
ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.305

毎日ニュースNo.304 皇室
外交
アメリカ訪問

国際政治

皇太子ご夫妻はアメリカへ、美智子妃殿下は皇
太子妃として初めての外国訪問。

谷川岳一の倉沢衝立ての岸壁で宙吊りのまま
死亡した横浜蝸牛山岳会の遺体収容。

1960.9.28
昭和35年

皇太子ご夫妻アメリカへ

「冷戦総会」ひらく

射撃で遺体収容 社会
山岳遭難事
故

宙吊り遭難者
仲間が救援
カービンライフル銃で射撃
単発銃が命中
遺体が壁をバウンドしながら落下
自衛隊隊員出動

航空記念日に因み日本のパイロット不足を補う
浜松航空自衛隊の見学等航空の話題。

東宮御所出発
羽田空港貴賓室よりタラップまで歩き
ハワイホノルル着
儀状隊閲兵
オープンカーパレード
無名戦士の墓
ハワイ大学東西文化センター
カピオラニ公園植樹
サンフランシスコ到着

訪米中の皇太子ご夫妻ロサンゼルスに到着。
ワシントンでアイゼンハワー大統領と会見。

ローマオリンピックの不成績で頭を丸めて帰国し
たレスリングチーム等の選手団の解団式。

希望訪問「航空五十年」 航空 航空記念日
パイロット不足
宮崎航空大学校卒業生15人
おもちゃのシミュレーター
YS11製作中
Ｆ86ジェット戦闘機
浜松航空自衛隊の見学ガイド

ニューヨーク港反対派デモ
国連総会
フルシチョフ首相
アイゼンハワー大統領
ネール首相
ナセル首相

1960.10.5 思いやられる東京オリ
ンピック
２'２３"

希望訪問「大安吉日」
３'２０"

社会
結婚ブーム

第15回国連総会でソ連フルシチョフ首相が国連
不信任演説。米ソの対立依然とけず。

結婚ブーム
結婚相談所
結婚衣裳
結婚式場の流れ作業
二人だけの結婚式
声の出るシート
ハネムーンドライブ
船上結婚式

皇太子ご夫妻ア大統領
と会見
２'２７"

皇室,
外交

ロスアンゼルス到着
ウインロジャー州立公園でロデオ
ワシントン到着
ホワイトハウスでアイゼンハワーと会見
宇宙飛行士と握手
タラップで手を振るご夫妻

オリンピック レスリングチーム丸坊主で帰国
国旗返却
国立競技場脇の土地買収難航
オリンピック道路予定地
オリンピック財源くじ
柔道ブーム講道館外国人増加
国立競技場はゴルフ練習場
陸上競技はスタンド下で練習

この秋は結婚ブーム。
結婚相談所はなかなかの繁盛、あの手この手の
アイデア商法だ。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.307

毎日ニュースNo.306

冒頭に投票を呼び
かける選挙広報あり

毎日ニュースNo.308

15回目を迎えた芸術祭。今年は大衆化が特長。
まだまだ行く先遠い芸術祭。

アメリカ御訪問の皇太子ご夫妻。
１６日間の親善旅行を終えてご帰国、
家族団欒の様子。

伊豆伊東の川名港に追い込まれたイルカの大
群   およそ千頭の水揚げにわく港。

1960.10.12 この子らに愛を

スポット
 1）　大毎優勝す

スポット
 2）　親善旅行を終えて
ー皇太子ご夫妻ー

皇室
外交

政治
選挙

希望訪問
「派閥の中の選挙戦」

里親制度促進月間。生れてまもなく生き別れの
愛児と６年ぶりの対面した大塚さん夫妻。

パ・リーグ優勝の大毎はセ・リーグ三原率いる
太洋と日本シリーズ選手権をかけて熱戦。

高松宮妃殿下一日里親
母親の絵を描く小学生
親の無い施設の子供の描く母親の絵
対面
母の鐘贈る

1960.10.19 暴力を憎むー浅沼暗殺
事件の前後ー

政治 日比谷公会堂内
やじる赤尾敏と妨害する愛国党員
演説する浅沼社会党委員長
暴漢山口二矢が委員長刺す
病院に駆けつける家族
池田勇人弔問
演説する未亡人
社会党葬
愛国党本部捜索

ニューヨークサクラパーク
石灯篭除幕式
ヤンキースタジアム野球見物
ヤンキースステンゲル監督に迎えられる
羽田空港到着
親子水入らずでおくつろぎ

自民党選挙対策委員会
演説会

万年最下位の三原太洋が日本シリーズで
大毎オリオンズをやぶり奇跡的優勝を遂げる

社会
里親制度

スポーツ 西鉄をやぶり優勝
西本監督胴上げ
平和台球場でビールかけ
帝国ホテルで祝賀会

実力者が顔を揃えた自民党選挙委員会。
公認候補決定は派閥推薦の激しい火花が散る。

希望訪問
「奇跡製造王三原」

野球 大毎エースピッチャー小野太洋の近藤昭がヒット

日比谷公会堂で開かれていた三党首立会演説
会で浅沼社会党委員長が若い男に刺殺される

イルカの大群 舟への引上げ1960.10.26 伊豆のイルカ漁

暴力の追放かけてー国
会解散ー

漁業

芸術

政治
祭事

浅沼さんの社会党葬
野外音楽堂で未亡人立候補表明
池田追悼演説
衆議院解散

浅沼さんの社会党葬が日比谷公会堂で開かれ
故人を悼む花束で埋った。

希望訪問
「芸術祭は15才」

ラインダンス
操り人形
山田五十鈴
尾上松禄
大江美智子
トップライト
桜川ぴん助
ストリップショー
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュースNo.309

毎日ニュースNo.310

貧困層の結核患者が急増。集団検診等で
結核対策は貧しい人々にこそ勧められるべき
だ。

11月3日これまであまり知られていない世界的数
学者岡潔さんが文化勲章を受けた。

選ばれる声選ぶ声

読書シーズン 文化 公園で読書
道路を歩きながらの読書
駅ホームで読書
神田の本屋さん街

秋は読書のシーズン。公園、道路を歩きながら、
駅のホームととにかく日本人は読書好き。

選挙 池田内閣
選挙区に戻る自民党候補者

公認のお墨付きと選挙７つ道具を詰め込んだカ
バンを抱え、自社の代議士は選挙区へ。

希望訪問
「貧しきが故の病気」

医療 東京女子医大病院看護婦スト
千葉県松戸市国民健康保険病院ガラガラ
結核病院の空ベット
訴訟を起こした岡山療養所の朝日茂さん
内職をする幼い子供たち

1960.11.9 岡博士に文化勲章 文化 文化勲章受ける岡潔

1960.11.2

三池生産を再開 炭坑、労働
争議

スト解除する第一組合
282日目で解決
第二組合と社長は町をパレード

早慶、決勝に持込むー
６大学秋のリーグ戦ー

大学野球 球場を取巻くファン
応援合戦
早稲田徳武バッター
慶応渡海バッター

秋晴れに恵まれた神宮球場は伝統の早慶戦に
沸きました。

三井三池炭坑第一組合は三井鉱ホッパー前で
スト解除・就労総決起大会を開き平穏に採択。

希望訪問
「災害地に冬がくる」

災害、地震、
津波

三陸海岸
気仙沼のカキいかだ
海に落ちているカキを拾う人々
堤防工事
立ち会い演説会

チリ地震の津波で大きな被害を受けた三陸沿岸
の災害地に厳しい冬の訪れ。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

皇太子ご夫妻は天皇陛下のご名代としてアジ
ア・アフリカ四ｹ国の親善旅行にご出発。

全世界注目のアメリカ大統領選挙で民主党のケ
ネディ候補がニクソン候補を破って当選。

富士山の吉田口九号目の大沢付近で大ナダレ
が発生、冬山訓練中の早大生１０人死亡。

選挙

大学野球

世界
選挙

秋の東京六大学リーグ戦は優勝決定戦で慶応
を降し早稲田が天皇杯に輝いた。

1960.11.16 選挙大詰めへ

スポット
（３）米大統領にケネ
ディー氏当選

投票日が近づくにつれ違反も続出、公明選挙の
難しさが問われています。

宣伝カー 公明選挙（投票日）呼びかけ風船作り
留置場の人でも投票に行けるサングラス
違反検挙の綴り
評論家三鬼陽之助 テレビ討論会（西尾、江田、池田）３党首

赤坂東宮御所出発
羽田空港到着
タラップ下 見送る高松宮妃殿下
三笠宮ご夫妻
池田勇人総理
飛行機滑走路飛立ち

徹夜組
炊き出し
腹ごしらえ

希望訪問「失われた心」 社会
福祉

世界精神衛生年の60年
衛生まつりの講演会
相談所
精神力手品や暗示による治療効果
大あくび、笑う人々
ラジオ体操、ダンス療法
手紙と面会に喜ぶ患者
外出する患者

世界精神衛生年の今年は各地で精神衛生普及
運動が行われている。

投票し、出て来るケネディ、ニクソン
自動計算機付き投票箱
ケネディ当選
嬉しそうなケネディとジャクリーン

毎日ニュースNo.312 1960.11.23 富士山で大ナダレー五
十余人遭難ー

事故
遭難

捜索に向かう救援隊
救援活動
遺体の掘り起こし
六年前の遭難事故現場

毎日ニュースNo.311

スポット
（1）熱戦六たび早稲田
勝つ

スポット
（２）皇太子ご夫妻 アジ
ア・アフリカ四ｶ国

皇室
外交

スポット
（1）イランの皇太子ご夫
妻

皇室外交 テヘランの街
歓迎風景
パアーピル国王夫妻の歓迎晩餐会
ハムジャビー陸上競技場でのマスゲーム
ペルセポリス遺跡訪問
エチオピアへ出発

アジア・アフリカ四ｹ国の皇太子ご夫妻はイラン
の首都テヘランに到着。

スポット
（２）お目見得したデラッ
クス・ビル

社会
建築

ビルの建築ブーム
ピラミッドの様な建物
ドライブ・スルーの窓口
防弾ガラス越しの金の受け渡し
豪華な事務所

建築ブームの東京にピラミッドの様な奇妙な建
物が出現。

希望訪問
「百日選挙 ゴールイン」

政治
選挙

池田総理オープンカーで走る
投票するかっぽう着姿の女性
悩む人
ケーブルカーの投票箱
落選事務所
祝勝会の準備をする当選者

激戦の衆議院総選挙。順調に票を伸ばす自民
党、予想以上に議席数を越えた社会党。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.314

毎日ニュースNo.313

1960.12.7

空前のボーナス景気を狙ってあの手この手とに
わかに活気づく歳末商戦。

第二次池田内閣の組閣工作。石井光次郎氏の
議長就任問題で組閣難航。

インドにご到着の皇太子ご夫妻はプラサド大統
領やネール首相等の暖かい歓迎を受ける。

池田内閣議長問題で難
航

インド訪問の皇太子ご
夫妻

希望訪問
「師走を売る」

皇室
外交

当選証書を手に嬉しそうな海部俊樹
挨拶回りの海部俊樹
ビラはがし
憧れの議員バッチ
挨拶回りの浅沼享子さん
松永元文部大臣の娘
祝勝会

1960.11.30 代議士さん誕生

希望訪問
「入国警備官」

第二の訪問国エチオピアのアジスアベバにご到
着。２７日インドに向かう。

新代議士さん続々誕生。最年少の海部俊樹さん
は早速地元の挨拶回りに大忙し。

スポット
（1）皇太子ご夫妻エチ
オピアの旅

皇室
外交

アジスアベバ出迎える皇帝
オープカーでパレード
ライオンの放し飼いをしている宮殿
和服姿の美智子さま
メネン女学園御訪問
インドに向かう

政治
選挙

スポット
（２）大鵬 初優勝

北葉山をつりだし
賜杯を手にする大鵬

九州場所の千秋楽、関脇大鵬は北葉山を高々
とつり出して初優勝。

冬を忘れたゴルフブー
ム

ゴルフ
ブーム

外国製クラブ
ゴルフ場起工式
ゴルフ場は満員
川を渡ってゴルフ場へ

空前のゴルフブーム。あっちにもこっちにもゴル
フ場が出来て大はやり。

横浜港
入国警備官30人
船に乗り移る警備官
密航者指紋とる
川崎収容所
海を見つめる警備官

海の表玄関、横浜港を管理する入国警備官は
海を守ってたゆまぬ努力をしている。

政治
内閣
組閣

河野一郎反主流派の看板降ろす
石井光次郎ごねる

インドニューデリー空港到着
プラサド大統領出迎え
ネール首相出迎え
ガンジーの墓前で祈るヒンズー教徒
民族舞踊をご覧の夫妻
ネール首相挨拶
農村ではインド象の出迎え

世相 汐留駅入荷の正月用品
デパートの大安売り
万引き防止のアイデア
問屋では整理券
チンドン屋
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.317

数字に滅法強い池田さん。予算委員会で経済学
説まで引き出し池田経済学教室開校の様。

冬の到来を告げるもの。京都では伝統の「すぐき
づけ」埼玉の酒造会社では酒の仕込み。

毎日ニュースNo.315 1960.12.14 少なきを憂う大臣のイス 政治
組閣

党首会談
清瀬議長再選
西村直己初大臣
認証官任命式後の記念撮影

数少ない大臣のイスをめぐり各派閥がシノギを
けずりあった池田内閣の出発。

皇太子ご夫妻は親善旅行最後のネパールのご
訪問を終えられ1ヶ月ぶりの帰国。

激しい季節風が吹き始めた山形県酒田市浜中
部落は今年も恐怖の砂に悩まされている。

皇太子ご夫妻帰国 皇室
外交

カトマンズ到着
ヒマラヤ連峰
羽田到着
浩宮を抱く

毎日ニュースNo.316 1960.12.21 冬に仕込む

希望訪問
「砂に埋まる部落」

生活
災害

砂に埋もれた家々
季節風
小学生による砂除け作り
漁
番傘の下で食事

総理は数字がお好き 政治 答弁の池田首相
水田蔵相大あくび
めがね拭く水田
眠る大臣たち

季節
産業

つるべ仕掛けで重しをかける
酒作り
女性の杜氏
寒天作り
田圃に並んだ乾し台

希望訪問
「消え行く沿岸漁民」

漁業 海の埋め立て工事
漁民の貸し船
東京湾のり漁
福島県小名浜地引き網
打ち上げられた魚を拾う漁民と工場群

経済成長の掛声とともに埋め立てによる工場建
設は漁民たちの生活の場を奪っていく。

東京の新橋駅。その駅前にある小さな広場はさ
まざまな世相を映し出している。

空と海の惨事ーニュー
ヨークー

1960.12.28

希望訪問
「駅前広場」

ニューヨーク上空で旅客機衝突事故。繁華街に
墜落し１３２人死亡。海軍造船所が炎上。

事故
航空

世相

繁華街の火災
海軍造船所の火災

朝の新橋駅前
野菜売りのおばさん
ベンチで寛ぐ人
広場のテレビを見る人
救世軍
ガード下の住民に慈善団体から弁当支給
終電に駆け込む人々
最終電車
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.321 1996.1.25

スポット
（2）殺人脱獄囚の二人
逮捕

事件 東京中野刑務所で服役中の二人が作業中看守
を大工道具で殴り殺し脱走

刑務所の壁
警察犬で捜索
町の自警団パトロール
警視総監賞の中学生
野次馬

スポット
（1）柏戸初優勝

スポーツ
相撲

柏鵬時代と騒がれた大相撲初場所は大関柏戸
が千秋楽に琴ｹ浜を破って初優勝

皇太子ご夫妻蔵前へ
柏戸対琴ヶ浜戦
賜杯受け取る

ケネディ米大統領就任 国際政治 ワシントンでケネディ米大統領の就任式。新大
統領のオープンカーを先頭にパレード。

就任式
黒人歌手国家歌う
宣誓
ジョンソン副大統領と握手
就任第一声
パレード

暴走するダンプカー 社会
交通事故

小田急無人踏切でダンプカーと電車が衝突し電
車２両が川原に転落。相次ぐダンプ事故。

事故空撮
無人踏切で負傷者
オート三輪車とダンプカ
相模川の砂利採取

希望訪問
「韋駄天街道」

スポーツ 大阪から東京まで、６日間に渡って健脚を競う第
３回毎日駅伝は旭化成の３年連続優勝。

スタート
旭化成の広島選手
ゴール
優勝 円谷幸吉ゴール

海外だより
（2）暴動化したベルギー
のスト

国際情勢 アイスケン内閣の耐乏計画に端を発したベル
ギーのストは既に４週間以上に及んでいる。

デモ参加者を警棒で殴る警官
ボートワン国王社会党に歩み寄り

海外だより
（1）米、年内にチンパン
ジー打ち上げ

宇宙開発 宇宙開発実験はこの度チンパンジーを使って複
雑な実験を続けています。

チンパンジーの訓練
イライラするチンパンジー
耐G試験

無人踏切で二重衝突 社会
交通事故

東海道線の無人踏切で湘南電車と砂利運搬の
ダンプカーが衝突。更に横須賀線が衝突

事故の現場
事故の電車先頭部
相模川砂利採取

毎日ニュースNo.320 1961.1.18 値上りムードの予算案 政治 国会周辺は予算分捕りを狙う陳情団で大賑わい
国民には物価の値上がりムード。

陳情団自民党に
歯科医師会のスト
ラッシュアワーのホーム
運輸大臣
郵政大臣
大学スト
保母さんの陳情団
保育園の様子
内職する母子世帯

希望訪問
「風変わりなお正月」

社会
季節
祭事

新しい年を迎え日本各地には様々な珍しい正月
行事が残っている。

朝食の支度をする旦那さん
お湯で顔を洗う奥さんにタオルさしだす
花祭り
踊る若者たち
熱湯をわら束に浸して見物人に振り掛ける
除夜の鐘希望者長蛇の列

後進国めぐる米ソの対
立

国際政治 後進国をめぐりソビエトの軍事援助とアメリカに
よる軍事援助と米ソの対立も激増。

ベルギーのスト
反対する労働者
キューバ国交断絶
ラオス内戦

毎日ニュースNo.319 1961.1.11 白銀パトロール 世相
季節

スキー熱にお正月のスキー場はどこも超満員。
珍しい制服のお巡りさんのパトロール。

色とりどりのアノラックのスキー客
お巡りさんもスキーで出動
けが人
スノーボートで運び出す
うんざり顔の警察官
今日のげが人情報
応急手当をする人

「航空五十年」 社会 今年はうし年池田総理の近代的な農村経営など
でわが国の酪農事業もようやく新しい門出。

牧場の牛
子牛の飼育母親の乳を計画的に飲ませる
親牛の栄養補給に卵
神戸の肉牛コンクールにビール
牛が自由に動き回れる牧舎多古高校
自動車会社の一日一本の牛乳支給
町のミルクスタンド

毎日ニュースNo.318 1961.1.4
昭和36年

天皇家の春 皇室 新春の天皇家の人気者は今が可愛い盛りの浩
宮さまです。

ソファーの上の浩宮さまを囲んで
天皇皇后両陛下
皇太子同妃両殿下
常陸宮殿下
ブロックで遊ぶ浩宮さま
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毎日ニュースNo.325 1961.2.22

浩宮さまの誕生日 皇室 満一歳の誕生日をお迎えの浩宮さま。御両親の
愛情に見守られて健やかにお育ちです

よちよち歩きの浩宮
箱にキューピーちゃんと書いたトラック
おもちゃの車に乗る

一斉休診の診断書 医療 国会の猛者を軽くあしらい与党との話し合いに
一歩も譲らない武見会長一斉休診強行か。

武見太郎
古井厚生大臣
医師会の婦人たちによる激励大会
武見宅護衛の警官
和歌山の山奥の診療所
掛け持ちで診療に回る先生
一斉休診の看板

希望訪問
「メトロ時代」

交通 東京郊外へ伸びる地下鉄網の一部荻窪線が開
通、昭和40年には100キロの地下鉄網。

九州若松市街を走る石炭電車
銀座の都電
車の間を縫って都電に乗車
壊される安全地帯
都営地下鉄開通
一号車出発

スポット
（2）接着手術に成功

医学 皮膚や血管の切り口を合成樹脂の接着剤で付
ける世界で初めての接着手術。

ウサギの傷口を接着剤で
東大木本外科で成功
犬の血管接着に成功
犬の血管接着に成功

スポット
（1）三仏堂のお引越し

文化財 七年がかりで解体修理中であった重要文化財日
光輪王寺の三仏堂が完成。

三体の仏像の移転作業

毎日ニュースNo.324 1961.2.25 狙われた言論の自由 社会
右翼
言論

嶋中事件以後、言論に対する右翼の挑戦は目
にあまるものになり始めた。

右翼の宣伝カー
熱田神宮に勢揃いした右翼団体
総理官邸に国体護持の嘆願書
愛国党大会の赤尾敏と少女
国会の警備体制
社会党木原代議士に護衛がつく
松岡洋子

希望訪問
「出版界にのびた右翼
テロ」

事件
言論
右翼

中央公論社社長襲撃事件、浅沼委員長刺殺事
件と右翼によるテロが増加しています。

病院内の丸山さんの遺体
配置された警察官
愛国党の小森一孝（犯人）
右翼団体の抗議
文芸家協会の集まり
丸山さんの中央公論社葬
仏前に額ずく小森の父親

毎日ニュースNo.323 1961.2.8 キャンプ・イン プロ野球 ２月１日プロ野球は一斉にキャンプ・イン。ペナン
ト争いは一段と面白くなりそうです。

国鉄スワローズ徳武 砂押監督
巨人川上新監督 堀本 長島
東映フライヤーズ伊東キャンプ
大洋三原監督明石へ

希望訪問
「いつまで続く通勤地
獄」

社会
交通

朝のラッシュアワーは定員の３倍以上の混雑ぶ
り。サラリーマン泣かせの通勤地獄。

阿佐ヶ谷駅lのラッシュアワー
乗り切れない乗客
窓ガラス割れケガ人
泣く女学生
改札制限
ラッシュアワー乗客ごぼう抜き
駅員の人海作戦

スポット
（2）映画ｺﾝｸｰﾙ受賞き
まる

芸術
映画

毎日映画コンクールで日本映画賞に「おとうと」。
監督賞に市川昆さん。

授賞式

スポット
（1）氷上におどる

スポーツ
季節

スケート・シーズン日光では少年剣士の風変わ
りな氷上少年剣道大会が開かれた。

スケートをするアベック
お尻に座布団を着けたおじさん
スケートを履いて風船割をする少年剣士

毎日ニュースNo.322 1961.2.1 春を告げる 社会
季節

女性にとって憧れの的ダイヤモンドとミンク。今
北海道では五万頭のミンクがいっぱい。

北海道のミンクゲージ
鹿児島県の車えび漁

希望訪問
「余暇を楽しく」

世相 家事労働の負担が減り余暇を楽しむ傾向は個
人から団体へ、たくましい商魂見逃さず。

朝湯の会ひらく銭湯
酒宴
家庭婦人だけの乾杯
カルタ学校満員
自動車会社はキャンプカー
船橋ヘルスセンター
満員の宴会場
セスナ機で散歩
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希望訪問「ＣＭ過剰時
代」

サービス
宣伝広告

ＣＭブームに便乗したＣＭタレント、ＣＭソング、
ＣＭフィルムとまさにＣＭ過剰の時代です。

鉄道沿線の野立て広告
国鉄に持ち込まれる宣伝ポスター
女子高生に美容講座を開く化粧品メーカー
三木トリローさん病院
バンの中で作曲、スタジオで録音
タレントはカンニングペーパー
誇大広告取り締まり

スポット
（2）中小企業の悩み

産業
経済
労働

人手不足に頭痛鉢巻の中小企業。不安なく働け
る職場作りに積極的に取り組んでいる。

新人教育を受ける新入社員
名刺の渡し方、お辞儀の仕方
人手不足の中小企業
積極的なＰＲをする労働省
スライドで勉強会の企業主

スポット
（１）社会党大会ひらく

政治 ３日間に渡って開かれた第２０回社会党大会。
構造改革論をめぐり活発な論議を呼んだ。

社会党大会
活発な論議
河上丈太郎委員長
江田三郎書記長
挨拶する河上丈太郎委員長
参加者万歳

毎日ニュースNo.328 1961.3.15 七十一人坑内で死すー
上清炭鉱事故ー

炭鉱事故
産業

福岡県田川郡香春町中津原の上田鉱業上清炭
鉱で火災事故が発生７１人死亡の大惨事。

消火器を持った救援隊
トロッコで坑内に入る
運び出される遺体
泣く家族
各家に棺が運び込まれる

希望訪問
「春の京都の善男善女」

観光
季節
祭事

今、京都の街は50年に一度の法要ラッシュ。各
寺院では善男善女の参拝客で大賑わい。

西本願寺本堂工事
ずらっと並んだ賽銭箱
東本願寺では和尚が無線の資格取得
信者で混雑する京都駅
タクシーに並ぶ信者
バス停に並ぶ信者
知恩院の大遠忌
救急車出動
鈴を鳴らす善男善女

動き続ける九州火山群 自然
火山

宮崎地方を襲った強い地震は「日向灘地震」とな
ずけられ大きな被害をもたらした。

倒壊寸前の煙突
潰れた家
阿蘇山観測所の火山観測
へルメット姿のお巡りさん
写真やさん
待避壕をバックに写真
鹿児島桜島の噴煙

毎日ニュースNo.327 1961.3.8 お台所は赤字です 経済
政治
物価

物価の値上がりで台所を預かる奥様方の代表
主婦連が池田総理に家計簿の実情説明。

主婦連の値上げ反対の大会
デモ行進
オシャモジに書かれたスローガン
社会党議員デモ隊に握手
池田首相、江田書記長会談
予算案通過に乾杯する池田首相
牛乳一円値上げ
特売の店に集まる主婦
主婦連３人池田首相に直訴
八百屋の店先で品物選ぶ主婦

希望訪問
「文運隆盛」

文学 石原慎太郎さん、山手樹一郎さん、水上勉さん、
手塚治虫さん等文運益々隆盛。

石原慎太郎タイプライターで執筆
高見順はもっぱら鉛筆で執筆
女性が鉛筆削る
万年筆が一杯の山手樹一郎
ゴルフで一汗かいて執筆の井上友一郎
高垣葵は毎朝喫茶店通い
暗い部屋で推理を組み立てる水上勉
小説より銃がお好きの大藪春彦
クラシックレコード聞く手塚治虫

波紋呼ぶ飯守発言 政治
右翼
言論

飯守重任裁判官の談話発表に社会党は「飯守
発言」を鋭く追求、国会に新たな波紋。

赤尾敏逮捕送検
手錠で警視庁に入る
小倉警視総監が辞任
飯守重任裁判官の談話発表
社会党追求
右翼警視庁に抗議

毎日ニュースNo.326 1961.3.1 大学への階段 教育 入学試験シーズン到来。狭き門、大学をめざして
受験生は連日猛勉強です。

輪投げの道具
幼稚園の入園試験
麻布中学の入試
試験終了を待つ親
大学に走って来る受験生
試験風景
試験後模範回答が売り出される
発表日合格番号書く
笑顔、泣き顔、うつむく受験生

