
福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
日本映画 収蔵作品一覧

作品名 監督等 製作
年度

国/会社 時間

大正時代の映像 *** 1920 *** 30
巴里に降り立つ飛行士 *** 1920 *** 3
塩原多助 木村白山 1925 朝日キネマ 10
ノンキなトウサン山崎街道 木村白山 1925 三菅谷映画製作所 2
残嶋　大正十五年　秋の一日 津田利通 1926 津田利道 2
陸玖の人魚 阿部ジャック 1926 津田利道 3
猿蟹合戦 村田安司 1927 横浜シネマ商会 5
御大典奉祝行進曲　福岡市昭和３年秋 津田利通 1928 津田利道 2
小野寺プロダクション　昭和三年七月 津田利通 1928 津田利道 2
春日原納涼場大仕掛け煙火大会　昭和３年 津田利通 1928 津田利道 2
日本一の桃太郎 山本早苗 1928 タカマサ映画社 9
文福茶釜 村田安司 1928 横浜シネマ商会 11
瘤捕り 村田安司 1929 横浜シネマ商会 6
モダン怪談１００，０００，０００円 斎藤寅次郎 1929 松竹グラフ 17
祇園山笠　十二日追い山ならし　昭和五年 津田利通 1930 津田利道 3
猿正宗 村田安司 1930 横浜シネマ商会 8
昭和五年のドンタク 津田利通 1930 津田利道 2
福岡幼稚園　昭和五年 津田利通 1930 津田利道 2
御誂次郎吉格子 伊藤大輔 1931 日活（太秦） 60
昭和四年、春のどんたく　第二日 津田利通 1931 津田利道 2
空の桃太郎 村田安司 1931 横浜シネマ商会 10
マダムと女房 五所平之助 1931 松竹キネマ（蒲田） 56
生まれてはみたけれど 小津安二郎 1932 松竹キネマ（蒲田） 90
伊豆の踊子 [田中絹代版] 五所平之助 1933 松竹キネマ（蒲田） 93
お猿の大漁 村田安司 1933 横浜シネマ商会 9
義民　冨田才治 中根龍太郎 1933 安養寺（唐津） 10
動絵狐狸達引 大石郁男 1933 P.C.L.漫画部 11
ほろよひ人生 木村荘十二 1933 P.C.L.映画製作所 77
百道海水浴場風景　昭和八年 津田利通 1933 津田利道 3
月の宮の王女様 村田安司 1934 横浜シネマ商会 11
隣の八重ちゃん 島津保次郎 1934 松竹キネマ（蒲田） 77
のらくろ伍長 村田安司 1934 横浜シネマ商会 11
元祿恋模様・三吉とおさよ 瀬尾光世 1934 日本マンガ・フィルム研究所 10
証誠寺の狸囃子・塙団右衛門 片岡芳太郎 1935 日本マンガ・フィルム研究所 9
丹下左膳餘話　百萬兩の壷 山中貞雄 1935 日活（太秦） 83
二人妻　妻よ薔薇のやうに 成瀬巳喜男 1935 P.C.L.映画製作所 74
赤西蠣太 伊丹万作 1936 片岡千惠蔵プロダクション 77
居酒屋の一夜 村田安司 1936 横浜シネマ商会 12
河内山宗俊 山中貞雄 1936 日活（太秦）＝太秦発声映 81
祇園の姉妹 溝口健二 1936 第一映画 69
栗山大膳 池田富保 1936 日活（京都） 96
ちんころ平平玉手箱 大藤信郎 1936 千代紙映画社 8
浪華悲歌 溝口健二 1936 第一映画 72
エノケンのちゃっきり金太 山本嘉次郎 1937 P.C.L.映画製作所 72
人情紙風船 山中貞雄 1937 前進座＝P.C.L.映画製作所 86
五人の斥候兵 田坂具隆 1938 日活（多摩川） 70
五人の斥候兵 [サイレント版] 田坂具隆 1938 日活（多摩川） 20
支那事変後方記録　上海 亀井文夫 1938 東宝文化映画部 77
忠臣蔵　天の巻・地の巻 マキノ正博、

池田富保
1938 日活（太秦） 102

南京 秋元憲 1938 東宝文化映画部 56
北京 亀井文夫 1938 東宝文化映画部 45
戦ふ兵隊 亀井文夫 1939 東宝文化映画部 66
鴛鴦歌合戦 マキノ正博 1939 日活（太秦） 69
土 内田吐夢 1939 日活（多摩川） 94
土と兵隊 田坂具隆 1939 日活（多摩川） 119
べんけい対ウシワカ 政岡憲三 1939 日本動画研究所 13
或日の干潟 下村兼史 1940 理研 18
キンタロー体育日記 鈴木宏昌 1940 宏昌漫画映画 9
風雲児信長 マキノ正博 1940 日活 90
お猿三吉・僕達の海兵団 片岡芳太郎 1941 日本マンガ・フィルム研究所 11
昨日消えた男 マキノ正博 1941 東宝映画（東京） 89
或る保姆の記録 水木荘也 1942 芸術映画社＝東宝 35
歌ふ狸御殿 木村恵吾 1942 大映（京都） 84
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かぐや姫 荒井和五郎 1942 朝日映画社 18
父ありき 小津安二郎 1942 松竹 94
東洋の凱歌 澤村勉 1942 日本映画社 98
桃太郎の海鷲 瀬尾光世 1942 芸術映画社 17
くもとちゅうりっぷ 政岡憲三 1943 松竹動画研究所 16
闘球肉弾戦 桑田良太郎 1943 松竹動画研究所 15
ニッポン・バンザイ 三上良二 1943 朝日映画社 9
マー坊の落下傘部隊 佐藤吟二郎 1943 佐藤映画製作所 11
無法松の一生 [阪妻版] 稲垣浩 1943 大映（京都） 79
あの旗を撃て 阿部豊 1944 東宝 108
陸軍 木下惠介 1944 松竹（大船） 87
狐の呉れた赤ん坊 丸根賛太郎 1945 大映 85
東京五人男 齋藤寅次郎 1945 東宝 84
桃太郎 海の神兵 瀬尾光世 1945 松竹動画研究所 74
国定忠治 松田定次 1946 大映 62
日本の悲劇 亀井文夫 1946 日本映画社 39
すて猫トラちゃん 政岡憲三 1947 日本動画社＝東宝教育映画 21
素浪人罷通る 伊藤大輔 1947 大映（京都） 81
ムクの木の話 丸山章治 1947 東宝教育映画 20
森の騒動/よくばり狐 前田一 1947 新世界映画社 15
歌うエノケン捕物帖 渡辺邦男 1948 新東宝＝エノケンプロ 78
王将 伊藤大輔 1948 大映（京都） 93
博多どんたく 丸根賛太郎 1948 大映 78
バクダット姫 芦田巌 1948 三幸映画 48
青い山脈 今井正 1949 藤本プロダクション 92
お嬢さん乾杯 木下惠介 1949 松竹（大船） 89
男の涙 斎藤寅次郎 1949 新東宝 86
悲しき口笛 家城巳代治 1949 松竹（大船） 83
静かなる決闘 黒澤明 1949 大映（東京） 95
続青い山脈 今井正 1949 藤本プロダクション 91
晩春 小津安二郎 1949 松竹（大船） 108
海魔、陸を行く 伊賀山正徳 1950 ラヂオ映画社 60
霜と霜柱 *** 1950 日本視聴覚教材株式会社 16
醜聞 スキャンダル 黒澤明 1950 松竹（大船） 105
殺陣師段平 マキノ雅弘 1950 東横映画（京都） 104
また逢う日まで 今井正 1950 東宝 111
マドロスの唄 野口博志 1950 日本映画科学研究所 71
羅生門 黒澤明 1950 大映（京都） 88
僞れる盛装 吉村公三郎 1951 大映（京都） 103
大江戸五人男 伊藤大輔 1951 松竹（京都） 132
カルメン故郷に帰る 木下惠介 1951 松竹（大船） 86
銀座化粧 成瀬巳喜男 1951 新東宝 87
仔熊物語 今村貞雄 1951 ラヂオ映画社 60
少年期 木下恵介 1951 松竹 134
白痴 黒澤明 1951 松竹（大船） 166
どっこい生きてる 今井正 1951 前進座＝北星映画社 101
ドレミハ先生 北賢二 1951 教映 43
麦秋 小津安二郎 1951 松竹（大船） 125
めし 成瀬巳喜男 1951 東宝 97
稲妻 成瀬巳喜男 1952 大映（東京） 87
くじら 大藤信郎 1952 千代紙映画社 8
西鶴一代女 溝口健二 1952 新東宝＝児井プロダクション 136
真空地帯 山本薩夫 1952 新星映画 128
水害対策 *** 1952 東映製作所 19
すっ飛び駕 マキノ雅弘 1952 大映（京都） 98
博多人形 中山太郎 1952 中山プロダクション 24
箱根風雲録 山本薩夫 1952 新星映画社＝劇団 前進座 120
母なれば女なれば 亀井文夫 1952 キヌタプロダクション 95
晴れの皇太子さま *** 1952 新理研映画株式会社 8
平和と独立の旗の下に *** 1952 *** 19
本日休診 渋谷実 1952 松竹（大船） 98
桃山美術 水木荘也 1952 三井芸術プロダクション 18
呼子星 吉村廉 1952 大映 81
離島の人々 中山太郎 1952 中山プロダクション 25
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りんご園の少女 島耕二 1952 松竹 95
淮河（わいが）の建設 *** 1952 *** 45
１９５３年メーデー *** 1953 *** 13
雨月物語 溝口健二 1953 大映（京都） 97
雨月物語 [英語字幕版]・16ミリ 溝口健二 1953 大映 97
梅の里 中山太郎 1953 中山プロダクション 8
女の一生 新藤兼人 1953 近代映画協会 90
女ひとり大地を行く 亀井文夫 1953 キヌタプロダクション、他 125
煙の見える海 中山太郎 1953 中山プロダクション 15
皇太子殿下と戴冠式 *** 1953 インターナショナル映画株式

会社
19

地獄門 衣笠貞之助 1953 大映（京都） 88
新越後物語 石井稔 1953 新東宝 77
月の輪古墳 荒井英郎、

杉山正美、吉見秦
1953 月の輪映画 製作委員会、

他
29

東京物語 小津安二郎 1953 松竹（大船） 136
ひめゆりの塔 今井正 1953 東映（東京） 127
夜明け前 吉村公三郎 1953 新東宝 142
１９５４年メーデー *** 1954 *** 21
一谷嫩軍記 生田森陣屋の場 初代・中村吉右衛門 1954 大和プロダクション 82
久留米絣 中山太郎 1954 中山プロダクション 28
子うさぎものがたり 森康ニ 1954 日動映画社 15
この広い空のどこかに 小林正樹 1954 松竹 112
最後の女たち 楠田清 1954 剣映プロ＝新東宝 80
山椒太夫 溝口健二 1954 大映 124
七人の侍 黒澤明 1954 東宝 207
孝子　五郎正宗 小林恒夫 1954 東映 60
近松物語 溝口健二 1954 大映（京都） 102
二十四の瞳 木下惠介 1954 松竹（大船） 155
二十四の瞳 [シネスコ版]・16ミリ 木下恵介 1954 松竹 155
花祭底抜け千一夜 斎藤寅次郎 1954 新東宝 99
股旅わらじ　恋慕笠 田坂勝彦 1954 創元プロ 81
松川事件　―真実は壁を透して― 野田真吉 1954 松川事件記録映画

製作委員会
***

山の音 成瀬巳喜男 1954 東宝 94
秋晴れの日に 中山太郎 1955 中山プロダクション 10
浮雲 成瀬巳喜男 1955 東宝 123
美しき母 熊谷久虎 1955 東宝 98
尾瀬 西沢 豪 1955 東京シネマ 9
かえるの発生 吉田六郎 1955 岩波映画 11
柿の木のある家 古賀聖人 1955 芸研＝東宝 94
教室の子供たち　−学習指導への道− 羽仁進 1955 岩波映画 29
下郎の首 伊藤大輔 1955 新東宝 98
仔熊物語 中山太郎 1955 中山プロダクション 23
ここに泉あり 今井正 1955 中央映画 150
しいのみ学園 清水宏 1955 新東宝 100
姉妹 家城巳代治 1955 中央映画 97
女中ッ子 田坂具隆 1955 日活 141
白いカンバス 中山太郎 1955 中山プロダクション 25
次郎物語 清水宏 1955 新東宝 99
水上の対決 望月重雄 1955 プレミア映画 18
スラバヤ殿下 佐藤 武 1955 日活 85
たけくらべ 五所平之助 1955 新東宝 95
炭鉱の大人、炭鉱の子ども (仮題） *** 1955 *** 40
血槍富士 内田吐夢 1955 東映（京都） 94
月のかんさつ 蔵田直八 1955 東映 8
野菊の如き君なりき 木下惠介 1955 松竹（大船） 92
番場の忠太郎 中川信夫 1955 新東宝 86
夫婦善哉 豊田四郎 1955 東宝 120
幻の馬 島耕二 1955 大映 85
逢初笠 加戸敏 1956 大映 88
赤穗浪士　天の巻地の巻 松田定次 1956 東映（京都） 151
アリの世界 吉岡秀人 1956 学習研究社 18
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生きていてよかった 亀井文夫 1956 日本ドキュメントフィルム＝
原水爆禁止日本協議会

48

乳母車 田坂具隆 1956 日活 109
絵を描く子どもたち　−児童画を理解するため 羽仁進 1956 岩波映画 38
演奏のいろいろ *** 1956 三井芸術プロダクション 9
円の研究 *** 1956 十六ミリ映画株式会社 14
怨霊佐倉大騒動 渡辺邦男 1956 新東宝 101
河童の話 中山太郎 1956 中山プロダクション 10
カラコルム 堀場伸世 1956 日本映画新社 79
九十九里浜の子供たち 豊田敬太 1956 東映教育映画部 32
狂った果実 中平康 1956 日活 85
黒田騒動 内田吐夢 1956 東映（京都） 108
ころと車 *** 1956 日本視聴教材株式会社 10
雪舟 吉田正作 1956 東京シネマ 16
早春 小津安二郎 1956 松竹（大船） 144
曽我兄弟富士の夜襲 佐々木康 1956 東映 110
空の大怪獣ラドン 本多猪四郎 1956 東宝 82
道具と機械 *** 1956 日本視聴覚教材株式会社 12
日本橋 市川崑 1956 大映 111
ビルマの竪琴 市川崑 1956 日活 116
富士は生きている 下村兼史 1956 東映教育映画部 34
真昼の暗黒 今井正 1956 現代ぷろだくしょん 124
幽霊船 大藤信郎 1956 千代紙映画社 11
夜あけ朝あけ 若杉光夫 1956 民芸映画社 90
夜の河 吉村公三郎 1956 大映（京都） 104
われは海の子 宇野重吉 1956 日活 68
赤城の血煙　国定忠治 福田晴一 1957 松竹 99
赤穂義士　四大浪曲入り 伊賀山正光 1957 東映 90
嵐を呼ぶ男 井上梅次 1957 日活 100
女の子の知っておかねばならぬこと 小津淳三 1957 大森児童文化集団 12
風の又三郎 村山新治 1957 東映 51
こねこのらくがき 薮下泰次 1957 東映教育映画部 13
防人の村 岩崎太郎 1957 共同映画社＝三芸映画社 20
図形の誕生 河野哲二 1957 文化映画研究所 18
たのしい工作 片桐直樹 1957 共同映画社＝文化映画研究所 14
たのしいはりえ 植松一彦 1957 文化映画研究所 17
天平美術 水木荘也 1957 三井芸術プロダクション 18
日本映画史 岩城其美夫 1957 松竹 36
幕末太陽傅 川島雄三 1957 日活 110
ふくすけ 横山隆一 1957 おとぎプロ 19
緑のふしぎ 岩崎太郎 1957 芸術映画社 6
明治天皇と日露大戦争 渡辺邦男 1957 新東宝 113
メソポタミア 堀場伸世 1957 日本映画新社 72
メダカの観察 清水ひろし 1957 学習研究社 11
喜びも悲しみも幾歳月 木下惠介 1957 松竹（大船） 159
りこうなお嫁さん 今泉善珠 1957 俳優座 56
流血の記録　砂川 亀井文夫 1957 日本ドキュメント・フィルム社 55
怒りの孤島 久松静児 1958 日映 105
駅のはたらき 植松一彦 1958 新東映画社 21
女のくらし 道林一郎 1958 三木映画社 30
女は下着で勝負する 高村三郎 1958 *** 20
隠密将軍と喧嘩大名 並木鏡太郎 1958 新東宝 138

