
青森県立三沢航空科学館　おすすめ視聴覚教材

No. 分類 タイトル 内容
時間
(分)

メディア 所蔵

1
航空
宇宙 ミスビードル号の大冒険

三沢航空科学館の目玉でもあるミス・ビードル号による世界初の太平洋無着陸横断飛行の壮大なドラマをモデルアニメー
ションにて映像化しました。英語版あり。 22 DVD 三沢航空科学館

2
航空
宇宙 栄光へのラストチャンス ワシントン州ウェナッチでの胴体着陸映像を収めたミスビードル号と2人の飛行士のドキュメンタリー。英語版あり。 20 DVD 三沢航空科学館

3
航空
宇宙

小惑星探査機「はやぶさ」の挑戦～「はやぶさの大いなる挑
戦」&「祈り」～

世界に先駆けた小惑星探査技術への挑戦を紹介。長年にわたる運用の間に、管制室から「はやぶさ」に指令を発し、その運
行を見守る科学者・技術者の緊張と喜びを生き生きと写し出す。第48回科学技術映像祭 文部科学大臣賞受賞。

22
※本編のみ

DVD 三沢航空科学館

4
航空
宇宙 宇宙飛行士はこうして生まれた　～密着・最終選抜試験～

宇宙飛行士になるという夢を叶えるため、選抜試験に全力で挑んでいった人々の姿を追う。宇宙航空研究開発機構が10年
ぶりに実施した選抜試験に密着し、知識・体力・精神力を兼ね備えた“超人”たちの試験の行方を克明に捉える。NHKスペ
シャル。

49 DVD 三沢航空科学館

5 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第1巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。空気砲、
ゴムの不思議、視覚の不思議。 25×3 DVD 三沢航空科学館

6 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第２巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。磁石で遊
ぼう！、カルシウム、船の科学。 25×3 DVD 三沢航空科学館

7 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第3巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。音の科
学、切断の科学、赤外線の科学。 25×3 DVD 三沢航空科学館

8 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第4巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。電池のマ
ル秘大実験、超音波の科学、紫外線の科学。 25×3 DVD 三沢航空科学館

9 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第5巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。火を起こし
てみよう、真空の科学、光の性質。 25×3 DVD 三沢航空科学館

10 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第6巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。空気の
力、ペットボトルロケットで遊ぼう！、花火の不思議。 25×3 DVD 三沢航空科学館

11 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第7巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。超低温の
世界、水蒸気、水の上を歩こう。 25×3 DVD 三沢航空科学館

12 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第8巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。不思議な
ガラスのパワー、空中に浮こう、遊園地。 25×3 DVD 三沢航空科学館

13 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第9巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。科学でポ
カポカ、くっつきの科学、ろうそく。 25×3 DVD 三沢航空科学館

14 科学 でんじろう先生の日曜実験室ラブラボ！第10巻
身の回りにあるものを使って、楽しく見て学ぶ科学実験！でんじろう先生が科学の不思議を分かりやすく解説する。電子レン
ジ※平成19年日本民間放送連盟賞特別表彰部門青少年向け番組最優秀賞、不思議なウール、科学で魔球に挑戦。 25×3 DVD 三沢航空科学館

27 科学 錯覚の不思議　あなたの脳はだまされる！
私たちが現実だと思っている世界は、実は脳が作り出したもの。脳がだまされて、錯覚してしまうこともよくあります。なぜ脳は
だまされてしまうのでしょう？さまざまな実験を通して、脳が錯覚に陥る仕組みを解説します。ナショナルジオグラフィックス。 50 DVD 三沢航空科学館

28 科学 記憶力の不思議
脳と記憶の関係は？ つらい記憶は除去できる？ 記憶力は鍛えられる？ 11種類のテストで、あなたの記憶力を徹底チェッ
ク！ナショナルジオグラフィックス。 50 DVD 三沢航空科学館

29 科学 注意力の不思議
日々の生活に必要不可欠な「注意力」。そのとき脳はどう反応しているのでしょう。11のゲームに挑戦し、あなたの注意力を徹
底診断します！ナショナルジオグラフィックス。 49 DVD 三沢航空科学館