希望訪問
「いつまで続く投資ブー
ム」

経済
投資

連日一億株以上の大商いを続けて沸きに沸く東
京証券取引所。投資熱は高まる一方だ。

証券取引所
立ち会い休止
大入袋配る証券会社
笑う中年婦人
講演会
証券会社に列を作る婦人
弁当配るもてなし

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.331 1961.4.5

信濃の両殿下 皇室
季節

春まだ浅い信濃路をご旅行中の皇太子ご夫妻
台風の被害を被った災害地をご視察。

御視察の皇太子ご夫妻
東京特殊電線工場見学
顕微鏡で極細電線を見る
出迎えの人々の中を走る車

「春闘相場」三〇〇〇円 社会
春闘

三公社五現業の賃上げ要求に、公労委の仲裁
裁定で定期昇給分平均3000円の大幅賃上。

全国金属のデモ隊
国鉄十河総裁は渋い顔
運輸省も渋い顔
スト中止指令
鉄鋼労連はスト突入
宇部窒素労組は第一、第二にらみ合い
会社に寝泊まり作戦、布団持ち込み

希望訪問
「三十億円争奪戦」

開発
産業

東京湾埋立てによる漁業権の補償金三十億円
を狙って金融会社の激しい争奪戦が展開。

京葉大工業地帯
千葉県五井の町
漁業網を処分
証券会社と銀行
銀行差し回しの車で漁民到着
現金をセーターの中にしまう漁民
村祭り
子供のお小遣いもアップ
宴会をする漁民

スポット
（2）「パキスタン古代文
化展」ひらく

文化財 4千年も前に栄えたインダス文明を物語る「パキ
スタン古代文化展」が開かれている

テープカット
三笠宮ご夫妻
展示物（沢山の首）
苦行の大師像

スポット
（1）地震におびえる霧
島山麓

地震
災害

霧島山麓は連日のように人体に感じる地震が続
き、住民は爆発の恐怖に震えている。

民家を襲ったガケ崩れ
移転する家
倒れたお墓
気象台の計測計不能
爆発
雨戸を開け放して夜を過ごす家

毎日ニュースNo.330 1961.3.29 信濃路の春ー皇太子ご
夫妻を迎えてー

皇室
季節

春の信濃路。皇太子ご夫妻をお迎えして日本ホ
ルスタイン共進会が開かれた。

諏訪湖
フナの追い打ち網漁
日本ホルスタイン共進会場の賑わい
長野駅の化粧直し
道路工事
松本駅到着の皇太子ご夫妻
駅前、雪の中会場に
牧草を栽培する装置
松本城天守閣に立つ皇太子ご夫妻

スポット
（3）鳴竜が全焼

事件
文化財

天井に描かれた鳴竜で知られる日光東照宮の
重要文化財薬師堂が全焼。

薬師堂の全焼
天井の鳴竜焼け落ちる
消火後の現場検証

スポット
（2）福岡の炭鉱でまた
26人死亡

産業
炭鉱事故

また起きた炭鉱火災事故。筑豊炭田八幡市大辻
炭鉱で２６人の死者、悲劇の繰り返し。

坑内から運び出される遺体
 （３．２１　24人の遺体確認）

スポット
（１）浩宮さまと12人の
赤ちゃん

皇室 赤ちゃんコンクールで選ばれた１２人の健康優
良児が浩宮さまとご対面

12人の赤ちゃん東宮御所訪問
浩宮さまと遊ぶ

毎日ニュースNo.329 1961.3.22 よそ者が争うー新島騒
動ー

社会
政治

自衛隊のミサイル試射場設置をめぐって賛成派
と反対派が争う伊豆七島の新島

伊豆七島
賛成派ｔ反対派の争い
機動隊の職務質問
監視される右翼
両者投石
見張り小屋立てる反対派

社会
春闘

大幅賃上げを要求する公労協は公労法で禁止
されているストを振りかざしての要求

国鉄本社前で国労集会
労使でマイク合戦
乗務員の奪い合い
当局側旅館に缶詰め作戦
組合と警官隊の小ぜりあい
電電公社前のピケ隊
職場で慣れない手つきの非組合員
奈良県自動化に伴う配置転換反対闘争
小学校は臨時休校

希望訪問
「火蓋をきった春季闘
争」
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希望訪問「啄木のふる
さと」

文学
祭事

天才詩人、石川啄木の５０回忌大法要がふるさ
と岩手県渋民村の宝徳寺で行われた。

啄木の５０回忌の大法要、宝徳寺
小学校の校歌を歌う子供たち
代用教員になった学校
そのとき啄木が使用した机や履歴書
現存する啄木の家と書斎
平野は現在は自衛隊演習地
盆踊りで供養

裁かれるアイヒマン 世界
裁判

第二次大戦中６００万人のユダヤ人を虐殺した
アイヒマン裁判は世界注視の中裁判で開廷。

エルサレムで開かれたアイヒマン裁判
防弾硝子で囲まれた被告席に座るアイヒマン
裁判史上例を見ない厳戒ぶり
着席する裁判官
人定質問に答えるアイヒマン
大戦中のユダヤ狩り
３００万人の命奪ったポーランドアウシュヴィツ（アウシュビッツ）
沢山の死者

宇宙にとどいた夢ー人
間衛星成功ー

科学
宇宙

人間宇宙船ヴォストーク号が地球を一周してガ
ガーリン少佐も無事生還。全世界を驚かせた。

ガガーリン少佐、ヴォストーク号のイラスト
家族の写真、モスクワの写真、空想図
人工衛星をかたどったヘアスタイル
子供の凧上げ
ロケット打ち上げ、ソ連月の裏側撮影
得意満面のフルシチョフ首相
動物実験段階のアメリカ
カプセル回収のイラスト
サルの記者会見

毎日ニュースNo.333 1961.4.19 お国柄競う国際見本市 世界
見本市

世界２８カ国が参加して、全てに最大のスケール
を誇る国際見本市が華やかに開かれた。

各国の旗
初参加のガーナ代表
テープカット、風船
会場に船で来る人々
ガーナ館の民芸品
動く歩道も展示
アメリカのエアーカー
硝子繊維のモーターボート
機械メーカーの展示

希望訪問
「ことばの新学期」

教育 お母さんに手を引かれて新しく小学校の門をくぐ
る一年生。絵本の様な美しい国語の教科書。

母に手を引かれて登校する小学生
あくびする入学式
ランドセルから教科書取り出す
絵本の様な国語の教科書
国定教科書
園児のクツ箱もローマ字
ローマ字綴りのカード集め遊び

セ・パ一斉に開幕 スポーツ
野球

ファン待望のプロ野獣が一斉に開幕した。６人の
新監督采配やいかに。

後楽園球場の巨人・中日戦はデーゲーム
大毎・東映戦はナイター
大毎宇野新監督
東映オーナー大川博
３－２で東映の勝ち
拍手して選手の肩をたたく水原監督

毎日ニュースNo.332 1961.4.12 花にうかれて 季節
観光
自然

観光シーズンは桜から。ともあれ命短い桜花、
花を惜しんで今日も名所は人で一杯。

桜と五重塔、満開の桜
町には造花のサクラ
キャバレーではチェリートトカルチョ
なんでもやさんの貸し出し商売繁盛
拾いやさん
禁酒花見大会は団子
急性アルコール中毒で救急車
夜桜見物

希望訪問
「水ぬるむ多摩川」

自然
季節

残雪の下から雪解けの水が流れ出し、上流から
中流、そして下流へとゆく川物語。

山梨県柳沢の水源
炭焼き 、材木運搬
渇水の湖底
沈んだ村の姿が現れている
小河内ダム
青梅市の梅
梅の花見物の人々
砂利採掘のダンプカー
稲田堤の花見準備

選抜でふたあけた野球
シーズン

野球 全国から選ばれた選抜高校野球が８日間に渡っ
て甲子園で熱戦を繰り広げた。

入場行進
第33回センバツ
開会式
上田大会会長
優勝旗返還
第一試合
スタンド応援団
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

希望訪問
「陸上倍強法」

スポーツ 東京オリンピックに間に合うよう科学的練習方法
が取り入られて立派な選手づくり

心臓の強さを測る機械

海外だより
（2）ラオス停戦へ

国際政治
戦争

パテト・ラオ、プーマ両軍の停戦で７年間続いた
ラオスの内戦は解決の糸口を見出した

ラオス内戦に米ソの武器援助競争
共産パテト・ラオ、中立プーマ両軍
燃える民家
米ソでラオス停戦の話し合い
ラオス停戦命令
国際休戦監視委員会も到着 内戦解決

海外だより
（1）ガガーリン・メーデー

宇宙開発
メーデー

モスクワ赤の広場で開かれたメーデー。ガガーリ
ン少佐やフルシチョフ首相も出席。

クレムリン広場のメーデー
フルシチョフ首相と並ぶガガーリン少佐
ヴォストークを模った風船
喜ぶフルシチョフ首相
飛行服を着た子供たち花束贈呈

毎日ニュースNo.336 1961.5.10 愛鳥週間によせて 動物
行事

バード・ウイーク。日本鳥類保護連盟の「愛鳥の
夕べ」では鳥界の恩人３５人が表彰。

ツバメの巣造りで取り壊し延期の事務所
トンビを飼いならした文房具屋さん
トンビ洗う、梯子をかけて屋根の上へ
久留米の動物園孔雀を増やしている
池袋の幼稚園のインコ、歌を歌う
日比谷公園の鳩にエサをやるおじさん
口移しでエサをもらう鳩

交通
生活

密集地帯を走る機関車 ＳＬの先頭に立つ見張りの乗務員 一日
３往復、朝は快適に走る 昼は近所のおかみさん達が占領 ズラ
リと並んだ七輪 線路で工作をする子供たち 歩いてくる郵便屋
さん アイスクリームは踏切で開業

浩宮さま２度目の節句
皇太子同妃両殿下と浩宮殿下
天皇陛下の還暦を祝う一般参賀
ゴールデンウイーク幕開け
動物園の人出、競馬場の親子
メーデーも親子ずれ
６１万人の穏やかなデモ行進

希望訪問
「おらが横丁にゃ汽車ﾎ
ポッポﾟ」

防衛ニ法案を審議する内閣委員会
自民党強行採決、池田総理ニッコリ
池田、河上会談
農業基本法安でも強行採決
社会党清瀬衆議院議長を缶詰
清瀬衆議院議長トイレも監視付き
議長の席、裏口から入場する議長
社会党欠席

両側を民家に挟まれた狭い路地を走る機関車、
住民には汽車のお通りが時報代わり。

毎日ニュースNo.335 1961.5.3 農基法めぐってドロ仕
合

政治
国会

自民お家芸の「強行採決」、社党十八番の「実力
阻止」の中社会党欠席で農業基本法可決。

風かおる五月 社会
皇室
メーデー

天皇陛下の還暦を祝う八万人の波が二重橋を
渡る。ダイアモンド連休がスタートした。

希望訪問
「ゴミの出る季節」

生活
廃棄物

大都会東京の吐き出すゴミは一日約５千トン。何
かと悩み多い東京のゴミの山です。

都心のゴミ
川のゴミ拾う舟、立て札
標識見ながらゴミを捨てる女性
ゴミ捨て場近くの婦人文句
ゴミ収集、近代的トラック
地下ゴミ捨て場を作った商店主
練馬区のゴミ焼却場はお湯のサービス
深川の埋立地は制限いっぱい

スポット
（3）日本三種目に優
勝ー世界卓球選手権ー

スポーツ
卓球

世界卓球選手会で日本チームは女子団体、男
子･混合各ダブルスの三種目に優勝。

北京の労働者体育館
世界卓球選手権大会
日本女子団体優勝
男子団体決勝戦
花村選手

羽田に降り立つライシャワー夫妻
日本語で挨拶
着物姿の女性たちが花束
昔なじみと挨拶を交わす
庭を見る夫妻

新しい駐日大使に着任したライシャワー博士。歓
迎に応えて流暢な日本語で挨拶。

スポット
（2）科学技術週間ひらく

キューバ内線
Ｂ26がハバナ爆撃
アメリカに亡命していた反政府軍
キューバ上陸作戦
カストロ政府軍対抗
キューバのイラスト
ひげのカストロ
国連総会でカストロはアメリカを非難
フルシチョフと接近
抗議デモ
アメリカのソ連抗議デモ
ケネディはキューバを共産主義者に渡さないと発言

科学 科学技術週間に子供たちの考えや工夫する力
を育てようと様々な活動が進められている。

池田科学技術庁長官展覧会見学
宇宙旅行の講演会も超満員
ジェット機の耐圧服を着た講師
ロケットを持って子供の科学への関心

毎日ニュースNo.334 1961.4.26 カストロ政権揺るがず 国際政治
戦争

パチスタ政権を倒して、新たに政権を手にしたカ
ストロ将軍は急速に反米の色を強める。

スポット
（1）ライシャワー大使着
任

政治
外交
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毎日ニュースNo.340 1961.6.7 波乱を呼んだ政防法案 政治
国会

政治的暴力行為防止法案は全国各地で反対の
統一行動の中強行採決で可決。

国会議事堂
波乱呼んだ政治的暴力行為防止法案
社会党法務委員会室占拠
池田委員長は社会党員に包囲
自民、民社は第11委員会室で強行採決
怒号と暴力の中で通過
民社党春日一幸にお礼
本会議開催阻止をする社会党
強行採決により政防法可決

希望訪問「束の間の六
円タマゴ」

社会
物価

養鶏ブームで各地からの鶏卵の洪水、貸冷蔵庫
も管理の難しいタマゴの山に悲鳴。

六円タマゴ、主婦に人気 タマゴ料理の講習 ケーキ屋は拍車、
ゆで卵のモーニング 養鶏ブームの団地型養鶏場 雄雌選別し
て全国出荷 貸冷蔵庫かタマゴでいっぱい

国際ロータリー大会ひ
らく

ロータリーク
ラブ
国際

海外から予想以上の参加に国際ロータリー大会
は宿舎の問題に頭を悩ます。

飛行機のタラップを降りる会員
船の宿泊者
会員の家に宿泊する
温泉旅館まで動員
仲居さんの英会話
特大浴衣、インスタントベットに座布団２枚
二万人収容の会場
大型テレビ設置

毎日ニュースNo.339 1961.5.31 鼻の差の七百万円 スポーツ 日本ダービーはハクショウとメジロオーの写真判
定。鼻の差でハクショウに７００万円。

第28回日本ダービー
東京競馬場9万人の人出
パドック、ハクショウ、チトセホープ
スリに目を光らせる警察官
託児所、女性フアン
レースはハクショウの優勝
燃やされる馬券

政治
事件

日米安保をめぐる騒動から１年が経過。安保闘
争で亡くなった樺美智子さんの一周忌

１年前の国会前の騒動
警察官を導入しての新安保条約強行採択
デモ隊に囲まれた岸総理邸
今は静かな南平台の岸邸
大相撲見物岸総理
社会党も和やかムード
樺美智子さんの両親墓参り
文化人の集会、ちょうちんデモ行進

山の幸を持ってバスに乗るおばさんたち
物々交換の品物を持ち寄る
真夜中に交換朝まで
山からはゴザ、カゴ、干し大根
海から海産物

大分県北海部「万弘寺」のだまし市は暗がりの
中で持ち寄った品物舌先三寸で物々交換。

希望訪問「安保騒動あ
れから１年」

韓国軍が首都主要機関を支配化
張都英中将軍事改革委員会を組織
張勉内閣閣僚を逮捕
不安な面持ちの市民
市民は軍を歓迎
サングラスの張都英中将
張勉総理は内閣総辞職を発表

毎日ニュースNo.338 1961.5.24 韓国のクーデター 事件
韓国

反共体制の強化と張勉内閣の腐敗政治一掃を
掲げた韓国軍はクーデターで首都を占領。

万弘寺の「だまし市」 祭事
風物

希望訪問
「赤いカーネ－ション」

医療
子供

母の日。女の細腕1つで逆境を乗り越え、1日の
収入100円、授産所のお母さんに表彰。

表彰を受ける比留間さん
授産所の仕事
泣く子供
小児麻痺の子供を持つ母親
麻痺した子供の足をさする母親
曲げ伸ばしを続けるお母さん

アメリカの人間ロケット 宇宙開発 宇宙飛行士シェパード中佐を乗せたアメリカ待
望のマーキュリーの打ち上げに成功。

マーキュリー打ち上げ
カプセル無事回収
ケネディは功労賞贈る
記者会見に並ぶ６人の宇宙飛行士
シェパード中佐のパレード

国会無風地帯 政治
国会

ある委員会の出来事。委員長行方不明で大臣さ
んは待ち呆け、居眠りと国会風景です。

定刻１０時に大きな資料を抱えてくる
議員さんはまだ来ず
質問者は来たが委員長来ず
荒船委員長到着
議員席居眠り
質問者だけ大奮闘
時計見る委員長
散開宣言

毎日ニューNo.337 1961.5.17 夏を呼ぶ祭りばやし 祭事
風物
観光

岐阜長良川の鵜飼、京都の葵祭、山梨勝沼の
藤きり祭と各地で夏を呼ぶお祭りが始まった

御輿の鳳凰
東京下町の夏祭り
京都葵祭り、牛車等が都大路をねり歩く
山梨県勝沼の藤切り祭り
山伏、大蛇に見立てた太い藤つる
岐阜長良川の鵜飼い
かがり火
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希望訪問「蚊とたたか
う」

医療 夏と共に日本脳炎のビールスを媒介するコガタ
アカイエカの季節。

日本脳炎の後遺症で手足の麻痺した子供 日本脳炎の予防接
種を受ける子供 下水溝の消毒風景 コガタアカイエカの採取 蚊
の分類、ビールスの分離 ハツカネズミの子に注射 蚊を卵から
育てる リンゴと砂糖水のエサで育てる

海外だより
（2）呼子の大綱引き

文化
習俗
祭事

佐賀県呼子町では４百年の歴史と伝統の豊年
占いの大綱引きが行われた。

佐賀県呼子町
浜組、陸組に別れて大綱引き 綱引き開始 応援する町民 子供
をおぶった女の子 見る町民 陸組が勝利 疲れて帰る陸組の男
達

海外だより
（1）アベベ選手来る

スポーツ
マラソン

ハダシの英雄と讃えられているエチオピアのア
ベベ選手が毎日マラソンに参加する為来日。

タラップ降りるアベベとワミ・ピタツ選手
記者会見
国立競技場でコンディション調整

毎日ニュースNo.342 1961.6.21 総理アメリカヘ 政治
外交

池田総理訪米に反対する社会党。あくまでも国
民の代表としてアメリカに出発の池田総理。

記者団と話す池田総理、横に大平正芳
社会党の江田書記長は反対の演説
デモ隊池田総理私邸に
大野伴睦インタビューに答える
総理主催の観桜会の絵で頭を下げて回る
羽田空港厳重警戒の検問
みつえ夫人をレディーファースト
羽田出発

希望訪問
「駒沢の千両役者」

スポーツ
野球

東映フライヤーズ水原監督の手腕は注目の的。
足取り軽い駒沢の千両役者水さんの花道。

水原新監督
駒沢球場前のファン
駒沢球場前のファン
対南海戦でエース杉浦をめった打ち
宿敵鶴岡監督を痛めつけた采配ぶり
久保田、土橋両投手の用兵

海外だより
（2）欧州の島津夫妻

交通
航空

日本初のヨーロッパ乗り入れの定期航空便「鎌
倉号」が島津夫妻等を乗せロンドンに到着。

日本航空北周り一番機「鎌倉号」が島津夫妻等招待客を乗せ
て出発
コペンハーゲンではバイキング姿で迎え
17時間後ロンドン到着
バッキンガム宮殿前を歩く島津夫妻
近衛兵の行進
ウインザー城見物

海外だより
（1）米ソ首脳初の会談

国際政治 ウィーン郊外のアメリカ大使公邸に到着したフル
シヨフ首相はケネディ大統領と硬い握手。

フランスオルリー空港に降りたケネディ
ケネディ・フルシチョフ首脳会談
シェンブルン宮殿夕食会のフルシチョフ
フルシチョフとジャクリーン夫人
ケネディ大統領イギリスを訪問
マクミラン首相にウィーン会談報告
世界情勢検討

毎日ニュースNo.341 1961.6.14 失われた話合い政治 政治 社会党の議事引き延ばしを怒って清瀬議長は退
場あっさり散会、失われた話し合い。

政防法の強行をはねた松野参議院議長
国会デモ、デモの整理をする警察官
全学連は目の敵
国会最終日衆議院、社会党議員懲罰動議
社会党投票台前占拠、自民党は遠回り
小競り合いに次ぐ小競り合い
池田総理強気に臨時国会で決着と挨拶
政防法の各シーンのアラカルト

希望訪問
「駆け足の戦力倍増」

政治
国防

数年越しの懸案の防衛二法案が成立。第二次
防衛計画とあいまって自衛隊は発育盛り。

自衛隊の訓練の様子
北海道に機械部隊配備
ライシャワー大使の観閲式
消音装置付き機材を作る自衛隊
新田原基地から飛び立つ戦闘機訓練
次々と飛び立つF８６戦闘機
革新系の反対デモ
新島に上陸する自衛隊

三陸の大火ー千四百戸
焼くー

災害
火災

台風の余波による強風で、岩手県、青森県に大
火事が続出。大惨禍を招いた。

地図接写
岩手県宮古市田尾鉱山、青森県八戸市は台風４号の強風によ
り大火事
焼け跡で呆然とする女性
貧弱な防火体制とフェーン現象が原因
チリ津波から一年
着の身着のままの被災者に援助

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

希望訪問
「消費者は王様」

経済
商法

逞しい商法が「消費者は王様」という言葉を生み
出した。どこの商店街はこの王様に大サービス

福引きに１０万円の現金を出す商店街
ソノシート商品
写真コンクールは写真屋さん
抽選券付きビンの梱包
応募はがきの山
アルバイトを雇って応募はがきの整理
エスカレートする豪華な賞品
輪投げの商品に目を輝かせる主婦

甲子園をめざして スポーツ 野
球

高校球児のあこがれの夏の甲子園大会をめざし
て各校は最後の仕上げに拍車をかける。

ノックを受ける高校球児、バットとグローブ 法政二高の鶴岡監
督の息子と柴田 球拾いの補欠選手 川に飛び込み球拾い トン
ボでグラウンド整備 合宿で８ミリ上映し夜の練習 桐生高校の
稲川監督は自宅に練習場 神棚に一礼する選手達

毎日ニュースNo.345 1961.7.12 お米もベースアップ 経済
米価

11，914円の統一米価要求を掲げた農民大会、
今年も米価決定の時期が来た。

田植え
農業団体の宣伝カーが走る
バスを仕立てて藤代町の農民達
災害に苦しむ上伊那地方の農民も米価要求
貫徹全国農民大会
都内デモ行進
国会周辺にハチマキ姿の農民達
農林省に陳情するデモ隊
村を挙げて工場誘致をした群馬県鳥羽地区
農民が工場団地に就職

希望訪問
「こども天国」

娯楽
子供
世相

レジャー時代の子供を狙った商戦は子供の夢を
満喫させるような作戦でまさに子供天国。

笑う子供
バイクのおもちゃに乗ってはしゃぐ子供
動物園の子供達
チンパンジーと調教師
ポリショイサーカス
特大竹馬の肩に飛び乗るチンパンジー
犬のフットボール
熊の曲芸
奈良のドりームランド
二階建てバス
オーヒーカップ（コーヒーカップ）
手を振る男の子
冒険の国のジャングル巡航船

待っていた党内派閥 政治
外交

１２日間のアメリカ訪問を終えて池田総理は党内
実力者の出迎えを受け帰国。

カナダ着の池田総理夫妻
日章旗
ハワイ着
一日静養の総理夫妻
佐藤栄作、河野一郎が迎える羽田空港
タラップで手を振る夫人
出迎えの人と握手
万歳
車に乗る

毎日ニュースNo.344 1961.7.5 集中豪雨 各地を襲う 災害
水害

西日本に降り出した雨は日本各地で荒れ狂った
集中豪雨となり大きな被害をもたらした

西日本に降り出した雨の被害のイラスト
神戸市内水浸し
崖崩れで窓まで土砂に埋もれた団地
遺体運ぶ
競馬場に避難した名古屋市内の生徒
伊豆の狩野川の氾濫
天竜川の氾濫
自衛隊の復旧作業

スポーツ
マラソン

第１６回毎日マラソンは予想通りアベベが終始
独走、王者の貫録を見せました。

47選手が浜寺公園をスタート
アベベの走り 飲み物を取るアベベ
足ふみをする程の交通麻痺とカミナリ族
拍手する見物人
ゴールに入るアベベ

タラップを降りる池田総理夫妻
留学中の娘２人も空港に迎え
ジョンソン副大統領と儀杖兵の閲兵
ケネディ夫妻、マイク夫妻の歓迎
レセプションで野球のミット贈られる
ハニーフィツ号でヨット会談
和服の池田総理夫妻

アメリカ訪問の池田総理はケネディ大統領と日
米間の協力体制をうたった共同声明を発表。

希望訪問
「車と闘ったアベベ」

デパートの屋上での水着ショー
都内マンモスプールの蓋明け
救助訓練も始まる
マウストゥマウスの人工呼吸
江ノ島海の家つくり
小豆島の醤油ダルバンガロー
伊東温泉の奇麗どころの水着による海開き
風船を持って波打ち際へ
水上スキーは下手

毎日ニュースNo.343 1961.6.28 夏の訪れ 季節 梅雨の晴れ間はもうすっかり夏の装いです。い
よいよ待望の夏本番。

アメリカの池田総理 政治
外交
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュースNo.348 1961.8.2

チンチン電車さようなら 交通 チンチン、ゴトゴト日本最古の路面電車で知られ
る京都市のチンチン電車が姿を消します。

電車をバックに記念写真を撮る家族
別れを惜しむ人々が絵を書く
明治２８年開通
カメラを持った人々が大勢
花電車の市電
お別れ会
橋の上を走る路面電車

危機はらむビゼルト基
地

国際
戦争

ビゼルト紛争は国連安保理事会で即時停戦､リ
ベリア決議案が可決。

ビゼルト港空撮
基地封鎖されたフランス軍爆撃
戦車出動
市街戦
７００人の遺体

スポーツ
（2）炎天下の熱戦ひら
くー三十二回都市対
抗ー

スポーツ
野球

夏の名物、都市対抗野球大会。黒獅子旗を目指
して熱戦を繰り広げる真夏の球宴です。

後楽園球場
開会式で入場行進の２５チーム
黒獅子旗返還
試合開始
応援団拍手
応援合戦
山伏姿
チアガール

スポーツ
（1）世界新が七つー全
日本水上終るー

スポーツ
水泳

ローマ五輪で活躍したアメリカ選手を迎えて開か
れた日本水泳選手権で世界新が七つ

神宮プール
ジャストレムスキーの平泳ぎ
200m背泳の田中聡子
1500m自由形のサーリが山中を大差で

希望訪問
「とばしゃ　ごきげん」

社会
交通

オートバイのクラブマン・レース、命知らずの若
者たちが覇を競う。

デコボコ道を走るオートバイライダー
バイク通勤
競輪場はバイクの列
全日本オートレース大会
入場行進
エンジンのテスト、調整
アベックライダー
スタート、走るバイク 転倒するバイク
警察に呼ばれ罰金払うライダー
バイク曲乗り
レース場建設中