隠し砦の三悪人 黒澤明 1958 東宝 139
風で走る船 韮沢正 1958 スターフィルム 11
口笛を吹く渡り鳥 田坂勝彦 1958 日活 81
荒城の月 猪俣勝人 1958 シナリオ文芸協会 71
こころ 中山太郎 1958 中山プロダクション 15
国会のはたらき *** 1958 学習研究社 16
佐久間ダム 総集編 高村武次 1958 岩波映画 96
宿場町 斎藤正之 1958 東映 11
城下町 斎藤正之 1958 東映 11
蒸気のちから 韮沢正 1958 *** 18
新日本珍道中　西日本の巻 近江俊郎 1958 新東宝 103
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絶唱 滝沢英輔 1958 日活 100
千羽鶴 木村荘十二 1958 共同映画社 67
続 新日本珍道中　東日本の巻 近江俊郎 1958 新東宝 81
旅役者 中山太郎 1958 中山プロダクション 28
鉄道の発達と町のうつりかわり 臼井光 1958 文化映画研究所 14
点と線 小林恒夫 1958 東映（東京） 85
天皇・皇后と日清戦争 並木鏡太郎 1958 新東宝 121
燈籠人形 中山太郎 1958 中山プロダクション 17
道産子 金子精吾 1958 芸術映画社 59
鳥島のあほうどり 田中喜次、川田 潤 1958 共同映画社 21
日蓮と蒙古大襲来 渡辺邦男 1958 大映（京都） 137
白蛇伝 薮下泰司 1958 東映動画 79
母 田中重雄 1958 大映 110
母三人 久松静児 1958 東宝 103
張込み 野村芳太郎 1958 松竹（大船） 116
福沢諭吉の少年時代 関川秀雄 1958 東映教育映画部 40
船のかたち 小津淳三 1958 映星プロダクション 13
別府旅行１９５８ 中山太郎 1958 中山プロダクション 10
法隆寺 羽仁進 1958 岩波映画 23
みのむしの生活 石川茂樹 1958 学習研究社 16
無法松の一生 [三船版] 稲垣浩 1958 東宝 104
無法松の一生 [三船版]・16ミリ 稲垣浩 1958 東宝 104
めがね小僧 宇野重吉 1958 民芸映画社 45
メダカの観察 清水ひろし 1958 学習研究社 11
森と湖のまつり 内田吐夢 1958 東映 113
ゆうびんやさん *** 1958 学習研究社 11
夢見童子 蕗谷虹児 1958 東映教育映画部 15
わたくしたちの気象観測 伊豆村豊 1958 芸術映画社 17
わたくしたちの健康しんだん 韮沢正 1958 芸術映画社＝共同映画社 17
安保条約 松本俊夫 1959 日本労働組合総評協議会 ***
いつか来た道 島耕二 1959 大映 97
海壁 黒木和雄 1959 岩波映画 61
海ッ子山ッ子 木村莊十二 1959 日活 70
海を渡る鉄道 山田晃 1959 文化映画研究所 22
おかねさん 中山太郎 1959 中山プロダクション 20
おめでとう皇太子さま *** 1959 毎日映画社 14
おやじ 菅家陳彦 1959 記録映画社＝共同映画社 19
海軍兵学校物語　あι江田島 村山三男 1959 大映 104
影法師捕物帖 中川信夫 1959 新東宝 82
風花 木下恵介 1959 松竹 78
家族会議 金子精吾 1959 大東映画社 40
紙でつくる版画 西沢周基 1959 科学映画社 17
古代の人びと 上野耕三 1959 記録映画社＝教育映画配給社 13
こねこのスタジオ 森やすじ 1959 東映動画 16
三等賞の小山羊 佐藤 武 1959 貯蓄増強中央委員会 38
獅子と蝶と紅い絹 福島利夫、武井大 1959 山王プロ 22
地震 尾山新吉 1959 東映教育映画部 10
失業　―炭鉱合理化との斗い― 高極高英 1959 映画製作委員会 35
次郎長富士 森一生 1959 大映 105
新・三等重役 筧正典 1959 東宝 91
末っ子大将 木村荘十二 1959 大阪母親プロ 40
素晴らしき娘たち 家城巳代治 1959 東映 100
せっけんと合成せんざい 川幡省三 1959 岩波映画製作所 14
大学の御令嬢 近江俊郎 1959 新東宝 80
たのしい手芸 韮沢正 1959 共同映画社＝文化映画研究所 14
地層 桑野茂 1959 岩波映画製作所 13
続社長太平記 青柳信雄 1959 東宝 104
鉄腕投手　稲尾物語 本多猪四郎 1959 東宝 105
東海道四谷怪談 中川信夫 1959 新東宝 77
東京の生活 荒井英郎 1959 新世界プロダクション 20
独眼竜正宗 河野寿一 1959 東映 87
時計のしくみ 八幡省三 1959 芸術映画社 14
南国土佐を後にして 斎藤武市 1959 日活 78
にあんちゃん 今村昌平 1959 日活 101
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日本の貿易 森下博美 1959 学習研究社 18
母のおもかげ 清水宏 1959 大映 89
ひょうたんすずめ 横山隆一 1959 おとぎプロ 55
ヒロシマの声 *** 1959 日本ドキュメントフィルム 40
風雲児　織田信長 河野寿一 1959 東映 95
平安時代と都と地方 森田純 1959 学習研究社 20
ぼくは走らない 韮沢正 1959 文化映画研究所 20
ボタ山のかげに 中山太郎 1959 中山プロダクション 10
坊ちゃんに惚れた7人娘 近江俊郎 1959 新東宝 64
ポロンギター 小野豪 1959 学習研究社 26
水戸黄門　天下の副将軍 松田定次 1959 東映 94
実りふたたび 金子敏 1959 都映画 31
門前町 大岡紀 1959 東映 11
やさしいサッカー 杉浦克己 1959 学習研究社 16
陽気な家政婦さん/裏町の青春 金子敏 1959 山本プロダクション 26
陽気な家政婦さん/奥様御免遊ばせ 武田敦 1959 山本プロダクション 25
陽気な家政婦さん/婚約ダブルヘッダー 金子精吾 1959 山本プロダクション 25
陽気な家政婦さん/笛と子供たち 小林千種 1959 山本プロダクション 25
らくがき黒板 新藤兼人 1959 近代映画協会 46
六人姉妹 堀内甲 1959 東映教育映画部 47
PTAに学ぶ 酒井修 1960 東映教育映画部 35
赤い井戸 森園忠 1960 十六ミリ映画株式会社 11
アリババと４０人の盗賊 福島和美 1960 東映動画 10
あんみつ姫の武者修行 大曾根辰保 1960 松竹 86
伊豆の踊子 [鰐淵晴子版] 川頭美郎 1960 松竹 86
海辺のいきもの 小林一夫 1960 東映 14
大奥政談　魔像篇 河野寿一 1960 東映 87
おとうと 市川崑 1960 大映（京都） 97
切られ与三郎 伊藤大輔 1960 大映（京都） 94
国定忠治 谷口千吉 1960 東宝 100
黒い画集・あるサラリーマンの証言 堀川弘通 1960 東宝 95
構成の練習 小津淳三 1960 新世界プロダクション 20
御存知黒田ぶし　決戦黒田城 加戸野五郎 1960 新東宝 74
姉妹　コンチ物語 金子精吾 1960 協力プロダクション 80
植物の生長 樋口源一郎 1960 岩波映画製作所 11
生産と学習 森園忠 1960 共同映画社＝長野映研 38
青春残酷物語 大島渚 1960 松竹（大船） 96
千姫御殿 三隅研次 1960 大映 97
壮烈新撰組　幕末の動乱 佐々木康 1960 東宝 101
ソフトボール 伊勢長之助 1960 学習研究社 14
タイの生活とメナム川　―熱帯のくらし― *** 1960 ｺｽﾓﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ＝教育映画

配給社
19

太平洋の嵐　ハワイ・ミッドウェイ海戦 松林宗恵 1960 東宝 118
たのしい絵日記 村上雅英 1960 科学映画社 12
旅の長脇差　花笠椿 小沢茂弘 1960 東映 85
黙っていてはいけない 丸山章治 1960 三木映画社 21
筑豊のこどもたち 内川清一郎 1960 東宝＝日本映画新社 106
続次郎物語　若き日の怒り 野崎正郎 1960 新東宝 90
遠い声 中山太郎 1960 中山プロダクション 19
苗吹川 木下恵介 1960 松竹 117
日本の工業の発達 *** 1960 東映 15
日本の子どもたち 青山通春 1960 新世紀映画＝共同映画社、他 56
日本の婦人は今・・・ 都留晃 1960 TBS映画社 28
日本の舞踊 羽仁進 1960 岩波映画製作所 26
人間みな兄弟 亀井文夫 1960 日本ﾄﾞｷｭﾒﾝﾄ･ﾌｨﾙﾑ社、他 59
土師の村 中山太郎 1960 中山プロダクション 30
走り高とび 杉森潤郎 1960 東映 12
裸の島 新藤兼人 1960 近代映画協会 96
武士のおこり 上野耕三 1960 記録映画社＝教育映画配給社 11
二人の武蔵 渡辺邦男 1960 大映 92
ふなのからだ 大小島嘉一 1960 芸術映画社 11
へちまの観察日記 *** 1960 学習研究社 17
マスコミと私たちの生活 韮沢正 1960 文化映画研究所＝新東映画社 19
マリン・スノー −石油の起源− 野田真吉 1960 東京シネマ 25
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みんなできめたこと 韮沢正、武田靖 1960 文化映画研究所 20
大和の国のはじまり 上野耕三 1960 記録映画社＝教育映画配給社 15
夢みよか 接着剤乱用の実態 倉田準二 1960 *** 25
妖刀物語　花の吉原百人斬り 内田吐夢 1960 東映（京都） 108
ルポルタージュ・炎 黒木和雄 1960 岩波映画 38
浪曲国定忠治　赤城の子守歌 冬島泰三 1960 第二東映 68
若者の目は燃えた *** 1960 シネジャーナルプロダクション 30
私はウソを申しません　-誰のための所得倍
増か？-

徳永瑞夫 1960 日本労働組合總評議会、他 20

赤ちゃんは何処から来たの 島崎嘉樹 1961 日本ビデオ株式会社、他 23
安寿と厨子王丸 藪下泰司、芹川有吾 1961 東映動画 83
おむすびころりん 渡辺隆平 1961 学習研究社 11
かぐや姫 渡辺和彦 1961 学研映画局 26
かもとりごんべい 神保まつえ 1961 学習研究社 15
恋の羊が海いっぱい 黒木和雄 1961 岩波映画 20
自分のあたまで考えよう 宮腰太郎 1961 社会教育映画社 24
釈迦 三隅研次 1961 大映 156
新吾二十番勝負 松田定次 1961 東映 88
ゼロの焦点 野村芳太郎 1961 松竹（大船） 95
胎動期　私たちは天使じゃない 三輪彰 1961 新東宝 89
妻は告白する 増村保造 1961 大映（東京） 91
西陣 松本俊夫 1961 京都記録映画を見る会 25
人間動物園 久里洋二 1961 久里実験漫画工房 2
ねずみのよめいり 白川大作 1961 東映動画 13
春の音 中山太郎 1961 中山プロダクション 25
反逆児 伊藤大輔 1961 東映（京都） 110
豚と軍艦 今村昌平 1961 日活 108
へそと原爆 細江英公 1961 *** 15
ぼくじゃない 武田翼 1961 共同映画社＝日本ビデオ株

式会社
***

未踏の氷壁 羽田栄治 1961 中日映画社 ***
宮本武蔵 内田吐夢 1961 東映 110
燃えあがるアルジェリア 斉藤茂夫 1961 *** 19
木版画の作り方 小柳幹夫 1961 東映教育映画部 10
森の詩 中山太郎 1961 中山プロダクション 15
大和の朝廷 森田純 1961 学習研究社 19
夕やけ小やけの赤とんぼ 島耕二 1961 大映 92
若いスクラム 道林一郎 1961 桜映画社 34
２．２６事件・脱出 小林恒夫 1962 東映 97
新しい郵便局 *** 1962 東京シネマ 10
アメーバーの運動 畑正憲 1962 学習研究社 13
ありときりぎりす 神保まつえ 1962 学習研究社 15
ある街角の物語 手塚治虫 1962 虫プロダクション 39
椅子 久里洋二 1962 久里実験漫画工房 10
牛飼いっ子 酒井修 1962 東映 50
大いなる黒部 山添哲 1962 日本映画新社 41
おとぎの世界旅行 横山隆一 1962 おとぎプロ 76
おとし穴 [予告篇] 勅使河原宏 1962 勅使河原プロ＝ATG 3
かあちゃん結婚しろよ 五所平之助 1962 松竹 97
華南の人民公社 木村荘十二 1962 NDN日本電波ニュース社 22
キューポラのある街 浦山桐郎 1962 日活 99
交通事故をなくそう 草間達雄 1962 新生映画株式会社 20
山河あり 松山善三 1962 松竹 126
秋刀魚の味 小津安二郎 1962 松竹（大船） 113
上海点景 木村荘十二 1962 NDN日本電波ニュース社 21
首都北京 木村荘十二 1962 NDN日本電波ニュース社 22
白鳥事件 加藤盟 1962 「白鳥事件」映画制作実行

委員会
34

しろばんば 滝沢英輔 1962 日活 101
ステレオ・レーザーサウンド 根岸栄 1962 *** 15
切腹 小林正樹 1962 松竹（京都） 133
起ちあがるアジア *** 1962 新理研映画株式会社 19
乳房を抱く娘たち 山本薩夫 1962 大映 124
中国の東北 木村荘十ニ 1962 NDN日本電波ニュース社 23
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椿三十郎 黒澤明 1962 東宝 98
憎いあンちくしょう 蔵原惟繕 1962 日活 105
ニッポン無責任時代 古澤憲吾 1962 東宝 86
日本の遠洋漁業 沢登芳恵 1962 全日本海員組合＝共同映画社 20
日本の民家 赤佐政治 1962 英映画社 36
人間 新藤兼人 1962 近代映画協会 117
光と色 三谷繁市 1962 東映教育映画部 10
別府旅行１９６２ 中山太郎 1962 中山プロダクション 5
僕たちはギャングじゃない 木村荘十二 1962 MOMプロダクション 48
ぼくらの村 金子 敏、橘 祐典 1962 都映画＝新世紀映画、他 45
源九郎義経 松田定次 1962 東映 90
宮本武蔵　般若坂の決斗 内田吐夢 1962 東映 107
未来につながる子ら 木村荘十二 1962 共同映画社＝群馬県教職

