
板橋区公文書館所蔵　映像関係目録   平成27年4月1日現在

貸出
NO

種別 貸出
媒体

タイトル 時間
分

年代 作成部署 色 内容

1 教育・文化 DVD 伸びゆく板橋区１・２・３・４巻 40分 昭和30年 板橋区役所 白黒
昭和３０年に作成された、区教育普及映画。昭和
２０年代の板橋を見ることができる貴重な映像。

内容
詳細

2 教育・文化 DVD 板橋ものがたり　板橋区 23分 昭和42年 板橋文化会議 カラー

古代から昭和40年代前半までの板橋区やその
文化財・郷土芸能を、多くの史跡や資料をもとに
紹介しているビデオ。 　

3 教育・文化 DVD あすをひらく（板橋の教育） 29分 昭和49年 板橋区 カラー

板橋区に公立学校が創設されてから100年をむ
かえ、昭和49年現在の板橋区の教育活動や学
校生活を紹介したもの。

4 教育・文化 DVD 板橋わがまち　区制50周年記念 30分 昭和58年 板橋区役所 カラー

板橋区の区制施行５０周年を記念して作成。５０
周年を迎えた板橋区の昭和57年現在の区政と
区民の様子を記録したもの。

内容
詳細

5 教育・文化 DVD ぐるっと板橋飛びあるき 25分 昭和62年 板橋区役所 カラー

私たちの町「板橋」を、空からじっくり見てみようと
企画された作品。眼下に電車や自動車が走り、
区民の暮らしを彩る様々な施設が画面いっぱい

内容
詳細

6 教育・文化 DVD いたばし史跡散歩　あかつか 20分 昭和63年 板橋区 カラー

東武東上線下赤塚駅から成増駅に至る約６，５
キロメートルの城みちコース。大堂から松月院・
乗蓮寺・赤塚城址・青蓮寺などから新田坂までを

7 教育・文化 DVD いたばし史跡散歩　いたばし 17分 平成元年 板橋区 カラー

ＪＲ板橋駅から都営三田線の板橋本町あるいは
東武東上線の中板橋駅に至る約２．５キロメート
ルのいたばしコース。近藤勇の墓・板橋・縁切
榎・智清寺・日曜時を歩く。

8 教育・文化 DVD いたばし史跡散歩　とくまる・しむら 22分 平成元年 板橋区 カラー

東武東上線の東武練馬駅から都営三田線の高
島平駅まで約４キロメートルのとくまるコース。円
福寺・はけた道・天祖神社・安楽寺などを歩く。都
営三田線志村坂上駅を出発し、また戻ってくる約
３キロメートルのしむらコース。志村一里塚・龍福
寺・清水坂・志村熊野神社などを歩く。

9 教育・文化 DVD 板橋のむかしばなし 20分 昭和63年
板橋区教育委
員会社会教育
課文化財係

カラー
①下頭ばしの六蔵さん②渡辺崋山③小豆沢の
赤板祭り④石成村の名の起こり

10 教育・文化 DVD 広報ビデオアニメ　板橋のむかしばなし 25分 平成3年
板橋区企画部
広報課

カラー

①丸池の大蛇②縁切榎と身禄さん③さんまを欲
しがった狐④志村落城とこぶ欅⑤泥棒を改心さ
せた平左エ門

11 教育・文化 DVD 広報ビデオアニメ　板橋のむかしばなし２ 22分 平成4年
板橋区企画部
広報課

カラー
①将軍様とお成塚②大谷口と代かき地蔵③加賀
下屋敷の狐④怪談「乳坊榎」⑤天狗杉
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12 教育・文化 DVD 板橋宿平尾　脇本陣豊田家 13分 平成3年 郷土資料館 カラー
中山道板橋宿、平尾の名主で脇本陣を努めてい
た豊田家を紹介。