スポット
（2）パが優勝

スポーツ
野球

パの強打線にセの繰り出す１７人のピッチャー。
パの攻撃力が勝り見事優勝。

選手入場
三原、鶴岡両監督握手
張本、中西のパ強打線
三原監督は１１人のピッチャー投入
第二戦、金田が田宮にホームラン打たれる

スポット
（1）東久邇成子さん逝く

皇室
訃報

天皇陛下の御長女東久邇成子さんは７月２３
日、３５歳で死去されました。

皇太子同妃両殿下
昭和天皇到着
東久邇成子さんの在りし日
宮内庁病院から柩が出る
宮内庁分室に移柩
天皇皇后両陛下
皇太子同妃両殿下
秩父宮妃殿下
島津夫妻

毎日ニュースNo.347 1961.6.28 オールスター内閣誕生 政治 内閣 第二次池田内閣は河野一郎、佐藤栄作、藤山
愛一郎ら実力者を揃えたオールスター内閣。ﾟ

大臣になりそこねた中堅議員の残念会 藤山愛一郎（経済企画
庁長官） 河野一郎（農林大臣） 佐藤栄作（通産大臣） モーニン
グ姿で雛壇の新内閣 三木武夫（科学技術庁長官）

希望訪問 「お寺も多角
経営」

世相 仏教 お盆の中日。お坊さんにとっては猛暑の中のか
き入れ時、忙しい檀家廻りです。

お盆の墓参風景
愛犬や愛猫の墓参り
自家用車で檀家廻りをするお坊さん
お寺が経営する自動車教習所
ビルのオーナーの住職
八王子のビル寺建設中
奈良の霊山寺では温泉と料亭を開業
さらにタクシー会社も経営

実力者登場 政治
内閣

自民党の実力者、佐藤栄作、河野一郎の面々
は内閣改造で池田総理にたっぷり注文

婦人と握手する池田総理 国民協会発会式で演説する総理 河
野一郎、佐藤栄作の周山会本部 藤山愛一郎の事務所 池田総
理大磯の吉田茂訪ねる 大野伴睦は副総理待遇 池田総理和
服で庭つくり

毎日ニュースNo.346 1961.7.19 海のラッシュ・アワー 防災
海難

海のラッシュ・アワーで海難事故防止を監視する
海上保安庁巡視艇。

海水浴場
埋立て工事で狭くなる海水浴場
それでも太陽と水を求める人々
海のカミナリ族とモーターボート
転覆したモーターボート
海上保安庁の巡視艇
ナイターの海水浴の人々
たき火する海水浴客
フクロー部隊の監視
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毎日ニュースNo.351 1961.8.23

緊迫つづくベルリン閉鎖 国際 東ドイツ政府は東西ベルリン間の国境線を閉
鎖、西ドイツ政府及び西側陣営に大きな衝撃。

鉄条網の向こう側に東ベルリン兵
東ベルリンの反対デモ、暴動鎮圧、戦車隊
境界線を閉鎖
鉄条網を張り巡らすベルリン兵
ブランデンブルグ門
西ベルリン市庁舎前での抗議集会

ミコヤン副首相
日本の九日間

外交
政治

ミコヤン副首相は日ソ相互理解を深めると共に
ソ連売り込みの九日間のセールスマンぶり。

ソ連見本市のテープカットをするミコヤン
レーニン像に切りかかった右翼の少女を取り押さえた警察官に
見舞品
池田総理とミコヤン、レセプション
東京タワー見物、デパート視察
関西に向かう、京都見物

希望訪問
「筑豊の夏休み」

生活
子供
奉仕

恵まれない筑豊の子供たちに楽しい夏休みをと
学生のキャラバン隊がヤマを訪れた。

筑豊のボタ山の朝
ラジオ体操をする子供たち
東京からの学生たち
バリカンで髪を刈る子供たち
炭住街
人形劇をする学生たち
笑う子供たち、ボタ山で遊ぶ
炭住街の生活模様
雨にぬれる女の子

ミコヤン副首相　来日 国際 外交 ソ連商工業見本市に出席の為、ソ連のミコヤン
第一副首相が来日反対を叫ぶ空気の中来日。

ミコヤン副首相羽田空港到着
愛国党のビラ、右翼団体のデモ
ソ連大使館前へ連日抗議デモ
レーニン像、ミコヤンの警備
車列の警備
外務省を訪れたミコヤン

チトフ少佐宇宙から生
還

宇宙開発 チトフ少佐を乗せた人間宇宙船ヴォストーク二号
は地球を17周と驚異的な記録で生還。

ヴォストーク二号打ち上げ
チトフ少佐、ロケットからの地球
モスクワ放送は詳細なデータを発表
モニターを見つめる技術者
パラシュートで着陸
ソ連の実験成功の新聞報道を見る米国民
赤の広場の歓迎式典
パレード

毎日ニュースNo.350 1961.8.16 しのびよる秋 農業
季節

水郷地帯では平年より早く稲刈りが始まった。北
海道ではりんごの収穫や牧草刈り。

千葉県の水郷地帯の稲刈り
昔ながらの手刈り、稲を干す、秋模様
北海道余市市ではリンゴの収穫
冬に備えて牧草刈り

希望訪問
「松川被告　全員無罪」

社会
裁判

1つの真実を求めて12年。松川事件の差し戻し
判決言い渡しで17人の被害の無罪が決定。

松川事件のスチール
事件記録綴り
諏訪メモ
丹治証人
無罪を訴える被告人
被告の家族
松川駅で働く茂木機関士の未亡人
被告支援団体の会合
東京と青森から支援団体の松川行進
仙台七夕
カンパ運動、横断幕を付けた支援バス
仙台高等裁判署前で傍聴券
被告人入廷、弁護団と検察官
門田裁判長入廷
判決を待つ人々
被告人全員無罪判決
喜ぶ支援団体
死刑から無罪の３人の被告

毎日ニュースNo.349 1961.8.9 釜ｹ崎暴動の三日間 事件 大阪西成区釜ヶ崎のドヤ街でタクシー事故で死
亡した仲間の処理が気に入らずと群集騒ぐ。

群集による投石
楯で防ぐ武装警官
車炎上
パトカーや交番の焼き討ち
西成署の窓ガラス割られる
西成署を取り囲む群集の数増える
周辺の店舗店を休業の張り紙
群集が南海電鉄を投石でストップ
京都から応援部隊の警察官
装甲車先頭に実力行使
催涙弾を撃つ警察官 市街戦

希望訪問
「ひるね天国」

世相
季節

こう暑くてはたまりません。暑さ忘れには昼寝が
最高と思い思いの場所で一斉に昼寝。

暑さで溶けるアスファルト
木陰で昼寝をする人
動物園の動物たちもグッタリ
ゴリラの水浴び、アナゴ砂の中に潜る
アイスクリーム工場
造船工場では昼寝の時間を放送
昼寝教室に集まる子供たち
昼寝寺
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毎日ニュースNo.354 １961.9.13

千葉の『棒かっこ』 祭事
芸能

千葉県君津郡清和村・三嶋神社の秋祭りは八百
余年の伝統をもつ「棒かっこ」が呼び物

 三嶋神社参道をゆく幟や太鼓の人々。
 獅子舞（かっこ舞）。
 棒術の奉納試合。
 真剱で竹を伐る。

危機招く核実験 世界
核実験

 ベルリンで頂点に達した米ソの対立。ソ連の核
実験再開が世界に不安をまき散らす。

 チュニジアの港の艦船。町をゆく仏軍兵士。
 反仏抗議集会のチュニジア民衆とブルギバ大統領。
 食糧配給を受ける民衆。
 東と西を裂くベルリンの境界線。
 境界線を挟んで手を振る東西ベルリン市民。
 行進する兵士。
 ソ連の核実験。
 放射能の測定（東京）。
 東京のソ連大使館に抗議する全学連。
 米ソの核実験に抗議する広島のレイノルズ博士夫妻。
 ソ連海域に向かうべくヨットの準備をする夫妻。
 政府によびかける広島原爆病院の人々。
 ベオグラードに到着したネール、ウ・ヌー両首相。
 車から手を振るナセル首相。
 中立国首脳会議に集まった２５か国首脳。
 核実験。

社会
観光

湯河原の温泉地は合併問題のもつれからまるで
ベルリン問題の様な東西緊張が続いている

湯河原温泉は神奈川県と静岡県にまたがる
泉区の旅館は湯河原の旅館組合から除名
経済封鎖、学童も湯河原から締め出し

心臓手術に手術室に向かう栄介ちゃん
血液は必要分そろったが亡くなる
両親の会見、泣く母親
榊原教授による恵子ちゃんの手術
喜ぶ両親
移動採血車、福島県各所を走る
血液銀行の採血専用バス
売血者

長嶋選手打席へ
苦手の秋山投手の登板
長嶋選手ファウルフライでアウト
太洋桑田選手２０号ホームラン
一死満塁に二塁打の長嶋選手
小西得郎の解説
サインする長嶋選手
自宅の庭で素振りする長嶋選手

毎日ニュースNo.353 1961.9.6 長嶋三冠王なるか スポーツ
野球

後半戦に突入したプロ野球ペナント争いの最大
の興味は三冠王に挑む長嶋監督の活躍。

みんなで愛の献血 医療 ＲＨマイナスの血液探し、栄介ちゃんの死を無駄
にしないようにみんなで愛の献血運動を

希望訪問
「湯の町の東西対立」

希望訪問
「富士の周辺」

自然
世相

この夏空前の人出で賑わった富士山。その富士
山を取り巻く様々な出来事が起きています。

富士山から望むご来光
一面空き缶に埋もれた山肌
道しるべ壊されている、小屋の冬支度
中腹の山小屋も店じまい
富士吉田市の火祭り
北富士演習場では忍野入会組合の座込み
演習場の草刈をする農民
機動隊は野営の訓練
農民は実力行使の訓練

緊張高まるベルリン 国際 東西ベルリン間の交通封鎖はケネディ米大統領
の支持で軍隊派遣に発展。ベルリン緊張。

米国ジョンソン副大統領西独入り
歓迎式、庁舎前
英国米国の応援部隊が西独到着
ジョンソン副大統領の演説
コンクリート壁を建築して東西を切断
アデナウワー首相境界線視察
鉄条網越しの東独の兵士

苦闘するヤマ 産業
労使

石炭業界は依然として労使問題がくすぶり三井
美唄は二人の内一人が首切りの大量整理。

杵島炭鉱労組の賃上げスト
130日ぶりのスト解除
三井三池炭鉱は石炭水洗機の据付
増産計画目標、三池労組と新労組
大牟田では新労組員が三池労組を上回る
北海道美唄炭鉱の首切り
ガランとした組合事務所

毎日ニュースNo.352 1961.8.30 美術シーズンひらく 芸術 美術の秋、自由な制作活動が出来ないと二科展
を飛び出した岡本太郎画伯は台風の目

ロダンの考える人
観る人も同じポース
ニ科展の審査風景
岡本太郎のアトリエ
カクテルを飲みながらの福地泰蔵
溶接彫刻の中西夏之の町工場
ブリキ板を使用する笠置秀男
作品の数々

希望訪問
「白鷺の村」

自然
動物

埼玉県野田は特別天然記念物に指定されてい
る白鷺の村、四万羽の白鷺見物が楽しめる。

白鷺の村
木の上も住宅難
巣から転げ落ちるヒナ
ヒナを集める子供たち
校庭の飼育小屋は親無しヒナでいっぱい
餌のドジョウを食べる
観光客は糞公害に傘を用意
白鷺に悩まされる農家
売り物の竹は枯れる

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

事件
政治

政治  家宅捜索を受け逮捕された楢橋渡元運輸相。

 東京拘置所に収監された楢橋夫人。

 大映・永田社長逮捕。

 埼玉銀行・平沼頭取逮捕。

 滝島総一郎（写真）と武州鉄道創立事務局。

 スーパー・武州鉄道計画路線図。

 用地買収反対を叫ぶ地元の人々。

 賛成派も「騙された」と語る。

 免許を答申した運輸審議会会長の言。

 発起人の一人・加賀山元国鉄総裁の言。

 国会本会議場。

 おヒツ納め  祭事  静岡県浜岡・池宮神社の「おヒツ納め」は

 赤飯を詰めた沢山のお櫃を池底に沈める奇祭。  遠州灘の浜辺でみそぎする青年たち。

 火をおこし、４俵の赤飯を炊く。

 赤飯をおヒツに詰める。

 舟の先導でおヒツを桜ケ池に押し出す。

 池の中央でおヒツを一気に水中に沈める。

 大鵬が連続優勝  スポーツ  大相撲秋場所は大鵬・柏戸・明武谷の優勝

相撲  決定リーグとなり、大鵬が二場所連続優勝。  大鵬対柏戸の土俵。

 大鵬うっちゃりで勝ち。

 賜杯を手にする大鵬。

 優勝パレード。

 二所の関部屋で大盃を酌む大鵬。

 防潮堤が沈む  災害  第二室戸台風は地下水汲み上げによる地  防潮堤から侵入した高潮が滞留した状況。

盤沈下の悪影響をまざまざと見せつけた。  第二室戸台風で水につかった大阪の被災地。

 視察の中村（梅吉）建設相に詰め寄る被災者たち。

 破壊された公団住宅。

 地盤沈下で地下に半身を没した工場など。

 建設途上の防潮堤から、波に呑まれた家々。

 毎日ニュース№357 1961.10.4  「成長率」攻防戦  政治  所得倍増が金看板の池田総理は佐藤・河

国会 野・ 藤山ら実力者を従えて臨時国会に臨んだ  「私は嘘を申しません」のTVCMの池田総理。

 選挙カー上で「経済はこの池田にお任せ…」

 衆議院本会議場。ヒナ段の実力者たち。

 政府の経済政策の不備を衝く社党成田知巳。

 所得倍増政策の正しさを強調する池田総理。

 ヒナ段の藤山。お株とられた水田蔵相。

 「国民は逃げる場所がない」と成田。

 「一生懸命経済政策をやる」と眼鏡を拭く池田総理。

 毎日ニュース№356 1961.9.27 ひろがる武鉄汚職  武州鉄道汚職事件は９月２０日の楢橋元運輸
相らの逮捕で政財界疑獄事件の様相へ

 タクシーの曲り角 世相 交通  タクシー利用者が増えたが、業界は運転手不
足。あの手この手のスカウト合戦狂騒曲。

 タクシー待ちする市民の行列。
 タクシー会社では空車が並ぶ。
運転手をスカウトするタクシー業者。
運転手予備軍に待遇をアピールする業者。
教習所でのドライバー教育。
 横浜。待遇改善を要求するドライバーたち。
空車を並べて休憩するドライバーたち。
 「違反のない運転手はない」と豪語する運転手。
相乗りで荒稼ぎするタクシー。
 白タクを取り締まる警官。

 毎日ニュース№355 1961.9.20  荒れ狂った台風十八号  災害  本州に上陸した超大型台風１８号「第二室戸台
風」は本州全土に甚大な被害を与えた。

 荒れ狂う風。噴き上げる波。
 地図
 港や町の警戒体制。
 防水壁をめぐらす会社。
 荒れ狂う大阪港。
 市内に流れ込む高潮。
 堂島など中心街の冠水状態。
 風雨にさらされる名古屋港。
 江東ゼロメートル地帯で避難する市民。
 濁流に流されそうな橋。
 屋根の上で一夜を明かした人々。
 冠水した路上をこいで行く人々。
 水びたしの市内。
 陸に打ち上げられた船。
 立ち往生の市電など破壊された市街。
 湯浅町・沿岸の破壊された民家。
 残された石の山。後片づけに追われる人々。
 破壊された堤防、橋（空撮）。

自家用テレビ時代 世相 テレビは放送局の専売にあらず。交通、工場、
学校放送など幅広い方面で使われだした

 交通マヒのマンモス東京。
 テレビカメラで交通をコントロールする警視庁。
 自動車工場ではテレビで作業監視。
 銀行では本支店をテレビで結んで事務能率向上。
 成人病センターではＸ線透視にテレビを利用。
 遠隔操作する医師たち。
 東京の常盤台小学校ではテレビ朝礼。
 操作する児童。蝶ネクタイの校長。
 愛知学芸大付属中では自主番組づくり。
 校門のカメラで遅刻生徒を映しだす。

巨人・国鉄戦で観衆騒
ぐ

スポーツ
野球

 ９月７日の巨人・国鉄戦は審判の判定で大荒
れ。史上初二日がかりのナイターとなった。

審判に抗議する　　、川上監督ら。
嶋が走者土屋を妨害したとされるシーン。
騒ぎだすファンに機動隊導入。
火のついた紙をグラウンドに投げ込む。
審判の説明で試合再開。
3 －2 で国鉄の勝ち。荒れるグラウンド。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

 柏鵬横綱へ  スポーツ  秋場所優勝の大鵬、準優勝の柏戸が揃っ

相撲  って横綱に昇進した。  若乃花から土俵入の指導を受ける大鵬。

 二所ノ関一門の綱打ち祝い。

 伊勢ノ海部屋でも柏戸の綱打ち。

 明治神宮での奉納土俵入。

 東映首位を守る  スポーツ  パのペナント争いは大詰めを迎え、東映と

野球  南海の一騎打ちで予測がつかない。  張本ホームラン。

 荒れる南海選手をなだめる鶴岡監督。

 東映の水原監督。

 南海、足でリード。

 東映の攻撃つづく。

 秘策を与える水原。

 カミナリ族の楽園  トピックス  スピード出し放題、曲乗り自由……カミナリ

バイク  族の楽園が東京南多摩にお目見えした。  サーキット場で一斉行進するカミナリ族。

 モーターサッカー場。

 起伏の激しいコースを乗りこなすライダー。

 失敗する若者。

 コースの終点。

 毎日ニュース№358 1961.10.11  動く世界  世界  平和の使徒ハマーショルド氏葬儀。亀裂深

戦争 まるアラブ連合。脱出続く東西ドイツ境界線。  ハマーショルド国連事務総長の葬儀。

 アラブ連合のシリアで軍部クーデタ。

 シリアとエジプトの再分裂を叫ぶシリア側。

 グズバリ首相による新政府樹立。

 東西ドイツの境界線。

 西側のカメラ、東側の鏡による妨害に遇う。

 催涙弾を投げ返す西側。

 東側では境界線沿いの建物を撤去。

 境界線の建物の窓から西側へ飛び降りる東の市民。

 それを助ける西側の市民。

 鉄条網をくぐって西へ脱出する東の市民。

 鉄条網に体当たりしてくぐり脱ける市民。

 それを防ごうとする東側監視兵。

 中小企業の悩み  世相  深刻な中小企業の人手不足。その数７０万

産業 人 といわれる。  大学新卒者の就職試験。

 人手不足で止まった工場、閉鎖した町工場。

 中小企業退職金制度をＰＲする国側。

 中小企業経営者の勉強会。

 退職金共済制度の宣伝カー。街頭相談。

 店員大学を開いた商店街。

 岐阜の問屋街では町ぐるみの共同給食。

 店主も店員も同じ食事。

 マリス６１号放つ  スポーツ  ＮＹヤンキースのロジャー・マリスはホーム

野球  ラン６１本のシーズン最多記録を樹立。  ロジャー・マリス外野手のホームラン。

 ベーブルースのホームランシーン。

 背番号９の豪快な右翼席ホームラン(61 号)