18 幼児 南部昔コ　むかしばなしDVD
青森県南部地方の語り継がれた昔話、珠玉の三話。今と昔の南部弁と共通語によるマルチ音声収録。タラつけ三郎/むすめ
の涙/おぼさりたーいタンコロリン。監修：正部家種康、語り：柾谷伸夫、きり絵：岩渕透。青森県推奨。 40 DVD 三沢航空科学館

19
生物
植物 最強！アニマル決定戦　究極のファイター編

野生動物のオスのガチンコファイト！決着がつくまで続く無差別級の格闘技！生存と繁栄をかけた、野生動物の死闘を目撃
せよ！ナショナルジオグラフィックス。 45 DVD 三沢航空科学館

20
生物
植物 最強！アニマル決定戦　驚異の生命力編

信じられない能力で過酷な環境を生き抜く摩訶不思議な生き物たち！野生生物の知られざる生態にくぎ付け！ナショナルジ
オグラフィックス。 45 DVD 三沢航空科学館

21
生物
植物 ウォーキングwithダイナソー　太古の地球へ

厳しい冬を生き抜くために南へ向かう草食恐竜の群れに、耳に大きな穴があいた一際小さな身体の一頭がいた。大きな肉食
恐竜や自然の脅威と闘いながら、仲間に会うために旅を続けた彼は、様々な危機をくぐり抜けて大人へと成長する。 42 DVD 三沢航空科学館
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22
生物
植物 大海原の決闘！　クジラ対シャチ

地球最大級の生き物・クジラとシャチの知られざる戦いを追ったドキュメンタリー。メキシコ沖から北上するクジラの親子と、幼
いクジラを狙って集結する200頭ものシャチ。傷だらけになりながら子を守り、そうまでしてなぜ北上するのか。NHKスペシャ
ル。

49 Blu-ray 三沢航空科学館

23
生物
植物

ワイルドライフ　アフリカ大サバンナ　草食動物対肉食獣
生と死の攻防

緑豊かな大地で、大型肉食獣に狙われながらも繁栄し続けている草食動物たち。どのようにして危険を回避し生き延びてい
るのか、動物たちの攻防を追われる側の視点から追う。 NHKエンタープライズ。 57 Blu-ray 三沢航空科学館

24
生物
植物 激闘カブト×クワガタ あつまれ!たたかう甲虫たち

テレビ東京系でアニメ化され、キッズに絶大な人気を博している「甲虫王者ムシキング」の実写版と言える作品。国内外のカ
ブトとクワガタの戦いの模様を収録している。 35 DVD 三沢航空科学館

25
生物
植物 ざんねんないきもの事典

思わず「どうしてそうなった!?」とつっこみたくなる「ざんねん」な生き物のオモシロ情報が満載。気鋭の3人のアニメクリエー
ターが、少しシュールな会話劇や、思わず口ずさみたくなるような歌などまじえて、そのたちのユニークな生態を魅力的に描
き出す。

5×10 DVD 三沢航空科学館

26
生物
植物 ざんねんないきもの事典2 ショートアニメ『ざんねんないきもの事典』新作シリーズDVDの第2弾 5×10 DVD 三沢航空科学館

27 社会 こどものためのおしごと図鑑 Vol.1
アニメーションキャラが実際の仕事現場を訪れ、子どもたちに人気の職種を「楽しく」「わかりやすく」「親しみやすく」紹介しま
す! 「しごと」というものに興味をもってもらう“きっかけ"を作るDVDです。白バイ隊員/美容師/すし職人。NHKエンタープライ
ズ。

26 DVD 三沢航空科学館

28 社会 こどものためのおしごと図鑑 Vol.2
アニメーションキャラが実際の仕事現場を訪れ、子どもたちに人気の職種を「楽しく」「わかりやすく」「親しみやすく」紹介しま
す! 「しごと」というものに興味をもってもらう“きっかけ"を作るDVDです。消防士/花屋/バス運転手。NHKエンタープライズ。 27 DVD 三沢航空科学館

29 社会 こどものためのおしごと図鑑 Vol.3
アニメーションキャラが実際の仕事現場を訪れ、子どもたちに人気の職種を「楽しく」「わかりやすく」「親しみやすく」紹介しま
す! 「しごと」というものに興味をもってもらう“きっかけ"を作るDVDです。パティシエ/看護師/自動車整備士。NHKエンタープラ
イズ。