員組合
73

みんなでしらべてみよう 富岡 捷 1962 新理研映画株式会社 17
ローマからルネッサンスへ 犬伏英之 1962 岩波映画製作所 21
わが愛北海道 黒木和雄 1962 岩波映画 49
わらし子とおっかあたち 窪川健造 1962 山形県教育組合 49
アカハタニュース２９ *** 1963 *** 18
ある機関助士 土本典昭 1963 岩波映画 37
暗黒街の顔役　十一人のギャング 石井輝男 1963 東映 92
おかあさんのがまん 島崎嘉樹 1963 共同映画社 25
おじいちゃんも仲間 田中徹 1963 芸術映画社 29
学級と４０人のおかあさん かんけまり 1963 科学映画社 28
恐喝 渡辺祐介 1963 東映 92
黒い潜水艦 川久保勝正 1963 *** 28
クロッキーのべんきょう 三谷繁市 1963 東映教育映画部 10
原子の構造 岡田泰明、井口祐 1963 学習研究社 17
皇居 下村健二 1963 日本産業映画センター 28
ことばのふしぎ 片桐直樹 1963 大森児童文化集団＝株式

会社綜合社
12

五番町夕霧樓 田坂具隆 1963 東映（京都） 137
残菊物語 大庭秀雄 1963 松竹 105
酸とアルカリ 矢部正男 1963 岩波映画製作所 10
社会主義キューバ 藤井冠次 1963 NDN日本電波ニュース社 27
新・女の子の知っておかねばならぬこと 小津淳三 1963 共同映画社 16
新選組始末記 三隅研次 1963 大映（京都） 93
生命誕生 渡辺正己、大島正 1963 東京シネマ 17
石の詩 松本俊夫 1963 TBS 24
闘魂の記録 西尾善介、山添哲 1963 東京シネマ 34
日韓会談 野原嘉一郎 1963 勤労者視聴覚事業連合会 ***
日本の森林資源 桑野茂 1963 岩波映画製作所 18
脳と神経のはたらき *** 1963 東映教育映画部 10
ハードル走 田中穂積 1963 東映教育映画部 10
母 新藤兼人 1963 近代映画社 101
非行少女 浦山桐郎 1963 日活 114
沸騰の観察 *** 1963 岩波映画製作所 14
暴力街 小林恒夫 1963 東映 92
宮本武蔵　二刀流開眼 内田吐夢 1963 東映 104
みんなでフォークダンス 佐藤洸、道家和

祥、長瀬世司子
1963 学習研究社 16

みんなわが子 家城己代治 1963 全農映 70
無法松の一生 [三國版]・16ミリ 村山新治 1963 東映 104
LOVE 飯村隆彦 1963 飯村隆彦映像研究所 10
わんぱく王子の大蛇退治 芹川有吾 1963 東映動画 86
わんわん忠臣蔵 白川大作 1963 東映動画 81
赤い殺意 今村昌平 1964 日活 150
あるマラソンランナーの記録 黒木和雄 1964 東京シネマ 63
いれずみ突撃隊 石井輝男 1964 東映 91
美しい国土 ―その生いたち― 山添哲 1964 東京シネマ 46
おばあちゃんの生きがい 田中徹 1964 MOMプロダクション 37
おふくろ 酒井修 1964 東映 49
飢餓海峡 内田吐夢 1964 東映（東京） 182
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ギャチュン・カン 菅家陳彦 1964 長野県ヒマラヤ後援会＝長
野県、他

50

乞食大将 田中徳三 1964 大映 92
ジャコ萬と鉄 深作欣二 1964 東映 100
植物の生殖 *** 1964 学習研究社 17
新博多駅本屋建設 *** 1964 電通九州支社 28
砂の女 勅使河原宏 1964 勅使河原プロダクション 147
地層 *** 1964 岩波映画製作所 15
チョンリマ　―千里馬― 宮島義男 1964 「チョンリマ」製作実行委員 93
手をつなぐ子ら 羽仁進 1964 大映 99
動物の生態　ウミネコの生活 岡田泰明 1964 学習研究社 15
ドキュメント 路上 土本典昭 1964 東洋シネマ 54
ならず者 石井輝男 1964 東映 98
日本侠客伝 マキノ雅弘 1964 東映 98
山を越える鉄道[改訂版] 韮沢正 1964 ﾆﾗｻﾜﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞｾﾝﾀｰ、他 21
リトミック 小津淳三 1964 共同映画社 20
リトミックをしましょう 小津淳三 1964 共同映画社 18
路傍の石 家城巳代治 1964 東映 100
網走番外地 石井輝男 1965 東映 91
網走番外地　望郷篇 石井輝男 1965 東映 89
昭和残侠伝 佐伯清 1965 東映 90
植物の成長と運動 土屋祥吾 1965 東映教育映画部 18
新蛇姫様　お島仙太郎 沢島忠 1965 東映 88
東京オリンピック 市川崑 1965 東京オリンピック 映画協会 169
東京卸売センター　ＳＲＣ積層工法 大成建設株式会社 1965 日本映画新社 18
徳川家康 伊藤大輔 1965 東映 143
日韓条約　そのねらい *** 1965 労農記録映画社 29
にっぽん泥棒物語 山本薩夫 1965 東映 116
根のつくりとはたらき 高橋成知 1965 共立映画社＝高橋プロダク

ション
18

花と龍 山下耕作 1965 東映（東京） 97
冷飯とおさんとちゃん 田坂具隆 1965 東映（京都） 178
水の圧力 榛葉豊明 1965 岩波映画製作所 20
宮本武蔵　巌流島の決斗 内田吐夢 1965 東映 121
無法松の一生 [勝新版] 三隅研次 1965 大映（京都） 96
留学生 チュア スイ リン 土本典昭 1965 藤プロダクション 51
回転体 園哲太郎 1966 教配 10
茎のつくりとはたらき 高橋成知 1966 共立映画社＝高橋プロダク

ション
17

殺人狂時代 久里洋二 1966 久里実験漫画工房 10
地獄の掟に明日はない 降旗康男 1966 東映 91
昭和残侠伝　唐獅子牡丹 佐伯清 1966 東映 89
大正 民衆の時代 小野 豪 1966 学習研究社 18
大忍術映画ワタリ 船床定男 1966 東映 82
太陽と放射 浅沼直也 1966 東映教育映画部 23
堕胎 足立正生 1966 若松プロ 75
小さい逃亡者 衣笠貞之助、他 1966 大映 113
力のおよぼしあい 榛葉豊明 1966 岩波映画製作所 15
町人の力　―江戸と大阪― 伊藤治雄 1966 学習研究社 16
展覧会の絵 手塚治虫 1966 虫プロダクション 32
涙の連絡船 桜井秀雄 1966 松竹 82
日本大侠客 マキノ雅弘 1966 東映（京都） 95
日本の楽器　―こと・三味線・尺八― 高橋健彦 1966 学習研究社 21
能 村山英治 1966 桜映画社 30
花と龍　洞海湾の決斗 山下耕作 1966 東映（京都） 90
ひなのかげ 高林陽一 1966 *** 19
風車のある街 森永健次郎 1966 日活 90
福岡市医師会病院 中山太郎 1966 中山プロダクション 30
坊っちゃん 市村泰一 1966 松竹 90
三等兵親分 瀬川昌治 1966 東映 87
明治（１） 文明開化の世の中 小野豪 1966 学習研究社 18
明治（２） 新しい産業の発達 小野豪 1966 学習研究社 19
りんごの村とみかんの村 高橋成知 1966 共立映画社＝高橋プロダク

ション
20
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福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
日本映画 収蔵作品一覧

作品名 監督等 製作
年度

国/会社 時間

われら人間家族 勝目貴久 1966 近代映画協会 100
Ｆｏｕｒ おおえまさのり 1966 *** 4
Ｃｒｅａｔｉｏｎ おおえまさのり 1966 *** 5
網走番外地　悪への挑戦 石井輝男 1967 東映（東京） 90
アングル 中山太郎 1967 中山プロダクション 30
宇宙大怪獣ギララ 二本松嘉瑞 1967 松竹 88
円 今井祝男 1967 *** 4
大奥（秘）物語 中島貞夫 1967 東映 94
数と式 *** 1967 ベリーフィルムアソシエイツ 10
滑車と仕事量 片野 満 1967 岩波映画製作所 15
喜劇　急行列車 瀬川昌治 1967 東映 89
喜劇・団体列車 瀬川昌治 1967 東映 91
侠骨一代 マキノ雅弘 1967 東映 93
銀河系 足立正生 1967 *** 70
黒姫物語 家城巳代治 1967 共同映画教育映画部 61
幻影都市 島村達雄 1967 *** 5
裁かれる自衛隊　―恵庭のたたかい― 片桐直樹 1967 恵庭事件対策映画製作委

員会
30

植物の種類と進化 米内義人 1967 東映教育映画部 21
白い道 中山太郎 1967 中山プロダクション 27
全ニュージーランド大学選抜チーム招待試合 中山太郎 1967 中山プロダクション 15
伝説の午後・いつか見たドラキュラ 大林宣彦 1967 *** 39
ななつぼし 高橋成知 1967 共立映画社＝高橋プロダク

ション
11

人間蒸発 今村昌平 1967 今村プロ＝ATG＝ 日本映画
新社

129

花 久里洋二 1967 久里実験漫画工房 1
避妊革命 足立正生 1967 若松プロ 74
風雅の技法 山田学、月尾嘉男 1967 *** 3
冒険少年シャダー/誕生シリーズ 片岡忠三 1967 日本放送映画 30
冒険少年シャダー/呪いの塔シリーズ 片岡忠三 1967 日本放送映画 30
ものの燃える速さ 榛葉豊明 1967 岩波映画製作所 15
猶予、もしくは影を撫でる男 奥村昭夫 1967 *** 26
若者たち 森川時久 1967 新星映画社＝俳優座 87
Ｎｏ　Ｇａｍｅ おおえまさのり 1967 *** 17
Ｇｒｅａｔ　Ｓｏｃｉｅｔｙ おおえまさのり 1967 *** 17
Ｈｅａｄ　Ｇａｍｅｓ おおえまさのり 1967 *** 10
Between the Frame おおえまさのり 1967 *** 10
Yip Out おおえまさのり 1967 *** 2
海べの村 山の村 岡島つとむ 1968 共立映画社 21
EXPO'70　[日本語版] *** 1968 *** 21
絵地図から平面図へ 高橋成知 1968 共立映画社＝高橋プロダク

ション
16

おかしさに彩られた悲しみのバラード 原正孝 1968 *** 12
かげ 林静一 1968 *** 4
神々の深き欲望 今村昌平 1968 今村プロダクション 174
黒部の太陽 熊井啓 1968 三船プロダクション＝石原プ

ロモーション
195

公害とたたかう 渡辺正巳 1968 新潟水俣病映画をつくる会 48
こうじょうのおじさんたち 高橋健彦、平井寛 1968 学習研究社 15
荒野の渡世人 佐藤純弥 1968 東映 107
さらばモスクワ愚連隊 堀川弘通 1968 東宝 97
勝利はこだまする *** 1968 NDN日本電波ニュース社 22
昭和  戦争と国民生活 小野豪 1968 学習研究社 20
昭和（２） 混乱から復興へ *** 1968 学習研究社 20
新網走番外地 マキノ雅弘 1968 東映 95
人生劇場　飛車角と吉良常 内田吐夢 1968 東映（東京） 109
生命の流れ −血液を探る− 樋口源一郎 1968 電通映画 26
祖国への道 *** 1968 沖縄人民党中央委員会 41
太陽の王子・ホルスの大冒険 高畑勲 1968 東映動画 82
ドレイ工場 武田敦・山本薩夫 1968 ドレイ工場製作委員会 144
肉弾 岡本喜八 1968 「肉弾」をつくる会＝ATG 116
日本侠客伝　絶縁状 マキノ雅弘 1968 東映 93
緋牡丹博徒 山下耕作 1968 東映 98
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福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
日本映画 収蔵作品一覧

作品名 監督等 製作
年度

国/会社 時間

ヒロシマの証人 斉村和彦 1968 「ヒロシマの証人」製作委員 100
みにくいあひるの子 渡辺和彦 1968 学研映画局 20
レーザー ―新しい光― 合田 寛 1968 学習研究社 21
わが命の唄・艶歌 舛田利雄 1968 日活 109
天地創造説 岡部道男 1968 岡部プロダクション 26
Salome’s Child おおえまさのり 1968 *** 6
S NO,1 おおえまさのり 1968 *** 5
end おおえまさのり 1968 *** 16
OH! MY MOTHER 安藤紘平 1969 *** 13
イン・ザ・リバー 飯村隆彦 1969 *** 17
栄光への5000キロ 蔵原惟膳 1969 石原プロモーション 177
エクスタシス 松本俊夫 1969 *** 11
男はつらいよ 山田洋次 1969 松竹（大船） 91
おまわりさん 大河原健 1969 朝日テレビ 10
三角形のはなし *** 1969 フィルムアソシエイツ 10
三角形の辺と角 *** 1969 フィルムアソシエイツ 9
聖徳太子と飛鳥文化 高橋成知 1969 共立映画社＝高橋プロダク

ション
21

尻啖え孫市 三隅研次 1969 大映 105
新網走番外地　さいはての流れ者 佐伯清 1969 東映 93
心中天網島 篠田正浩 1969 表現社＝ATG 103
性地帯 足立正生 1969 若松プロ 73
性遊戯 足立正生 1969 若松プロ 69
続・男はつらいよ 山田洋次 1969 松竹 93
月のうごき 伊藤治雄 1969 学習研究社 10
点と線 *** 1969 ベリーフィルムアソシエイツ 8
長靴をはいた猫 矢吹公郎 1969 東映動画 80
日本女侠伝 侠客芸者 山下耕作 1969 東映（京都） 99
日本侠客伝 花と龍 [速報版] マキノ雅弘 1969 東映 14
日本の畜産 大山年治 1969 東映教育映画部 22
橋のない川　第一部 今井正 1969 ほるぷ映画社 127
ひとりっ子 家城巳代治 1969 新星映画社＝文学座 91
緋牡丹博徒　花札勝負 加藤泰 1969 東映 98
道をよこぎるとき 高橋健彦 1969 学習研究社 ***
ミミズを調べる 近藤正彌 1969 東映教育映画部 23
民主主義の歩み 上野耕三 1969 記録映画社＝教育映画配給社 13
室町時代の文化 上野耕三 1969 記録映画社＝教育映画配給社 14
蒙古襲来と北条時宗 高橋成知 1969 共立映画社＝高橋プロダク

ション
21

蒙古の来襲 小野豪 1969 学習研究社 17
燃えあがる炎 斉藤茂夫 1969 全日本学生自治会総連合 30
もーれつア太郎 明比正行 1969 東映＝NET 24
ものとその重さ 後藤一郎 1969 岩波映画製作所 21
もののもえ方 桜井亮輔 1969 学習研究社 16
私が棄てた女 浦山桐郎 1969 日活 116
猥雑 中村雅信 1969 中村雅信 16
GRAPHILM 野村仁 1970 *** 18
明日をあたしたちに　―安保と婦人― 島崎嘉樹 1970 映演総連＝全農協労連、他 30
アタックＮＯ. 1 岡部英二 1970 東宝 63
石の文化 村山英治 1970 桜映画社 29
動きまわる粒 ―液体と気体の分子― 金重義宏 1970 岩波映画製作所 18
沖縄 武田敦 1970 劇映画「沖縄」製作上映実