 ベーブルース未亡人に祝福されるマリス。

 赤い羽根十五年  世相  十五年目を迎えた赤い羽根共同募金運

福祉  動。今そのあり方が問われ始めている。  婦人たちの赤い羽根作り内職（１本40銭）。

事件  婦人たちの街頭募金風景。

 社労委で質問する社会党委員。

 反論する共同募金会。

 女生徒たちの募金活動。素通りする市民。

 赤い羽根の無人スタンド。

 商店街を回る個別募金活動。

 同じく法人募金活動。

 赤い羽根で建った福祉施設。

 配分の不公平に泣く民間施設。

 戦時中の兵舎を使った老人ホーム。

 大火で焼け出された鹿児島市内の災害地。

 毎日ニュース№359 1961.10.18  石炭政策の転換を求めて 政治  石油に追われて石炭不況が進む中、石炭

産業  労働者たちは政府に石炭政策の転換を迫る。  北海道・九州から東京入りする千人の炭鉱労働者。

 夜の決起集会。ヘッドランプが揺れる。

 通産省、労働省に抗議するヤマの男たち。

 国会議事堂への陳情団。

 代表団と会見する池田総理ほか閣僚。

 街頭で訴える。その後清掃する男たち。

 夜の大行進。

 閉山相次ぐ筑豊の炭田地帯。

 失対事業で働く離職者たち。

 廃墟の炭住はブタ小舎と化す。

 水につかった墓場。

 ボタ山と炭住。

 天皇の帽子  皇室  歓迎の群衆にいつも高く掲げてお応えにな

スポーツ  る天皇のお帽子は印象的だ。  帽子を振る天皇。

 湯沢市で国体の相撲観戦中の天皇。

 雨風のなか、帽子を抑えられる天皇。

 駅舎で風に帽子を飛ばされて苦笑い。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

 南海八度目の優勝  スポーツ  最後までもつれたパ・リーグの優勝争い

は、 ついに南海が東映をねじふせた。  ウィングボールをキャッチする南海捕手。

 鶴岡監督の胴上げ。

 巨人との日本シリーズに抱負を語る鶴岡。

 ヌマさん一周忌  トピックス  テロに倒れた浅沼社会党委員長の一周忌

政治  追悼式。  追悼式の岩井章氏ほか。

訃報  浅沼未亡人（代議士）。

 大野副総裁の挨拶。

 浅沼刺殺の瞬間の静止映像。

 多摩墓地での墓前祭。

 江田書記長はじめ参拝。

 市民から贈られた機関車の貼り絵を見る未亡人。

 浅沼の胸像。

 開かずの踏切  交通  駅と踏切かけもちの房総の踏切。東海道線

事故  は開かずの踏切。踏切地獄あれこれ。

 暴走ダンプカーと電車の衝突事故。

 房総西線浜野駅付近の踏切

 東京の踏切の大混雑。

 脱兎のごとくくぐりぬける市民。

 名古屋の三田踏切。自転車抱えて陸橋渡る。

 東海道戸塚踏切では長蛇の人々。

 イライラする利用者。

 待たされる車の列。用足しするドライバー。

 大混雑で渡る市民たち。

 毎日ニュース№360 1961.10.25  大臣筑豊を往く  政治  筑豊から炭鉱夫３千人が東京へ。佐藤

産業  通産、水田大蔵両大臣も筑豊のヤマを視察。  家族の見送りで家を出る炭鉱夫たち。

 博多から臨時列車を仕立てて。

 九州各地の炭鉱から東京に向かう鉱夫たち。

 筑豊視察に訪れた佐藤通産、水田大蔵両大臣。

 陳情団に囲まれる両大臣。

 廃鉱の炭住を視察。

 三井田川鉱に入鉱する両大臣。

 そのあと会見に応じる両大臣。

 皇太子ご夫妻北陸の旅  皇室  秋深まる北陸の山々を旅された皇太子ご

季節  夫妻。２０日は美智子さま２７才のお誕生日。  ケーブルカーでの皇太子ご夫妻。

 弥陀ケ原をご散策。

 神社のおふたり。

 地元の鋼材会社へ。

 精密工具に興味を示す皇太子。

 見送りを受ける車列。

 美智子さま台所に立つ。

 美智子さま２７才のお誕生日を浩宮と。

 女優さん国会へ  トピックス  浅丘ルリ子さんら各界オールスターが国

芸能  会へ。高すぎる入場税撤廃の陳情を行った。  国会へ入場税撤廃を陳情する女優さんたち。

 浅丘ルリ子。

 森光子。

 社会党江田三郎氏に入場税について訴える。

 千田是也、八千草薫。

 田中角栄。

 オリンピック只今準備中  スポーツ  ３年後に迫った東京五輪。しかし施設に選

五輪  手強化にコーチ強化と問題が山積。  選手村に決まったワシントンハイツ（空撮）。

 道路工事中。

 ベテラン小野選手。

 体操（ソ連選手との対抗試合）。

 若手で編成したソ連チーム。

 国立競技場のソ連陸上チーム。

 走高跳のブルネル選手（19才）の妙技。

 水泳の山中選手。

 カヌー競技の練習。

 長崎ペーロンからスカウト。

 漁村の若者たち。

 漁村の選手壮行会（神主お祓）。

 東京での合宿風景。

 間に合わせのカヌーで危なげに練習。

 毎日ニュース№361 1961.11.1  電車が生き埋め  災害  豪雨が九州を襲った10月26日午後、大分

市で 電車が土砂の下敷きになり３１人が死亡。  海岸に吹き荒れる秋台風。

 決壊した堤防。

 大分市仏崎の土砂崩れで電車生き埋め。

 スコップで救出作業。

 土砂に埋まった乗客。

 激しい雨の中、救出する自衛隊員。

 白い柩を運ぶ（31人死亡）。

 大分－亀川間の事故電車。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

 大荒れ日本シリーズ  スポーツ  ２年ぶり巨人対南海の日本シリーズは第

野球  ４戦、第５戦と大もめ。決定は大阪球場へ。  園城寺球審に抗議する南海スタンカと野村。

 巨人に負けて球審に暴行する南海ナイン。

 翌第５戦。スタンカがビーンボール。

 宮本怒って双方もみあい。

 ５０メガトンの恐怖  世界  50Ｍｔを最終核実験というソ連。強行した30

核実験  Ｍｔ実験で死の灰が日本にも降下。  「50メガトンが最後の実験」と演説するフルシチョフ。

 図－広島原爆の2500倍の威力。

 50メガトン実験をキャッチする測候所。

 図－30メガトンの死の灰を運ぶジェット気流。

 放射能チリの測定に飛び立つ自衛隊機。

 米子で８万カウントの放射能を観測。

 唸りをあげるガイガーカウンター。

 中性洗剤で洗った野菜から放射能を検出。

「ソ連に抗議したい」という原爆病患者。

 ソ連大使館に抗議する右翼・婦人団体。

 米国では放射能よけ軍服。

 地下に潜った司令部。市民の防空濠ブーム。

 放射能予防用分譲アパート（東京）。

 「50メガトンは防げない」と語る担当者。

 放射能の雨中をゆく市民。

 ボクは中学三年生  教育  ベビーブーム到来。高校不足で受験競争

子供 が劇化し、文部省の一斉学力テストは大荒  名古屋のマンモス中学校の朝礼。

れ。  高校増設を訴える街頭ビラくばり。

 テストに追われる夜の進学塾。

 迎えのバスを仕立てる学習塾。

 日曜日、小６のテスト風景。

 テストの結果を聞く父兄。

 文部省の全国一斉学力テスト。

 反対の教師と教育委員の小競り合い。

 伊勢崎市では父兄に護衛されてテスト実施。

 京都の中学では生徒がテストをボイコット。

 やじられる教育委員に警官隊出動。

 札幌では閉め出された校長。

 毎日ニュース№362 1961.11.8  冬近し  トピックス  秋深まり、冬を間近にした九州・阿蘇、北海

季節  道各地の表情。  阿蘇のふもとのトウモロコシ採り入れ。

 白馬山麓ではスキーシーズンに備える旅館。

 リフトの手入れ。

 十勝平野では牧草を求めて舟で川を渡る馬・羊。

 狩勝峠は早くも粉雪。その中を列車がゆく。

 巨人六年目の優勝  スポーツ  大阪球場での日本シリーズ第６戦は巨人

野球 が南海を下し、川上が監督１年生で初優勝。  日本シリーズ第６戦（大阪球場）の川上。

 王、ツーランホームラン。

 南海寺田同点ホームラン。

 デッドボールに抗議する鶴岡。

 坂崎ポテンヒット。

 広瀬三振でゲームセット。

 川上胴上げに、泣く別所コーチ。

 優勝旗受ける川上。

 ＭＶＰ宮本。

 片貿易の日米会談  外交、貿易  米国の輸入制限に泣く日本。貿易不均衡是

産業  正をめざして日米貿易経済合同委が開かれた  羽田に着いたラスク国務長官、ライシャワー氏ら。

日米  箱根に向かう車列。

 席についている池田・佐藤・河野ら日本側。

 席につくラスクら米側。

 庭を歩くラスク長官と池田首相ら。

 芦ノ湖遊覧に行く夫人たち。

 （空撮）東京港に並んだコンテナ船。

 デパートの舶来品コーナー。

 国産品愛用運動のパーティー。

 国産モーターショウは大人気。

 国産車メーカー。

 国産車に切り換えた会社。

 輸入された外車。

 舶来品とソックリの日本製品（人形他）。

 但馬のグローブメーカー（米の輸入制限に泣く）。

 燕市の洋食器メーカー（低賃金とダンピング

 'が輸入制限の口実）。

 工場閉鎖、倒産した工場。

 ゴルフのクラブ作りに転業した洋食器屋。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

 毎日ニュース№363 1961.11.15  転機迎えた日韓交渉  外交  十年間も難航した日韓交渉は朴国家再建

日韓 最高会議議長を迎えて新たな局面を迎えた。  韓国に拿捕された漁船と乗組員が帰還。

 朴議長を迎える羽田は厳戒体制。

 北朝鮮系反対派と警官の押し問答。

 羽田に着いた朴議長。池田総理と握手。

 反対派を尻目に宿舎へ向かう一行。

 宿舎で歓談する朴議長と池田総理。

 両者の正式会談。

 岸信介、石井光次郎と会談し、朴帰国。

 燃えるハリウッド  事件  １１月６日ロサンゼルスで大山火事発生。

火災  ハリウッドスターの豪邸も全焼。  燃えるハリウッドスターの豪邸。

 空から消火剤投下。

 退去する撮影所の馬群。

 屋根の上で水をまくニクソン副大統領。

 高山、ムーアに敗る  スポーツ  世界フェザー級タイトルマッチで高山はまた

拳闘  もムーアに敗れる。  蔵前国技館。

 第１３ラウンド、ムーアのパンチに高山ダウン。

 両者握手。

 移民  世相  新天地開拓に希望を失った中南米移住者

 が帰国した。話と違う現地未整備の実態。  ボリビアの開拓風景。

 茅葺きの家など苦しい生活。

 ドミニカから神戸港に帰った移住者29人。

 岸壁から手を振る肉親。

 看護婦に抱かれて船を降りる赤ちゃん。

 船を乗りついで高知へ向かう川村さん一家。

 県庁で見舞金をもらう一行。

 故郷への山道をたどる川村さん一家。

 弟夫婦に迎えられる。

 死んだ両親にお線香。

 茨城県内原の移住者訓練所の若者たち。

 東京の講習会で南米の知識を習得。

 横浜港から船出する移住者たち。

 入植４年でテント生活の移住地現場と農作業。

 毎日ニュース№364 1961.11.22  池田首相東南アへ出発  外交  11月16日池田首相はパキスタン、インド、

東南アジア  ビルマ、タイ東南ア４か国訪問の途へ。  羽田を出発する池田首相一行。

 カルカッタ・ハウラの中小企業センター開所式へ。

 パキスタン、カラチ空港で儀仗兵を閲兵。

 市民歓迎会の池田首相夫人と娘。

 パキスタン語で挨拶する池田首相。

 夜、アユブ・カーン大統領と会談。

 カラチ市街スケッチ。

 高校選手争奪戦  スポーツ  札束攻勢で過熱する高校選手スカウト合

野球  戦。ついに衆議院法務委員会でも問題に。  プロ野球の金の卵たち（ストーブリーグ）。

 中京商の山中選手は中日へ。

 法政二高の柴田選手は巨人へ。

 是久選手宅をおとずれる水原監督。

 ハチ合わせの水原と鶴岡。

 過熱スカウト合戦が衆院法務委で問題に。

 車が列をなす浪商中退の尾崎投手宅。

 大毎青木と南海鶴岡。

 契約金５千万？で東映入りを発表する尾崎。

 問題の豊後高田高・門岡は自宅でトレーニング。

 ようこそアレクサンドラ姫 皇室  英国アレクサンドラ王女が政府と皇室の招

日英 きで来日。  タラップを下りるアレクサンドラ王女。

 迎える高松宮妃。

 馬車で皇居へ。

 天皇と握手し、皇族方とご歓談。

 晩餐会に臨む王女。

 乳児院を訪問。

 歌舞伎の女形と。

 鳥羽。真珠の養殖をご覧。

 奈良公園の鹿と遊ぶ。

 人々に愛嬌をふりまく王女。

 京都御所へ。

 日本舞踊、野点など日本文化をお楽しみ。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

 分校の休日  教育  秘境・長野県秋山郷の五宝木分校の子供

子供  たちが初めて都会（長野市）へ招待された。  山の中の開拓部落。

 薪とり、茸とりなど冬支度。

 そばだんご作り。

 吊り橋、丸木橋を渡る子供たち。

 腰にクマよけの鈴を下げた子供。

 五宝木分校。

 小山先生（男）と７人の小学生。

 夜、燃えさしの枯れ木を振って学校へ集まる父兄。

 ランプの下で話し合い。

 朝、出発する児童。見送るお母さんたち。

 途中、オート三輪に便乗する。

 駅で切符を手にする子供たち。

 長野駅前の賑わいに目を見張る子供たち。

 善光寺の大きさにおどろく。

 招待元信州大学生（児童文化研）との夕食。

 夢見ながら眠りにつく子供たち。

 毎日ニュース№365 1961.11.29  花園を荒らすもの  トピックス  柵も禁札も外した神代植物公園。理想の公

公園  園はたちまち心無い人に荒らされて。  東京都神代植物公園。

 木に飛びついたり、花をもいだりする人。

 やってはいけないボール遊び。

 逸れたボールを追って花園へ。

 呼びかける監視人。

 芝生も台無し。

 噴水に進入する子。彫刻にのぼる子。

 花園に入って記念撮影。

 困ったお父さんがいっぱい。

 首脳会談の素顔  外交  ベルリンは欧米首脳たちの主要テーマ。池

 田総理のテーマは東南ア諸国との経済友好。  ブランデンブルグ門を壁で閉ざす東側。

 西独アデナウアーと米ケネディ両大統領会談。

 ケネディ大統領とインド・ネール首相会談。

 ネール首相を訪問する池田首相。

 ヘビ使いの妙技。

 ビルマ。寺院を裸足で詣でる池田首相一行。

 賠償問題が懸案のウ・ヌー首相と会談。

 完成したご新居  皇室  両陛下のご新居「吹上お住居」が完成。

 吹上の新居と内部紹介。

 皇太子ご夫妻らに新居を案内する両陛下。

 無鉄砲なブーム  世相  西部劇の影響でモデル・ガンが大流行。警

 視庁は危険なモデルの発売を禁止した。  町のガン・コーナー。

 ウェスタン風のバー。

 ウェスタン・スタイルの子。はしゃぐ姿。

 アメ横のピストルブームに群がる子供。

 ３千円の高級モデル。

 国産モデルガン・メーカー。

 押収された本物のピストルを示す警官。

 襲われた宝石店。

 危険な玩具の発売禁止。

 ガンプレイ・コンテストの妙技。

 迫真の決闘シーン。

毎日ニュース№366 1961.12.6  婦人議長登場す  トピックス  東京都立川市議会に汚職議長のあとを受

政治 け、 全国初の女議長登場した。  立川市議会の立ち入り調査。

 汚職議会のリコール署名集めに回る市民。

 リコール運動は二度目。

 「誰でもやってる」と語る買収張本人の松島議長。

 婦人の小川新議長は和服で登場。

 早速トチってご愛嬌。

 副議長と一緒に各党挨拶回り。

 孫の相手しながら手芸する小川新議長。

 映画の日  トピックス  12月１日は第６回映画の日。映画美術の

伊藤熹朔氏に特別功労賞。  特別功労賞を受ける伊藤熹朔氏。

 英百合子、浅丘ルリ子ら歓談風景。

 「イーノス君」無事帰る  トピックス  チンパンジーの「イーノス」を乗せた米衛星

宇宙  船は地球を２周して無事帰還した。  ケープカナベラル。衛星船に乗るイーノス。

 ロケット発射。

 動物衛星の発射に成功。

 地球２周でカプセルを太平洋上にて回収。

 診察受けるイーノス君。

 次回乗る人間飛行士。

 カントレク初優勝  スポーツ  第１５回朝日国際マラソン（福岡）はチェコ

マラソン  のカントレクが来日５度目で初優勝。  朝日国際マラソン、スタート。

 日本３選手、カントレクらの先頭争い。

 カントレク、デッドヒートを制して優勝。

 歳末商戦あの手この手  世相  史上空前６千億円のボーナス景気を狙った

商法  商戦様々。厄除け寺もかきいれ時だ。  日本髪のかつらも並んだデパートの売り場。

 商店街では携帯テレビが当たる大作戦。

 懸賞セール。

 ロッテの１千万円当選者発表会。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

 信じられない表情の当選者。

 赤札堂の大売り出し。

 従業員から釣り銭の１円玉集め。

 品定めするお母さん。

 赤ちゃん抱いて眠りこけるお父さん。

 徳島・日和佐の薬王寺。

 一段ごとに銭を置いてゆく参詣者たち。

 銭を箒でかき集める坊さん。

 本堂裏にもう一段建設中。

毎日ニュース№367 1961.12.13  伊豆に新線開通  交通  伊東－下田を結ぶ新線が誕生した。温泉地

観光 はお客招致にてんやわんや。  幕末の情緒漂う下田の街。

世相  新しく開通した鉄道。

 伊東駅でテープカット。一番電車スタート。

 沿線の人波。

 喜びの車内、乗客。

 初めに新線を計画した老人(94)は感無量。

 トンネル続きの線路。

 観光バスは豪華さと景色のよさで対抗。

 下田駅前で花束受ける石原裕次郎。

 下田に乗り込んだ伊東温泉の宣伝隊。

 伊東では熱帯植物をピーアール。

 駅前の番頭さんと幟の列。

 芸者衆はアコーデオンとギターの特訓。

 下田の芸者衆も芸を磨く。

 伊東では分譲地ブーム。

 ホクホクの農家。

 田んぼにホテル。

 鉄橋をゆく電車。

 柔道日本敗る  スポーツ  パリでの第３回世界柔道選手権で日本で

柔道  修行したオランダのヘーシンク５段が初優勝。  第３回世界柔道選手権大会。

 強いアントン・ヘーシンク選手。

 ヘーシンク対曽根の決勝。

 袈裟固めでヘーシンク初優勝。

 講道館の練習。東京五輪の危機感つのる。

 外国だより  世界  南米ドミニカの内紛、コンゴの内紛が、今世

戦争  界の耳目を集めている。  ドミニカ。反バラゲール大統領のデモ騒ぎ。

 全国市民同盟の決起集会。

 コンゴでは国連軍とカタンガ軍の武力闘争激化。

 州都エリザベートビルで国連軍優勢。

 毒矢を誇示するツォンベ大統領派。

 野菜の行商部隊  世相  デッカイ荷かごが冬の東京をゆく。産地直

産業  送の野菜を配る千葉のかつぎ屋さんを追った  冬、畑の野菜を取り入れる農家。

 午前４時、バスで駅へ向かうおばさんたち。

 駅のホームでは売り物の準備。

 駅員の合図で一番列車が到着（成田線）。

 おばさん部隊列車に乗る。

 荷かごで窮屈な車内。取引の花が咲く。

 上野駅の階段を覆いつくす行商部隊のかご。

 朝の街へ散ってゆく荷かごのおばさんたち。

 一軒々々お得意さんを回ってあるく。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュース№368 1961.12.20  一九六一年の決算書  世相  年初に「正しい政治と人心の安定」を祈った

政治  池田総理。年末に見るその一年の決算書。  総理、年頭の挨拶「明治神宮で世界平和を祈念」

事件  核実験シーン。

災害  池田「日本が明るい豊かな国に伸びること」

スポーツ  災害で破壊された鉄橋（空撮）。

経済  池田「政治と人心の安定を祈った」

外交  深沢七郎『風流夢譚』と刺された被害者。

宇宙  丸山かねさんの葬儀。

戦争  愛国党と犯人の小森孝。

 政治暴力防止法に反対デモ荒れる。

 国会では農業基本法をめぐって混乱。

 武州鉄道汚職で逮捕の楢橋と大映・永田。

 松川事件無罪に喜ぶ当事者と支援者。

 暴走するダンプカーと列車の衝突（空撮）。

 自動車ラッシュと進まぬオリンピック道路。

 大荒れ巨人・国鉄戦と日本シリーズ。

集中豪雨の被害

 甚大な土砂崩れ被害の信州伊那谷。

 台風禍に泣いた地盤沈下の大阪。

 中村建設大臣に無策を詰め寄る被災者たち。

 人間宇宙船のガガーリンとフルシチョフの握手。

 ケネディ・フルシチョフ会談。

 ベルリンの東西境界線から脱出する東側市民。

 ソ連核実験再開と脅える米国市民の核防備。

 池田総理、ケネディ大統領を訪問。

 一人歩きに成長した自衛隊の富士山麓訓練。

 演習反対農民は草むらに隠れて妨害作戦。

 新島ミサイル基地をめぐり右翼と労組対立。

 池田「経済の歴史的勃興期にある」

 投資ブームに沸く兜町。

 池田「完全雇用と福祉国家をつくる」

 釜ケ崎では真夏の暴動。

 筑豊の炭鉱事故と廃鉱。

 石炭政策の転換を陳情するヤマの男たち。

 港に並ぶコンテナ船。

 国際収支の悪化に泣く中小企業。

 米ラスク国務長官、池田首相らの箱根会談。

 進む物価高（急な経済成長のひずみ）。

 夜の国会議事堂（倍増景気と経済破綻の兆し）。

毎日ニュース№369 1961.12.27  北山杉の里  トピックス  京都の北、中川郷に北山杉の里を訪ねる。

産業  京都・中川郷のみごとな北山杉。

 高所で枝落としする作業員。

 杉材の皮むき。

 磨きをかける北山丸太。

 年の暮  世相  年の暮れ各地の表情を追う。

祭事  信州特産の寒天作り。

季節  凍り豆腐作りはオートメ化。

 雪の札幌では名物露天市場。

 大混雑のデパート（売上１日６億円）。

 商店街の大売り出し。

 横断する人に止まらないトラック。

 大阪に登場したリバイバル人力車。

 郵便局の年賀状仕分けとアルバイト。

 自衛隊ヘリからみた伊那谷の土砂崩れ現場（空撮）。

 自衛隊の救援物資。

 静かなクリスマスイブの街。

 善光寺では古式に則り越年式。

 鐘を撞く。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュースNo.３７０ 1962．1.1  一九六二年おめでとう 世相  １９６２年、各地の門出の表情。

昭和37年 建設  初日の出。
皇室  九十九里。大漁を祈って船を押し出す女達。
スポーツ  北海道の山奥ではエゾマツ、トドマツの伐り出し。

 材木を鎖でつなぎ馬に引かせて山を下りる。
 トラックで運び出す建設資材。
 サイロと牧場の傍まできた団地建設（札幌）。
 都庁前の交通未来図。
 名神高速道路の建設風景。
 若戸大橋の建設風景。
 池田総理「開拓精神で頑張りたい」
 可愛い浩宮に目を細める天皇ご一家。
 近づく東京オリンピック。
 小田原のグラウンドで強化合宿。

 スケートの合宿。

毎日ニュースNo.３７１ 1962．1．10  伊勢の新春 トピックス、  伊勢神宮の大晦日から元日まで巫女さんを通
祭事  してスケッチ。  伊勢の宇治橋を渡る女性たち。

 つけ毛など正装すれば巫女さんに。
 古風な水撒き車を引くおじいさん。
 大晦日の大祓いの儀。
 五十鈴川に流す榊。
 篝火が焚かれ、初詣スタート。
 かごに乗ってきたのは本物の虎の子。
 観光バスの列。
 記念写真を撮られる巫女さん。
 河野農相参拝。
 お賽銭の整理。
 ３か日で参拝者４５万人。

 植民地紛争つづく 世界、戦争  インドのゴア解放に続き、インドネシアの西
 イリアン問題に世界の目が集まる。  ポルトガル領ゴアの武力解放に踏み切ったネール。

 首都を占領したインド軍。
 ゴアの街とインド軍（国連の沈黙に西側衝撃）。
 軍隊を強化するインドネシア。
 西イリアン解放を視野におさめるスカルノ。

 仕事始め 世相、季節  サラリーマンたちの仕事始めあれこれ。
 日本橋郵便局の年賀状配達スタート。
 迫水郵政大臣。
 団地に雪国に年賀状を配り歩く。
 兜町の手締め。
 ある広告会社。元日から全員顧客まわり。
 社長年頭の挨拶はテープで。
 組合と社長がおとそを飲み交わす。
 社長が全社員にお年玉を配る会社。
 駅の遅延証明書廃止。問い合わせ制度開始。
 尻押しのラッシュアワー始まる。

毎日ニュースNo.３７２ 1962．1.17 真犯人は別にいるか 事件  丸正事件の犯人を別に名指しして名誉棄損に
　　　　　　-丸正事件-  問われた正木弁護士。はたして真犯人は。  事件現場の運送店。

 犯人とされた定期便トラック運転手。
 正木ひろし氏の著書『告発』。
 正木弁護士「警察は隠し、裁判所は無能だ」
 真犯人と名指しされた小出兄の弁「売名だ」
 １月９日、名誉棄損事件の現場検証。
 正木氏対小出氏の対決。
 自ら被害者となって説明する正木氏。
 思案する高木彬光特別弁護人。

 歌会始 皇室、季節  恒例の歌会始。初めてテレビ中継された。
 皇居北の間の歌会始の儀。
 両陛下の前で詠み上げられる歌。

 屑鉄の芸術家 トピックス、  屑鉄が作り出す彫刻の妙（パリ）。
芸術  拾い集めた屑鉄で作った作品展。

 婦人と子供をモデルにした作品。
 若い二人をモデルにした作品。
 野次馬をモデルにした作品。

 朝潮引退 スポーツ、  未完の大器横綱朝潮が１４年間の土俵生活に
相撲、芸術  終止符。  引退を表明する朝潮。

 優勝した土俵（横綱１６場所で１回）。
 東海道を駆け上る スポーツ、  大阪城から東京まで 567.8キロを６日で駆け

駅伝  る第４回毎日駅伝。  大阪城をスタートする毎日駅伝。
 トップをゆく自衛隊。
 鈴鹿峠のトネンルをトップで抜ける旭化成。
 工事中の狭い道路を走る。
 踏切を通り抜ける。
 箱根の山にかかる一団。
 風光明媚な湖水を背景に走る。
 箱根を一気に下る。
 藤沢を過ぎトップは混沌（トップ東洋工業）。
 どんじりの警察チーム。
 トップでアンカーにバトンタッチする旭化成。
 最優秀選手広島の力走（旭化成４連勝）。

毎日ニュースNo.３７３ 1962．1．24  争われた書記長のイス 政治、選挙  構造改革論の江田三郎とそれを批判する佐々
 木更三。新書記長は江田氏に。  構造改革論の江田三郎。

 批判する佐々木更三の弁。
 江田立候補の弁。
 口をきかない二人。
 票固めする二人。
 党大会で困った表情の河上委員長。
 投票する佐々木。
 江田当選。二人握手してバンザイ。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 皇太子ご夫妻 皇室、外交  皇太子ご夫妻は１月22日、東南アジア３か国

 をご訪問。  東南アご訪問に先立ち記者会見するご夫妻。
 「子守歌は卒業」と語る美智子さま。
 見送りを受け羽田を出発するご夫妻。

 交通事故をなくすために 交通、事故  １万３千人にのぼる交通事故死亡者。交通事
 故をなくす運動が盛り上がってきた。  動きのとれない東京の車の多さ。

 激増する車は郊外まで。
 道路中央で立ち往生する歩行者。
 『昨日の交通事故』掲示版。
 正面衝突し横転したダンプカー。
 法律相談所を訪れた被害者。
 愛児を失った母親。
 居眠りトラックに両親を奪われた少年。
 町場の様々な自衛手段。
 旗をもって横断する人々。
 手製の信号機を取りつける警察。
 タコメーターを取りつける運送会社。
 川原を通学路にした小学校。
 小学校内の交通標識。
 左側通行分離線のある小学校の廊下。
 ヘルメット姿で交通整理する児童。
 交通安全大会で訴える新潟の遺族。
 路傍に点々とつづく交通事故の墓標。

毎日ニュースNo.３７４ 1962．1．31  有害か無害か 事件、生活  北洋の冷凍タラからホルマリン検出。石油系
－暮しの中の論争－ 産業  中性洗剤も有害・無害の論争が起こった。  陸揚げされたタラ。

 北の海。ホルマリンが検出されたサバ。
 出荷停止となったタラ。
 石油系中性洗剤を有害とした某メーカーの爆弾宣言。
 有害と批判する学者。
 無害という学者。
 合成洗剤工業会は無害をピーアール。
 とまどう主婦たち（大会）。
 激しく泡立つ川下の水。

 その後のヘーシンク スポーツ、  柔道世界一、オランダのアントン・ヘーシ
柔道  ンクは地元に柔道学校を開校。  地元ユトレヒトで後進の指導に当たるヘーシンク。

 ヘーシンクの柔道学校は小さい子も大勢。
 初歩を丁寧に教えるヘーシンク。
 得意の寝技を披露。

 渡りあう三党首 政治、国会  政府の経済政策の失敗を批判する社会党。
 衆院本会議での代表質問。
 河上「10年で３回の不況はみな池田の下で」
 池田「全て経済発展の礎」
 西尾「国論は二分三分している」
 河上「池田に経済を任せられないが国民の実感」
 池田「激励はあってもやめろの声はまだ聞かぬ」
 西尾「自社両党の自己反省が国会正常化のもと」
 本会議をボイコットする議員たち。

 スケート場の無法者 世相、若者  空前のスケートブームに若者はエチケットそ
 っちのけ。  徹夜ですべるスケート場。

 軽井沢は空前のスケートブーム。
 混雑で窓から出入りする若者たち。
 スケート靴で歩く若者たち。
 大混雑のリンクに盗難予防のお巡りさん。
 氷上の雪合戦。
 ケガ人。
 富士山麓のリンクも大混雑。

毎日ニュースNo.375 1962．2.7  春はそこまで トピックス、  早春各地の表情。
季節  氷上をすべるカモたち。

 2/3 豆まきする年男・大野伴睦氏。
 2/4 大安吉日の結婚ラッシュ。
 東京駅ホームは新婚旅行ラッシュ。
 ある私立高ではテレビを使った面接試験。
 別室でテレビを見る試験官。
 根室港では木造船の建造ラッシュ。

 延期された人間衛星 トピックス、  アメリカの人間衛星打ち上げがアトラス・ロ
宇宙  ケットの不調などで延期された。  米初の月ロケットは軌道を外れ失敗。

 初の人間衛星に乗り込むグレン中佐。
 ロケット故障で２月に延期。

 ツイストを踊ろう トピックス、  アメリカ生まれのツイストが世界を席巻する
若者  かもしれない。  ヨーロッパに蔓延するツイストブーム。

 原始人の骨の曲がりにそっくりのツイスト。
 担架で運ばれながらツイスト踊る人。

 プロ野球今年の顔 スポーツ、  ２月１日はプロ野球キャンプイン。新陣容で
野球  秘策を練る各チーム。  南千住の東京スタジアム建設。

 2/1 一斉にキャンプイン。
 宮崎の巨人キャンプは長嶋が人気。
 昨年最下位大洋の三原監督。
 西鉄の中西監督。
 東映のルーキー、尾崎投手。
 優勝に意欲を燃やす水原監督。
 杉浦の再起に賭ける鶴岡監督。
 住吉神社の南海ナイン。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 送電線パトロール トピックス  大敵は大雪と強風。人知れぬ努力で電化生活

電気  を支える送電線パトロール隊。  雪の竜ケ岳。稲子峠を走る送電線。
自然  風と雪が電線の敵。

 パトロールの雪上車がゆく。
 途中ストップし、かんじきに履きかえる。
 険しい雪山をのぼり、山小舎へ。
 ケガした隊員をスノーボートで降ろす先発隊。
 山小舎で就寝。
 吹雪の雪道をゆく。
 雪をこいでゆくパトロール。
 危険な鉄塔に上り点検作業。
 途中雪崩の恐怖。
 東北地方の暮らしの生命線、送電線。

毎日ニュースNo.376 1962．2.14  ケネディ長官日本の一週間 トピックス  アジア・欧州視察の皮切りに来日にしたケネ
日米  ディ司法長官。その型破りな見学旅行。  到着後マイクに向かうケネディ米司法長官。
外交  社会党議員と会見（成田知巳がいる）。
教育  自民党議員と会見（中曽根、角栄がいる）。

 ライシャワー大使も同席。
 労働界と会見（総評・岩井章がいる）。
 2/6 早大での討論会へ。
 公開質問状の学生を登壇させるケネディ。
 マイクの故障などで騒然となる会場。
 野次に向かって話しかけるケネディ。
 野次を制止するライシャワー大使。
 テーブルに腰かけて話すケネディ。
 バスでゆく長官を取り囲むプラカード（関西）。
 手を差し延べる長官。誰も手を出さない。
 工場で皆と同じ牛乳、ミカンで話し合う。
 夜はおでん屋で話し合う。
 農家を訪ねる。
 沿道の誰彼に話しかけ、握手を交わす。
 夫人も握手攻め。
 屋内スケートリンクで夫人と手をつないで。
 若者たちと手を繋いですべる長官。
 合気道道場で。笑いころげる長官夫妻。
 慌ただしく羽田から次の訪問国へ。（2/10)

