウム／船の科学

D529
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第３巻

77
小～
一般

音の科学／切断の科学／赤外線の科学

D530
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第４巻

74
小～
一般

電池のマル秘大実験／超音波の科学／紫外線の科学

D531
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第５巻

74
小～
一般

火を起こしてみよう！／真空の科学／光の性質

D532
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第６巻

74
小～
一般

空気のチカラ／ペットボトルロケットで遊ぼう！／花火の不思議

D533
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第７巻

74
小～
一般

超低温の世界／水蒸気／水の上を歩こう！

D534
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第８巻

75
小～
一般

不思議なガラスのパワー／空中に浮こう／遊園地

D535
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第９巻

77
小～
一般

科学でポカポカ／くっつきの科学／ろうそく

D536
でんじろう先生の日曜実験室
ラブラボ！第１０巻

75
小～
一般

電子レンジ／不思議なウール／科学で魔球に挑戦

D537

ほうふほっとライン
『子育て応援室　まんまるほうふ
～妊娠期からあなたを応援しま
す～』

20 一般

2017年10月、防府市保健センター内に「子育て応援室 まんまるほうふ」が開所さ
れました。妊娠・出産・18歳までの子育てについての相談場所であり、地域の医
療機関や保育園・幼稚園、ボランティアなどと協力してまんまるに繋げていくとい
う役割を担っています。また、母子保健推進協議会についても紹介します。

D538
ほうふほっとライン
『山頭火ふるさと館～百年目のふ
るさと～』

20 一般
2017年10月7日にオープンした「山頭火ふるさと館」の施設及び展示物を学芸員
とともにご紹介。ふるさと展示交流室・市民ギャラリー・防府ゆかりの文芸家たち・
常設展示室・特別展示室を案内します。

D539
ほうふほっとライン
『市長、年頭に語る』

20 一般
新春にあたり、松浦防府市長が2018年の防府市政についての抱負、および2017
年におこなわれたそれぞれの行事について語られています。
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