行委委員会
200

男はつらいよ　フーテンの寅 森崎東 1970 松竹 90
家族 山田洋次 1970 松竹 107
キリシタンとヨーロッパの文化 小野 豪 1970 学習研究社 21
米作り農家の一年 大島善助 1970 東映教育映画部 24
差別 山下秀雄 1970 東映 30
志賀島　神社から始まる志賀の四季 中山太郎 1970 中山プロダクション 50
磁場　電流と磁石―その１― 田中敏弘 1970 岩波映画製作所 19
昭和残侠伝　死んで貰います マキノ雅弘 1970 東映 92
シンジュクステーション 城之内元晴 1970 *** 16
電話はなぜなぜ？ 大西竹二郎 1970 東映教育映画部 25
トマトケチャップ皇帝 寺山修司 1970 *** 27
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福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
日本映画 収蔵作品一覧

作品名 監督等 製作
年度

国/会社 時間

日本怪談劇場　怪談雪女 土居通芳 1970 ライリーシネマ 10
日本侠客伝　昇り龍 山下耕作 1970 東映 117
乗りものの乗りおり 高橋健彦 1970 学習研究社 8
橋のない川　　第二部 今井正 1970 ほるぷ映画社 140
芭蕉 下村健二 1970 教育映画配給社 28
叛女／夢幻地獄 足立正生 1970 国際放映 72
緋牡丹博徒　お竜参上 加藤泰 1970 東映（京都） 100
ヒロシマ・原爆の記録 小笠原基生、

松川八洲雄
1970 日映新社 29

冬の夜の神々の宴ー遠山の霜月祭 野田真吉 1970 *** 42
浮力 *** 1970 岩波映画製作所 14
やさしいライオン やなせたかし 1970 虫プロダクション 26
遊侠列伝 小沢茂弘 1970 東映 96
私たちの人生 野田真吉 1970 共立映画社 27
貴夜夢富（キャンプ） 岡部道男 1970 岡部プロダクション 45
クレイジー・ラヴ 岡部道男 1970 岡部プロダクション 96
美しい日々 中村雅信 1970 中村雅信 10
儀式 中村雅信 1970 中村雅信 19
DON’T WORRY KYOKO 中村雅信 1970 中村雅信 15
男はつらいよ　純情篇 山田洋次 1971 松竹 90
男はつらいよ　奮闘篇 山田洋次 1971 松竹 91
鬼剣舞 ふるさとと祖国のうた 島崎嘉樹 1971 全国農村映画協会＝共同

映画社
94

化合力 元素の結びつきやすさ 田中敏弘、片野 満 1971 岩波映画製作所 18
かしきの砂 福田元彦 1971 民話社 11
カムイ外伝 渡邊米彦 1971 東宝 88
からこの涙 福田元彦 1971 民話社 11
KIRI 萩原朔美 1971 *** 7
金閣から銀閣へ 高橋成知 1971 共立映画社＝高橋プロダク

ション
18

公害 福井久彦 1971 東映教育映画部 21
古墳からみた大和の朝廷 高橋成知 1971 共立映画社＝高橋プロダク

ション
17

SHE 田名網敬一 1971 *** 9
磁場の相互利用　電流と磁石―その２― 田中敏弘 1971 岩波映画製作所 19
小学生の鉄棒運動 大山年治 1971 東映教育映画部 13
昭和（３）  発展する日本 小野豪 1971 学習研究社 20
真剣勝負 内田吐夢 1971 東宝映画 76
大気中の水の循環 建部賢太郎 1971 学習研究社 18
力のたし算 ―力の平行四辺形の法則― 金重義宏 1971 岩波映画製作所 20
地球の形と動き 高橋成知 1971 共立映画社＝高橋プロダク

ション
15

チコタン・ぼくのおよめさん 岡本忠成 1971 学研 11
月の動きと形の変化 高橋成知 1971 共立映画社＝高橋プロダク

ション
15

どうぶつ宝島 池田宏 1971 東映動画 78
日本侠客伝　刃（ドス） 小沢茂弘 1971 東映 97
日本の印刷文化 大島善助 1971 東映教育映画部 22
農民に学べ 時枝俊江 1971 岩波映画製作所 25
NO PERFORATIONS 奥山順市 1971 *** 10
八月の濡れた砂 藤田敏八 1971 日活 91
ひくい土地・柳川 土屋祥吾 1971 共立映画社＝東映文映 18
福岡１９７０ 中山太郎 1971 ライオンズクラブ実行委員会 42
水俣　患者さんとその世界 土本典昭 1971 東プロダクション 167
みにくいアヒルの子 藤田一郎 1971 フジテレビ＝虫プロダクショ 36
娘たちは風にむかって 若杉光夫 1971 民芸映画社 113
メタスタシス(新陳代謝） 松本俊夫 1971 *** 8
桃っこ太郎 高橋克雄 1971 東京中央プロダクション 16
幼児の生活 *** 1971 日本テレビ 21
良寛をもとめて 松岡新也 1971 マツオカプロダクション 41
HANA 中村雅信 1971 中村雅信 19
ニクソン・ノー *** 1972 NDN日本電波ニュース社 18
ありがとうが言えない 筧正典 1972 学習研究社 28
鬼 川本喜八郎 1972 川本喜八郎 8
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福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
日本映画 収蔵作品一覧

作品名 監督等 製作
年度

国/会社 時間

女の子の躾け方 関川秀雄 1972 学習研究社 30
かけがえのない地球 尾塩 尚 1972 日経映画社 30
工芸のよろこび 西本祥子 1972 読売映画社 24
公民館 瀬藤 祝 1972 電通映画社 28
細胞 堤 地冨 1972 学習研究社 16
細胞のふえかた 米内義人 1972 共立映画社＝東京分映 21
さようならCP 原一男 1972 疾走プロダクション 83
産業の発達と公害 小野豪、他 1972 学習研究社 20
自然界のつりあい 布村建 1972 東映教育映画部 24
視聴覚教材の供給 大西竹二郎 1972 東映教育映画部 30
視聴覚教材の利用 福井康雄 1972 学習研究社 21
士農工商 合田寛 1972 学習研究社 20
修学旅行 山口昇 1972 東映教育映画部 22
乗船実習 高井達人 1972 日本シネセル 22
少年自然の家 金子精吾 1972 共立映画社 30
昭和残侠伝　破れ傘 佐伯清 1972 東映 93
水中の生物のつりあい 江藤征治、浅井晴夫 1972 学習研究社 14
住まいの科学 *** 1972 日本シネセル 20
確からしさ 江藤征治、市川安

久利
1972 学習研究社 19

地球の科学 近藤正彌 1972 東映教育映画部 21
彫塑の表現 坂口康 1972 岩波映画製作所 21
デビルマン/火焔妖獣ファイアム 鈴木実 1972 東映動画 30
デビルマン/妖獣シレーヌ 明比正行 1972 東映動画 30
テレビッ子マンガッ子のしつけ 下村堯二 1972 学習研究社 30
どぶ川学級 椿祐典 1972 どぶ川学級製作委員会 110
ながぐつ三銃士 勝間田具治 1972 東映動画 53
博多　―アジアを結ぶ都市福岡― *** 1972 読売映画社 29
風流 粟津潔 1972 *** 11
武士と町人 高橋成知 1972 共立映画社 20
婦人のボランティア活動 堀内甲 1972 桜映画社 30
物質の融点 後藤一郎 1972 岩波映画製作所 20
プラス坊やのアドバイス *** 1972 新潟映画社 27
故郷 山田洋次 1972 松竹 96
変貌 堀越 慧、浦島竜夫 1972 岩波映画製作所 24
明治の洋風建築 村山英治 1972 桜映画社 28
メイド・イン・ジャパン 木下蓮三 1972 スタジオロータス 9
モチモチの木 岡本忠成 1972 KKエコー 17
わが家のおこづかい教育 城田孝子 1972 学習研究社 30
風車の通信学 中村雅信 1972 中村雅信 10
風車の夢 中村雅信 1972 中村雅信 11
風車の散歩 中村雅信 1972 中村雅信 25
10SEC 榎本了壱 1973 *** 8
MIMESIS 吉崎克美 1973 *** 6
アゾート 中井恒夫 1973 *** 14
沖縄の自然と生活 大山年治 1973 東映教育映画部 25
男じゃないか　闘志満々 井上梅次 1973 松竹 88
川端康成と伊豆 北川卓 1973 教育映画配給社 29
狂言 星山圭 1973 鹿島映画 23
京都の歴史と文化 下村健二 1973 下村プロダクション 28
クロール 高橋健彦 1973 学習研究社 9
現代任侠史 石井輝男 1973 東映 96
源太の笛 菅野温夫 1973 民話社 9
元禄文化 大島善助 1973 東映教育映画部 22
ゴルゴ１３ 佐藤純弥 1973 東映 104
魚の産卵、成長と水の温度 近藤正彌 1973 東映教育映画部 18
島大陸 岩崎雅典 1973 共立映画社 31
積層工法　超高層編 大成建設株式会社 1973 桜映画社 15
多喜二・百合子祭 *** 1973 多喜二・百合子乾宮会 13
たくましく育つ子どもたち 金子精吾 1973 共立映画社 30
地球と生命 フラスコの中のエコロジー 杉山正美 1973 映像プロ 22
電子計算機 川島寿一 1973 電通映画社 20
にっぽん三銃士　博多帯しめ一本どっこの巻 岡本喜八 1973 東京映画＝東宝 91
藩校と寺子屋 福井康徳 1973 学習研究社 23
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必殺仕事人　梅安蟻地獄 渡辺祐介 1973 松竹 91
平泳ぎ　ブレストストローク 高橋健彦 1973 学習研究社 11
ふしぎないど 市川安久利 1973 学習研究社 18
ふゆにくさ花はどうなるか 羽田澄子 1973 岩波映画製作所 17
平安の四季 大島善助 1973 東映 23
ぼくの挑戦　海峡横断5000米 山下秀雄 1973 東映 38
まいごのテントウ虫 *** 1973 学習研究社 17
まけうさぎ 河野秋和 1973 ビデオ東京 20
水俣一揆 一生を問う人々 土本典昭 1973 青林舎 108
実りある日に 酒井修 1973 新教育映画 33
三里塚 辺田部落 小川紳介 1973 小川プロダクション 146
モナ・リザ 松本俊夫 1973 *** 3
山口組三代目 山下耕作 1973 東映 102
少年嗜好 岡部道男 1973 岡部プロダクション 13
歳時記 岡部道男 1973 岡部プロダクション 66
再生への７つのステップ 中村雅信 1973 中村雅信 14
AT YUKIGAYA2 出光真子 1974 *** 11
あさがお ―たねからたね― 吉田六郎 1974 株式会社いちじゅ 20
アラブの世界 *** 1974 NHK 29
杏梨と小夜子 沢渡朔 1974 *** 3
伊豆の踊子 西河克己 1974 ホリ企画 82
運動のエネルギーと位置のエネルギー 近藤正彌 1974 東映教育映画部 19
栄養障害 島内利男 1974 新生映画社 21
男はつらいよ　寅次郎子守歌 山田洋次 1974 松竹 104
驚き盤 古川タク 1974 タクンボックス 4
会議の進め方 大西竹二郎 1974 東映教育映画部 30
風と流水による侵食 *** 1974 岩波映画製作所 19
かみはんが 下田逸穂 1974 日本映画新社 20
北ぐにのとも子 酒井修 1974 英映画社 32
極私的エロス・恋歌1974 原一男 1974 疾走プロダクション 93
県政サロン *** 1974 RKB毎日放送 2
国民春闘 *** 1974 「国民春闘」映画製作委員 25
個人学習 青山通春 1974 英映画社 27
ザ・ヤクザ シドニー・ポラック 1974 ワーナーブラザーズ 112
差別と人権の歴史 山口昇 1974 東映教育映画 35
サンダカン八番娼館　望郷 熊井啓 1974 東宝＝俳優座 122
しあわせの王子 富野善幸 1974 共立映画社 19
詩人の生涯 川本喜八郎 1974 *** 19
したきりすずめ 市川安久利 1974 学習研究社 18
社会教育における放送利用 小野 豪 1974 学習研究社 29
ジャックと豆の木 杉井ギサブロー 1974 ヘラルドエンタープライズ＝

グループ・タック
98

植物の栄養とエネルギー 佐藤有弘 1974 東映教育映画部 21
新北帰行 かわなかのぶひろ 1974 *** 15
砂の器 野村芳太郎 1974 松竹＝橋本プロダクション 143
生活と工芸 西沢豪 1974 毎日映画社 20
タンパク質 榛葉豊明 1974 岩波映画製作所 21
田園に死す 寺山修司 1974 人力飛行機舎＝ATG 101
泣いた赤おに 岡崎 稔 1974 東映教育映画部 15
日本の音楽・民謡 萩野正昭 1974 東映教育映画部 24
日本の南方漁業 中西直登 1974 岩波映画製作所 20
にんぎょひめ 市川安久利 1974 学習研究社 19
婦人学級 堀内甲 1974 桜映画社 30
水と生活 *** 1974 日本シネセル 20
メモリー7 萩原朔美 1974 *** 14
山口組外伝　九州進攻作戦 山下耕作 1974 東映（京都） 106
アステリオーンへの伝言 中村雅信 1974 中村雅信 12
ギムサギム 中村雅信 1974 中村雅信 9
1秒間24コマ 飯村隆彦 1975 飯村隆彦映像研究所 11
アートマン 松本俊夫 1975 *** 12
ある映画監督の生涯 新藤兼人 1975 近代映画協会 150
一休さん　とんち合戦とネコのたま 矢吹公郎 1975 テレビ朝日 27
一匹をささえる一兆 細見吉夫 1975 東映教育映画部 21
映像教材をつくる 佐久間のぶ 1975 毎日映画社 21
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○ 広瀬忠司 1975 *** 9
和君返事して 國上淳史 1975 読売映画社 15
観測概念 山崎博 1975 *** 10
工業に従事する人々 佐久間のぶ 1975 毎日映画社 21
コーヒーを飲む 渡辺哲也 1975 *** 16
この子どこの子 金山富男 1975 精光映画社 20
色即是空 松本俊夫 1975 松本プロダクション 8
実録★アメリカ人の百年 *** 1975 東宝 156
不知火海 土本典昭 1975 青林舎 154
新幹線大爆破 佐藤純弥 1975 東映 152
人工の楽園 田名網敬一 1975 *** 14
人生百年 山﨑定人 1975 東京シネ・ビデオ 20
アラビアンナイト シンドバットの冒険　巨鳥ロック 黒川文男 1975 共和教育映画社 30
ストーン・ゲーム 小出英男 1975 *** 8
STONE 相原信洋 1975 *** 11
STONE NO1 相原信洋 1975 *** 5
青春狂詩曲 中山節夫 1975 なかやまぷろだくしょん 100
青春の門 浦山桐郎 1975 東宝映画 188
整数のはたらき 荏松正ト 1975 岩波映画製作所 19
草原の少女ローラ/
家をとりまいたオオカミの大群