25 DVD 三沢航空科学館

30 幼児 NHKこどもにんぎょう劇場1
NHK教育テレビの人気番組がDVD化した作品です。1話15分で完結し、子どもたちに人気のある作品を、飽きることなく鑑賞
できます。かさじぞう/金の斧/じゅげむじゅげむ 15×3 DVD 上北視聴覚ライブラリー

31 幼児 NHKこどもにんぎょう劇場2
NHK教育テレビの人気番組がDVD化した作品です。1話15分で完結し、子どもたちに人気のある作品を、飽きることなく鑑賞
できます。ごんぎつね/わらしべちょうじゃ/三まいのお礼 15×3 DVD 上北視聴覚ライブラリー

32 幼児 NHKこどもにんぎょう劇場3
NHK教育テレビの人気番組がDVD化した作品です。1話15分で完結し、子どもたちに人気のある作品を、飽きることなく鑑賞
できます。つるのおんがえし/かぐやひめ/てぶくろをかいに 15×3 DVD 上北視聴覚ライブラリー

33 幼児 NHKこどもにんぎょう劇場4
NHK教育テレビの人気番組がDVD化した作品です。三びきのやぎのがらがらどん/ハーメルンのふえふき男/ブレーメンの音
楽隊 15×3 DVD 上北視聴覚ライブラリー

34 幼児 NHKこどもにんぎょう劇場5 NHK教育テレビの人気番組がDVD化した作品です。マッチうりの少女/みにくいあひるの子/けものの城美女と野獣 15×3 DVD 上北視聴覚ライブラリー

35 幼児 NHKこどもにんぎょう劇場6
NHK教育テレビの人気番組がDVD化した作品です。王さまの耳はロバの耳/おおかみと七ひきのこやぎ/バラモンとトラと
ジャッカル 15×3 DVD 上北視聴覚ライブラリー

36
生物
植物 自然なぜなに？DVD図鑑　クワガタムシ

他の昆虫を圧倒する大アゴで、子どもたちの間で人気抜群のクワガタムシ。その成長過程、その食性の不思議、カブトムシと
の戦いにカメラが迫ります。 22 DVD 上北視聴覚ライブラリー

37
生物
植物 自然なぜなに？DVD図鑑　アメリカザリガニ

ウシガエルの餌用にアメリカから輸入されたアメリカザリガニ。堅い甲羅と大きなハサミで瞬く間に日本に定着。脱皮の様子や
オス同士のケンカ、育児など水中での映像を記録しました。 24 DVD 上北視聴覚ライブラリー

38
生物
植物 自然なぜなに？DVD図鑑　ホタル

孵化、カワニナを食べる幼虫時代、おしりの先が光っているさなぎ、羽化、そして光の合図で交尾にいたるホタルのライフサイ
クルを平易に解説しています。 26 DVD 上北視聴覚ライブラリー

39
生物
植物 自然なぜなに？DVD図鑑　テントウムシ

可愛らしい昆虫の代表にあげられることの多いテントウムシ。幼虫のころはどんな姿をしているのか何を食べて成長するのか
飛翔のメカニズムなど、その秘密を徹底描写しました。 24 DVD 上北視聴覚ライブラリー

40
生物
植物 自然なぜなに？DVD図鑑　カブトムシ

昆虫の代表・昆虫の王者カブトムシの行動やその生態を余さず記録してあります。特に、「片足を上げての排尿シーン」は、今
までのスチールの世界ではあまり捕らえられることのなかった画期的な映像になっています。 22 DVD 上北視聴覚ライブラリー

41
一般
映画 宮沢賢治　銀河鉄道の夜

宮沢賢治不朽の名作を徹底考察してロマン溢れる美しき幻想世界を映像化。私たちを未知の世界へと誘う超大作。プラネタ
リウム観客動員数100万人突破の大ヒット作品。監督・CG・脚本：KAGAYA(カガヤ)。 48 DVD 上北視聴覚ライブラリー

42
記録
映画 マララ　教育を求めて闘う少女

2012年10月、パキスタンの少女マララはタリバンに銃撃された。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
か？　マララ自らの言葉で語るインタビューなどから、彼女の信念、教育を受ける価値について、改めて問う作品です。 30 DVD 上北視聴覚ライブラリー