 富士の巻狩 トピックス  2/11　富士の裾野で空陸一体の猪狩りが行わ
 れた。収穫なし。  富士の裾野にハンター集合。

 ヘリに拡声機とテープ（勢子、犬の声）セット。
 旋回するヘリ。下では獲物を待つハンター。
 獲物なしで引き上げるハンター。

 棒くぐりの妙技 トピックス、  リンボーダンスの名手がやってきた。
芸能  舞台上の黒人たちのリンボーダンス。

 しだいに低くなっていくバー。
 名手ディコンの妙技。
 床上２０センチのバーを見事にくぐる。

 自衛隊に新戦闘機 トピックス  2/8 自衛隊の次期主力戦闘機Ｆ104JとＦ104D
 Ｊ各１機がアメリカから到着。  名古屋空港。アメリカの大型輸送機から降ろ

 される次期主力戦闘機（１機５億円？）。
 分解して荷降ろしされる。
 エンジン。尖った機首部分。胴体。

 スキー選手になるべー 教育  青森県大鰐小学校は全校スキー一色のスキー
スポーツ  小学校。  大鰐小学校。

 スキーをかついで登校するこどもたち。
 スキーの時間。教室で板書やフォーム実技指導。
 校庭の特設ジャンプ台。
 先生の指導で飛び出す豆ジャンパー。
 転んでも嬉しそうなこどもたち。
 自分たちでワックス塗って。
 今日は対抗戦。全校挙げて送り出す。
 横なぐりの雨という最悪コンディションの中滑降。
 優勝をさらい、カップがいっぱい。
 校庭いっぱいの豆スキーヤーたち。

毎日ニュースNo.３７７ 1962．2.21  春を召しませ トピックス  今年のニューモードは帽子。寒さにふるえ春
季節  夏を売るファッションの世界。  季節の華を振りまくファッションショウ。

 黒い靴下に帽子がニューモード。
 とっかえひっかえ帽子をかぶるモデルさん。
 図表と首っぴきで間違えないように。
 舞台の花嫁衣装に溜め息。
 早くも水着が登場。ふるえるモデル。
 楽屋の火鉢。
 子供も夏姿で舞台へ。
 寒い戸外では夏ファッションの写真撮影。

 マスクをかけた東京 世相、医療  流感が猛威をふるい、患者続出、ワクチン少
 なくお手上げ状態の２月の東京。  教室も教員室もマスクだらけの小学校。

 持参のポットはうがい薬。
 街や電車内もマスクだらけ。
 お巡りさんもうがい励行。
 警察も消防も欠勤続出。ベッドで待機の消防署員。
 マスクだらけのマスク屋さん。
 ワクチン不足に悩む保健所。
 国会議員も池田首相もマスク。
 病院では看護婦もうがい。
 休診つづきの町医院。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 トンと下らぬ豚肉 世相、物価、  生産過剰で値の下がった豚肉は生産者の悩み

産業  。下らぬ小売値は枝肉の取引に問題がある。  豪華な豚のアパートは赤外線完備で寒さ知らず。
 広い牧場で丸々太った豚が大量生産。
 成長早い黒豚は年３回転の生産が可能。
 農家から安値でひきとられる豚。
 セリ市。子豚は一昨年の半値。
 貨車で東京芝浦の屠場に送り込まれる豚。
 捌ききれずはみだす豚。逃げ出す豚。
 ひそかに枝肉が取引きされる。
 さっぱり下がらぬ小売値段。
 小売値を調査する主婦連。
 セリ市が必要か、屠場を視察する河野農相。

毎日ニュースNo.３７８ 1962．2.28  アメリカ人間衛星成功  トピックス、  米初の人間衛星フレンドシップ７はグレン海
宇宙  兵隊中佐を乗せ、地球を３周して無事帰還。  米初の人間衛星に乗り込むグレン中佐。

 フレンドシップ７のカプセルに入る中佐。
 轟音とともに空中へ浮かぶロケット。
 市中の街頭テレビを見上げる黒山の人。
 真っ直ぐ大空へ上昇するロケット。
 アニメ－１３分後軌道に乗った衛星。
 カプセルの中のグレン「視界は美しい」
 食事をとるグレン。
 アニメ－地球３周するフレンドシップ７。
 ４時間56分の宇宙飛行後太平洋上に着水。
 宇宙服を脱ぎ仲間と談笑するグレン。
 出迎えのアンナ夫人と愛児たち。
 ケープカナベラルへ。大観衆のパレード。
 壇上のケネディ大統領とグレン中佐。
 ケネディ「アメリカの威信は高まった」
 両者握手。

 浩宮さまの誕生日  皇室  ２月23日満２才のお誕生日を迎えられた浩宮
 さま。  階段を独りで上り下りする浩宮。

 美智子さまとおもちゃ遊び。
 そのやんちゃぶり。
 母とお庭でかくれんぼ。

 新聞・今と昔  トピックス、  ２月21日毎日新聞は創刊９０年を迎えた。
文化  パーティ会場の上田常隆社長。

 池田総理。
 曽野綾子。
 広重筆・東京日日新聞の錦絵。
 明治５年の創刊号。
 写真・着物姿で活字拾い。
 大八車で新聞輸送。着物姿で配達。
 昭和14年・太平洋無着陸横断のニッポン号。
 昭和31年・マナスル初登頂。
 輪転機、活字組みを見学する子供たち。

 上を向いて歩こう  世相、交通  最近の街は「頭上注意」「足元注意」「左右
 注意」いったいどこを見て歩けばいいんだ！  電車とホームの間の広いスキ間。

 屋根を見上げモグリ視聴者を捜すＮＨＫ。
 煤煙の煙突を見上げる都庁のお役人。
 競馬場では捨てられた馬券を捜す人。
 事故を起こした坂本九も前を向いて安全運転。
 交通係のお巡りさんは左右確認の看板を出す。
 建築現場では頭上注意。
 国会での質問も「上を向いては歩けない」
 さかんに上を見ながら歩く人々。
 建築現場の注意書きも「上を向いて歩こう」

 毎日ニュースNo.３７９ 1962．3.7  泳ぐ日を待つ  トピックス、  早春のやわらかい日のなかで、愛知県岩倉町
季節  では鯉のぼり作りがおおわらわ。  鯉幟作りにおおわらわの愛知県岩倉町。
産業  日差しの庭でピンと張った布に彩色する。

 そのあざやかな手捌き。
 染めあげた布を川に運び水洗い。
 再び庭で天日干し。

 グレン中佐凱旋  トピックス、  宇宙旅行から帰ったグレン中佐は米議会で演
宇宙  説。ニューヨークで熱狂的な歓迎を受ける。  雨のワシントンをパレードするグレン夫妻。

 割れるような拍手で迎える米上下両院。
 演壇のグレンは同僚の成果を紹介。
 ユーモア混じりに演説するグレン。
 3/1 紙吹雪のニューヨークをパレード。
 史上最大の歓迎ぶり。
 車に駆け寄って握手する多くの市民。
 まかれた紙吹雪の量、3500トン。

 泡の効用  トピックス  鋸で引ける泡入りコンクリート、水のあぶく
産業  のマッサージ、役にたつ泡、たたぬ泡。  工事現場でもてもての泡入りコンクリート。

 鋸で引け、釘も打てる。
 水にいれればブクブク泡立つ。
 泡の防波堤実験。
 造船所での泡の実験。
 小児マヒの子供たちにアブクのマッサージ。
 下水処理場では合成洗剤の泡が邪魔。
 泡のたたない洗剤が完成（メーカー）。
 デパートの洗濯機売り場「濯ぎがラクです」

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 卒業を前に 教育  後輩のためにセーラー服を制作する高校。卒

スポーツ  業を前にして心温まるいくつかの物語。  念願かない５３才で高校を卒業した主婦。
芸能  山で木の根や石を拾い集める小学生たち。

 ６年間の思い出を根や石に刻む。
 女子高校の家庭科の時間。
 後輩に残すセーラー服づくり。
 大学の野球部では先輩の角帽を後輩に残す。
 卒業記念に生徒の似顔絵を書く中学校長。
 人形浄瑠璃の伝統を受け継ぐ生徒たち。
 卒業公演の練習に打ち込む。
 ある女学校では美容講座。
 化粧品をプレゼントする美容部員。

 毎日ニュースNo.380  1962．3.14  アルジェリア戦争終結へ  世界  ７年５か月に及ぶドロ沼のアルジェリア戦争
 に終止符をうつエビアンの和平会談大詰め。  警官による夜の検問が続く道路（フランス）

 戦争  （回顧）
 1958.5　アルジェリアを訪問したド・ゴール。
 ＯＡＳサラン将軍とバルコニーに立つ。
 反ド・ゴール で解任されたマシュー将軍（仏）
 舗道の石を運ぶ市民（アルジェリアの反仏暴動）。
 敷石がはがされたアルジェ市街俯瞰。
 各地で蜂起したＦＬＮ (アルジェリア民族解放戦線）
 アルジェリア独立反対の仏人と警官隊の衝突。
 膨大な戦費に危機感のフランス議会。
 禁じられた兵器の爆発。
 アルジェリア民族自決に反対する４将軍の首都占拠。
 （回顧終わり）ド・ゴール大統領邸。
 アルジェリア臨時政府との和平交渉に臨む大統領。
 官邸の厳重な警戒ぶり。
 反ＯＡＳテロの市民と警官隊の衝突（パリ）。
 デモによる死者の葬列が街を埋める。
 激化する秘密軍事組織ＯＡＳのテロ行為。
 130 年の植民地アルジェのカスバ。
 独立近いアルジェの街。

 山窩（さんか）のくらし  生活  古代語を現代に伝える山の民・山窩の調査が
 学術  作家・三角寛氏の案内で行われた。  山窩の山の生活（写真）。

 埼玉・東松山在槻川上流の数張のテント。
 竹ざる（箕）をつくる山の人々。
 作家・三角寛氏の案内で調査する東洋大教授たち。
 瀬ぶりと呼ぶ簡易なテント。
 両刃のナイフ。
 短い着物姿の若い女性。
 竹筒で茶（？）を温める。
 簡易な樋。テントのなかのようすなど。

 ツイスト・ブーム トピックス  ヒザや腰をくねらせよじって踊るツイストが
若者  若い人達に大流行。  激しく足腰をひねる若者たち。

 3/10　銀座。ツイスト大会に踊りまくる。
 踊る子供と親。着物姿の中年女性。
 ついに裸足になった女性。
 床に座りこんだ若者。

 あるローカル駅 トピックス  洞海湾に臨む筑豊線藤の木駅と二島駅は身体
交通  障害者の駅員の駅として再出発した。  貨物列車の入れ換え。操車場の作業風景。

 危険な連結作業。
 足をケガした人たちの療養所生活。
 手足の不自由な人のための筑豊線藤の木駅。
 不自由な手足を補う器具を考案した駅員達。
 義手で金を数える。切符を切る器具。
 朝のラッシュアワー。
 ホームを往復する両足不自由な助役さん。
 隣の二島駅。障害者実務指導訓練駅の看板。
 左手で算盤はじく助役さん。
 両足切断した荷物係。
 義手義足を外し風呂を楽しむ駅員。
 互いに下着を着せあう。

 毎日ニュースNo.３８１  1962．3.21  外国選手のお手並拝見  スポーツ  世界一流６選手を迎えた第２回室内陸上競技
 国際大会。  都体育館の第２回室内陸上競技国際大会。

 880ヤード、 ニュージーランドのピーター・スネル選手。
 走幅跳び。米のラルフ・ボストン選手。
 60ヤードハードル 米ヘイズ・ジョーンズ選手。
 ご観戦の義宮、秩父宮妃。
 棒高跳び、グラスファイバーのユールセン

 出席をとります  政治、国会  最近の東京新名所は国会議事堂。欠席、居眠
 りの多い衆議院の苦肉の策とは。  観光バスが並び新名所となった国会議事堂。

 陣笠代議士囲んで記念撮影。
 議事堂内見学者の列。外に待つ人々。
 空席多い議席。
 裏返しの多い議員の名札。
 登院し名札を立てる議員たち。
 久しぶりに顔合わせ話に夢中の議員たち。
 ヒナ壇も議席もあくびに居眠り。
 あきれる傍聴者。
 委員会も空席多し。
 委員会に遅刻して叱られる河野農相。
「大臣の出席が遅い」と注意する委員長。
 居眠りする委員たち。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 集団就職  世相、若者  社会人として第一歩を踏み出した中学卒業生

 たちは集団就職列車で故郷を後にする。  就職中学生の壮行会（食事する親子）。
 雪舞う駅の蒸気機関車。
 別れを惜しむ就職者と親兄弟。
 心細い汽車の中。付き添いの親。
 東京へ到着。
 バスで東京へ出る宇都宮の子供たち。
 逆に就職者を迎えた宇都宮の工場。
 肉屋さんへ就職した子。先輩に挨拶。
 人集まらず閉鎖寸前の川崎のパン訓練所。
 上野駅の職業相談室（東京都）。
 職場を飛び出した人の相談にあたる職安。
 静岡県のある織物工場で待遇に意義あり。
 長崎からやってきた待遇調査団。
 調査団の録音テープを聞く父兄たち。
 条件にクレームをつける父兄。
 別府港。別れのテープが舞い船出する若者。

 毎日ニュースNo.３８２  1962．3.28  貰いものか借金か  政治  終戦時配給された米放出物資（ガリオア・エ
 ロア）は借りたか貰ったかでもめる国会。 ガリオア・エロア返済の承認を求める池田総理

国会  戦後の放出物資は貰ったものという社会党。
日米  委員会で払うべきものと答弁する池田総理。

 攻める社会党の黒田委員。
 willと shallの違いを攻める野党。
 たばこを吸う池田と小坂外相。
 答弁する小坂。
 笑って終わりにする池田と小坂。野党議員。

 両陛下動物園へ  トピックス 天皇皇后両陛下は80周年を迎えた上野動物園に
お出かけになりました  上野動物園にお着きの両陛下。

 皇室 二挺拳銃で出迎えるチンパンジー。
 80周年の上野動物園。モノレールの両陛下。
 翔び去るツルに苦笑する陛下。

 佐田の山二度目の優勝  スポーツ  大相撲春場所。二度目の優勝で大関昇進をき
 トピックス  めた佐田の山。  大鵬を押し出す佐田の山。

 賜杯を受ける佐田の山。
 ファンに囲まれパレード。盃のむ佐田の山。

 盲目の卒業生総代  教育  両眼失明で卒業生総代となった早大生・木塚
 泰弘君。  点字タイプ とテレコで勉強する木塚君。

 トピックス  卒業論文について教授と話す。
 3/25　靴を磨いて、卒業式に臨む木塚君。
 友に手を引かれて壇上に立つ木塚君。
 友と卒業の挨拶。父に手を引かれて帰る。

 裁ききれない交通違反  トピックス  増える一方の交通違反者でマヒ状態の東京の
 交通裁判所。日に集まる罰金８００万円。  受付開始とともにどっと流れ込む人々。

 交通  交通裁判所は連日超満員で交通整理。
 マイクで違反者を案内する係員。
 １階取調室。担当官にねばる違反者。
 ２階の検察庁へ。ここでも長時間待機。
 ベルトコンベアで処理のスピード化。
 ３階の裁判所で罰金の言い渡し。
 罰金払う行列。待たされてイライラ。
 一日の集金８００万円。
 違反者「大東亜戦争に負けたのも官僚の非能率」
 違反の押印で返された免許証。
 外へ停めた車がまた駐車違反。
 逆戻りする違反者。

 毎日ニュースNo.３８３  1962．4.4  「ガリ・タイ」で国会混乱  政治  ガリオア・エロア対米債務とタイ特別円協定
国会  審議中の国会。質疑打切り強行で混乱。  ガリ・タイ特別円協定審議の衆院外務委。
日米  質疑打切りで委員長席に殺到する与野党議員。

 もみくちゃになる森下外務委員長。
 社会党議員に油を絞られる森下。
 質疑打切り以前に戻せ戻さないで丁々発止。
 社会党の審議拒否でガラン洞の国会。
 自民だけの本会議場。

 選抜野球開幕  スポーツ  ３月29日、甲子園球場で開幕した第３４回選
野球  抜高校野球大会。  入場する全国の精鋭２３校。

 法政二高、上田大会会長に優勝旗返還。
 くりだした応援団。８日間の熱戦始まる。

 プロ野球の外人部隊  スポーツ  舶来選手花ざかりの日本プロ球界。
野球  ３人の外人選手をむかえた最下位三原大洋。

 マクナマス選手用の新居。
 東映・白仁天捕手。
 阪神二軍で調整するブラウン投手。
 来日８年阪急バルボンは箸使いも上手。
 日本語を学ぶ大毎テスタ捕手。
 オープン戦で活躍するテスタ。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 春闘動き出す  世相、春闘  総評と中立労連の春闘が動き出した。港湾と

 炭労の動きが今年の特徴。 全国32の港湾労働者が一斉ストに突入
 港湾労働法の制定に同調するアジア・太平洋
地域の港（初の国際ストに発展）。 
 外国人を説得するピケ隊員。
 身分保障を要求する日雇労働者。
 手配師の指示で沖へ向かう日雇労働者。
 3/28　私鉄スト第一波。
 国鉄本社に押しかけた国鉄労組。
 電車の乗務員を確保する国鉄労組。
 品川駅での座り込み。
 混乱するダイヤ。
 石炭政策の転換を求めて上京する炭労。
 出迎える原炭労委員長。
 所沢にできた急造の炭労テント村。
 北海道・九州から１０万人動員計画。
 トイレ・風呂・食事の臨戦態勢。
 国会へ陳情・デモするヤマの男たち。

 毎日ニュースNo.384  1962．4.11  きょうから一年生  教育  各地から届いた一年生入学だより。
一年生  ビルの谷間の泰明小は新入生が減るばかり。

 郊外のマンモス団地では開校式と入学式。
 田無では一足はやい教科書無償配付。
 美唄小では三つ子の兄弟入学。
 さっそく父兄ともども交通教育の小学校。

 作新が初優勝　－選抜－  スポーツ  第３４回選抜高校野球は出場２度目の栃木・
野球  作新学院が初優勝。  4/7 選抜決勝。日大三高対作新学院。

 １対０で初優勝の一瞬。
 エース八木沢。
 キャプテン中野に優勝旗渡す上田会長。
 宇都宮駅に着いてもみくちゃのナイン。
 電柱・屋根の上から歓迎する人々。

 掛声だけの「正常化」  政治、国会  森下委員長釈明で始まった衆院外務委。また
 も混乱のうちに「ガリ・タイ」可決。  「混乱は遺憾」とする森下委員長釈明で始ま

った衆院外務委の攻防戦。 
 社党岡田春夫、中川条約局長を攻める。
 資料不備で立ち往生の局長。
 矛先は池田総理に。その答弁でひと悶着。
 委員長の質問打切りで再び紛糾。
 大混乱の委員会室。
 衛士に守られ抜け出す委員長。
 社党欠席でガリ・タイ可決。
 暁の本会議。

 サラリーマン物語  世相、一年生 希望に胸ふくらむ昨今のサラリーマン一年生
 入社式の大勢のサラリーマンたち。
 電話応対特訓中のＯＬ。
 洋酒会社では酒の味訓練。
 ガム会社ではまずガムを噛んで。
 煙草の味を調べるのも仕事のうち。
 大阪のある会社では朝の読経から。
 社員が一日社長をつとめるある会社。
 人間管理室の順番待ち。
 実は上役の人形を殴ってうっぷん晴らし。

 毎日ニュースNo.385  1962．4.18  賑わう高山祭  祭事、季節  岐阜県高山市の無形文化財「高山祭」が四月
文化財  十五日始まる。  4/14～15　古い情緒の街をゆく高山祭。

 家の前に清めの砂をまいて山車を待つ。
 動く陽明門といわれる豪華な山車。
 橋を渡る数基の山車。
 趣向を凝らしたカラクリ人形。
 五万の人出。

 夢の超特急街を行く  交通  夢の超特急試作車第一号がテストのため、深
 夜東京から蕨へ運ばれた。  東海道新幹線第一号車が誕生。

 江東区の工場から蕨市へ移動。
 貨物駅までトレーラーに乗せられて…
 夜の街をノロノロゆく。
 低い陸橋の下は慎重に。

 山頂の芸術家  芸術  土岐市・快遊山の“美濃の仙人”の陶芸生活
生活  。実は武蔵野美大講師・松山祐利さん。  土岐市山中の陶芸家・松山祐利さん。

 制作風景。
 立派な作品で大学の講師に。
 土を掘り出す松山さん。
 土つくり。
 絵付けと釉薬かけ。
 窯入れ（鎌倉時代の穴窯）。
 水を汲んで湯をわかす。
 静かな夜、独り茶の時間。

 求ム貸間  世相  増え続ける東京の人口。転勤、入学、結婚に
生活  不足の貸間争奪戦春の陣。  ズラリ軒を並べた貸間の周旋屋。

 貸間をさがす人。
 周旋屋のおばさんと借手。
 建設中のアパートまで見にゆく。
 住宅不足につけこむ違法建築。
 大学の下宿係。競争率は１０倍。
 学生たちの斡旋所に群がる学生たち。
 希望者はジャンケンで。
 あげくは家主さんの面接試験あり。
 ８秒で即決という呼び込み屋も出現。
 狭くて高い東京の貸間。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 毎日ニュース第３８６号  1962．4.25  水の出ない東京  生活、水  東京の水不足は日一日と深刻さを増している

 ２年続きの水枯れで底をついた小河内ダム。
 節水を呼び掛ける東京都。
 営業中止の室内プール。
 止まった公園の噴水。
 病院でも水の用意。水道局でも。
 午後１０時一斉に閉められる水道管。
 苦しい風呂屋。深夜喫茶。
 衛生局は料理屋まわって衛生に注意。
 雨乞い神社の神だのみ。
 消防署はドブ川を堰き止めて利用。
 給水車。お手あげの水キキン対策。

 尾をひく藤山発言  政治  池田総理の金看板経済政策にものいいをつけ
 た藤山経済企画庁長官発言の波紋。  観桜会の池田総理。

 本会議場の池田と藤山経企庁長官。
 閣内不統一をつく社会党。
 池田「内閣は一糸も乱れていない」
 藤山「自由主義社会で意見の違いは当然」
 経済会合に欠席の自民大物（佐藤、水田）。
 北海道の社党河上委員長「内閣不信任だ」
 民社の西尾「社会党に同調する」
 激化する池田経済政策批判。

 ユーゴの柔道熱  スポーツ、  ユーゴでは女性の柔道熱が高まっている。
柔道  ベオグラードの美しい女性たち。

 女性専用の柔道クラブ誕生。
 受け身から護身術まで。
 美容にもいいとさかんな練習。

 春を花と木で  季節、花  季節柄ぐんと増えている花の需要。各地に咲
 いた花の話題。  千葉県白浜の花栽培。

 威勢のいい花市場。
 さかんな植木市。
 公園の花壇の手入れ。
 花いっぱい全国大会の秩父宮妃。
 駅前ロータリーは婦人会の手で。
 路上や駅構内の花飾り（久留米駅）。
 茨城県大宮町のガンマー農場。
 放射線で花や木の品種改良。
 サイレンを合図にガンマー線放射。
 福井県の山中にアカマツの苗を植える両陛下。
 残雪の木曽谷では営林署員が苗の植栽。

 毎日ニュースNo.３８７  1962．5.2  米核実験を強行  世界、核実験 ３年半ぶりに再開したアメリカの大気圏核実
 験に抗議の波紋。  4/26　巨大なキノコ雲（※）

 実験場図－太平洋クリスマス島。
 アメリカ大使館に押し掛けた抗議デモ。
 放射能対策本部はマグロの放射能検査。
 放射能防護服で調査の訓練。
 飲料水の濾過器目メーカーに注文殺到。
 名古屋のライシャワー大使に抗議デモ。
 抗議文を受け取る大使。
 東工大では全学抗議スト。
 日米英学生抗議集会。
 抗議の学生デモ。
 数寄屋橋に座り込む市民デモ。
 広島原爆慰霊碑前でも座り込む。

 天皇の著書一斉発売  皇室  天皇陛下６１才のお誕生日に、ご著書「那須
 の植物」が全国一斉発売された。  書斎の天皇陛下。

 ご著書「那須の植物」。
 那須ご散策の両陛下。
 ４月２９日一斉発売。本屋さんの整理券。
 参賀の市民と応える陛下。

 モンタンがやってきた  芸術、芸能  世界の恋人イブ・モンタンが来日。孤児院を
 訪ねるなど優しい心遣いをみせた。  ４月２５日羽田に着いたモンタン。

 主催者の毎日新聞社にあいさつ。
 ２７日大田区の孤児院を訪問。
 お菓子くばるモンタン。
 公演会場を下見するモンタン。
 舞台のモンタン。

 もたつくオリンピックコース  スポーツ、  戸田町がボートコースの返上を決めてオリン
五輪  ピック準備は一頓挫。  戸田町の返上で暗礁に乗り上げたボートコース。

 戸田町小野議長「国の祭典なのに納得いかない」
 廃止を申し渡された競艇。
 裏方さんたちもスクラム。
 立ち退きを迫られた家。
 バスと混雑の国道１７号。
 4/26　国会で問題に。
 小平総務長官「知事に任せている」
 栗原知事「国と組織委の答えを待っている」
 田畑組織委事務局長「知事にお任せ」
 4/29　早慶レガッタで慶応優勝。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 毎日ニュースNo.３８８  1962．5.9  死者１５７人の大惨事  事件、交通、  連休中の５月３日夜常磐線三河島駅構内で二

 　－三河島駅の二重衝突－ 事故  重衝突。死者１５７人の大惨事となった。  ５月３日夜三河島駅構内で衝突事故発生。
 現場へ駆けつけ、死傷者を救出する市民。
 遺留品の山。救急車で付近の病院に収容。
 断水で手術も思うにまかせない有り様。
 張り出された死亡者の名前。
 安否を気づかう人々。
 柩がどんどん寺へ運ばれる。
 死者を確認する人々。
 翌朝の事故現場（空撮）。
 線路下の民家に突っ込んだ電車。破壊された 車内。
 現場で沈痛な表情の十河国鉄総裁。
 復旧作業。吊り上げられる車両。
 図－事故の経過。
 未明の古河駅での衝突事故挿入。
 貨物の機関手「結果的に錯誤だった」
 国会で「国鉄は労使共たるんでる」
 十河「たえず決死の覚悟でやっている」
 復旧した常磐線。