遠藤政治 1975 日本アニメーション＝TBS 30

草原の少女ローラ/
大きな森の小さな家

遠藤政治 1975 日本アニメーション＝TBS 30

草原の少女ローラ/
わたしのお家が燃えてるの

遠藤政治 1975 日本アニメーション＝TBS 30

DESネットワーク 中島崇 1975 *** 14
東大寺大仏殿　昭和大修理〈第一部〉 神馬亥佐雄 1975 岩波映画製作所 27
独立と自由ほど尊いものはない *** 1975 NDN日本電波ニュース社 23
南蛮文化の伝来と受容 福井康雄 1975 学習研究社 22
日没の印象 鈴木志郎康 1975 *** 23
日本任侠道　激突篇 山下耕作 1975 東映 95
日本の自然　黒部渓谷 *** 1975 日本放送協会 30
ＮＥＷ　ＹＥＡＲ 中山太郎 1975 中山プロダクション 8
博物館 青山通春 1975 英映画社 29
ふるさとに生きる母たち 金子精吾 1975 桜映画社 31
距てられた部屋 中川邦彦 1975 *** 11
彫る 棟方志功の世界 柳川武夫 1975 毎日映画社 39
みつばちマーヤの冒険 斉藤博 1975 共和教育映画社 30
迷宮譚 寺山修司 1975 *** 16
ランブイエの集い *** 1975 ニュース映画制作社連盟 ***
LE CINEMA（映画） 奥山順市 1975 *** 5
句読点 中村雅信 1975 中村雅信 17
ANOTHER LIFE 中村雅信 1976 *** 10
アボガドロ定数をはかる/結晶 山本英樹 1976 岩波映画製作所 10
あれはだれ? 岡本忠成 1976 エコー＝日本記録映画研究所 21

永遠の海 *** 1976 学習研究社 14
えみちゃんのこうつうじこ *** 1976 学芸映画社 15
男はつらいよ　寅次郎純情詩集 山田洋次 1976 松竹 102
オランダ人の写真 居田伊佐雄 1976 *** 6
岸壁の母 大森健次郎 1976 東宝 93
煙の中の青春 日高昭 1976 精光英映画社 20
山陰ドライブ 中山太郎 1976 中山プロダクション 20
詩人とふるさと 星山圭 1976 鹿島映画社 23
赤道直下の密林の生活　―熱帯のくらし― 小田義士 1976 ｺｽﾓﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ＝教育映画

配給社
19

石油資源をいかすイラン―乾燥帯のくらし― *** 1976 ｺｽﾓﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ＝教育映画
配給社

18

草原に生きる　―熱帯のくらし― *** 1976 ｺｽﾓﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ＝教育映画
配給社

18

大むかしの生活 森田純 1976 学習研究社 20
小さな愛の詩 酒井修 1976 英映画社 32
ちからばし 岡本忠成 1976 KKエコー 11
篆刻・刻字 羽田澄子 1976 岩波映画製作所 22
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道成寺 川本喜八郎 1976 川本喜八郎 19
図書館 千石秀夫 1976 英映画社 30
ピコリーノの冒険/のらいぬのアリドーロ 腰繁男 1976 日本アニメーション 30
ピコリーノの冒険/ぼく勉強するんだ 腰繁男 1976 日本アニメーション 30
ふくおかの水道 [改訂版] *** 1976 日本シネセル株式会社 29
ふりかえって・夏 手塚正己、熊倉信夫 1976 岩波映画製作所 22
偏見 西原孝 1976 東映教育映画部 33
冒険ダン吉 久保田仁司 1976 フジプロ 27
三池のたたかい〈１〉 *** 1976 *** ***
三池のたたかい〈２〉 *** 1976 *** ***
三池のたたかい〈３〉 *** 1976 *** ***
三池のたたかい〈４〉 *** 1976 *** ***
三池のたたかい〈５〉 *** 1976 *** ***
無心 松岡新也 1976 マツオカプロダクション 36
私たちの美術館 村山正実 1976 桜映画社 20
ANOTHER LIFE 中村雅信 1976 中村雅信 12
ROOM 中村雅信 1976 中村雅信 17
88万分の1の孤独 石井聰亙 1977 *** 42
あしたの火花 橘 祐典 1977 共同映画社 109
安土桃山の社会と文化 藤本孝明 1977 東映教育映画部 24
歩きつづけて 八重樫克羅 1977 日本放送協会 30
伊那谷の自然 福島道夫 1977 長野営林局 27
海をこえて 平和と友情を！ *** 1977 東洋・東南ｱｼﾞｱﾗｲｵﾝｽﾞﾌｫｰ

ﾗﾑ実行委員会
28

学級委員 石倉秀樹 1977 日本放送協会 30
学級集団の成長 時枝俊江 1977 岩波映画製作所 21
勧進帳 萩野正昭 1977 東映教育映画部 24
休憩 谷川俊太郎 1977 *** 3
九州地方　―その特色と課題― 大山年治 1977 東映教育映画部 20
くまの子ジャッキー　強いおかあさん 黒田昌郎 1977 日本アニメーション＝朝日放送 27
高校大パニック 石井聰亙 1976 *** 15
幸福の黄色いハンカチ 山田洋次 1977 松竹 108
コーヒーブレイク 古川タク 1977 タクン・ボックス 4
少年と花 小松崎和男、瀬藤 祝 1977 学習研究社 30
白き氷河の果てに 門田龍太郎 1977 *** 122
SWITCH BACK かわなかのぶひろ 1977 *** 8
青春に学ぶ 瀬藤 祝 1977 桜映画社 20
草原の子テングリ 大塚康生 1977 桜映画社 21
高取焼の技法 *** 1977 (株)ティーブイエフ 37
楽しい夏休みのために 福井久彦 1977 東映教育映画部 20
男女交際 ―心の発達― *** 1977 株式会社 映像教材プロジェ

クト
16

奈良の都 ―平安京― 大島善助 1977 共立映画社 22
虹に向って 岡本忠成 1977 KKエコー 18
日本人 木下蓮三 1977 スタジオロータス 6
日本の伝統工業 古賀尚武 1977 学習研究社 19
にわ 佐久間のぶ 1977 毎日映画社 22
野ばら 高橋克雄 1977 東京中央プロダクション 19
八甲田山 森谷司郎 1977 東映 169
微小な生物を観察する 山本英樹 1977 岩波映画製作所 15
不等辺三角形 川上泰三 1977 NHK 30
ふるさとの森づくり 吉田 巖 1977 鹿島映画 21
ママの学校 やすみ哲夫 1977 毎日放送、他 11
回想録 岡部道男 1977 岡部プロダクション 22
SPRING HAS COME 中村雅信 1977 中村雅信 19
奇病　Ⅰ 中村雅信 1977 中村雅信 3
奇病　Ⅰ 中村雅信 1977 中村雅信 3
奇病　Ⅱ 中村雅信 1977 中村雅信 5
A QUIET DAY 中村雅信 1977 中村雅信 15
生きものは動く　―微小管の機能― 後藤雅毅、岡田一男 1978 東京シネマ新社 25
兎の眼 中山節夫 1978 新星映画社 100
宇宙の気象台 ひまわり 榛葉豊明 1978 岩波映画製作所 31
海ではたらく人たち 福井久彦 1978 東映教育映画部 21
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絵図に偲ぶ江戸のくらし-吉左衛門さんと町
の人々-

時枝俊江 1978 岩波映画 33

エニグマ（謎） 松本俊夫 1978 *** 3
大雪山の勇者　牙王 岡部英二 1978 日本アニメーション 75
火事と子馬 高木一臣、安彦良知 1978 英映画社 21
歌舞伎の魅力―演技― 北條明直 1978 桜映画社 33
カンコク　釜山 中山太郎 1978 中山プロダクション 20
鬼畜 野村芳太郎 1978 松竹 110
記念写真 中村雅信 1978 *** 3
銀河鉄道999/C62の反乱 西沢信孝 1978 東映動画 30
銀河鉄道999/アンドロメダの雪女 西沢信孝 1978 東映動画 50
銀河鉄道999/鏡の星の鉄郎 西沢信考 1978 東映動画 30
銀河鉄道999/大四畳半惑星の幻想 西沢信孝 1978 東映動画 50
銀河鉄道999/ミーくんの命の館 西沢信孝 1978 東映動画 30
コスモスの咲く街 若林光夫 1978 東映 54
事件 野村芳太郎 1978 松竹 138
視聴覚センターの働き 前田直明 1978 日本シネセル 20
漱石の世界 大島善助 1978 共立映画社 22
空からみた日本の火山 吉田嗣郎 1978 東映教育映画部 30
ダイナマイトどんどん 岡本喜八 1978 大映＝東映 142
たばこ・ジャポニカ・四百年 岡本愛彦 1978 映広企画 34
ダムと人々の生活 江川好雄 1978 共立映画社 19
長城と運河 *** 1978 財団法人NHKサービスセン

ター
30

チリンの鈴 波多正美 1978 サンリオ 46
通り過ぎる電車のように(Ⅰ) 安藤紘平 1978 *** 3
突撃！博多愚連隊 石井聰亙 1978 *** 66
西の都大宰府 石田修 1978 東映教育映画部 24
日本人はどこから来たか 外山凡平 1978 教育家が株式会社 44
博多っ子純情 曾根中生 1978 エル・アイ・エル＝英興 94
ハスの実の夏 野崎健輔 1978 RKB映画社 45
ピカドン 木下蓮三 1978 スタジオロータス 9
百万都市　ふくおか *** 1978 (株)ティーブイエフ 33
冬の華 降旗康男 1978 東映 121
星の王子さま/心のともしび 神田武幸 1978 ナック＝明通企画＝朝日放 30
星の王子さま/小さな約束 神田武幸 1978 ナック＝明通企画＝朝日放 30
水戸黄門 山内鉄也 1978 東映 88
明治維新への道 吉田和義 1978 東映教育映画部 25
メダカのたまごの育ちかた 伊藤研 1978 学習研究社 18
燃える秋 小林正樹 1978 東宝＝三越 137
柳生一族の陰謀 深作欣二 1978 東映 130
野生の証明 佐藤純弥 1978 角川 144
夕日のしずむまで 森澄徳行 1978 共立映画社＝和光プロダク

ション
18

雪の女王 渡辺和彦 1978 学習研究社 20
幼視景序説 田名網敬一 1978 *** 11
ﾗﾎﾞｱｼﾞｴの実験/電気分解によるﾅﾄﾘｳﾑの分 榛葉豊明 1978 岩波映画製作所 10
SUMMER IS GONE 中村雅信 1978 中村雅信 30
記念写真 中村雅信 1978 中村雅信 3
北京の秋 中村雅信 1978 中村雅信 25
’７９年夏・福岡 *** 1979 RKB映画社 44
赤毛のアン *** 1979 日本アニメーション 30
アルカリ金属/気体反応の法則 佐藤圭司 1979 岩波映画製作所 10
ウニの発生と変態 土屋信篤 1979 科学映画製作所 19
海―自然のバランス *** 1979 開・エンタープライズ 31
映像書簡 かわなかのぶひ

ろ、萩原朔美
1979

***
25

大江幸若舞 中山太郎 1979 福岡県教育委員会 27
大江幸若舞　８㍉トーキー版 中山太郎 1979 福岡県教育委員会 27
鬼がくれ山のソバの花 岡本忠成 1979 電通映画社＝エコー 23
火宅 川本喜八郎 1979 川本喜八郎 19
原子力発電の安全性を考える 田中芳三郎 1979 読売映画社 26
ごんぎつね 矢吹公郎 1979 東映教育映画部 21
こんにちは風さん 土屋啓之助 1979 株式会社 明通 31
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猿飛佐助　清海入道怒りの百人力 東條昭三 1979 東京１２チャンネル＝ナック 30
世界の屋根の子供たち 重田一男 1979 日本映画新社 25
太陽を盗んだ男 長谷川和彦 1979 キティ・フィルム 147
伝統に生きる工業の村 味岡亭 1979 東映教育映画部 20
東大寺大仏殿　昭和大修理〈第三部〉 神馬亥佐雄 1979 岩波映画製作所 27
通り過ぎる電車のように(Ⅱ) 安藤紘平 1979 *** 6
走れメロス 内田征二 1979 学習研究社 19
葉っぱのゆりかご 青山通春 1979 日本記録映画研究所 9
フィルムディスプレー 瀬尾俊三 1979 *** 4
ヘリオグラフィー 山崎博 1979 *** 5
龍の子太郎 浦山桐郎 1979 東映動画 75
ルーブル美術館 宇留田俊夫 1979 フジテレビ 120
若草の詩 原功二 1979 ケーエーシー 63
隠喩 中村雅信 1979 中村雅信 40
11ぴきのねこ 藤本四郎 1980 ヘラルドエンタープライズ＝

グループ・タック
84

15日間 鈴木志郎康 1980 *** 93
１６ミリフィルムと映写機 浜田英夫 1980 ハマダプロダクション 21
海峡に架ける 50万ボルト関門連結線 野崎健輔 1980 RKB映画社 57
かたちのたんけん 鈴木美雪 1980 岩波映画製作所 20
けやきの空に 堀内甲 1980 埼玉映画社 53
子育ての中の基礎体力つくり *** 1980 桜映画社 21
五番町夕霧楼 山根成之 1980 松竹 129
ザ・バブル 鈴木伸一 1980 NHK 5
作物と栽培環境 *** 1980 日本シネセル 20
さくら草の詩 若杉光夫 1980 東映 54
四季　奈津子 東陽一 1980 東映＝幻燈社 119
スピード 古川タク 1980 タクンボックス 6
太陽の子　てだのふあ [予告編] 浦山桐郎 1980 太陽の子プロダクション 15
地球の自転/太陽高度と季節の変化 山本英樹 1980 岩波映画製作所 10
ツィゴイネルワイゼン 鈴木清順 1980 シネマ・プラセット 144
釣りキチ三平 *** 1980 日本アニメーション＝フジテレビ 30
動乱 森谷司郎 1980 東映 150
飛べない紙ヒコーキ 佐久間のぶ 1980 学習研究社 32
トム・ソーヤの冒険/あこがれの蒸気船 斉藤博 1980 日本アニメーション＝フジテレビ 30
トム・ソーヤの冒険/トムとハックのブタ騒動 斉藤博 1980 日本アニメーション＝フジテレビ 30
トム・ソーヤの冒険/冒険・冒険また冒険 斉藤博 1980 日本アニメーション＝フジテレビ 24
ニホンザル母の愛 岩崎雅典 1980 岩波映画製作所 30
日本人の富士 愛川直人 1980 生物映画研究所 42
日本の伝統音楽　琵琶 荻野正昭 1980 東映教育映画部 23
ニルスのふしぎな旅/がちょうに乗って 鳥海永行 1980 学習研究社 28
ニルスのふしぎな旅/月夜に浮かぶ幻の街 鳥海永行 1980 学習研究社 28
ニルスのふしぎな旅/ツルの舞踏会 鳥海永行 1980 学習研究社 26
ニルスのふしぎな旅/わんぱくニルス 鳥海永行 1980 学習研究社 28
Nothing 大谷淳 1980 *** 8
遙かなる山の呼び声 山田洋次 1980 松竹 124
ふくおかの水道 *** 1980 読売映画社 29
星の観察 小幡正悳 1980 学習研究社 19
森は生きている 矢吹公郎 1980 東映動画 65
ゆきははなであるー新野の雪まつり 野田真吉 1980 野田真吉 130
リレーション（関係） 松本俊夫 1980 *** 8
我が映画施律 奥山順市 1980 *** 7
若者たちの朝 酒井修 1980 東映 54
輪島市の漆器づくり 古賀尚武 1980 学習研究社 19
パラドクス 中村雅信 1980 中村雅信 60
ホリデイ 中村雅信 1980 中村雅信 29
１６ミリ映写機の操作　Pａｒｔ1 浜田英夫 1981 ハマダプロダクション 30
１６ミリ映写機の操作  Pａｒｔ2 浜田英夫 1981 ハマダプロダクション 29
DAYS 稲垣洋祐 1981 *** 5
SPACY 伊藤高志 1981 *** 10
Xénogénèse 森下明彦 1981 *** 7
明子の愛、そして 内沢豊 1981 井之上企画 54
化政文化 内藤 誠 1981 東映教育映画部 23
歌舞伎の立廻り 藤原智子 1981 桜映画社 34
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木籠うるし *** 1981 アポロン音楽工業 25
空間図形 米内義人 1981 東映教育映画部 21
結晶をとりだす/物質は変化してもなくならな 山本英樹 1981 岩波映画製作所 10
ゴーランド 加藤到 1981 *** 8
この道はいつかくるみち 大島善助 1981 共立映画社 37
シャッフル 石井聰亙 1981 *** 33
青春の門 蔵原惟繕、深作欣二 1981 東映（京都） 140
世界の中の日本 小野豪 1981 学習研究社 21
中華人民共和国の工業 重森貝崙 1981 岩波映画製作所 22
中華人民共和国の農業 重森貝崙 1981 岩波映画製作所 21
杜子春 矢澤規夫 1981 学習研究社 21
泥の河 小栗康平 1981 木村プロダクション 105
はだかの天使 石田勝心 1981 映像企画 30
ハニーハニーのすてきな冒険 しらとたけし 1981 国際映画社 30
ひとを測る 吉川協 1981 *** 23
やさしさ 瀬藤 祝 1981 岩波映画製作所 38
奴の国　－福岡の２０００年ー 中山太郎 1981 福岡県教育委員会 28
矢部川・第一部 中山太郎 1981 福岡県教育委員会 35
矢部川・第二部 中山太郎 1981 福岡県教育委員会 34
やまなみ映えて 後藤秀司 1981 東映 55
よかとこ福岡 世良周三 1981 RKB映画社 33
りゅうの目のなみだ 押井守 1981 学習研究社 18
スネーク・スープ 中村雅信 1981 中村雅信 20
アニメ　野生のさけび 大町繁、小野里英治 1982 テレビ東京＝和光プロダク

