
国土研所蔵の CD,DVD 一覧 
NHK 追跡 AtoZ スペシャル 日本の森をねらう中国マネー，DVD-R，アナログ録画 
防災学原論（浜辺コピー＋奥西コピー），CD-R，pdf ファイル 
「脱ダム」宣言支持ソング 緑のダムをつくろう，オリジナル CD，音楽 CD 
脱ダム宣言の波紋 浅川 どうする治水，DVD-R，アナログ放送 
朝日放送サンデープロジェクト（2009 年 2 月 15 日放送）国と闘う元官僚“ダム建設を止めたい”，DVD-R，

CPRM 
日弁連シンポジウム 河川管理と住民参加（2005.12.3)（ウェグナー講演，宮坂報告，奥嶋報告，パネルディ

スカッション，CD-R，pdf ファイル 
武庫川 sketch by Katayose (2003.12)，CD-R，Word に画像をはりつけ 
広島高速 5 号線「二葉山トンネルがもたらすもの」～沿線住民は訴える～ 企画：「二葉山トンネル」を考え

る市民連絡協議会 制作：広島市東区牛田東四丁目町内会 2008 年 11 月 22 日，DVD，DVD ビデオ 
国土問題 72 号 宇治川改修問題に関する調査報告書，CD-RW，pdf ファイル 
NHK インタビュー 河野和義さん（陸前高田市 八木澤商店会長） 3.11 津波のこと 陸前高田の復興 醤

油つくりのこと，CD-R，音楽 CD 
サンデープロジェクト“危ないダム”そして地すべり災害は起きた（特集シリーズ 民主政権への提言Ⅲ）テ

レビ朝日 2009 年 10 月 25 日放送，DVD-R，CPRM 
横浜市和泉川の再生 テレビ朝日：報道ステーション 2009 年 5 月 30 日放送，DVD-R，DVD ビデオ 
大滝ダム テレメンタリー2004 ダム行政がもたらした混乱 テレビ朝日，CD-R，autorun（XVD ファイル） 
中京テレビ ニュースプラス１ 納得いかないコーナー 御望山，DVD-R，DVD ビデオ 
近畿の国土問題８.pdf 国土問題資料（1,2,3）.pdf 国土問題（9,13,15,21,44,45,46）.pdf，CD-R，pdf ファ

イル 
国土問題 No.60 Word 版（図は tiff），CD-R，Word 文書 
山本さん（85 歳）が生まれ故郷「西大滝」を語る 2009 年 3 月～6 月 中沢 勇制作，DVD-R，DVD ビデ

オ 
益田川ダム（資料集）中川 学制作，Word および pdf ファイル，CD-R，データファイル 
日本の水害－天災か人災か－小出 博著 東洋経済新報社 （スキャンデータ），CD-R，pdf ファイル 
薩摩川内 産廃処理場近くの路頭調査（H25.3.30）調査実況のビデオ画像，DVD-R，DVD ビデオ 
3.11 あの日から 2 年 NHK 特集番組 8 本，DVD-R/DL，CPRM 
水島公害３部作：公害は終わったのか（第１～４章） 水島に生きる－'99 年 公害のまち再生への歩み 海

の分かれ－水島 2000 年夏，（企画・製作）水島地域環境再生財団 倉敷市公害患者と家族の会 （制作）

創映社（白井久夫），VHS 媒体変換（不許複製），VHS ビデオ 
町の声水のゆくえ 井萩立体化事業平成 12 年度記録，（企画・製作）東京都建設局第三建設事務所 （制作）

創映社（白井久夫），VHS 媒体変換（不許複製），VHS ビデオ 
ダイオキシン 講演および討論会（第１部・第２部） 1988 年 1 月 19 日 美坂文化センターにて （主催）

英田郡医師会 （協賛）位田産廃処理場建設阻止同盟，VHS 媒体変換，VHS ビデオ 
みんなで考えよう大気汚染－ディーゼル車の排出ガスを追跡するー （制作）日本科学者会議大気汚染問題ビ