 ゴールデン・ウィーク  季節  どこもかしこも人と車で足の悩みも膨れ上が
観光  った今年のゴールデン・ウィーク。  麦畑のなかをデモがゆく。
行楽  ひとで埋まった神宮外苑のメーデー。
祭事  手を繋ぐ親子。行楽地なみのごみの山。

 東京駅の乗車券発売センターは大忙し。
 新宿駅のザックの列。車内は荷物列車。
 旅館では猫の手も借りたい女中さん。
 田植えの最中の水郷地帯を観光船がゆく。
 諏訪御柱祭に観光客がおしかけた。
 雨中の交通違反取り締まり。
 畑のなかの温室で油を絞られる運転手。
 行楽地の車は田んぼまではみ出した。
 熱海お宮の松前は大混雑。
 箱根名物有料道路で引き返す車。

 毎日ニュースNo.３８９  1962．5.16  水のない都  生活、水  小河内ダムが底をついて東京の水道は非常事
 態。水を使う商売は軒並みお手上げ状態だ。  底をついた小河内ダム。

 水道栓閉める水道局（１３時間給水制限）。
 ２４時間断水に備える家庭の台所。
 井戸堀りの民家。
 水筒・弁当持参の学校。
 便所に並ぶ子供。水洗は先生の仕事。
 銀座裏のお風呂屋は行列。
 床屋も水の汲みおき（洗髪を宣伝）。
 そばやさんも袋入りそばの新発明。
 川原に並ぶ洗車の列。
 列車洗いもバケツで。
 手洗い所に並んだ節水の張り紙。
 お手上げのダムでは雨乞い。
 利根川開発計画は先のこと。苦しい水道局長。
 一日２時間給水に泣く都民。

 現代日本美術展ひらく  芸術  毎日新聞主催の第５回現代日本美術展。新し
 く新人発掘のコンクール部門が設けられた。  上野・都美術館の第５回現代日本美術展。

 林武さんら第一線級の作品がズラリ。
 彫刻の数々。コンクール部門の展示作品。

 大砲入りの音楽会 芸術 ２千人の大吹奏楽演奏会が西宮球場で行われ 自衛隊の大砲が運び込まれた西宮球場
 、自衛隊の本物の大砲がつかわれた。 小学生から大学生の吹奏するチャイコフスキーの

「序曲１８１２年」。
 大砲を撃ち鳴らす自衛隊。

 三河島に想う  事故、交通  三河島駅の大惨事はなぜ起こったか。事故原
 因を検証する。  献花が並ぶ三河島駅の事故現場。

 事故の経過。21:35 貨物列車三河島駅通過。
（実際は信号を無視して脱線。）
 ４分遅れの下り電車がこれに衝突。
 発煙筒点火、振り回す駅員。
（上り電車に知らせる発煙筒を失念。）
 発煙筒の点け方から乗務員の再教育。
 赤信号を電車に知らせる警報装置の研究。
 赤信号を感知して自動停止する電車。
 レバーを離すと自動停止する電車。
 過密なダイヤグラム。
 やたらに多い信号機。
 機械で疲労度チェック。
 新幹線のコンクリート枕木据えつけ。
 三河島の被害者「どこへぶっつけたらいいか」
 ある踏切では人命救助で殉職した駅員もいる。
 被害者宅へお悔やみに歩く十河国鉄総裁。

 毎日ニュースNo.３９０  1962．5.23  初夏を訪ねて 季節、漁業  響灘のウニ採り、加古川の若アユ、奈良のう
祭事  ちわまき法会など初夏の話題。  九州若松の響灘はウニのシーズン。

 兵庫県加古川は若アユのシーズン。
 アユが生きたまま食卓へ（レストラン）。
 アユの踊り食いに翻弄される客。
 田川市の夏祭り。
 やまがさと一緒に川渡り。
 唐招提寺のうちわまき法会。
 ３千本の宝団扇に群がる善男善女。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 米軍タイに上陸  戦争、世界  三派連合政府が樹立されず再び緊迫するラオ

 ス情勢。タイ国境に上陸展開する米海兵隊。  図とともに 
 右・ブンウム派対中立・プーマ、左パテト・
 ラオ連合軍。 
 避難民。
 右派にテコ入れする米軍物資。
 現地民を訓練する米軍事顧問団。
 昨５月停戦。ネール首相らの休戦監視委員会発足。 
 今５月、ブンウム対パテト・ラオの衝突再燃。
 視察するマクナマラ米国防長官。
 5/12　米第７艦隊に出動命令。
 ヘリでタイ国境に集結する米海兵隊。（※）
（以下当社物）
 日本駐留の米軍輸送機（一部タイへ移動？）
 来日したコリンズ太平洋陸軍司令官が在日米
軍を激励し、ラオスへ向かう。

 日本にきたガガーリン 宇宙日ソ  世界初の宇宙飛行士ソ連のユーリ・ガガーリ
 ン少佐が来日。さかんな歓迎を受けた。  5/21  ガガーリンを迎える羽田。

 下り立つガガーリン少佐とワレンチナ夫人。
 ５年後に月征服と語るガガーリン。
 市中パレードで宿舎へ。
 池田総理、三木科学技術庁長官を訪問。
 歓迎会で乾杯。

 乾山をつくる人  芸術、陶芸  「佐野乾山は私も作った」真贋論争をよそに
 八世乾山をめざす陶芸家山本喜市さん。  名古屋市での個展。陳列された陶器。

 土を掘り出す山本喜市さん。
 犬山市の長屋住まいの工房で土つくり。
 陶器に乾山風の銘を入れる。
 窯炊き。「乾山は私も作った」と語る。
 山本「乾山になりきって私も学んでいる」
 様々な乾山の銘を書いてみせる。
 鑑定にくる人（中には自分の作った乾山も）
 仮寝で作業。
「贋物にあらず、乾山の心をうつしている」
 「八世乾山」を名乗って新たな出発を。

 毎日ニュースNo.３９１  1962．5.30  フェアウィンに栄冠  スポーツ  雨の第２９回日本ダービーは伏兵フェアウィ
－日本ダービー－　 競馬  ンが優勝。  5/27　雨の東京競馬場。

 第29回日本ダービー、32頭のスタート。
 最後の直線、セッドヒートを抜け出すフェアウィン。
 １着賞金７００万円。

 宇宙飛行士の見た日本 宇宙日ソ  初の宇宙飛行士ガガーリンの日本かけあし旅
 行。  アメリカの人間衛星船オーロラ７に乗り込む

カーペンター少佐。
 5/24打ち上げ。地球３周する。（※）
 国会を訪れたガガーリン。
 早大課外授業で話すガガーリン。
 関西の歓迎会で浴衣姿のガガーリン。
 桂離宮のガガーリン。
 目抜き通りは人の波。
 空から見たり、多忙なガガーリン。

 照る日曇る日  生活、水、  東京の水飢饉にほんの少し恵みの雨。降れば
災害  降ったで出水騒ぎの東京。  今日も上天気の東京。

 人工降雨の実験。
 久し振りの雨に頭痛鉢巻きの水道局対策会議。
 「狩野川クラスの台風が欲しい」小河内ダム。
 引き合いに出された狩野川台風の被災地。
 梅雨時の出水に備えて利根川では堤防工事。
 新しい建設省の総合土木実験センター。
 利根川模型で洪水の被害実験。

 毎日ニュース第３９２号  1962．6.6  東京に新球場  スポーツ  東京・南千住に大毎オリオンズのホームグラ
野球  ウンド、東京スタジアムができた。  南千住にできた東京スタジアム。

 エレベータ付ゴンドラシート。
 案内嬢の練習。
 人込みをあてこんだパチンコ屋。
 6/2 開場。お巡りさんも大量動員。
 パ・リーグ勢揃い。
 ダイヤモンドに初の芝生。
 初ゲームはナイター、大毎対南海。
 夜空に浮かぶ新球場。

 野口の善戦およばず  スポーツ  5/30　世界フェザー級タイトルマッチは挑戦
拳闘  者野口恭が判定負け。  蔵前国技館での世界フェザー級タイトル戦。

 タイのチャンピオン、キングピッチ対野口。
 観客席に石原裕次郎。
 チャンピオン、足元ぐらつくも後半形勢逆転。
 キングピッチ、３度目の防衛に成功。

 タネもシカケもございます  世相、芸術  季節に先駆けて奮闘する商業写真の舞台裏。
 ビールのＣＭどりの女優さん。
 １枚の写真に１打のビールが泡に。
 風がスカートをめくる 
 ポスター写真あれこれ。
 スタジオを占領したチビッコたち。
 お菓子を離さぬ子にひと苦労。
 泣き出す子も。
 暴走バイクの砂をかぶるカメラマン。
 車上のＣＭどり。更衣室は助手の役。
 水中撮影で撮る。
 スタジオに車を持ち込み毛皮の撮影。
 扇風機で仰ぐ助手さん。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 毎日ニュースNo.３９３  1962．6.13  （タイトルなし）  政治、選挙  冒頭に、参院選投票のＰＲ。

 子供を使ったミニホームドラマ。
 参院選はじまる  政治、選挙  6/7 参院選が公示され、選挙戦が始まった。

 北海道から全国遊説に乗り出した池田総理。
 「物価高の責任は池田総理」という社党河上
委員長は札幌へ。
 飛行機で飛び回る社党江田書記長。
 民社西尾は大阪へ。
 狭い選挙カーで各地を回る。
 不在者投票する遠洋航海の乗組員。
 １か所に揃い踏みした選挙カー。

 鉄道博開く  交通  国鉄９０年の歩みを一目で見る鉄道博覧会（
 毎日新聞社主催）。  京大宍戸教授宅は応接室いっぱいの鉄道模型。

 鴨居の上にレールを敷いた脚本家（関沢さん）
 本物そっくりの鉄道レイアウトを作った人。
 晴海で開幕を待つ鉄道博。
 ＳＬの草分け義経号。
 松山からきた坊ちゃん軽便鉄道。
 マニアがマッチ１万本で作った展望車。
 煙草の空き箱列車も陳列。
 趣味で集めた鉄道資料（弁当の包み紙）。
 人を乗せ石炭で走るミニＳＬ（制作に15年) 。

 ２６聖人百年祭  祭事  慶長元年日本最初のキリシタン殉教者となっ
 た２６人の列聖百年祭が大浦天主堂で開幕。  世界から長崎に集まったカトリック信者。

 6/9 盛大な前夜祭。
 京都－長崎８００キロを歩いた巡礼団。
 殉教の丘に完成した２６人の記念碑。
 秀吉に処刑された２６聖人を偲ぶ人々。

 さっぱり開かぬかちどき橋  交通  東京の隅田川名物勝鬨橋も陸の自動車ラッシ
 ュには勝てず開かずの橋となっている。  空から見た勝鬨橋。

 開かずの橋を解説する遊覧船。
 間もなく橋が開くアナウンス。
 朝一度船の通過時だけ開く橋。
 感謝の汽笛を鳴らして通過する船。
 橋が閉まって整備する職員。
 上がってゆく橋。高所で点検作業。
 開いた橋で渋滞する陸の自動車。
 やがて開かずの跳ね橋に。

 毎日ニュースNo.３９４  1962．6.20  うっとうしい季節  季節、祭事  恵みの雨も土砂崩れを起こす厄介もの。選挙
選挙  戦やスポーツ泣かせの雨いろいろ。  梅雨の訪れも小河内ダムには焼け石に水。
災害  大阪・住吉神社のお田植え祭。
スポーツ  長雨で土砂崩れ被害。

 横浜の造成宅地が土砂崩れで民家直撃。
 東京の泥んこ道の車と人。
 梅雨なし北海道では砂埃。札幌では火災。
 雨に泣かされた選挙遊説。
 雨中のナイター。
 久々の晴れ間。団地の窓は洗濯物ラッシュ。
 傘で飾ったデパート。
 電車の傘の置き忘れ。
 お天気相談所は大忙し。

 鉄道九十年の歩み 交通  毎日新聞社主催、国鉄後援の鉄道博が東京・
皇室  晴海で開幕した。  鉄道博でテープカットの高松宮ご夫妻。

 ＳＬは子供たちの人気の的。
 夏目漱石の坊ちゃん列車は珍しい。
 呼び物の動く鉄道パノラマ。

 不景気がやってきた 経済  倍増ムードが一転、景気調整に入り、不景気
産業  風が吹き始めた日本経済。  筑豊炭田にやってきた石炭鉱業調査団。
政治  疲弊ぶりにショックをうけた有沢団長。

 炭住の子供の笑顔に救われる。
 日本鉱業は８つの閉山を発表。
 ２千人の採用を一時停止した八幡製鉄。
 溶鉱炉の一部休止。堺工場建設ストップ。
 倒産続く繊維産業。
 織機に布をかける女子工員。
 景気調整から不況対策へ頭の痛い水田蔵相。
 財界人に低姿勢の池田総理、大平官房長官。
 社長さんたちの模擬団交。
 官庁のボーナス日、日銀から一千億の金が。
 民間企業では分割払い、社内預金の奨励。
 閉鎖したタクシー会社。残留の組合員。
 全従業員解雇したくろがねトラック。
 幹部宅へ陳情し気勢をあげる組合員。
 臨海鉱業地帯は埋め立て中止。

 毎日ニュースNo.３９５ 1962．6.27  波紋よぶ大学管理制度  教育、大学  政治家が口火を切った大学管理制度の改革。
 文部省、学長、教授、学生四つ巴で複雑化。  日教組を口撃する荒木文相。

 大学管理制度反対の日教組、日本学術会議。
 茅東大学長らも文相に申し入れ。
 東京教育大学では信任学長に反対ののろし。
 授業中学生自治会の選挙をする東大駒場。
 学園民主化で自治会スト。
 学生自治会が分裂した大学。

 大学管理制度反対学生デモ。
 車イスに乗った選手たち  スポーツ、  第10回国際身体障害者オリンピック（ロンド

五輪  ン）に出場の二人の選手。  国立別府保養所。
 二人の障害者選手。
 車イスで卓球する吉田勝也さんと伊藤工さん。
 水泳にも出る吉田さんの特訓。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 香港の水キキン 世界、災害  人口増加に水キキンの香港。

水  難民が増加する香港の水キキン。
 干上がった貯水池。
 雨量不足に水施設の不備が原因。
 水バケツを運ぶ子供たち。

 重役学入門  世相、学校  世は重役教育花ざかり。
 我孫子にできた“重役学校”経営研修所。
 デラックスな設備。
 ゴルフバッグ持参で入学する重役さん。
 ヒッシリ詰まったスケジュールで勉強開始。
 守衛もすべて軍隊調の会社。
 三星車から下りる社長は幕僚長。
 戦闘帽かぶった従業員。
 国旗掲揚。
 ラジオ経営学講座に聞き入る幹部たち。
 自分の胸像が立つ女社長。
 男性幹部を呼んで打ち合わせ。
 工場の団結の鉢巻きが気になる。
 ブラジャー研究に熱心な下着メーカー社長。
 重役学校ではマネキンになった社長さん。

 毎日ニュースNo.３９６  1962．7.4  国民の審判くだる  政治  第６回参議院議員通常選挙。野党敗北、自民・
 選挙 創価学会が勝利。タレント議員が初登場。  各党のＴＶＣＭ。

 ７月１日、投票日。
 お寺の鐘、花火、景品付など各地の投票運動。
 投票候補に迷う姿（６８％投票率）。
 山奥の村の投票風景（白川郷）。
 山をくだる投票箱。
 新聞社の速報板（毎日新聞）。
 全国最高点の藤原あき（ＴＶレント）。
 同じく源田実（前航空幕僚長）。
 ダルマに目を入れる池田総理。
 小林日教組委員長は社会党で当選。
 苦い顔の江田、成田、河上社会党執行部。
 惨敗の西尾民社党。
 地方区で一人当選の曽祢書記長（民社）。
 伸びて喜ぶ創価学会は第三勢力か。
 藤山辞任で政局は波瀾含み。

 観光シーズンひらく 観光、季節、  夏の観光シーズン迎えた北海道。１０年ぶり
自然  に噴火した十勝岳も観光スポット。  ポプラ並木をゆく観光客。夏観光の北海道。

 弟子屈の横綱大鵬の生家も観光スポット。
 増・新築ラッシュの温泉街。
 飛行機に乗って、広い北海道は空から。
 大雪山。窓から見る十勝岳の噴煙。
 １０年ぶり噴火の十勝岳を麓の村から。

 夢の超特急公開運転  皇室、交通  東京晴海で開催中の鉄道博に皇太子ご夫妻
 ご来場。公開運転された夢の新幹線。  鉄道博へ来場した皇太子ご夫妻。

 東海道新幹線モデルにご興味。
 モデル線で試運転された東海道新幹線。
 運転台から笑顔の十河国鉄総裁。
 走るスマートな車体。

 小児マヒとの闘い 医療、子供  二年続きの小児マヒ大流行の悪夢から立
直 り、ようやく緒についた小児マヒ対策。  街を消毒してまわる衛生局（ポリオ予防）。

 日本製の「鉄の肺」誕生。
 保健所でワクチンを摂取する幼児たち。
 国産生ワクチンの猿実験。
 ポリオウイルスの顕微鏡写真。
 ポリオ後遺症と闘う子供たち（全国数万人）。
 身障者学習施設。全国４千人分しかない。
 施設の増設を訴えるひとたち。
 一昨年小児マヒ大流行の源となった夕張市。
 小児マヒ訓練保育所へゆく親子。
 手足を動かす子供たち。
 訓練保母さんは１９才の藤岡さんひとり。
 休日トロッコで炭住街の子供を回る藤岡さん。
 ５０人の子供に一人の保母。お粗末な後遺症対策。

 毎日ニュースNo.３９７  1962．7.11  集中豪雨西日本を襲う  災害、水害  ７月１日以来九州を中心に中国、近畿２８府
 県に集中豪雨が襲い、甚大な被害を与えた。  西日本一帯に降り続く豪雨。

 水びたしになった福岡県大牟田市。
 佐賀、長崎、福岡３県が特にひどい被害。
 決壊堤防を復旧する自衛隊員。
 ４日後名古屋地方も大雨で水びたし。
 千種駅構内の土砂崩れ。
 崩れた地下鉄工事現場。
 ずさんな宅地造成による住宅も崩れた。
 第二波集中豪雨で山津波の九州地方。
 土砂崩壊で家屋を失った人々。

 立候補はいたしません  政治、選挙  自民党総裁（公）選にまつわるてんやわんや
 。池田勇人氏が再選された。  大臣辞めた藤山氏。

 福田氏（党風刷新懇話会）の訪問を受ける。
 料亭に集まった党人派（大野、河野ら）。
 藤山の出馬引き止めに懸命。
 佐藤氏（反河野派）も一時出馬に色気。
 大野氏に説得される藤山氏。
 藤山「立候補はしないことにした。」
 実力者たちを前に頭かく池田総裁。

 夏を売りだす  季節、商法  不景気もどこ吹く風。世は夏商戦にしのぎを
 けずる。  ハワイアンバンドで夏商戦のデパート。

 夏物バーゲンの赤札堂にお客殺到。
 七夕、景品付であの手この手の商店街。
 お札の数を当てる広告塔が町をゆく。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 富士は日本一の山  季節  開発すすむ富士山麓。一方ごみの山と化し

 たお山の清掃大作戦が展開された。  急ピッチで工事が進む富士ハイウェー。
 開発進む山麓の中核・ハイランド駅。
 火山灰地に建設進む団地、別荘。
 富士山クリーン作戦始動。
 握手する両県代表。
 背負いカゴを背に登山する自衛隊員。
 すさまじい空き缶の山に千人の大清掃開始。
 １００キロの空き缶を背に山を下りる。
 続々つづく登山者たち。早くも足元にごみ。

 毎日ニュースNo.３９８  1962．7.18  体操日本頑張る  スポーツ、  プラハでの第１５回世界体操選手権で日本男
体操  女は大活躍。女子団体は初めて３位入賞。  7/8 最終日の世界体操選手権のもよう。

 鉄棒個人で優勝した小野選手。
 遠藤、鉄棒・吊り輪で銀メダル。
 徒手では相原、遠藤が共に優勝。
 女子平均台で池田３位。
 メダルはソビエトに次いで１３個獲得。

 池田総裁を再選  政治、選挙  ７月１４日の自民党大会で予定通り池田総裁
 が再選。  7/14　自民党大会。吉田元総理の顔も。

 投票する吉田さん。
 犬養議長が開票結果を読み上げる。
 大平、大野の顔。
 佐藤、藤山の顔。
 木遣りの祝福を受けて、乾杯する池田総裁。

 テルスター成功  宇宙、通信  米欧間のＴＶ中継をめざす米通信衛星テルス
 ターの打ち上げとＴＶ中継実験の成功。  宇宙通信基地と通信衛星テルスター。

 打ち上げ。米欧間のＴＶ中継実験開始。
 アニメ－中継の仕組み（宇宙のＴＶ中継塔）
 成功を喜ぶジョンソン副大統領が欧州各国のＴＶ
 に出演

 集中豪雨のあとを行く  災害、交通  死者不明７１人を出した九州集中豪雨
 のツメ跡。とくに江迎町、太良町の惨状。  長崎県江迎町。崩壊した日窒鉱業所のボタ山。

 土砂に押し潰された駅、炭住、商店街(209戸)
 リヤカーに家財道具を積み避難する人々。
 付近の学校は避難所に。
 7/8 佐賀県太良町の土砂崩れ現場（大浦）。
 山津波に押し潰された50戸（死者不明42）。
 土砂に埋まってしまった長崎本線大浦駅。
 家を離れる被災者たち。
 接岸した自衛隊のブルドーザー。
 荒木文相被災地を視察。

 輸入された大リーガー  スポーツ、  いま日本プロ球界は外国人選手の花盛り。
野球  大洋、中日にスポットをあてる。  ボードに名が出る外国人選手名。

 大洋入りしたマクマナス、アグィリーの活躍。
 喜ぶ三原監督。
 中日・濃人監督も二人を輸入。
 大男ニューカムと並んだ阪神吉田。
 阪神小山に打ちとられたドビー。
 日本のストライクゾーンが判らないと愚痴。
 けっこう活躍する無名のソロムコ。
 とまどい気味のファン。

 毎日ニュースNo.３９９  1962.7.25  ヘビー級からフライ級へ  政治  党人派の巻き返しで派閥均衡の池田改造内閣
 　　　　－池田内閣改造－  が発足。別名大蔵省内閣、秘書官内閣。  官邸前のテント村。

 首相官邸に乗り込む大野、川島、藤山、河野
 池田総理の苦衷を語る大平前官房長官。
 河野氏は建設大臣に。
 黒金新官房長官就任の弁。
 うろうろする防衛庁長官。
 はにかむ近藤科学技術庁長官。
 並んだ池田改造内閣。
 自宅で着物で身仕度する近藤鶴代長官。
 三木前長官と引き継ぎ。
 池田夫人に挨拶。
 田中角栄氏蔵相に。
 綾部氏、運輸相に（藤山派）。
 池田「未経験者１１人、やりいい内閣だ」

 魚のアパート 産業、漁業  漁業不振と操業不安に揺れる北海道の沿岸
 漁業。魚礁・コンブ礁に期待が集まる。  出漁するノサップのコンブ漁民。

 流れコンブをひろう。
 だ捕され釈放された漁民たち。
 魚礁作り始まる。
 巨大コンクリートブロックを次々海へ投入。

 大荒れの憲法調査会  トピックス、  名古屋で開かれた憲法調査会の公聴会は
憲法  反対派が押しかけて大荒れとなった。  7.21　名古屋市公会堂に押しかけた全学連。

 公聴会阻止を叫び警官隊に波状攻撃。
 鉄柵が崩れて落下し、双方の負傷者６１人。

 低姿勢作戦敢行中  災害、教育  災害救助だけでない、体験入隊もある自衛
 隊の様々なＰＲ作戦。  九州被災地救援の自衛隊のトラックの列。

 機械力、人力で後片づけ。
 小学校校舎の地盤を建設中の施設大隊。
 サーカスそこのけのレインジャー部隊。
 ケーブルカー故障時の訓練中。
 積丹の無医村地区にやってきた医療部隊。
 海辺では音楽隊の演奏。ＰＲも忘れずに。
 武山駐屯地に中学校運動部員が集団入隊。
 皆で自衛隊の食事（３食で135 円）
 全国４万人が体験入隊の予定。
 ラッパで起床。まぶしい国旗掲揚。
 訓練する隊員の横で野球をする子供たち。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
 毎日ニュースNo.４００  1962.8.1  真夏の球宴　夢の球宴  スポーツ、  真夏の球宴・都市対抗とオールスター。

野球  7.28　小雨の後楽園で都市対抗の入場式。
 広島球場ではオールスター第２戦。
 ８回裏、尾崎（東映）・長嶋の対決。
 長嶋フォアボール。
 東映張本逆転ホーマーで泣くスタンドの母。
 勝利投手は尾崎。

 標準小売店 世相、物価、  生鮮食品の標準小売制度がスタートした。お
 八百森さんの場合 政治  陰で街では安値競争が勃発。  都で標準小売制度がスタート。

 標準店に選ばれた八百屋の八百森さん。
 視察に訪れた制度の生みの親、河野前農相。
 「値段で勝負」という向かいの競争店。
 夜遅く迄明かりが点いている両店。
 朝の開店も競争。市場から注文品も届いて。
 組合の電話で今日の標準値を受ける八百森。
 向かいの店は１円下げ、配達などの対抗策。
 値段に翻弄され、とまどう主婦たち。

 大臣故郷に帰る  政治  新大臣に地元は大騒ぎ。篠田自治大臣（北
 海道）と中垣法務大臣（愛知）を追った。  北海道へ帰った篠田自治大臣。

 パレードにはテープが飛ぶ。
 パーティでは握手の行列。
 ドーラン塗ってテレビ局回り。
 疲れてあくびも出る篠田大臣。
 吉良町にアドバルーン。道路整って。
 中垣大臣が到着。
 小旗の中をパレードと握手攻め。
 花火もあがって神社の境内は人の波。
 和尚に大臣認証を示す大臣。
 みこしまで繰り出して。
 開場もはみだすほどのバンザイ。
 お土産を渡して、次の開場へ。
 ビールをつぎまわる大臣。
 夜は提灯行列。

 毎日ニュースNo.４０１  1962.8.8  コレラ上陸  医療、事件  コレラ流行の台湾から着いたバナナ、船員の
 検疫、防疫大作戦。  大阪商船御影丸。

 関門港内にしのびこんだコレラ菌の消毒。
 乗組員の立ち回り先を徹底消毒する防疫班。
 旅館やバーは立ち入り禁止。
 乗ったと思われる列車まで消毒。
 佐世保の自宅の家族も病院へ隔離。
 保健所前はワクチン摂取で長蛇の列。
 魚市場、海水浴場も火の消えたよう。
 台湾バナナはすべて廃棄処分に（７万籠）。
 バナナは神戸港から和田岬へ直行し焼却。
 自衛隊の火焔放射機。
 羽田空港では台湾からの帰国者を検疫。
 到着した商船の立ち入り検査。