ション
24

おこんじょうるり・35ミリ 岡本忠成 1982 KKエコー 26
おこんじょうるり・16ミリ 岡本忠成 1982 桜映画社＝エコー 26
男はつらいよ　花も嵐も寅次郎 山田洋次 1982 松竹 106
輝ける山脈 堀内甲 1982 (株)共同テレビジョン 58
Cat-a-logue 宮田靖子 1982 パーソナルフォーカス 3
蒲田行進曲 深作欣二 1982 松竹＝角川春樹事務所 108
九州地方の産業 大島善助 1982 共立映画社 19
グリックの冒険 西牧秀夫、藤みね 1982 スタジオ古留美 90
さらば愛しき大地 柳町光男 1982 プロダクション群狼＝アトリ

エ ダンカン
134

THUNDER 伊藤高志 1982 *** 5
SHIFT 松本俊夫 1982 *** 9
生活とサービス 内田和宏 1982 桜映画社 20
青春の門 自立篇 蔵原惟繕 1982 東映 137
Xénoparasitisme:1 森下明彦 1982 *** 9
石化（1） IKIF 1982 *** 5
力はたがいにはたらきあう/力の平行四辺形 益田仁 1982 岩波映画製作所 10
月の峰の狼 今沢哲男 1982 東映教育映画部 15
転校生 大林宣彦 1982 日本テレビ放送網＝ATG 113
ドキドキパーソナルフォーカス 森田淳壱 1982 パーソナルフォーカス 3
ニッポン国古屋敷村 小川紳介 1982 小川プロダクション 212
にんげんをかえせ 橘祐典 1982 青銅プロダクション 20
はばたく日本の翼 矢花彪二 1982 テレビ朝日映像 30
早池峰の賦 羽田澄子 1982 自由工房 184
PULSE 峰岸恵一 1982 *** 8
非行への入り口 浅野辰雄 1982 精光英映画社 28
標本調査 米内義人 1982 東映教育映画部 20
ヒロシマ ナガサキ 核戦争のもたらすもの 早川正美 1982 岩波映画 47
BOX 伊藤高志 1982 *** 8
窓をあけて走れ洋一 内沢豊 1982 井之上企画＝東映 54
MOVIE WATCHING 奥山順市 1982 *** 12
RING 贄田英雄 1982 *** 7
迷宮 中村雅信 1982 中村雅信 10
100%の女の子 山川直人 1983 *** 11
あかまみち　8㍉トーキー版 中山太郎 1983 福岡県教育委員会 29
あかまみち　－故郷を歩むー 中山太郎 1983 福岡県教育委員会 29
明日をひらく若者たち 渋谷正行 1983 東映教育映画部 30
あんじゅとずしおう 矢吹公郎、今沢哲男 1983 東映教育映画部 31
Etiologie ébouleuse 森下明彦 1983 *** 6
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居酒屋兆治 降旗康男 1983 東宝 126
インドの農業　―水と米づくり― 大島善助 1983 共立映画社 19
インドの人々と生活 大島善助 1983 共立映画社 20
Esthésiométre 森下明彦 1983 パーソナルフォーカス 3
男はつらいよ　口笛を吹く寅次郎 山田洋次 1983 松竹 105
男はつらいよ　旅と女と寅次郎 山田洋次 1983 松竹 101
鬼すべ 野崎健輔 1983 RKB映画社 58
海底炭鉱に生きる 池島からの報告 野崎健輔 1983 RKB映画社 54
影踏み 居田伊佐雄 1983 *** 14
家族ゲーム 森田芳光 1983 にっかつ撮影所＝ニューセ

ンチュリー・プロデューサー
ズ＝ATG

106

活力と魅力の街 ―福岡― *** 1983 電通・電通映画社 25
神様のくれた赤ん坊 前田陽一 1983 松竹 91
漢字の表現 田中徹 1983 桜映画社 21
Xanthopsie 森下明彦 1983 *** 7
喬戈里（ﾁｮｺﾞﾘ）峯への道 *** 1983 NHK 30
喬戈里峯 *** 1983 NHK 43
形態集 上林栄樹 1983 *** 4
結婚 若杉光夫 1983 東映 55
三角形の法則 木塚忠広 1983 パーソナルフォーカス 3
水中の植物 陸上の植物 伊藤研 1983 学習研究社 19
太陽の涙 西森康友 1983 差別戒名を糾す会 40
たくさんの愛をありがとう 宮木辰夫 1983 新生映画社 35
弾機 福間良夫 1983 パーソナルフォーカス 3
DRILL 伊藤高志 1983 *** 6
楢山節考 今村昌平 1983 東映＝今村プロダクション 130
人間やめますか!? 山口昇 1983 東映教育映画部 26
ピュア島の仲間たち 大貫信夫 1983 株式会社瑞鷹エンタープライズ 30
平仮名の表現 田中徹 1983 桜映画社 20
物質の構成要素/原子をみる 山本英樹 1983 岩波映画製作所 ***
星がきれいにみえる町 若杉光夫 1983 東映 55
まごころの川 高桑信 1983 東映教育映画部 51
ミーム　いろいろ夢の旅 横田和善 1983 日本アニメーション＝TBS 25
水とわたしたち *** 1983 RKB映画社 24
躍進する都市　ふくおか *** 1983 (株)ティーブイエフ 27
夢はとちってつばを吐く 藤井晴美 1983 *** 14
厳格な風 中村雅信 1983 中村雅信 13
Xérophtalmie 森下明彦 1984 *** 9
アントニー・ガウディー 勅使河原宏 1984 勅使河原 プロダクション 72
イルカと少年 保留去人 1984 共和教育映画社 45
浮世絵にみる町人のくらし 古川直木 1984 記録映画社＝教配 20
奥の細道の世界 福井康雄 1984 学習研究社 36
男はつらいよ　寅次郎真実一路 山田洋次 1984 松竹 107
男はつらいよ　夜霧にむせぶ寅次郎 山田洋次 1984 松竹 102
悲しいガドルフ 山田勇男 1984 *** 19
虚構の影 板山信一 1984 パーソナルフォーカス 3
空海 [予告編] 佐藤純彌 1984 東映 3
GHOST 伊藤高志 1984 *** 6
ごみが結ぶくらしと街 *** 1984 RKB映画社 41
仕事と分子の運動/こぶのついた船 山本英樹 1984 岩波映画製作所 10
JUMPING 手塚治虫 1984 手塚プロダクション 6
戦争 橘祐典、太田安則 1984 青銅プロダクション 53
捜査 中島崇 1984 パーソナルフォーカス 3
宗谷物語 内田祐司 1984 国際映画社 23
誕生 若杉光夫 1984 東映 55
日本列島と朝鮮半島 大西竹二郎 1984 東映教育映画部 31
はじけ鳳仙花 −わが筑豊 わが朝鮮− 土本典昭 1984 幻燈社 48
花から実へ 吉田嗣郎 1984 東映教育映画部 21
Bふたたび かわなかのぶひろ 1984 *** 22
冬の道 内沢　豊 1984 井之上企画＝東映 54
部落差別以前のおこりを考える 大西竹二郎 1984 東映 21
部落差別解消への歩みから考える 大西竹二郎 1984 東映 23
部落差別のおこりを考える 大西竹二郎 1984 東映 22
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ブラジルの中の日本 大島善助 1984 共立映画社 20
べっかんこ鬼 河野秋和 1984 共同映画＝ﾋﾞﾃﾞｵ東京ﾌﾟﾛﾀﾞｸ

ｼｮﾝ
24

道 山口昇 1984 東映 52
森のトントたち/クリスマス　クリスマス 樋口雅一 1984 株式会社瑞鷹エンタープライズ 30
森のトントたち/白鳥の湖 樋口雅一 1984 株式会社瑞鷹エンタープライズ 30
森のトントたち/森になった館 樋口雅一 1984 株式会社瑞鷹エンタープライズ 30
原景の配当 中村雅信 1984 中村雅信 22
ENIGMA 前野りりえ 1985 パーソナルフォーカス 3
おじいさんのランプ 矢吹公郎 1985 東映教育映画部 22
おんぼろフィルム 手塚治虫 1985 手塚プロダクション 6
Xérophilie 森下明彦 1985 *** 11
機巧人形　からくりにんぎょう *** 1985 日本映像民俗社 25
GRIM 伊藤高志 1985 *** 8
襲 増原一衛 1985 *** 6
白い町ヒロシマ 山田典吾 1985 現代プロダクション 103
戦場ぬ童 橘祐典 1985 「戦場ぬ童」映画製作委員 26
第１部　地球炎上 *** 1985 日本放送協会 30
第２部　地球凍結 *** 1985 日本放送協会 31
戯れの太陽系 昼間行雄 1985 *** 7
内閣制度創始百周年記念式典 *** 1985 ニュース映画制作社連盟 21
日本の太鼓 本間賢二、鈴木正信 1985 東京シネビデオ 20
ぬくもり 瀬藤祝 1985 岩波映画製作所 32
母をたずねて三千里 森田浩光 1985 学習研究社 29
ひまわり 若杉光夫 1985 東映 55
虫の冬ごし 山本英樹 1985 岩波映画製作所、他 16
夜叉 降旗康男 1985 東宝 127
野蛮人のように 川島透 1985 東映 108
山下少年物語 松林宗恵 1985 東宝 101
別れ道 瀬藤祝 1985 岩波映画製作所 34
空き部屋 中村雅信 1985 中村雅信 13
LEAP 2 鳥飼康男 1986 パーソナルフォーカス 3
SUMMER TIME 中原玲子 1986 パーソナルフォーカス 3
青空へキック ! 久郷久雄 1986 東映 54
いぶき 山口昇 1986 東映 52
インドネシア　―資源と産業― 牧衷 1986 岩波映画製作所 20
海と毒薬 熊井啓 1986 「海と毒薬」製作委員会 123
エチオピアから天使がやって来た 倉敬介 1986 ｼﾈ･ｼﾞｬｰﾅﾙﾌﾟﾛﾀﾞｸｼｮﾝ 35
お母さんの季節 内沢豊 1986 毎日映画社＝井之上企画 55
火宅の人 深作欣二 1986 東映（京都） 132
がんばれスイミー 尾鷲英俊 1986 北星 26
キネマの天地 山田洋次 1986 松竹 135
きんぎょ ノトヨシヒコ 1986 パーソナルフォーカス 3
くらしの水を築く *** 1986 電通・電通映画社 22
玄海つれづれ節 出目昌伸 1986 東映（東京） 135
紫外線と生命/太陽エネルギーの特性と利用 佐藤圭司、中神賢史 1986 岩波映画製作所 10
タイの米作りと人々の生活 山本英樹 1986 岩波映画製作所 20
動（MOVE) 相内啓司 1986 *** 7
ナイチンゲール物語 森田浩光 1986 学習研究社 20
春駒のうた 神山征二郎 1986 群馬共同映画社 108
頬笑み 関功 1986 岩波映画製作所 34
ほほえみの朝 花巻一 1986 東映 19
無題六 能登勝 1986 *** 10
1000年刻みの日時計　牧野村物語 小川紳介 1987 小川プロダクション 223
MODEL 手塚眞 1987 *** 10
WALL 伊藤高志 1987 *** 7
いのちの詩 宮木辰夫 1987 新生映画 34
映像（かげ） 相原信洋 1987 *** 8
エングラム（記憶痕跡） 松本俊夫 1987 *** 12
塩素の融点と沸点/黄リンの燃焼 中神賢史 1987 岩波映画製作所 10
男はつらいよ　寅次郎物語 山田洋次 1987 松竹 102
我れときて遊べや顔のない羊 山元るりこ 1987 パーソナルフォーカス 3
がんばれたえちゃん 小松崎和男 1987 教配＝近代映画協会 45
九州地方　―自然の産業と人々の生活― 福井久彦 1987 東映教育映画部 23
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極限の世界 小川博孝 1987 東京文映 31
写真記 伊藤高志 1987 パーソナルフォーカス 3
昭和（４） 国際社会の中の日本 小野 豪 1987 学習研究社 21
白雪姫 本橋浩一 1987 *** ***
水棲 やまむら浩二 1987 ヤマムラアニメーション 5
生物みなトモダチ─トリ・ ムシ・サカナの子守歌 亀井文夫 1987 生物みなトモダチ製作委員会 166
長靴をはいた猫 本橋浩一 1987 *** 30
肉体実験通信 袴田浩之 1987 パーソナルフォーカス 3
西アジアの自然と生活 ―ｶﾀｰﾙを中心に― 山本英樹 1987 岩波映画製作所 21
瀕死のがりあ人 金子功 1987 パーソナルフォーカス 3
故郷に風が光る 福田晴一 1987 放送映画製作所 55
昌夫の日記 久郷久雄 1987 東映 54
水俣病 その30年 土本典昭 1987 青林舎＝シグロ 45
森の伝説 手塚治虫 1987 手塚プロダクション 29
柳川堀割物語 高畑勲 1987 二馬力 167
ゆきゆきて神軍 原一男 1987 疾走プロダクション 121
よみがえれ爽やかな人々 村山新治 1987 東映 54
RESOLUTION 中村雅信 1987 中村雅信 16
悪魔の回路図 伊藤高志 1988 *** 8
雨の指もじ 内沢豊 1988 井之上企画＝東映 54
ありがとうハーナ 荒井岱志 1988 共和教育映画社 45
海の唄 黒坂圭太 1988 *** 31
おでかけ日記 小口詩子 1988 *** 47
家族 小池征人 1988 シグロ 34
語りの伝承は今 宮木辰夫 1988 新生映画 34
かわいいマンデル、リボンはどこ？ キンタロ 1988 パーソナルフォーカス 3
幸福はいちばんあとから 梅津明治郎 1988 井之上企画＝東映 54
木枯らしの向こうに 梅津明治郎 1988 井之上企画 54
高瀬舟 工藤栄一 1988 ケン・アンド・エス 44
拓本に親しむ 田中徹 1988 新生映画 21
ちいちゃんのかげおくり 中村武雄 1988 映像工房むぅ 18
ドグラ・マグラ 松本俊夫 1988 活人堂シネマ＝都市環境開発 109
夏服の少女たち *** 1988 東映教育映画部 31
にんげんの詩 福井康雄 1988 学習研究社 25
橋は生きている 日下部水棹 1988 ㈶海洋架橋調査会＝山陽映画 34
平安貴族の生活 大島善助 1988 光村教育図書(株)、他 25
ぼくたちの勇気 神山征二郎 1988 東文 31
緑の坂道 佐竹和典 1988 パーソナルフォーカス 3
わが家はだたいま３６２歳 大島善助 1988 共立映画社 33
私の蒐集物 安藤紘平 1988 *** 8
兆 中村雅信 1988 中村雅信 13
自動ピアノ 中村雅信 1988 中村雅信 14
あ・うん 降旗康男 1989 東宝 114
間：竜安寺石庭の時／空間 飯村隆彦 1989 *** 17
井原西鶴 大島善助 1989 共立映画社 25
海・人・街 *** 1989 (株)アイデックス21 28
お母さんの白い杖 宮木辰夫 1989 新生映画 32
おじいちゃんのみこし 小田義士 1989 学習研究社 35
かいけつゾロリのきょうふのやかた *** 1989 三井教育映画社 13
かいけつゾロリのドラゴンたいじ 尾崎正善、宮崎一哉 1989 三井教育映画社 14
ガラス越しの愛 西垣吉春 1989 井之上企画 54
きつねのかんちがい 芝山努 1989 電通ブロックス大阪支社 28
こぎつねコンとこだぬきポン 矢吹公郎 1989 東映教育映画 21
古今和歌集 大島善助 1989 共立映画社 25
指圧王者 石井聰亙 1989 *** 12
刺激と反応/生きている細胞 中神賢史 1989 岩波映画製作所 10
蒐集 中村雅信 1989 *** 11
昭和天皇の時代 小野豪 1989 学習研究社 40
シンナーは君を滅ぼす 吉田和義 1989 東映教育映画部 24
友子よ、晴れない霧はない 神山征二郎 1989 東映教育映画部 42
ながさきの子うま 河野秋和 1989 翼プロダクション 25
発掘・吉野ヶ里遺跡 *** 1989 NHKエンタープライズ 45
ひゃっかずかん やまむら浩ニ 1989 *** 12
VMの夢想 山崎幹夫 1989 *** 8
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ミイラの夢 伊藤高志 1989 *** 6
三ねん寝太郎 大谷恒清 1989 *** 42
夢かけるバルーン *** 1989 株式会社 博報堂 15
よみがえれカレーズ 土本典昭、熊谷博

