
令和3年4月現在潟東図書館DVD一覧 （技術・くらし・産業）

図書館 タイトル 巻次 責任表示１ 責任表示２ 資料コード 別置 受取館 ジャンル
潟東 ブルーインパルス曲技飛行 カウントアップ／企画・制作 航空自衛隊／協力 1833000003940 D 390 ﾌﾞ  ☆ 技術・工学
潟東 ５０年後の未来　マイクロチップが管理する医療 1 1833000001570 D 50 ｺﾞ 1 ☆ 技術・工学
潟東 ５０年後の未来　サイバーテロに狙われる電脳都市 2 1833000001589 D 50 ｺﾞ 2 ☆ 技術・工学
潟東 ５０年後の未来　世界の命運を握る新エネルギー開発 3 1833000001598 D 50 ｺﾞ 3 ☆ 技術・工学
潟東 ヒマラヤにかける橋 根深 誠／企画 撮影 3490010311879 D 51 ﾋ  潟東 技術・工学
潟東 炭鉱(ヤマ)に生きる 萩原 吉弘／監督 3490010311556 D 56 ﾔ  潟東 技術・工学
潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／食洗機100万台へ

の死闘
第８期〔１〕 3490020011670 D 60 ﾌﾟ 8-1 潟東 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／われら茨の道を行く 第８期〔４〕 3490020011704 D 60 ﾌﾟ 8-4 潟東 技術・工学
潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／100万座席への苦闘 第８期〔５〕 3490020011713 D 60 ﾌﾟ 8-5 潟東 技術・工学
潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／不屈の町工場走れ魂

のバイク
第８期〔６〕 3490020011722 D 60 ﾌﾟ 8-6 潟東 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／毛利飛行士衝撃の危
機脱出

第８期〔７〕 3490020011731 D 60 ﾌﾟ 8-7 潟東 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／ロータリー47士の闘
い

第８期〔８〕 3490020011740 D 60 ﾌﾟ 8-8 潟東 技術・工学
潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／新羽田空港底なし沼

に建設せよ
第８期〔９〕 3490020011750 D 60 ﾌﾟ 8-9 潟東 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／ラストファイト名車よ
永遠なれ

第８期〔１０〕 3490020011769 D 60 ﾌﾟ 8-10 潟東 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／瞬間凍結　時間よ止
まれ

第9期〔2〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000590 D 60 ﾌﾟ 9-2 ☆ 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／首都高速東京五輪
への空中作戦

第9期〔6〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000625 D 60 ﾌﾟ 9-6 ☆ 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／名古屋城再建金の
シャチホコに託す

第9期〔7〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000634 D 60 ﾌﾟ 9-7 ☆ 技術・工学

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／シリーズ黒四ダム 第9期〔9〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000652 D 60 ﾌﾟ 9-9 ☆ 技術・工学
潟東 みんなの韓国料理 １ 3490020014770 D 59 ﾐ 1 潟東 くらし
潟東 みんなの韓国料理 ２ 3490020014789 D 59 ﾐ 2 潟東 くらし
潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／大阪万博史上最大の

警備作戦
第８期〔２〕 3490020011689 D 60 ﾌﾟ 8-2 潟東 産業

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第8期／湯布院癒しの里の百
年戦争

第８期〔３〕 3490020011698 D 60 ﾌﾟ 8-3 潟東 産業

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／衝撃のケネディ暗殺
日米衛星中継

第9期〔3〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000581 D 60 ﾌﾟ 9-3 ☆ 産業

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／鉄道分断突貫作戦
奇跡の７４日間

第9期〔4〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000607 D 60 ﾌﾟ 9-4 ☆ 産業

潟東 プロジェクトＸ／挑戦者たち　第９期／海のダイヤ世界初ク
ロマグロ完全…

第9期〔8〕 日本放送出版協会／企画・制作 ＮＨＫ／編集 1833000000643 D 60 ﾌﾟ 9-8 ☆ 産業

潟東 乗り物大好き！ＮＥＷしんかんせんスペシャル１００ 緒方　由紀子／企画 一条重哉＆Ｔeam-K／撮
影

1833000003930 D 680 ﾉ  ☆ 産業
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