 日石、四度目の優勝  スポーツ、  第３３回都市対抗野球は横浜日石が名古屋
野球  日通をくだして四度目の優勝。  横浜日石が名古屋日通との決勝戦。

 佐々木が日通をシャットアウト。
 日石に四度目の優勝旗。佐々木に橋戸賞。

 アルジェリア内戦回避  世界、戦争  アルジェリアの危機的な内紛は敵対する指導
 者間の歩み寄りで回避された。  内戦のアルジェリアから仏本国へ海路避難

 ＦＬＮ間の勢力争いがつのるアルジェリア。
 歩みよる穏健派と急進ベンベラ派。

 海のパトロール  トピックス、海 水難シーズンを迎えて“動く病院”水難救助
 艇が大活躍。  遊泳禁止地区で泳ぐカッパ族。

 おぼれている子供を監視員が発見。
 救助艇のボートが救助に向かう。
 子供を救助艇に移し緊急処置。
 釣り船の間をゆくトイレット船。

 真夏の合宿 季節、一年生  山岳部、空手部、相撲部の合宿にみる大学新
 入生の暑い夏休み。  石垣にへばりつく大学山岳部の訓練。

 こんどはビルの階段をザックを背に登る。
 先輩を背負って登ったり下りたり。
 山形県の山奥では空手部員が合宿中。
 コブシで歩いたり腹の上を歩かれたり。
 新人の手づかみチャンコ鍋は相撲部の合宿。
 棒キレでしごかれる部員たち。

毎日ニュース  No.402 1962．8.15 お盆列車は超満員 交通、季節 月遅れのお盆を控えた８月１５日。上野駅は
約１８万という記録的な帰省客で大混乱。

お盆の帰省客が上野駅ホームで大混雑
臨時列車の掲示
待つ人仮眠、花札、酒盛り、
我孫子副総裁の視察
待つ人々、入場券の発売中止の垂れ幕
救護所、診療所、酸素ボンベ
改札、走り出す人、列車の窓から乗る人々
積み残された人々

モンロー死す 世界 映画女優マリリンモンローは８月５日、ロス郊外
芸能 の自宅ベッドで死亡、３４歳。 マリリンモンローの死、遺体運ぶ
訃報 ジョウ・デマジオも参列（回顧）

車の中、モンローとキス
エリザベス女王とマリリンモンロー
朝鮮動乱の前線慰問活動
撮影のカメラ
モンロー手を振る
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
ある学園の紛争 教育 実践女子学園の争議。学園封鎖で、８人の先

争議 生は篭城しながら補習事業。 実線女子学園の紛争による閉鎖
組合事務所の先生たち
有刺鉄線越しの補習授業
抗議集会
バラックの事務所に移る補習授業
東京地方裁判所へ女学生入る
学園へ父兄が要望書提出

希望訪問 スポーツ 明暗わける阪神と巨人の最近の試合ぶり
「明暗わける二つの名門」 野球 阪神・巨人戦、王凡打

村山力投
長島凡打
城ﾉ内降板
吉田ホームラン

毎日ニュース  No．４０３ 1962．8.22 まれ変わる毒ガス島 世相 旧陸軍が毒ガスを製造していた大久野島が国
観光 民休暇村として出発。 大久野島、毒ガス工場跡

後遺症の治療を受ける診療所
国民休暇村の看板取り付け
夏休みの小学生、挨拶、食事準備、食事
キャンプファイヤー
爆弾貯蔵庫跡など見学
海水浴

スポット スポーツ 第４４回全国高校野球大会の決勝戦。作新学
（1）作新春夏連勝の偉業 野球 院が初優勝。 高校野球大会決勝戦応援団

ベンチの八木沢投手
伊東投手投げる。作新の中野選手打つ
９回裏、作新の加藤投手ゲームセット
作新学院優勝旗をもらう
久留米商監督
行進

スポット 世界、 ソビエトは人間宇宙船ヴォストーク３号を打ち上
（2）宇宙船のアベック飛行 宇宙開発 げ、フルシチョフ首相が祝福。 宇宙船ヴォストーク号に乗り込む

打ち上げ
コントロールセンターのＴＶ画面
フルシチョフ首相とニコラエフ隊員行進
帰還
アベック飛行に国民の熱狂ぶり

希望訪問 世相、季節 立秋を過ぎたとはいえ残暑が続きます。各地か
「残暑御見舞」 祭事 らの残暑風景。 残暑であせ拭く

災害 釜ｹ埼の公園でドヤの住民が寝る
丸善デパート、シャッター降ろす
昼寝、シャッター揚げる
図書館で勉強、外は順番待ちの学生
水不足で水のでない蛇口
大文字焼きの薪を運ぶ、精霊送り火
台風に備えて土嚢作り
一足早い稲刈り

毎日ニュース  No．４０４ 1962．8.29 恐怖におののく三宅島 災害、火山 ８月２４日夜、伊豆七島の三宅島の雄山が２２年
ぶりに大噴火をおこした。 三宅島雄山の大噴火、空撮

溶岩は海岸まで流れる、溶岩押し寄せる
火山弾が道路や家に落下
災害対策本部、救護室で手当て
伊豆小学校に避難した人々
救援物資を受け取る人々
島外に避難する人々

宇宙飛行士モスクワ入り 科学 ソビエトのアベック飛行の宇宙飛行士がモスク
世界 ワ入り。フルシチョフ首相の歓迎を受ける。 ソ連のアベック宇宙飛行士、モスクワ空港
宇宙開発 ２人フルシチョフ首相に報告

モスクワ市内オープンカーでパレード
赤の広場で市民の歓迎集会に出席

陸連真っ二つ スポーツ 第４回アジア競技大会が台湾・イスラエルの不
        ーアジア大会参加ー 世界 参加のまま開催。日本選手団は．．．．． 第４回アジア球技大会開会式」日本選手団

日本陸上競技連盟看板
安田理事長のインタビュー
アジア大会のマスゲーム
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 世界　季節 ソビエト・ドイツ・フランスの夏の過ごし方いろい
「世界の夏」 ろ エルブルース山の氷壁に挑むクライマー

ビキニの海水浴客
労働者用ハウス
ビヤホール
夏物一掃大売り出しの洋品店
殺到する婦人たち
車、自転車、列車で避暑地へ
セーヌ川で水上ヘリコプター
パリはひっそり美術館の汚れ落し

毎日ニュース  No．４０５ 1962．9.5 お母さんの修学旅行 教育 子供達の修学旅行コースや受け入れ施設を確
かめようと東京のお母さん達が視察。 修学旅行の視察へ品川駅を出発、車内

京都駅の駅長へ感謝状を渡す
旅館の女中さんに花束を贈呈
調理場を視察
奈良の寺、鹿、清水寺、バスガイド、寺
バス、
帰路のみやげ、列車の中の疲れた表情

深刻化する親日窒争議 世相、産業 熊本県水俣市にある新日本窒素水俣工場のス
トは第一、第二組合の乱闘へ発展。 新日本窒素水俣工場正門の第一組合ピケ

第一組合の監視所設置、監視船、自転車
第二組合の社宅か空屋
オルグ団電車で
警察集合する
第二組合の一部篭城作戦、料理作り
ピケ正門に向かう、乱闘
会社側
第二組合生産開始

スポット 交通、航空 日本航空界に戦後初めて国産一号機ＹＳ－１１
（1）飛んだ国産一号機 が誕生、そのテスト飛行が行われた。 ＹＳ－１１の整備風景

格納庫から出す
大田稔、堀越次郎
テスト飛行

スポット 世界 ベトコンに悩まされている南ベトナムはアメリカ
（2）南ベトナムのゲリラ討伐 戦争 軍ヘリコプターで効果をあげる。 アメリカ軍ヘリコプターに乗る南ベトナム兵

沼地帯を低空飛行
飛び降りる
ゲリラを捕らえる
戦利品の銃

希望訪問 教育 夏休みも残り少なく二学期を迎える子供達のア
「新学期」 子供 ラカルト。 夏休みの天気と出来事を日記に書き込む

植物園で標本作りに使う虫取り
標本の鑑定
寺で宿題の総仕上げ
実践女子学園の闘争
三宅島の子供達館山に集団疎開
小船から自衛艦へ移動
館山の臨海学校に落ち着く

毎日ニュース  No．４０６ 1962．9.12 アジア大会混乱のまま閉幕 スポーツ インドネシアで開催の第４回アジア大会閉幕。
世界 イスラエル、台湾は不参加。 第４回アジア大会閉幕

各国代表握手
会議
デモ隊がインド大使館へ押しかける
帰国
記者会見４人

勉強につよくなる 教育 学校教育に先生とＰＴＡの楽しい工夫をこらした
学校 教育指導。 教育は今ブームの水道方式
子供 小学校と幼稚園の算数

ＰＴＡの寄付で顕微鏡とオルガン教室
歌わない音楽教室、ダンス
体育のボール投げで算数
小学校の理科は稲作、稲みのる
英語の授業はオートメ学習
先生が糸電話、学習装置作る

スポット 芸術、美術 現代フランス美術展「サロン・ド・メ」日本展が華
（1）「サロン・ド・メ」ひらく やかに開かれました。 「サロン・ド・メ」展

高松宮ご夫妻テープカット
ご覧
ゴッホ「横たわる女」など作品
盗難感知器、会場
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット 教育、争議 東京渋谷の実践女子学園の解雇された３人の
（2）粉糾つづく女子学園 教師と学校側の紛争。 解雇教師の登校

生徒に守られ門に入る
教室へ
学校側の後任の先生教室に入れず
鍵、ビラ
解雇教師守られながら別の教室へ移動

希望訪問 政治 河野一郎建設大臣は就任以来、矢継ぎ早に新
「実力者河野一郎」 国会 構想で市民の声を代弁する。 河野一郎タバコ吸う

週刊誌でたたかれる
インタビュー
都市の工事風景昼夜
建設省の玄関、陳情ビラ
役人から説明を聞く
国会、社会党の演説、自派の勉強会
名古屋から四国視察
ジープで視察

毎日ニュース  No．４０７ 1962．9.19 ヨット青年帰る スポーツ わずか１トンのヨットで単独太平洋横断に成功し
ヨット た堀江謙一が帰国。 マーメイド号サンフランシスコ到着

記者会見
テレビ局２個所
ライシャワー大使と握手
空港到着、海上保安庁、パレード
自宅、ヨット

山中湖畔怪死事件 火災、事件 山梨県山中湖畔の秋田山荘主の岡部さん等バ
ー・リスボンの女性従業員10人の怪死。 秋田山荘の焼け跡

捜査本部
山荘に遺族到着
バー・リスボン
１３番タクシー会社
プロパンガス
遺体

スポット 政治 滋賀県能登川町長選で現職を破って当選した日
（1）ニコヨン町長誕生 選挙 雇い労働者の中村人生さんの初登庁。 日雇い労働者の中村さんブロック積み作業

自宅、ヨット自転車乗る
役所で就任の挨拶、仕事、弁当食べる
日雇い労働者と話す

スポット 水害、事故 東京０メートル地帯。深川木場の水門が壊れ満
（2）晴天下の洪水騒ぎ 潮と重なり下町は大洪水。 深川木場の壊れた水門

浸水した道路
トラック、電話ボックス、シャッター
避難する住民、救助
膝まで水
酒屋さんの店内

希望訪問 流行、季節 秋を装うファッション。おしゃれの季節到来です
「おしゃれの季節」 ファッションショー、ボーイッシュ・ルック

マネキン
化粧品の売り込み
ストレッチ
歯の美容室、マニキュア
化粧の出来るマネキン人形考案
オリンピア・スタイルの髪型
クロッシュ型の帽子

毎日ニュース  No．４０８ 1962．9.26 日の丸あげて 社会、世相 日の丸・国旗に関するアラカルト。
国旗が各所に掲げられる
ビル街、民家、都電、右翼の事務所
軍隊キャバレー
イルカショー
国旗の掲揚を推進する会発足
日の丸デザイン展
軍艦旗を掲げるタクシー会社
日の丸を掲げる警察署
日の丸幼稚園

スポット 交通 東海道新幹線工事で最大の難所といわれた新
（1）新丹那トンネル貫通 建設 丹那トンネルが開通。 新丹那トンネル坑内

最後のハッパをかける、乾杯
貫通点で握手
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット 漁業 秋の彼岸の頃はノリひび立ての季節。ノリ養殖
（2）ノリ漁場の若返り 産業 はやわらかな海底が必要と土壌改良。 ノリひび立て

ノリ漁場でダイナマイト爆破作業

希望訪問 事件 殺人事件、偽札事件、ミステリー事件とこの世
「犯人はどこにいる」 世相 の中は推理ブームです。 東京八王子の床下死体事件現場

犯人中野直行列車護送
毎日新聞社大阪本社編集局犯人全吉男
床屋指名手配写真

毎日ニュース  No．４０９ 1962．10.3 福江市で大火三九〇戸焼く 事件、火災 長崎県五島列島の福江市でタバコの不始末か
ら大火事に。旧市街地の8割を全焼。 焼失した町

福江税務署
警察の留置場
被災者入浴場男子用、女子用
被災者荷物運ぶ
福江市空撮

苦しみぬく東映・阪神 スポーツ 阪神タイガースか大洋ホエールズか？。ペナン
野球 ト争いの天王山です。 阪神村山、大洋秋山の投げ合い

人のいないパーティー会場
記者会見場、ＴＶカメラ、マイクロフォン
東映のオーナー夫妻会見場に
東映優勝の胴上げ
大洋秋山投手投げる、打たれる
長嶋茂雄ホームへ
巨人が勝利に喜ぶ

最後の憲法公聴会 政治、憲法 全国各地で開催の憲法公聴会。最後の東京は
改憲阻止のデモの中で終る。 公聴会入り口

改憲阻止のデモ隊と警官隊の衝突
公聴会会場
デモ隊

希望訪問 社会、世相、合併北九州五市の合併を前に若戸大橋の開通。五
「百万都市誕生を前に」 様子。 若戸大橋の開通式

連絡船
火野葦平の石碑
石炭積み出し船、女性達
家内工業、煤煙調査、小学校で掃除
さびれた商店街
ビル工事、団地アパート
ゴミ箱、図書館、手動電話局
北九州市合併協議会会議

毎日ニュース  No.410 1962．10.10 池田内閣の地方巡業 政治 第一回一日内閣が１０月６日岡山市で開催され
内閣 まずまずの好評です。 新幹線岡山駅に河野建設大臣下車

近藤科学技術庁長官下車
池田勇人総理大臣一行下車
県会議事堂警備
学生デモ、座り込み排除
一日内閣開催、池田総理答弁
池田総理里帰りへ車中
池田総理演説

アメリカの明暗 宇宙、人種 アメリカは三番目の人間衛星船「シグマ７」の成
功。黒人の大学への入学問題は依然厳しい。 シラー海軍中佐

人間衛星船「シグマ７」発射、アニメ回収成功
ミシシッピー大学
ジェームス君と連邦保安官と軍隊
バーネット知事
ケネディ大統領
ジェームス君入学手続き

人形劇団誕生 世相、芸能 埼玉県大宮市に労働者の人形劇団が誕生。初
公演までの奮闘機。 卓球台を机に稽古、人形作り、案内張り

第一回公演会へ機材運び込む
公演  
幼稚園児喜ぶ

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 トピックス ９月からは車の保管場所を確保しなければなら
「駐車場が欲しい」 交通 ない。車庫確保アラカルト。 駐車場探し、寝る、出勤

満員の駐車場
神社の庭も駐車場
庭先ガレージ
団地の車売りだし、店内に車庫
仕掛自動車
プレハブの賃貸車庫料8000円
警官が階段上の車庫や狭い軒下の車庫を
計る。

毎日ニュース  No．４１１ 1962．10.17 石炭答申をめぐって 経済 石炭鉱業調査団は減炭と人員整理の答申を池
産業 田総理に提出。抗議運動。 石炭鉱業調査団

炭労臨時大会、太田総評議長
町村会議長等座り込み
抗議集会、キャップランプ着けて行進
人気の無い筑豊炭田の家並み、事務所
三木炭鉱の鉱夫住宅、ローソク生活
縫い物、食事風景

阪神まず二勝 スポーツ 15年ぶりに優勝の阪神タイガースと１６年目の
           ー日本シリーズー 野球 東映フライヤーズ。の初対決。 入場行進

第一戦
第二戦、村山好投

スポット トピックス １０月１４日は鉄道記念日。満９０周年を迎え芸
（1）一日駅長さん 交通 能。文化人が一日駅長や一日機関士に。 一日駅長の浦上の視察

一日機関士のジェリー藤尾
機関車に乗り込む
弁当

スポット スポーツ 世界フライ級タイトルマッチ。原田１１回KOで世
（2）原田世界の王座へ 拳闘 界年少のチャンピオン誕生。 １１回原田の連打でKO

チャンピオンに

希望訪問 世相 結婚の秋。大安吉日、東京駅ホームの新婚旅
「新婚ラッシュ」 結婚 行へ出発するカップルの表情。 結婚式の名札

季節 和服姿の女性達
ホームで見送る人々で溢れている
カメラで撮影
胴上げ、楽団
泣き出す花嫁、父
新婚列車車中のカップル

毎日ニュース  No．４１２ 1962．10.24 東映  初優勝 スポーツ 東映の３勝２敗で迎えた日本シリーズ第７戦。
                  日本シリーズ 野球 東映フライヤーズが優勝の栄冠を受けた。 事務所で観戦

阪神小山、東映久保田の投げ合い
１０回表東映張本ホームに入る
１０回裏阪神藤井打つ
１２回表東映西園寺ホームランを打つ
水原監督の胴上げ

熊の出る村 動物 北海道の開拓村に熊が出没、自衛隊も出動す
生活 る熊騒動。 開拓村牧場、被害にあったハチミツ箱

標津町熊害対策本部、会議
自衛隊のジープで登校、小学校に到着
自衛隊の熊狩り
家畜の死骸、罠をかける
夜の見廻り

スポット トピックス 皇太子妃美智子さまは１０月２０日、２８歳の誕
（1）美智子さまの誕生日 皇室 生日を迎えられました。 美智子さまと浩宮さまの散策

皇太子同妃両殿下、浩宮さま三輪車に乗る
皇太子同妃両殿下が読書

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット トピックス 下関市の水族館では電気うなぎの発電ショー
（2）うなぎの発電 漁業 が人気を呼んでいます。 電気うなぎを水槽に移す

水中に電極を入れる
ネオンランプが点滅

希望訪問 医学、医療 現代医学最後の相手といわれる「ガン」への研
「ガンととりくむ」 究の取り組みを描く。 待合室、立体撮影のX線装置

放射線治療装置、手術
マウスにガン細胞移植
病院外景、病院内部、牛山博士
製薬会社
牛山博士インタビュー
中山教授インタビュー
日本ガン学会

毎日ニュース  No．４１３ 1962．10.31 キューバ問題危機を脱す 世界、戦争 アメリカのケネディ大統領はソビエトのミサイル
基地設置にキューバの海上封鎖を宣言。 ジョンソン入る

ケネディ大統領宣言
アメリカ空軍写真偵察機、ミサイル基地写真
アメリカ海軍艦隊、軍人家族の撤退
カストロ首相、アメリカで歓迎
キューバ攻撃、カストロ首相演説
衆議院外務委員会
フルシチョフ首相演説
緊急安保理事会

スポット スポーツ 毎日新聞社が招いたデトロイト・タイガースの日
（1）大リーガーの実力 野球 本での第一戦。 皇太子同妃両殿下

日米 皇太子殿下は帽子
美智子妃殿下はボール
始球式のライシャワー
大平外務大臣
第一戦
ウッド
モートン
ケーライン

スポット 産業、経済 炭鉱離職者の雇用問題など石炭対策が見出せ
（2）ゆらぐ石炭の町 ないまま、筑豊炭鉱では・・・。 錆びれた三井田川炭鉱、炭住街

石炭産業危機突破市民大会
デモ行進
炭住街の取り壊し

希望訪問 産業、交通 全日本自動車ショー。二年後の乗用車の貿易
「新車誕生」 の自由化に備えて。 外国高級車、輸入

自動車ショー、キャデラック
自動車工場手作業
自動車の設計部、テストコース、テストカー
黒い試走車、工場から村へ  
セールスマンの研修
無線修理車の連絡、外車の修理
自動車教習所送迎バス、子供の教習
交通渋滞

毎日ニュース  No．４１４ 1962．11.7 文化の日の陰に 文化 人間国宝の４人の製作活動を描く
人間国宝・矢加部アキさんの久留米かすり
手織り、畑作業、糸車、松枝、天然藍
舌で発酵を調べる、染め
人間国宝・磯井雪枝さんの漆工芸きんま
高松高校の漆工芸研究で教える
人間国宝・清水幸太郎さんのゆかた模様
染め、干す、問屋廻り
文化の日の路地に日の丸旗

スポット 皇室 皇太子同妃両殿下は陛下の名代としてフィリピ
（1）皇太子ご夫妻 外交 ンへ親善旅行。 皇太子同妃両殿下フィリピンに出発
フィリピンヘ 浩宮さまお見送り

羽田空港で挨拶
タラップ下

スポット スポーツ 世界バレーボール選手権大会で日本女子チー
（2）女子バレー世界一 バレー ﾑは７戦全勝で初の世界一に。 日本女子チーム対ソビエト戦

東洋の魔女優勝に喜ぶ

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 動物、観光 千葉県君津郡にある野猿の公園で野生サルの
「サルものを追って」 餌付けに成功。観光事業にのりだす。 野生サルを追う三浦さん

観光バスで客が来る、サルのだんご
サルのいたずら、果物を盗む、畑を荒らす
家に侵入
死んだサルを自然動物園に持込む
葬式出す
観光委員会、ノボリを出す

毎日ニュース  No．４１５ 1962/11/14 池田総理ヨーロッパの旅 外交、国際 池田総理はヨーロッパ親善訪問に出発、最初の
訪問国は西ドイツ。 池田総理大臣タラップを降りる

歓迎式典
アデナウワー首相と会見
大学に日本の本を贈呈
乾杯

はじまった通勤地獄 交通 寒と共に、また出勤地獄のシーズン。国鉄では
世相 時差通勤の呼びかけや複々線工事。 通勤地獄の新宿駅

時差出勤会社に協力願いの訪問
中央線中野荻窪間の複々線工事中
新宿駅の通勤客、尻押し部隊

スポット 教育 山口県長門高校の校舎は田園の中にヨーロッ
（1）夢の学園 建築 パの古城や純和様の建物と実にデラックス。 畑の中の古城の様な長門高等学校

武家屋敷風の校舎をスケッチする学生達
屋上でバトミントン
茶道をする女子学生

スポット 政治 高碕経済使節団は１１月９日の日中総合貿易
（2）日中貿易新段階へ 貿易 の調印為中国を訪問。 高碕経済使節団空港セレモニー

日中 周恩来首相と握手
会談
パーティー

希望訪問 経済、世相

「一円玉騒動記」 東亜衣料店の前は夜中から女性客の列
タクシーで駆けつける
早朝から並ぶ客
整理券配る、割り込み客
消防署員が整理
負傷者、忘れ物、一円玉の山

毎日ニュース  No．４１６ 1962/11/21 タンカー衝突炎上 交通、 横浜港京浜運河鶴見航路で第一宗像丸とノル
       死者三十九人の惨事 海難事故 ウェーのプロビグ号が衝突、死者３９人の惨事。 タンカー同士が衝突炎上、空撮

第一宗像丸の消火作業
アニメション
第一宗像丸の調査
ブロビグ号の船先
柩を運ぶ、遺族
サルベージ会社の捜査、遺体引き揚げ
寺の安置所
京浜運河のタンカー

うれしい七五三 世相、祭事 可愛らしく着飾った七五三の子供達をスケッチ
七五三で賑わう神社
ナルちゃんスタイル
TVのベンケーシースタイル
祈る子供
記念写真」

キューバ問題その後 国際政治、 ソビエトのミサイル撤去で危機の去ったキュー
戦争 バ問題の後始末は？ ソビエトの貨物船二隻

上空をアメリカ偵察機
ソビエトの革命記念日、行進
フルシチョフ首相等
中国でカストロ首相を激励するパレード
キューバ大使館前のパレード
アメリカのグアンタナモ基地は戦闘態勢

東京渋谷区の衣料店が「一円玉を10個で千円の
品物を進呈」と宣伝。さてその効果は。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 産業、公害 煙突の煙、自動車の排気ガスは人体への影響
「煤煙に悩む」 子供 がどれだけ等の調査や煤煙防止の研究。 煙突からの煙、洗濯物を室内に干す

小学校で目の診察
屋根で煙りを溜め、記録する少女
四日市では引っ越しをする者
バックにコンビナート
ビルの屋上から監視、調査
国の研究機関で人体に対する影響調査
自動車の排気ガス
交通整理の警察官の健康調査

毎日ニュース  No．４１７ 1962/11/28 柿の里 季節、農業 佐賀県大和村は柿の里。小学校では柿の皮む
子供 きコンクールが開かれ夜遅く迄奉仕作業。 柿の取り入れ、干し柿のスダレ

小学校で柿の皮むきコンクール
審査
夜になると子供達が皮むきの手伝い

京浜運河をゆく 交通 タンカー衝突事故の京浜運河は船舶ラッシュと
海難事故 無謀な航行で安全が叫ばれています。 タンカー衝突事故の慰霊祭

第一宗像丸の残骸、遠くにブロビグ号
長官の視察、海上保安庁が要確認へ
川崎信号所は見通しが悪い
現場はスモッグの名所
無謀な運航の船
規則違反の取り締まり官
水先案内人
千葉港で消化訓練

山谷で群集あばれる 社会、事件 １１月２３日夜、東京山谷のドヤ街で食堂の客
扱いが悪いと住民が暴れる。 山谷の朝日食堂前の群集

壊された店内
機動隊、装甲車の出動
投石、群集、装甲車の上の男逮捕
警察官負傷、装甲車壊される
朝日食堂の張り紙

希望訪問 経済、世相 デパートの歳末商戦たけなわ、商魂たくまくあの
「毎度ご来店 手この手の売り込み合戦。 デパート飾り付け
有難うございます」 訓示、お客さん入場

動く歩道、駐車場、買い物客
乳母車用意、託児所
サンタクロースと子供達
和服はお座敷の売り場
お金の山、売り場

毎日ニュース  No．４１８ 1962．12.5 寺沢 日本最高で優勝 スポーツ 第１６回金栗賞朝日国際マラソンは寺沢が２時
マラソン 間１６分１８秒の日本最高記録で優勝。 朝日国際マラソンにカントレク選手

