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■シリーズ  ふるさとの心を訪ねて
自然に恵まれた茨城県には、そこに育まれた豊かな伝統と文化が
息づいています。歴史、文化、祭、民謡、昔ばなし…。 人々の中に
脈々と流れ続ける「ふるさとの心」を、県内各地に訪ねます。

文学

茨城県内に伝わる昔ばなしや伝説を、味わい豊かな茨城弁
の語りにイラストや映像を交えて紹介。語りは鈴木新氏。 

■昔ばなしシリーズ
ふるさとの昔ばなし ① ② ③
各地に伝わる昔ばなしを、イラストと映像で構成。

【第１巻  いばらき編】　v-026
　＊鰐ヶ淵のみやげ
　＊きつねのお産
　＊牛になった小坊主
　＊よき沼
　　（1990年制作／43分）

【第２巻  ふくしま編】　v-033
　＊鬼の子小綱
　＊天人女房
　＊猫檀家
　＊笠地蔵
　　（1991年制作／36分）

【第３巻  いばらき編②】　v-098
　＊殿様と河童
　＊たっつあい　鴨をとる
　＊思案餅の由来
　＊和尚さんと小僧
　＊十二支のネズミとネコのはなし
　　（2001年制作／24分）  

ふるさとのことばで聞く  いばらきの昔ばなし ① ②

【第１巻】　v-081
　＊だいだら坊
　＊額田のたっつぁい
　＊女化のきつね
　＊華蔵院の猫
　＊屁っぴり嫁さま
　　（1999年制作／40分）

【第2巻】　v-084
　＊貧乏神と小判
　＊深んぼの菅笠
　＊関東養老の泉
　＊安寺・持方ばなし
　＊ぶったたきと半殺し
　　（1999年制作／30分）

筑波山万葉賛歌
万葉集の中で筑波山を詠んだ歌を、四季の風景
をバックに解説を交えて紹介。 解説は金澤直人
氏。　v-013
　　　　　　　　　  （1989年制作／20分）

空と雲と海と　詩人  山村暮鳥
暮鳥ゆかりの人々の話、終焉の地・大洗町の風景
を交えながら、その作品と生涯を紹介する。
v-031
　　　　　　　　  　（1991年制作／36分）

詩人  野口雨情  ─ 想いは時代をこえて
「七つの子」や「船頭小唄」など、日本人の心のふ
るさとを歌い続けた詩人・野口雨情の、波乱にと
んだ生涯と作品を紹介。　v-066
　　　　　　　　   （1997年制作／32分）

白埴の瓶の如く…　長塚 節
石下町に生まれ、小説『土』をはじめ短歌や写生
文などに珠玉の作品を残した長塚節。その短くも
波乱にとんだ生涯と代表作を紹介。　v-071
　　　　　　　　　   （1998年制作／34分） 

筑波嶺詩人　横瀬 夜雨
幼少期の病のため不自由な体となりながら、日本
文学史上に大きな足跡を残した下妻市出身の詩
人・横瀬夜雨の生涯と代表作を紹介。　v-102
　　　　　　　　　  （2002年制作／28分）

自然豊かな茨城県で、数多く指定されている天然
記念物の中から伝説のある４件を紹介。　v-118
　＊御岩山の三本スギ　＊ヒメハルゼミ
　＊三浦スギ　　　　　＊金砂山の大ヒイラギ
　　　　　　　          （2005年制作／24分）

伝説を生んだ　茨城の天然記念物



紀行 歴史・自然・祭り
偕　楽　園
偕楽園は水戸城の出城だった!? 造園時のエピソ
ードに大胆な推理を交えながら園内を紹介。解説
・望月安雄氏。　v-018
　　　　　　　　　  　(1989年制作／46分）

湖水に咲いた白い花 玉造町の帆引き船新造
霞ケ浦の風物詩「帆引き船」。茨城県玉造町で30
年ぶりに新造された帆引き船を、関係者の話とと
もに紹介する。　v-055
　　　　　　　　　　（1995年制作／22分）

清流紀行　久慈川
八溝山の北斜面に源流を発し、福島・茨城両県を
流れて太平洋へそそぐ久慈川。その四季折々の姿
と、流域に暮らす人々の生活を紹介する。　v-074
　　　　　　　　　　（1998年制作／52分）

紀行 利根川  『利根川圖志』を歩く
江戸時代に赤松宗旦が利根川中・下流域の自然
や歴史、風俗を詳細に記録した『利根川圖志』を
手に、現在の利根川流域を訪ねる。　v-090
　　　　　　　　　 　(2000年制作／57分）

いばらき桜紀行（一）
般若院のシダレザクラ、歓喜寺のエドヒガン、六地
蔵寺のシダレザクラ、真鍋のサクラをはじめ、茨城
県内12カ所の桜の巨樹・名木を紹介。   v-146
　　　　　　　　　   （2010年制作／32分）

『常陸国風土記』の世界
歴史書、地誌、文学書としても評価の高い「常陸国
風土記」を紹介。解説は井上辰雄氏（筑波大学名
誉教授）、千葉隆司氏（かすみがうら市郷土資料館
主任）。　v-165
　　　　　　　　　　（2013年制作／38分）

ふるさと光紀行
暮らしを彩るさまざまな光の風景を茨城県内各地
に訪ねる（ステンドグラス／ホタル／古灯具／伊
奈の綱火／灯台）。　v-093
　　　　　　　　   　（2001年制作／38分）