デオ制作委員会，VHS 媒体変換（不許複製），VHS ビデオ 
東海環状自動車道 岐阜県東富町：インターチェンジ 岐阜市：御望山トンネル （制作）中京テレビ 納得

いかないコーナー 1997 年 2 月 12,13 日放送，VHS 媒体変換，VHS ビデオ 
FNS ドキュメンタリー大賞 雑魚は訴えている 志賀高原の自然を見つめて（山本教雄） 1994 年 5 月田中



昇会員寄贈，VHS 媒体変換，VHS ビデオ 
FNS ドキュメンタリー 器の綻び（出し平ダム排砂） NHK クローズアップ現代 見なおされるダム建設

（'96.2），VHS 媒体変換，VHS ビデオ 
私たちの共同家計・茨木市の財政を考える，日本共産党茨城市会議員団，VHS 媒体変換，VHS ビデオ 
2010 年 10 月 22 日 NBS 月曜スペシャル 特集「どうする治水 どうなるダム－浅川からの報告」，VHS 媒

体変換，VHS ビデオ 
広島高速 1 号線福木トンネル地盤沈下，マイホームが沈む・・・，テレビ朝日 2007 年 11 月 26 日放送，DVD

ビデオ 
広島高速 1 号線福木トンネル地盤沈下，トンネル工事で町全体が地盤沈下，テレビ朝日 2007 年 12 月 25 日放

送，DVD ビデオ 
道路全国連広島実行委員会 第 38 回交流集会 映像で見る広島のたたかい，取材編集：澤田良平，DVD ビ

デオ 
21 世紀への警告～ヒロシマ原爆遺跡～，著作：ヒロシマ映像通信，1991 年 11 月，DVD ビデオ 
浅川ダムに関する説明会（知事の判断について，再確認報告の補足説明，浅川ダム周辺の地質とダムの安全性

について，質疑・意見）95 分，ABN 報道 2010 年 12 月 13 日，DVD ビデオ 
NNN ドキュメント 八ッ場：長すぎる翻弄（ふるさとは壊され続けて），DVD ビデオ 
テレビ朝日 報道ステーション 巨費を投じたダム建設が“地すべり災害”の原因に，2010.1.12 放送，DVD

ビデオ（コピーガードなし） 
クローズアップ現代 被害者が問う事故調査（福知山線電車転覆事故），2011.4.26 放送，CPRM ディジタル

録画 
NHK 白熱教室 JAPAN 大阪大学山下傳司「社会と科学技術の関係を考える」第２回～第 4 回，DVD ビデオ 
NHK サイエンス ZERO 深層崩壊 迫り来る巨大災害，21010.10.9 放送，DVD ビデオ 
2010 年国土研群馬エクスカーション写真・録音記録集，作成：浜辺智三郎，データ DVD(Windows) 
大津市仰木の里 幸福の科学学園 開発問題資料集，幸 陶一ほか作成，データ CD 
京都市音羽川災害資料集，2 枚組，池田 碩会員提供，データ CD 
国土研創設 50 周年記念講演会＆シンポジウム 録画，6 枚組，浜辺友三郎会員制作，DVD ビデオ 
国土研創設 50 周年記念講演会＆シンポジウム 録音，2 枚組，浜辺友三郎会員制作，DVD データ 
逆流 凍結ダムの行方 毎日放送：映像'10，2010 年 7 月放送，DVD ビデオ 
「国土問題」CD 復刻，第 1 号～第 50 号，データ CD 
阪神淡路大震災写真集ほか，中川 学会員提供，データ CD 
国土研市民講座テキスト，第Ⅰ期第 3 回（木村）第Ⅱ期第 1,2 期（奥田），第Ⅴ期第 8 回（川端），データ CD 
レポート：高度浄水処理とは何か（効果と限界性），淀川の水質を問う（飲み水に農薬はいらない），長野 晃

会員寄贈資料，データ CD 
 