13 教育・文化 DVD
板橋区制施行六〇周年記念広報映画　緑と風の
詩－板橋六〇周年の躍動－

28分 平成4年
板橋区企画部
広報課

カラー

板橋区施行６０周年記念広報映画。いきいきと生
活する区民の姿を、四季の流れを織り込みなが
ら描く。

内容
詳細

14 教育・文化 DVD
平和への思いを未来へ～板橋区学童集団疎開の
歴史～

29分 平成18年
板橋区教育委
員会

カラー

戦時中の集団疎開の経緯、疎開先の環境、疎開
生活、戦後板橋に引き上げてきた当時の様子な
どの記録です。学童集団疎開を経験した当時の
児童・引率教師、疎開先の関係者の体験談と世
代を超えた現在の児童らが戦争・平和に対して
どう思い考えたのか、を２本の柱として構成しま

15 教育・文化 DVD
Ｎｏ5ぐると板橋飛びあるき No4板橋わがまち
No13緑と風の詩　3組セット

計83
分

①S62②
S57③H4

板橋区役所 カラー それぞれの項目参照(No4,No5,No13)

16 教育・文化 DVD 板橋の空襲～語り継ぐあの日のこと～
30分
45秒

平成21年
板橋区平和都
市宣言記念事
業実行委員会

カラー

板橋区で起こった恐ろしい大空襲の記憶を残し、
次の世代に語り継いでいくために、作成された記
録。昭和20年4月13日の板橋町周辺の空襲、6月
10日の常盤台周辺の空襲、8月10日の志村小豆
沢周辺の空襲等、被災者の体験談を収録してい

17 教育・文化 DVD
ザ・公文書館映像コーナー用スライドショー（いた
ばしと電車、いたばしと東京オリンピック、いたばし
の街並みと人びとのくらし）

55分 平成22年
板橋区公文書
館

白黒

平成22年に、板橋区公文書館で行われた企画
展のなかで、上映されたスライドショー。公文書
館所蔵の写真を使用したもの。電車、東京オリン
ピック、街並みの３つのチャプターからなり、昭和
20年代、30年代の板橋区の様子がうかがえる作
品。

18 教育・文化 DVD 写真で振り返る80年 7分 平成24年 板橋区 白黒
カラー

平成24年10月の区制80周年記念式典で放映し
た映像資料。伸びゆく板橋区の再録と主要個所
の今昔比較写真を記録したもの。職員の手作り
で制作した。

501 環境 DVD いたばしユニーク公園ガイド 19分
昭和６２
年

板橋区 カラー

板橋区内にあるユニークな公園を紹介していま
す。東板橋公園、城北交通公園、板橋区平和公
園など緑豊かな公園が数多くあります。

内容
詳細

502 環境 DVD
ふれあい石神井川～快適な水辺環境をめざして
～

30分 平成４年
板橋区環境保
全課

カラー

石神井川の歴史や流域の環境、公園を紹介。景
観に配慮した整備、どうしたらより良い環境の川
にできるかを考える。

内容
詳細

503 環境 DVD
「白子川と湧き水」～湧き水を生かした川づくりを
めざして～

25分 平成４年
板橋区環境保
全課

カラー

白子川の歴史や流域の環境、川に流れ込む豊
富な湧き水を紹介。白子川の流れを美しくするた
めに、湧き水を利用した親しめる水辺づくりを考

504 環境 DVD 「エコポリス板橋」環境都市宣言　平成5年 12分 平成５年
板橋区環境保
全課

カラー

平成５年４月１日告示された、人と環境が共生す
る都市「エコポリス板橋」を目指した２３区で初め
ての環境都市宣言を紹介する。
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801 産業 DVD
平成21年度　板橋製品技術大賞～受賞製品紹介
～

47分 平成21年
産業活性化推
進室

カラー
平成21年度の板橋製品技術大賞を受賞した製
品のご紹介。

802 産業 DVD
平成21年度　板橋製品技術大賞～受賞製品紹介
～ダイジェスト版

30分 平成21年
産業活性化推
進室

カラー
ダイジェスト版。平成21年度の板橋製品技術大
賞を受賞した製品のご紹介。
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