子、アブドゥル・ラ
ティーフ

1989 記録社＝シグロ 117

わざとちえ 田中徹 1989 桜映画社 21
私たちと人権　-家庭編- 大西竹二郎 1989 東映 25
蒐集 中村雅信 1989 中村雅信 11
飛画 中村雅信 1989 中村雅信 11
生き埋めにされるフィルムたちに　Ｒ１～３ 中村雅信 1989 中村雅信 142
生き埋めにされるフィルムたちに　Ｒ４ 中村雅信 1989 中村雅信 142
TOKIO HOUSE 石田純章 1990 *** 7
安心して老いるために 羽田澄子 1990 自由工房 152
おばあちゃんのお手玉 小田義士 1990 学習研究社 36
個人都市 黒坂圭太 1990 *** 24
コスモスの道しるべ 梅津明治郎 1990 井之上企画 54
市長さんの天気予報/火山の形 中神賢史 1990 岩波映画製作所 10
翔べ明日へ 吉井憲一 1990 株式会社 仕事 57
生活を豊かにするデザイン 榊正昭 1990 新生映画 20
太郎のかがみ 黒田義之 1990 共和教育映画社 56
輝・翔　とびうめ国体・福岡市民の記録 *** 1990 読売映画社 60
半導体 *** 1990 毎日映画社 30
ビーナス 伊藤高志 1990 *** 5
風に鳴る声 佐藤洸 1990 学習研究社 58
故郷（ふるさと）は心の中に 片岡昭義 1990 共和教育映画社 50
保育のおとし穴 時枝俊江 1990 岩波映画製作所 21
ぼくがおじいちゃんでおじいちゃんがぼく *** 1990 学習研究社 32
みんなで考える部落の歴史 大西竹二郎 1990 東映 30
わたしおてつだいねこ 設楽博 1990 東映教育映画部 19
AQUARIUM 川口肇 1991 *** 6
片足の神様 黒澤潤 1991 *** 12
神様のピンチヒッター 矢作俊彦 1991 アワナ 3
小型船舶の操縦 宮木辰夫 1991 新生映画 21
ゴマちゃんの交通安全 石崎すすむ 1991 日映ｴｰｼﾞｪﾝｼｰ＝ﾗｲﾌﾜｰｸ 16
Sight 青井克己 1991 *** 12
私小説５ かわなかのぶひろ 1991 *** 25
生者と死者のかよい路─新野の盆おどり・神
送りの行事

野田真吉 1991 野田真吉 36

SPARKLING 加藤到 1991 *** 10
地球と環境 大島善助 1991 桜映画社 21
注文の多い料理店 岡本忠成 1991 KKエコー 19
時が乱吹く 金井勝 1991 *** 62
にぎやかな家族 渋谷正行 1991 東映 55
火の雨がふる 有原誠治 1991 スペース映像 78
Prominence 川口肇 1991 パーソナルフォーカス 3
HATE 8 関口和博 1991 パーソナルフォーカス 3
SO HARD FEELING 中村雅信 1991 中村雅信 18
阿賀に生きる 佐藤真 1992 阿賀に生きる 製作委員会 116
明日への彩り 小松崎和男 1992 (株)教配 55
浮世絵と歌川広重 藤井康司 1992 共立映画社 21
薄墨の都 山田勇男 1992 *** 33
X-n 森下明彦 1992 *** 5
きえちゃんのイメージ 山田博之 1992 岩波映画製作所 21
禁男の園　ザ・制服レズ 瀬々敬久 1992 ***
空気の中の水じょう気 中神賢史 1992 岩波映画製作所 10
くらしの水を築く（1992） *** 1992 電通・電通映画社 22
光景獲り 大木裕之 1992 *** 5
こんど逢うとき 黒田義之 1992 共和教育映画社 55
自立発展という名の木を植えよう 黒木宏 1992 日本映画新社 27
蜃気楼劇場 杉本信昭 1992 *** 111
遠き落日 神山征二郎 1992 松竹 119
裸足のピクニック 矢口史靖 1992 ぴあ 92
花咲く日 黒田義之 1992 共和教育映画社 55
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干潟のある海 諌早湾1988 岩永勝敏 1992 イワプロ 52
表現のいのち 花崎 哲 1992 桜映画社 20
星の降る日 梅津明治郎 1992 井之上企画 55
床にズームすること 大谷  淳 1992 *** 20
Lost Animals ﾛｽﾄｱﾆﾏﾙｽﾞ 阪野高光 1992 エンコム＝小学館 15
どこかにある場所 中村雅信 1992 中村雅信 20
紫陽花のころ 西森康友 1993 井之上企画 31
心をむすぶ愛のハーネス 原田隆司 1993 共和教育映画社、他 56
生態系(9)一流沙蝕 小池照男 1993 *** 13
せんせいにもきかせて 山田博之 1993 岩波映画製作所 21
流れる水のはたらき 中神賢史 1993 岩波映画製作所 10
母たちの応援歌 南部英夫 1993 東映 54
独り立ち 古沢衆一 1993 学習研究社 29
私たちと人権　―課題編― 大西竹二郎 1993 東映 30
形（かたち） 中村雅信 1993 中村雅信 15
イメージの博物誌Ⅳ 黒川芳信 1994 *** 7
押繪と旅する男 川島透 1994 バンダイビジュアル 84
鬼がら 有原誠治 1994 宮崎県椎葉村＝虫プロダク

ション
27

科学へのいりぐち 米内義人 1994 桜映画社 21
かげのあかり 斎藤ユキヱ 1994 *** 15
起動 相原信洋 1994 *** 4
君に心のパス 平田博志 1994 KBS京都 55
降水確率 宮崎淳 1994 *** 11
ゴジラVSスペースゴジラ 山下賢章 1994 東宝映画 108
金色のクジラ 矢吹公郎 1994 東映教育映画部 26
THE MOON 伊藤高志 1994 *** 7
縄文から宇宙船まで 中神賢史 1994 岩波映画製作所 10
女王陛下のポリエステル犬 寺島真理 1994 *** 37
全身小説家 原一男 1994 疾走プロダクション 156
ターチトリップ 大木裕之 1994 *** 64
ディジタルのしくみ 蔦林淳望 1994 東映教育映画部 11
東西の接点 イスタンブルを歩く 富永一 1994 学習研究社 21
8ミリの女神さま 山崎幹夫 1994 パーソナルフォーカス 3
文明を湛える海 地中海世界 富永一 1994 学習研究社 21
もう一回やろうよ 山田博之 1994 岩波映画製作所 21
ゆかりの鍵 家喜俊彦 1994 井之上企画 54
ユニバーシアード　日本語VERSION 川島透 1994 アワナ 9
夢の木すとりーと 津島勝 1994 井之上企画 54
わたしにみぢかなくうきょ 中村雅信 1994 中村雅信 18
２０世紀ノスタルジア 川島透 1995 川島透事務所 7
青空のように 小松崎和男 1995 (株)教配 47
うしろのせきのオチアイくん 鈴木大司 1995 東映教育映画部 23
エクスタシーの涙 大木裕之 1995 *** 62
贈られた湯飲み茶碗 大西竹ニ郎 1995 東映 58
ガメラ　大怪獣空中決戦 金子修介 1995 大映＝日本テレビ放送網＝

博報堂
95

がんばれまあちゃん 原田隆司 1995 共和教育映画社 48
地震!!あなたはどうする 宮木辰夫 1995 新生映画 21
洗剤の働き 中神賢史 1995 岩波映画製作所 10
総力戦という戦い 小野 豪 1995 学習研究社 21
旅するパオジャンフー 柳町光男 1995 SONY 94
長安と唐の文化 小野 豪 1995 学習研究社 21
懐かしい日常風景 川島透 1995 川島透事務所 4
何がやりたいの？ 山田博之 1995 岩波映画製作所 23
菜の花 瀬木直貴 1995 岩波映画製作所 57
根雪とける頃 大西竹二郎 1995 東映 47
バベルの本 山村浩二 1995 ヤマムラアニメーション 5
はるか 素顔の１９歳 山下耕作 1995 共和教育映画社 54
春をまつ雪 黒田義之 1995 共和教育映画社 53
プレイベント　「ライフ」 川島透 1995 川島透事務所 5
プレイベント　細野氏メッセージ 川島透 1995 川島透事務所 1
水の中の八月 石井聰亙 1995 「水の中の八月」製作委員 118
文字の普及 大島善助 1995 桜映画社 21
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ユニバーシアード福岡大会 川島透 1995 *** 10
ユニバーシアード福岡大会入場券発売 川島透 1995 アワナ 0.25
私たちの熱い夏 *** 1995 VSQ 40
わたしにひろがるくうきょ 中村雅信 1995 中村雅信 20
３人でやるってきめたのに 山田博之 1996 岩波映画製作所 20
SAWADA 五十嵐匠 1996 グループ現代 114
ウェット・ブルー 津島勝 1996 井之上企画 54
美しさの秘密 山田和広 1996 桜映画社 20
絵の中のぼくの村 東陽一 1996 シグロ 112
王の墓 埋もれた都市 小松範任 1996 東映教育映画部 22
音をみる 山口豊寧 1996 東京シネ・ビデオ 10
くもりのち晴れ 神戸守 1996 東映 41
しきじきょうしつ 高野昭二 1996 読売映画社 54
Water Side 中村雅信 1996 中村雅信 22
おーい！ 瀬木直貴 1997 岩波映画製作所 45
革命のロシア 小松範任 1997 東映教育映画部 23
家族―忍び寄る覚せい剤の恐怖― 笠倉 隆 1997 新生映画 36
きょう、きてよかったね *** 1997 岩波映画製作所 21
地震!!あなたができること 宮木辰夫 1997 新生映画 21
照葉樹林での山のまつり─九州中央山地の
神楽─

下坂利春 1997 オフィス・ フィフティ・ワン 39

ちびまる子ちゃんの火の用心 棚橋一徳 1997 日本アニメーション、他 14
誇り高き男 前田和男 1997 東映 56
モノクローム・ヘッド 伊藤高志 1997 *** 10
若い波紋 久喜陽児 1997 学研クリエーティブ(株) 57
わかりあえる季節 山下耕作 1997 共和教育映画社 52
わすれてできる？ 田村恵 1997 岩波映画製作所 21
私たちと人権　―赤ちゃんのささやき― 大西竹二郎 1997 東映 31
記憶の亡霊 中村雅信 1997 中村雅信 27
明日があるやん 蔦林淳望 1998 東映 53
うちへおいでよ 西垣吉春 1998 東映 54
心ひらくとき 辻 理 1998 NTV映像センター 55
残照の中で 丘乃れい 1998 KBS京都 55
ジャンク・フード 山本政志 1998 JUNK FOOD CONNECTION 84
だけん・なん 中山節夫 1998 中山映画(株) 58
百年の絶唱 井土紀州 1998 スピリチュアル・ムービーズ・

フィルム・プロダクション
87

冬のひまわり 家喜俊彦 1998 井之上企画 54
ぼくのお姉さん 吉田和義 1998 東映 36
蛍の舞う街で *** 1998 (株)電通九州＝(株)電通テック 42
まひるのほし 佐藤真 1998 シグロ 93
ロロとモモのじしんとかじのおはなし *** 1998 日本映画新社 18
あかね雲 内沢豊 1999 井之上企画 53
あたたかい心でしんせつにする 芝山努 1999 東映教育映画部 10
風のひびき 小山幹夫 1999 東映 54
きまりを守って協力しあう 芝山努 1999 東映教育映画部 10
シャボン玉エレジー イアン・ケルコフ 1999 *** (日＝蘭) 83
ほんとうのオバケみたい *** 1999 岩波映画製作所 21
よいと思うことをおこなう 芝山 努 1999 東映教育映画部 10
Ｗ/Ｏ 長谷井宏紀 1999 *** 60
ありがとう 吉田和義 2000 東映教育映画部 20
三文役者 新藤兼人 2000 近代映画協会 126
SELF AND OTHERS 佐藤真 2000 ユーロスペース 53
マザー・テレサ 立場良 2000 学習研究社 20
勇気のあるホタルととべないホタル 西沢信孝 2000 共和教育映画社 17
夢の箱 家喜俊彦 2000 読売映像 50
白い部屋１ 大谷淳 2001 *** 13
歌舞伎をみる 松川八洲雄 2001 英映画社 40
ハッシュ！ 橋口亮輔 2001 シグロ 135
ひかり 津島勝 2001 井之上企画 50
メール 西垣吉春 2001 東映 54
頭山 山村浩二 2002 ヤマムラアニメーション 10
映画の天使 高岡茂 2000 *** 42
風音 東陽一 2004 シグロ 106