すべてが手作業だった時代に、仕事をしながら、あるいは休息をと
りながら歌われていた仕事唄（民謡）を、唄にまつわるエピソード
とともに紹介。

■シリーズ  ふるさとの仕事唄 ＜全４巻＞

【第１集】～利根川のほとりから～　v-043　
　＊猿島麦まき唄
　＊猿島お茶節
　＊利根の舟こぎ唄
　＊利根地固め唄
（1993年制作／40分）

【第２集】～奥久慈の里から～　v-044　
　＊奥久慈地方の苗取り唄
　＊奥久慈地方の田植え唄
　＊大子苗取り唄
　＊大子田植え唄
　＊保内茶もみ唄
（1993年制作／40分）

【第３集】 ～海岸線の風景～　v-045
　＊常磐炭坑節
　＊常陸麦打ち唄
　＊網のし唄
　＊げんたか節
（1993年制作／38分）

【第４集】～山に響く声～　v-048
　＊常陸馬子唄
　＊常陸木挽き唄
　＊保内郷木出し音頭
　＊篠山木挽き唄
　＊筑波炭焼き唄
（1994年制作／38分）

東国の親鸞～ゆかりの地を訪ねて～
浄土真宗の開祖・親鸞聖人は、42歳から約20年、
主に現在の茨城県とその周辺で過ごしており、今も
ゆかりの寺社や伝説などが各地に残っている。
解説は今井雅晴氏（筑波大学名誉教授）。v-179
　　　　　　　　　　（2016年制作／55分）

「常陸名所図屏風」を歩く
1700年頃の制作と推定されている「常陸名所図
屏風」には、常陸国の神社仏閣、街道、港町など
の様子と、そこに暮らす人々の姿が生き生きと描
かれている。                                    v-190
　　　　　　　　　 　（2018年制作／48分）



いばらきの匠 Ⅰ
＊建具職人　安達克敏
＊鍛冶　武石好文
＊ガラス職人　藤谷敏夫・田村嘉之・長谷川秀樹
＊籐工芸　山田 衛
＊だるま職人　飯田善司・隆司　　　  　 v-122
　　　　　　　　　　 （2005年制作／37分）

いばらきの匠 Ⅱ
＊オートマタ作家　堀江出海
＊べっ甲細工職人　刈部 勇
＊手摺浮世絵木版画　渡辺和夫・吉田秀男
＊根付作家　松本 鈴　　　　　　　     v-128
　　　　　　　　        （2007年制作／36分）

いばらきの匠 Ⅲ
＊かな料紙匠　小室義久・久
＊雛人形胴柄師　小林富藏・利幸
＊桐下駄職人　猪ノ原昭廣・武史
＊御鋳物師　三十七代 小田部庄右衛門  v-135
　　　　　　　　　 　（2008年制作／44分）

いばらきの匠 Ⅳ
＊江戸小紋染工　浅野榮一
＊文化財修復士　飯泉太子宗
＊工芸菓子　菓子職人　前田 功
＊からくりオルゴール作家　塙 道大　　　v-141
　　　　　　　　　 　（2009年制作／39分）

いばらきの匠 Ⅴ
＊提灯職人　山下義弘
＊水引職人　八木とよの
＊江戸甲冑師　市川光玉
＊桶職人　友部次男　   　 　　　　　　v-151
＊製管師　三井香揚山 （2011年制作／35分） 

いばらきの匠 Ⅵ ～竹の匠～
＊竹工芸作家　小林次郎
＊雪村うちわ うちわ職人　圷 總子
＊青物職人（竹細工職人）　鈴木 繁
＊矢師　小池和義・豪　　　                 v-185
　　　　　　　　　 　（2016年制作／31分）

茨城のささら舞〈1〉
茨城県内に伝わる「ささら（三匹獅子舞）」を紹介。
（花園のささら／悪戸新田獅子舞／向井町の散々楽 ／
  常陸大宮市のささら獅子頭／間中のささら／富田の
  ささら／能代市の常州下御供佐々楽）         v-196
　　　　　　　　　 　（2019年制作／30分）

茨城のささら舞〈2〉
茨城県内に伝わる「ささら（三匹獅子舞）」を紹介
するシリーズの第２作。（丹生神社の棒ささら／塚崎
の獅子舞／下君田のささら／大串のささらばやし／
上戸の獅子舞） 　　　　　　　　　　　 v-203
　　　　　　　　　 　（2020年制作／40分）

■いばらきの匠シリーズ 
何代にも渡って引き継がれてきた伝統の技を、たゆまぬ日々の研鑽
によって磨き続け、守り続ける匠たち。その卓越した技と作品、仕事
にかける思いの一端をご紹介します。

日立風流物　復活に賭ける
戦災によって途絶えていた風流物を復活させるま
での苦労談と、その現状を紹介。　v-003
　　　　　　　　　　（1986年制作／23分）

いしおか　常陸国総社宮大祭
毎年９月に行われる「石岡のおまつり」。その準備
から大祭までを追い、参加する人 と々共に、祭り
の魅力を探る。　v-017
　　　　　　　　　　（1989年制作／48分）

遥かな時を越えて―　金砂磯出大祭礼
平成15年3月に執行された東・西金砂神社の磯
出大祭礼。72年に1度という世紀のまつりの、主
要祭典をほぼ収録。　v-108
　　　　　　　　　 （2003年制作／61分）
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