25



福岡市総合図書館フィルムアーカイヴ
日本映画 収蔵作品一覧

作品名 監督等 製作
年度

国/会社 時間

炭鉱に生きる 萩原吉弘 2004 モンタージュ 70
蟻の兵隊 池谷薫 2005 蓮ユニバース 101
三池〜終わらない炭鉱(やま)の物語 熊谷博子 2005 オフィス熊谷 103
小梅姐さん 山本眸古 2007 赤坂小梅生誕100年製作上

映委員会
76

東南角部屋二階の女 池田千尋 2008 *** 104
扉のむこう ローレンス・スラッシュ 2008 サイズ 110
ＡＨＡ！　博多 remo 2009 AHA! 200
幼獣マメシバ 亀井亨 2009 AMGエンタテインメント 106
８ミリフィルムで巡る平尾浄水場 *** 2010 福岡市水道局＝ｵｰﾊﾟﾙﾋﾟｸ

ﾁｬｰｽﾞ
14

歓待 深田晃司 2010 和エンタテインメント 96
信さん　炭坑町のセレナーデ 平山秀幸 2010 「信さん　炭坑町のセレナー

デ」製作委員会
108

ヘブンズ・ストーリー 瀬々敬久 2010 *** 278
石巻市立湊小学校避難所 藤川桂三 2012 *** 124
献上博多織　　－小川規三郎のわざ- 豊田徳章 2013 RKB映画社 34
イソーロー物語 杉山平八郎 2014 *** 80
僕はもうすぐ11歳になる。 神保慶政 2014 *** 75
せんそうはしらない 神保慶政 2015 *** 20
中山太郎　映像の世界 安田トヨ子 2015 *** 30
なぐさめのとき 外山光男 2015 *** 15
眼球の夢 佐藤寿保 2016 ***(日＝米) 102
憧れ 神保慶政 2017 *** 20
えんえんと、えんえんと 神保慶政 2017 *** 19
ナギョンとキヌカワ 堀江貫大 2017 *** 22
僕の帰る場所 藤元明緒 2017 株式会社E.x.N. 98
菊とギロチン 瀬々敬久 2018 *** 189
青写真 神保慶政 2021 Glocal K 8
７ひきのこやぎ 高橋克雄 *** 教育映画配給社 11
NHK〈生活の記録〉 ある無給医局員 *** *** *** ***
アイヌの熊狩り *** *** *** ***
赤まんまの歌 安井悦朗 *** 井之上企画＝旭プロダクション 27
秋月ＮＯ．１　紅葉他 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
秋月ＮＯ．２ 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
秋深むころ 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
悪魔の火球 *** *** *** 3
アサノセメント 島田昌一 *** 読売映画社 25
明日に向かって 田部純正 *** 東京シネ・ビデオ 41
アタゴノケーブルカー 津田利通 *** 津田利道 2
新しい火力発電所 *** *** 三井映画 8
新しい東京　No.1 津田利通 *** 津田利道 3
新しい東京　No.2 津田利通 *** 津田利道 3
新しいプレハブアパート 大成建設株式会社 *** 理研映画 20
アフリカ *** *** ｴﾝｻｲｸﾛﾍﾟﾃﾞｨｱ･ﾌﾞﾘﾀﾆｶ映画会 20
アメリカＮＧ 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
アンパンマンとバイキンマン やすみ哲夫 *** メルヘン社 10
池　小さな生物の世界 Dietmar Fill *** FILM AUSTRALIA 16
イスラムの信仰と生活 小松範任 *** 東映 22
一休さんのたいこ 中江隆介 *** *** 16
稲尾投手の小倉訪問 *** *** *** 15
命と緑をかえせ *** *** 大阪から公害をなくす映画

制作委員会
19

いのちをまもるための五つのやくそく *** *** 日本映画新社 19
入江便り 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
ウエスト・アメリカ 中山太郎 *** 中山プロダクション 60
うかれバイオリン *** *** 学習研究社 21
生まれ変わる水晶の里 *** *** *** 25
海・人・街 *** *** アイデックス２１ 28
海に生きる人々 *** *** *** 31
雲母坂の仇討 *** *** 津田利道 3
江戸時代の商人　―元禄のころ― 上野耕三 *** 記録映画社＝教育映画配給社 19
オーケストラの楽器 *** *** 日映化学映画製作所 12
岡山 中山太郎 *** 中山プロダクション 8
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沖縄 中山太郎 *** 中山プロダクション 30
沖縄からの報告 *** *** NDN日本電波ニュース社 26
おじいちゃんが階段をおりる時 *** *** 共同テレビジョン 39
おじいちゃんのメモ張 *** *** 読売映画社 18
男たち　いろいろ 津田利通 *** 津田利道 2
おにたのぼうし さかいあきお *** 映像企画＝マッドハウス 18
おにのたいこ 森田浩光 *** フレーベル館 10
おばけ大作戦―地球SOS！― 北村得夫 *** 太陽の会 24
おやこ映画ニュース　NO.1 *** *** *** 5
おやゆび姫 芹川有吾 *** 東映 10
織りと染め 大島善助 *** 東映教育映画部 ***
小呂島 *** *** *** 13
かえるの解剖 秀平泰男 *** 芸術映画社 9
カキ　バレー 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
楽聖　ベートーヴェンの世界 *** *** OTTO MARTINI 15
核戦争 浦畑達彦 *** 遊學舎 15
かごしま *** *** 近畿広告株式会社 15
画集の幻想 中山太郎 *** 中山プロダクション 15
ガニエル神父伝　天草のパーテルさん 室野治次、稲田保 *** *** 15
歌舞伎百選 河竹繁俊 *** 東京PRプロダクション 20
壁をぬる子供たち 田代秀治 *** 東映 35
鎌倉幕府の崩壊
　―御家人の不満と拡がる内乱―

*** *** 土田プロダクション 24

川原の石 橘　逸夫 *** 第四プロダクション 9
木曽路 中山太郎 *** 中山プロダクション 20
木曾秋色 田辺真澄 *** *** 20
北山の印象 中山太郎 *** 中山プロダクション 3
キュリー夫人物語 森田浩光 *** 学習研究社 20
教材資料「画面構成」 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
金武村　市編入調印式 *** *** *** 5
金の斧 水田幸雄 *** AVACOプロダクション 11
草も木も生きている 管義雄 *** *** ***
櫛田入り山笠 津田利通 *** 津田利道 1
くふうあそび 小津淳三 *** 株式会社新世界プロダクション 16
グラマー誕生 *** *** *** ***
血液の循環 *** *** 津田利道 2
結婚式 中山太郎 *** 中山プロダクション 60
玄界島 *** *** *** 12
玄海島 中山太郎 *** 中山プロダクション 3
小石原をたづねて 中山太郎 *** 中山プロダクション 25
こころをひらく 時枝俊江 *** 岩波映画製作所 21
子供とおもちゃ 徳永瑞夫 *** 共同映画社＝新文化プロダ

クション、他
17

子どもはうったえている *** *** 岩波映画製作所 21
子供風土記　わらべ唄 金子精吾 *** *** 20
ごみが結ぶくらしと街 *** *** RKB映画社 42
ゴミって、何だろう？ *** *** システムプロ 23
ゴミとくらし *** *** (株)ティーブイエフ 24
ゴミとくらし[改訂版] *** *** (株)ディーブイエフ 24
ゴミとくらし[再改訂版] *** *** (株)ディーブイエフ 24
ゴミとの戦い *** *** 読売映画社 21
ゴミの経済学 *** *** 読売映画社 25
ゴミの経済学 改訂版 *** *** 読売映画社 27
しあわせ色の小さなステージ 小松崎和男 *** 教配＝近代映画協会 45
塩とその工業 高橋成知 *** 三陽映画社 22

志賀島 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
志賀島にて（仮） 津田利通 *** 津田利道 1
時事 津田利通 *** 津田利道 2
島のくらし *** *** 記録映画社 15
市民文化の時代 藤井康司 *** 共立映画社 21
ショットの効用 中山太郎 *** 中山プロダクション 8
白い序章 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
信州の旅 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
新日本紀行 博多 *** *** *** 30
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スチールカメラ 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
すべり台、子ども 津田利通 *** 津田利道 2
青年の家 勝目貴久 *** 共立映画社 31
積層工法―柏東口ビル― 大成建設株式会社 *** 創映企画 15
タイトル不明 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
太平洋戦争 太田大三郎 *** アオイプロダクション 60
大毎キネマニュース　２ *** *** 津田利道 3
太陽系 *** *** 東映教育映画部 21
対話 中山太郎 *** 中山プロダクション 3
たいわん 中山太郎 *** 中山プロダクション 15
貴ノ花　初優勝への記録　男の泣き笑い *** *** ライリーシネマ 10
たのしい学校劇 *** *** 第一映画社 21
たのしい版画 *** *** *** 20
たのしい焼物 沢登祥恵 *** 日本ビデオ株式会社 18
珠ツキモンタージュ 津田利通 *** 津田利道 2
玉屋の展望台より 津田利通 *** 津田利道 2
誰でも知っている 瀬藤祝 *** 三木映画社 33
炭坑のしごと 徳永瑞夫 *** 新文化プロダクション 12
地球誕生 *** *** NHKエンタープライズ、他 28
筑後の米つくり *** *** 村上プロダクション 18
チクホーの倉庫設備 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
中国史秘録　全５巻 *** *** 東宝 155
中国舞踏団 中山太郎 *** 中山プロダクション 15
中世の教会建築とキリスト教 藤井康司 *** 共立映画社 22
宙に浮くアクロバットスキー *** *** ライリーシネマ 10
朝鮮 中山太郎 *** 中山プロダクション 30
朝鮮戦争 あべ野人 *** 映画「朝鮮戦争」製作委員 123
朝鮮戦争時の博多港の風景 *** *** *** 10
チンチン雀／幼稚園の一日 津田利通 *** 津田利道 2
土の歌 *** *** 国際農村青年集会東北準

備会、他
18

つぶれたハーモニカ 藤原道夫 *** 精光英映画社 30
ディズニーランド 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
ティリチミールに挑む 大坪義明 *** 西日本新聞社 34
天勝一行 津田利通 *** 津田利道 2
天神寮・夏 *** *** 科学映画製作所 30
点描ヨーロッパ 中山太郎 *** 中山プロダクション 60
東京旅行 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
とんぼの生活 *** *** 日本視聴覚教材株式会社 5
仲間よ共に進もう *** *** *** 24
泣くな三吉 安井悦朗 *** 井之上企画＝旭プロダクション 27
なまはげだぞう 高橋信也 *** メルヘン社 10
南北アメリカ大陸の動物たち *** *** *** 30
西公園 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
日韓会議 *** *** 勤労者視聴覚事業連合会 ***
日光 *** *** 朝日興業株式会社 15
日本国憲法 平田敏夫 *** 株式会社ワイズ 15
日本のあけぼの　―女王卑弥呼と邪馬台国 *** *** 東映動画 16
日本の政治 坂斉小一郎 *** 共同映画社 21
日本の天気 *** *** 岩波映画製作所 14
日本の内閣 *** *** ニュース映画制作社連盟 55
ニュース・リール 津田利通 *** 津田利道 2
ねずみア・ラ・カルト *** *** *** 13
野口英世物語 小野豪 *** 学習研究社 20
排出のしくみ Ken Hardy *** GB教育映画社 13
敗戦直後の福岡市の風景 *** *** *** 6
博多港復員兵引き揚げ風景 *** *** *** 7
博多ところどころ　中州 津田利通 *** 津田利道 3
博多山笠　十二日の櫛田入り 津田利通 *** 津田利道 1
計って量って得しちゃおう *** *** *** 29
はかりはあなたのお店の顔です *** *** *** 28
萩ドライブ 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
はだかの王さま 中野健次 *** 東京中央プロダクション 15
花ひらく王朝文化―清少納言と紫式部― *** *** 土田プロダクション 24
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葉のはたらき *** *** 日本絵視聴覚教材株式会 6
パリの革命 小松範任 *** 東映 22
ピー子／木曽路 中山太郎 *** 中山プロダクション 8
光の反しゃ *** *** 大阪書籍 4
日向 中山太郎 *** 中山プロダクション 8
表情研究　九州シネマ作品 *** *** 津田利道 3
ピラミッド学級 小林大平 *** 東映 35
ひろし君の計略 深江正彦 *** *** 23
ファーブル昆虫記の世界 布村建、川崎龍彦 *** 東映教育映画部 29
福岡の環境 *** *** 読売映画社 5
ふくおかの水道[改訂版] *** *** 読売映画社 29
船を動かす人たち 菅家陳彦 *** 共同映画社 30
へんてこなボランティア 矢吹公郎 *** 東映教育映画部 46
貿易のお話 植松一彦 *** 新東映画 12
法隆寺仏像展 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
北海道 中山太郎 *** 中山プロダクション 40
枕立温泉旅行 中山太郎 *** 中山プロダクション 5
マコとファン *** *** 毎日新聞社 1
またあえるねツバメ君 小鹿英吉 *** *** 23
松江のフィルム 津田利通 *** 津田利道 3
幻の邪馬台国　―女王卑弥呼― 福本潔 *** 中部日本教映 24
三池 ―たたかう仲間の心はひとつ― 徳永瑞夫 *** 三池斗争現地指導委員会 31
三池斗争 ―日本をゆるがした313日― *** *** 三池炭鉱労働組合 58
三池斗争　Rー１（ネガ） *** *** *** ***
三池斗争　Rー２（ネガ） *** *** *** ***
三池のたたかい *** *** 勤労者視聴覚事業連合会 12
三池のたたかい *** *** *** 58
水と生活 外山丹平 *** 教育映画株式会社 32
水と緑　ふくおかの環境 *** *** 読売映画社 20
水のよごれ *** *** BFAエヂュケーショナルメディア 8
道子の贈りもの 矢倉茂雄 *** *** 20
みにくいアヒルの子 *** *** 共和教育映画社 30
三匹のこぶた *** *** *** 7
ミラボー橋 *** *** *** 1
昔の農民 上野耕三 *** 記録映画社＝教育映画配給社 14
明大と金子氏① *** *** *** 2
明大と金子氏② *** *** *** ***
眼が欲しい 森園忠 *** 都映画、他 49
綿紡績/３．工員の仕事 *** *** 中央教育研究所 10
蒙古襲来　―国難と北条時宗― *** *** 土田プロダクション 24
山なみドライブ　健二と 中山太郎 *** 中山プロダクション 15
山なみの秋 中山太郎 *** 中山プロダクション 10
勇気ある判断 蜷川親博 *** 三元プロダクション 24
ゆうびんやさん *** *** *** 10
ヨーロッパの園芸と市場 中山太郎 *** 中山プロダクション 30
ライオンズクラブ国際大会 中山太郎 *** 中山プロダクション 30
ライオンそらをとぶ 勝井千賀雄 *** イワヰ＝日本ビデオセン 10
ラオス解放区 田中徹、野田耕造 *** NDN日本電波ニュース社 29
浪曲大全 木元健太 *** 南旺映画社 23
路傍の灯 <ﾄﾓｼﾋﾞ > 山下為男 *** 東洋映画社 36
ロンロンじいさんのどうぶつえん 本木久年 *** イワヰ＝日本ビデオセン 10
若い仲間 中山太郎 *** 中山プロダクション 30
若い輪 下田逸穂 *** 日本映画新社 31
わたしたちのからだ　血液のじゅんかん *** *** 日本視聴覚教材株式会社 4
わたしたちのからだ　白血球のはたらき *** *** 日本視聴覚教材株式会社 5
私たちの北方領土 *** *** 日本映画新社 26
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