マモー選手
選手一斉にスタート
雁の巣折り返し
ゴールの寺沢優勝

緊張つづくインド 世界、戦争 中国インド国境紛争は１１月２２日から中国が
停戦を実施、インド国内の緊張は続く。 中国インド国境紛争、ヒマラヤ国境の警備

デモ隊、集会
募金運動、貴金属の寄付、衣食の供出
軍事援助使節団
各国の援助機到着

スポット 農業、結婚 北海道厚沢部村の開拓地に岩手県から８人の
（1）ようこそ花嫁候補生 新農村女子奉仕団が集団見合い。 開拓地に花嫁候補生が来る

集団見合い
ホームスティ先で歓迎される
牛舎、開拓地を見て回る
草刈り
オートバイに乗る二人

スポット 社会、事件 山中湖畔山荘事件のナゾの出火原因の究明
（2）山荘事件のナゾをとく 実験。 山中湖畔山荘事件の現場

秋田山荘の焼け跡
秋田山荘が再現
プロパンガス
ウサギ
見守る関係者

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 政治、選挙 社会党の江田書記長の提唱する社会主義が否
「江田ビジョン敗れたり」 決され書記長は辞任。 社会党大会江田退任

江田さん風呂に入る
佐々木更三、山本幸一
江田さんと成田知巳の打ち合わせ
社会党大会で投票する佐々木更三
成田勝利喜ぶ江田夫妻
江田さん家族と旅行
長野市長選挙応援演説
江田さん電車通勤、荻窪駅、地下鉄に乗る

毎日ニュース  No．４１９ 1962．12.12 冬のたより 世相、季節 激しい冬を迎えて各地から「冬のたより」アラカ
ルト。 マントヒヒ、赤外線ランプにあたる

越冬つばめ、小学生が観察
温泉で拭き掃除、温泉風呂
ノリの収穫
素足でイグサ植え
ラッセル車
ダルマストーブ列車
石炭くべる
蒸気機関車

スポット 政治、国会 石炭政策の転換闘争。
（1）臨時国会ひらく 産業 炭鉱街

全道労協座り込み闘争本部
臨時国会
池田総理大臣
野党
錆びた線路

スポット 交通、 利根川河口にまたがる「銚子大橋」の開通式に
（2）開通した銚子大橋 トピックス より今まで利用されていた渡し舟が廃止。 銚子大橋の空撮

銚子大橋開通式のテープカット
車の走り
渡し舟から大橋を見る
廃止になる渡し舟、船長

スポット 災害、事故 横浜市の日本カーリッ保土ヶ谷工場で爆発事故
（3）火薬工場爆発 死傷者多数、この工場では３度目の事故。 爆発の残骸

負傷者
後片付け

希望訪問 建設、公害 東京銀座は地下駐車場、地下鉄やビルの突貫
「ホコリ高き銀座」 工事で終日騒音とホコリに悩まされている。 地下駐車場工事

歩道をモップで拭く
地下鉄日比谷線工事
鉄板の蓋の上を車が通過
消火栓、歩道の応急手当、足元
被害対策委員会
都電の車輪のホコリ
靴磨き、ウインドーのホコリを拭く、ハタキ
ビル建設中

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４２０ 1962．12.19 ことしの 世相、世界 １９６２年の総集編。国際問題、国内問題、国

             ニュースから 事件 会、事件事故スポーツ等。 交通事故、交通渋滞
スポーツ 交通裁判所も渋滞

三河島事故、救出、遺体収容所
三河島事故空撮
民家に突っ込んだ列車
遺族宅に十河国鉄総裁謝りに行く
新幹線の窓から手を振る十河国鉄総裁
新幹線水田地帯を走る空撮
タンカー消火活動空撮
ノルウエーのブロビグ号消火
タンカーで運ぶ、位牌の列
三宅島雄山の噴火空撮
被害、泣く老婆、避難船
バケツを持って給水車へ、トイレもバケツ水
雨乞い祭り、集中豪雨で車流される
被害者
御影丸にコレラ発生、消毒、予防注射
陸揚げ
自衛隊がバナナを焼却処分
山中湖畔山荘事件現場、ヤジ馬
ニセ千円札
偽札発見者に感謝状
山谷騒動
東映尾崎１９歳、水原胴上げ
ボクシング、ファイティング原田
ポーン・キングピッチを倒して世界ﾁｬﾝﾋﾟｵﾝ
女子バレーボール、日紡貝塚。東洋の
魔女の優勝までの活躍
アジア大会開会式、デモ
選手団帰国記者会見
マーメイド号ロスアンゼルスに到着
帰国記者会見、パレード
フレンドシップ号
フルシチョフ首相と宇宙飛行士抱擁
キューバ問題、ケネディ大統領、爆撃
海兵隊上陸、国連
中国とインドの国境紛争、山を登る兵士
アルジェリア内戦、手榴弾、放水
米ソの核実験、ガイガーカウンター
池田総理ヨーロッパ訪問
炭鉱労働争議、炭鉱閉山

毎日ニュース  No．４２１ 1962．12.26 きよしこの夜 世界 クリスマスは子供達にとってうれしい行事です。
祭事 ベルリンの壁にも平和なイブを迎える。 子供達のツリーコンテスト

子供達にサンタクロースからプレゼント
女性のクリスマスパーティ
パントマイムの音楽
クリスマスキャロルの大合唱
ベルリンの壁に平和の町
ツリーに灯つく

お正月をつく 世相、季節 移動餅つき屋さん、釜と薪を引きずって町を
正月 流す男達。 釜と薪を運ぶ男達

セイロ、餅つき
移動
庭先で餅つき、子供達が見る
移動

ハイウエー・パトロール 交通 都心と羽田を１５分で結ぶ「高速道路一号線」
の一部が完成しました。 高速道路の空撮

高速道路一号線開通、テープカット
パレード、高速道路を走る車
ハイウエー・パトロール隊
スピード違反者取り締まり
出口では交通渋滞

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４２２ 1963.1.1 新春の天皇ご一家 皇室

昭和38年 新春の天皇ご一家、鳥、庭
自転車に乗る浩宮さま
読書
愛犬と遊ぶ、階段から飛び降りる
庭で遊ぶ
生物学の勉強
机の上に美智子妃殿下の写真

日本のケープカナベラル科学、
宇宙開発 カッパー８型ロケットの発射準備

発射見守る人々
地元の小学生に模型ロケットが理科の教材
路地では子供達がロケット遊び
バー「ロケット」
土産物の出張販売
実験場への道路工事
植林をする

スポーツ世界一の顔 スポーツ
日紡貝塚女子バレーボール選手生け花
日紡貝塚女子バレーボール選手権優勝
三宅義信重量挙げ練習
ファイティング原田タイトルマッチで勝つ
ファイティング原田練習
金田正一国鉄対巨人で投げ勝つ
金田正一自宅でサイン

毎日ニュース  No．４２３ 1963.1.9 滑って転んでケガをして レジャー
スキーヤーで混雑する上野駅
通路までスキーヤーに占領、検札の車掌
スキー場の混雑、危険なスキーヤー
丸池診療所に負傷者、食堂は満員
バスで押しかけるスキーヤー
旅館の大広間も廊下も満杯
スケート場
駅にＳＬが入って来る、乗り込む客
ＳＬ出発

吹雪の大雪山で十人死亡事故、遭難
旭岳、遭難捜索本部で打ち合わせ
リーダーの野呂君のベット
捜索隊が現地に向かう
夜、遺体をソリに載せて運ぶ
遺体安置所

大盤ぶるまいといわれるが政治
大蔵省の夜
田中大蔵大臣顔を拭く
陳情団が次から次へと来る
自民党議員達も来る
大臣折衝、河野建設大臣も
官邸入り、閣議始まる
田中大蔵大臣インタビュー
田中邸の正月の乾杯、池の鯉
大臣室

希望訪問 世相、皇室、
「世界のお正月」 国際 新年の一般参賀二重橋を渡る

天皇皇后両陛下他参列者に答える
チェコの雪ダルマづくり、鳥に餌、ビール
ソビエトのダンスパーティー
ユーゴの花火、仮装行列
西ドイツの鬼が家庭を訪れる
逃げる子供達
フランスの寒波と大雪

毎日ニュース  No.424 1963.1.16 はじまった受験地獄 教育、世界
中学校の願書受付の準備、教室
徹夜で順番を待つ父兄、石炭ストーブ
長い列、受付風景
大学付属高等学校入学試験場に入る
試験風景
父兄もテストにトライしてみる

歌会始にまた盗作騒ぎ 皇室、事件
歌会始め儀
山下源作
記念撮影
住吉大社の二首と比べる文字
山下源作さんインタビュー

北海道大雪山系の旭岳で冬山縦走訓練中の北
海道学芸大学函館分校山岳部員が遭難。

大蔵省では年末恒例の予算編成が始まった。田
中大蔵大臣の活躍はいかに。

歌会始め儀が皇居正殿松の間で催された。今年
も又入選歌の中に盗作問題が起きました

今年もまた受験生には頭の痛いシーズンがやっ
てきました。受験地獄の始まりです。

皇居の一般参賀を始め世界各国の正月風景。

天皇皇后両陛下を囲んで天皇ご一家も和やか
な新春を迎えられました。

鹿児島県大隈半島の南端、内之浦のロケット実
験場からカッパー８型の打ち上げ成功。

正月休のスキー場もスケート場も満員です。滑っ
て転んでケガにご注意。

日本スポーツ界の世界一の表情を集めた。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
ハイティーンのアイドル 芸能

吉永小百合主演「ｷｭｰﾎﾟﾗのある街」シーン
授賞式
芸術文化人の懇談会へ
芸術文化人の懇談会の池田総理
自宅を出て学校に向かう
学校で勉強する小百合さん
ピアノ弾く小百合さん、トロフィー
歌のレッスンをする小百合さん

ガンクツ王共犯と対決 社会、犯罪、
裁判 再裁判の初証人調べへ吉田石松来る

寺の中の調べ室
養老院久喜偕楽荘
海田庄太郎インタビュー
吉田石松調べが終り廊下歩き
会議、石田石松出てくる

希望訪問 スポーツ
「東京めざす 東京オリンピックを目指す外国選手達

世界のホープ」 雪の中の強化合宿ランニング
マトー・シェフのハンマー投げ練習
インドの陸上競技の練習
フランスのボート
アメリカの陸上競技大会ワールド夫人走る
コノリーのハンマー投げ
ロングの砲丸投げ
ユールセフとトークの棒高跳び

毎日ニュース  No．４２５ 1963.1.23 小沢征爾「涙の演奏会」 芸術、音楽
指揮者小沢征爾を励ます音楽会のﾘﾊｰｻﾙ
小沢征爾さんインタビュー
雑誌の取材、別の取材を受ける
励ます会の音楽会で演奏
ライシャワー大使
音楽会終了、ハル夫人出迎える
打ち上げで井上靖さん乾杯
NHKとの問題解決、中島健蔵氏と握手
小沢征爾さんアメリカへ

スポット トピックス、
（1）人づくりガマン大会 季節 寒中我慢大会への健康診断

氷の水浴び

スポット 教育
（2）狭き門 高校入試の合格発表

喜ぶ
泣く
喜ぶ

希望訪問 季節、交通、
「雪国」 祭事 北堀ノ内駅に列車が入る

線路の雪かき、列車
夜、ラッセル車の脱線、道も雪で埋まる
アーケードの雪下ろし、長岡駅前消雪装置
牛乳配達人、出前はソリを使う
寶の神の神事
子供達は雪の祠をつくる
火事にバケツリレーで消化活動
雪の駅

毎日ニュース  No．４２６ 1963.1.30 ガスもれで大惨事 事故
ガス爆発で火災
マンホールから炎
避難命令で荷物を持って逃げる
深川第６中学校は休校の看板
平野町の壌れた店、石でつぶれた車
出火元のそば屋さんから遺体を運び出す
負傷者のベット
現場検証

記録破りの豪雪 自然、災害、
                 各地に被害 交通 豪雪地帯の道路、町、空撮

雪で埋まった家
東北電力長岡営業所の屋根崩れる
八百屋さん、魚屋さん品物入荷無し
長岡駅上り「越後」立ち往生
「越後」上野駅到着
乗客降りる

「日本のガンクツ王」吉田石松さんの強盗殺人事
件のやり直し裁判。

指揮者の小沢征爾は昨年暮NHK交響楽団」から
ボイコットされ、励ます音楽会を開いて復帰。

東京神田明神で「人造り寒中我慢大会」が開催
され氷入りの水浴びをする。

東京のある高校の入学試験、合格発表の泣き
笑い。

白い豪雪に埋もれた裏日本。鉄道は大混乱に
陥っていますが小正月を楽しむ雪国の人々。

女優の吉永小百合さんは名作「キューポラのあ
る街」で数々の賞を獲得の高校三年生。

東京オリンピックを来年に控え外国の選手達の
練習に熱がこもる。

１月２４日朝、東京江東区深川で２ヶ所でガス爆
発があり全半焼し死傷者を出した

裏日本を襲った記録破りの豪雪により被害は広
がる一方です。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット スポーツ
（1）大空の妙技 スカイダイビングの準備

飛び降りる
ダイビング空中
着地

スポット トピックス、
（2）東京だよおっかさん 若者 若い根っこの会がお母さんを東京見物に

靖国神社
皇居前広場
坂本九さんと握手
肩もみ、母娘の対話、パーティー

スポット スポーツ
（3）氷壁に挑む 奥日光雲龍渓谷は氷

登山準備の山男たち
雲龍の滝の氷壁にピッケルを打ちこむ
氷壁を登る

希望訪問 教育
「給食の時間です」 給食を食べる為本校に歩いて行く

ストーブにあたる、給食、帰る
袖師小学校のデラックスな食堂、調理器具
不衛生な調理室、薪の釜
父兄の給食試食会
高輪台小学校内のパン工場、パン給食
西逐地小学校のカロリーを構内放送
飯能市立南小学校は山の中
小沢とらさんパンを背負って学校へ

毎日ニュース  No．４２７ 1963.2.6 豪雪と闘う 自然、災害、
交通 豪雪の町、空撮、雪に埋れた長岡駅前

雪降ろし隊
北陸、上信越線マヒ、機関車が脱線
貨物輸送もマヒ、救援物資を運ぶ
農協の倉から米を出す、トラック埋まる
河野建設大臣視察、東三条駅
自衛隊出動、列車へ除雪
栃尾市雪の被害広がる
飛行機から救援物資

地底を耕す 産業、観光
廃坑利用のマッシュルーム栽培
水撒き、穫り入れ
養魚用地下試験池でニジマス養殖

北京曲技団の妙技 世相、芸術
中国の国立北京曲技団
獅子、椅子の上
皿回し　
金魚鉢を取り出す奇術

希望訪問 世相
「湯の街の鉱山騒動」 土肥の鉱山、トロッコ、土肥温泉

伊東の番頭さん
土地調査委員会に説明、案内
睨み合う鉱山業者と観光業者
会議
山登る高山業者
伊東駅前ビラ配る、署名運動
宴会場でも署名運動
総決起大会、デモ行進

毎日ニュース  No．４２８ 1963.2.13 大ワラジねり歩く 習俗、祭事
信夫三山の暁まいり
大ワラジが村から町へ
大ワラジに祈る
山頂の羽黒神社に運ぶ
奉納

北陸、新潟等裏日本一帯を襲った豪雪は広範囲
にわたって記録破りの被害を与えた。

炭坑閉山による廃坑を利用して、キノコの栽培
やニジマスの養殖に成功。

毎日新聞社の招待で来日した中国の国立北京
曲技団の皿回し、奇術等を披露。

湯の街伊東に金が出るという鉱山業者、いや観
光産業だと温泉業者の戦い開始。

フランスのスカイダイバーのジル・ドラマールさん
が自衛隊演習場で妙技を披露しました

１月２４日から始まった学校給食週間の話題を
各地から報告。

お母さんに是非東京見物を…・、若い根っこの会
が２５人のお母さんを招待しました。

奥日光の雲龍の滝は凍結、若い山男たちが氷
壁に挑みます。

大ワラジを奉納する奇祭で知られる福島県信夫
三山の暁まいり、家内安全、無病息災を祈る。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
キャンプ たけなわ スポーツ

審判のミーチング
巨人の宮崎キャンプ、長島，王選手
国鉄のキャンプ、浜崎新監督
金田、豊田選手
阪神タイガースはアメリカに出発
東映のキャンプ
張本、尾崎選手
巨人ナイン子供たちのサイン攻め

冬しらずの里 生活、季節
岳湯は地熱の里の煙
利用状況、畑、台所洗い物、乾燥
小学校ではお弁当を温める
掃除
共同浴場

希望訪問 社会、自然、
「除雪作戦 敢行中 災害 豪雪で埋まった線路を自衛隊が除雪

機械力で徹夜の除雪
自衛隊の宿泊は列車の中、食事
自衛隊鶴来町へ
ヘリコプター白山山麓へ救援物資投下
雪で埋まった村
川の氾濫に備え自衛隊員が中に入る
お茶に喜ぶ作業員

毎日ニュース  No.429 1963.2.20 寺沢世界最高で優勝 スポーツ
別府毎日マラソン大会スタート
鶴崎折り返し点
寺沢初優勝

春をよそおう 動物、
ファッション 犬の服装つくり、ミシンかけ

犬の食事、犬の着替え
道路を歩く、春の新作
犬のファッション、家の中
庭の遊び

スポット 習俗、祭事
（1）スミツケまつり スミツケまつりの触れ太鼓

鍋スミをつけて廻る
女の人につける
子供につける
娘さんにもつける
警官にもつける

スポット 国際、政治
（2）イラクでクーデター イラクでクーデター

暗殺されたカセム首相
国防省の建物
車
戦車
町

希望訪問 政治、選挙
「大東京は誰の手に」 東竜太郎自宅で体力づくり

坂本勝自宅で書道、執筆
坂本さん講演会、水不足、交通マヒ、住宅難
東さん講演会
坂本さん自宅出る、集会、演説
坂本さんと河上丈太郎、大野伴睦

毎日ニュース  No．４３０ 1963.2.27 満三歳の浩宮さま 皇室
浩宮さま和服で満３歳の誕生日
鉄棒をする
タコ揚げをする

裏日本の豪雪で孤立し、食糧が底をついた村に
自衛隊が機動力を総動員して除雪作業。

マンモス都市、東京都知事選は現職知事の東竜
太郎氏と坂本勝氏の一騎打ちです。

群馬県玉村町に２５０年前から伝わる奇祭。鍋
墨を漬けた大根を誰かまわずつけまわる。

犬のニューモードの新作発表会を前に準備に余
念がありません。

プロ野球の各球団は今年こそはの意気込みに
燃えて、キャンプはいよいよたけなわです。

熊本県岳湯は地熱の里。どこを掘っても蒸気が
噴出しここは冬知らずの日々を過ごしています

第１２回別府毎日マラソンは寺沢がアベベの世
界記録を更新。

イラクのバクダットで軍部青年将校がクーデ
ター。カセム首相を殺害して政権を奪取。

２月２３日満３歳の誕生日を迎えられすくすくと順
調にお育ちです。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット スポーツ
（1）新記録が続出 選手権大会開会式
            ー世界氷上ー 女子1000m

優勝したスコブリ・コーワのスローモーション
最終日、皇太子殿下御覧
男子10000m
ニールソン優勝

スポット スポーツ
（2）日本柔道 日ソ柔道大会、サンボ

サンボに敗る 関根対デュアシュビル戦
関根負ける
山本対シビック戦
山本負ける

希望訪問 災害、気象、
「火災警報発令」 教育 火事の現場

小学校の木造校舎の焼け跡
東京消防庁の視察、教室、ストーブ
小学校の避難訓練
東京消防庁の燃え方の比較実験

毎日ニュース  No.431 1963.3.6 四十七人死亡の惨事 交通、
　神戸港外で汽船衝突 海難事故 潜水夫

遺体を運ぶ
安置所へ運ぶ霊柩車
安置所
りっちもんど丸
ときわ丸

半世紀の悲願実る 裁判
名古屋高等裁判所に入る吉田石松
法廷内の吉田石松
吉田石松喜ぶ
記者会見
小林裁判長に手を合わせる
戸田亀太郎の墓参り
吉田帰宅、ニワトリに餌

スポット 教育、農業
（1）花はよござつしょ ハウスの中で花を育てる
                  採取

学生たちリャーカーに花を積んで町へ
販売して廻る

スポット スポーツ
（2）「記録娘」帰る 田中聡子帰国記者会見場

解団式
寿司を食べる
母校の先輩たちの歓迎会に出席
門司駅ホームで黒佐監督と握手

希望訪問 教育、受験
「受験の季節」 大学の試験場

受験前の学生
地下倉庫から試験問題を運ぶ
問題を持って教授走り出す
鐘を鳴らす、駆け込む学生
試験始まる
試験問題を入手
解答作成、タイプ、印刷
解答速報の販売

毎日ニュース  No．４３２ 1963.3.13 闘士もやす両党首 政治、選挙
北九州市長選挙の杉本勝次
吉田法晴
河上丈太郎来る
池田総理駅ホーム、演説
河上丈太郎演説
小倉駅前で両党首鉢合わせ
若戸大橋を渡る両党首の車
創価学会の選挙の集まりと池田総理の車

異常乾燥と水不足で非常事態下の東京消防庁
は休み返上で非常緊急体制。

今年も受験のシーズン。大学の試験場の表情を
描く

北九州市長選挙に池田総理と河上委員長は激
しい舌戦を展開。

神戸港外で大型貨物船と定期貨客船が衝突、４
７人が死亡する大惨事。

大正２年強盗殺人の罪にとわれて以来、無実を
叫びつづけきた吉田石松さん無罪の判決。

熊本県天草農業高校では生徒たちが花を育て
はなの販売を学習にとり入れている。

田中聡子さんは豪州遠征で９っの世界新記録を
打ち立てて帰国致しました。

世界スピード・スケート選手権大会は軽井沢で
開催され世界新記録の続出です。

来日したソ連の柔道チームは民俗競技のサンボ
で鍛えた技で日本チームを圧倒した。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
福原選手が活躍 スポーツ
　　ー全日本アルペンー 全日本アルペンスキー大会の滑降

転倒者続出
福原吉春選手の滑降
回転の木田選手　
回転の大平選手
福原吉春選手の回転

スポット 皇室
（1）皇后さまの還暦祝い 皇后陛下の還暦祝い
                  皇后陛下他宮さま方の謡曲「紅葉狩り」

浩宮殿下の「世界の民俗めぐり」

スポット 交通、
（2）ときわ丸無残な傷口 海難事故 ときわ丸の引き揚げ作業

ときわ丸の衝突跡
現場検証
遺体を運ぶ
引き揚げられたときわ丸

希望訪問 季節、世相、
「梅一輪一輪ごとの」 観光 大宰府天満宮の梅

月ケ瀬の梅はまだ蕾
俳句を詠む
水戸の偕楽園は雪
みやげ物店
水戸駅、バスの列
団体は雪で苦労する
楽焼、雪見酒、ゲタの跡

毎日ニュース  No.433 1963.3.20 地すべりの恐怖 災害
能生町小泊の山崩れ
北陸線の機関車海まで押し流す
小泊の崩れた家々、復旧作業
松之山町の地すべり、松之山郵便局
中学校の校舎取り壊し
補強作業
被災者同盟大会、建設省の視察
家を立退く家族

スポット 世相、流行
（1）春はファッションから ロマンスカー車内のファッションショー
                  水着ショー

スポット スポーツ
（2）ゴルフあれこれ 家庭内用ゴルフ練習機

ゴルフコースにベルトコンベアー
動く歩道
練習場でグリーンに載るとゴルフボール
４個をプレゼント

希望訪問 教育、商法
「売り込み狂騒曲」 金塚小学校の音楽の時間は一人に一台

町のピアノ教室
浜松のピアノメーカー生産工程
高森峠を行くトラック
橘小学校にピアノ届く、木造校舎
セールスマン教育、走る、寺、
セールスポイント、団地売り込み
運び入れ、ピアノを運ぶ

毎日ニュース  No．４３４ 1963.3.27 火蓋をきった知事選挙 政治、選挙
北九州市議会、吉田新市長
福岡県知事選、宇崎多一さんを励ます
集いに吉田市長
鬼丸勝と３人の娘
北海道の荒哲夫
大阪府、佐藤、小畑
東京都、東竜太郎、大野
とげぬき地蔵前の東竜太郎
坂本勝演説

ピアノブームに繰り広げる売り込み狂奏曲。

地方選挙前哨戦として注目を集めた北九州市長
選は社会党の吉田氏。全国で舌戦続く。

ゴルフ・ブームにのって、歩く為のゴルフ場に動く
歩道、練習場の新兵器とあの手この手。

皇后陛下の還暦を祝ってお孫さまや皇族方のか
くし芸が披露されました。

神戸港外で大型貨物船と衝突した定期貨客船
「ときわ丸」の引き揚げ行われた。

全日本スキー大会でオリンピック帰りの福原吉
春選手が滑降と回転で優勝。

日曜日の人出を当てこんだ日本各地の梅どころ
「梅１輪１輪ほどの暖かさ」

雪解けと共に山崩れや地すべりが各地で相次ぐ
危険な雪解け期を迎えた町の表情。

今春高校を卒業するOL候補生を招待して、ロマ
ンスカーを借りきりでファッションショー。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット 教育
（1）卒業おめでとう マンモス大学の卒業式
                  構内実況テレビ

お父さん学士
別の大学の卒業式
お母さん学士
お母さん学士家で乾杯

スポット スポーツ
（2）銀輪日本一 スタート

選手走り
ゴール
表彰式

スポット 政治、韓国
（3）ゆらぐ韓国政情 インフゼン前大統領を先頭に市役所へ

デモ行進
警察ともみ合う
逮捕者出る

希望訪問 スポーツ
「今年は打ちまっせ」 オープン戦、西鉄の中西の打撃

国鉄の豊田打撃
巨人の王の打撃
長島の打撃

毎日ニュース  No．４３５ 1963.4.3 選抜高校野球開く スポーツ
選抜高校野球開会式
沖縄首里高校の行進
優勝旗返還の作新学院
第一試合

ガラス張りの中で 世相
ガラスの楽器でコンサート
サテライト・スタジオ内ラジオの放送
ガラス張りのオフィース
片側素どうしのオフィース
ガラス張りの電話ボックス
ティールーム
都知事選挙東竜太郎、坂本勝演説

スポット 交通、スト
（1）日曜日の私鉄スト 私鉄スト、東武鉄道の浅草駅

京王帝都の新宿駅
待つ乗客
京王帝都バスのスト中
線路は子供の遊び場
線路を歩く人々

スポット 国際
（2）ヒマラヤへお嫁入り シキム王国の首都ガントク

結婚式
新婚夫妻

希望訪問 世相、道徳
「小暴力をしめ出せ」 小暴力追放運動、電車の中のマナー悪い

注意したばかりに殴られた三輪さん
バスの車掌インタビュー
新聞接写、引ったくり実験、道路、公園
バスターミナルで割り込み実験
林さん激励の手紙の山
列車に防犯ベルの設置
車中を警察官パトロール
街をパトロールする警察官

ヒマラヤ山中のシッキム王国へアメリカのホー
プ・クック嬢がお嫁入りです。

他人に迷惑をかける不道徳な小暴力追放の気
運を盛り上げましょう。

一堂に一万人を集めてのマンモス卒業式。お父
さん大学生、お母さん大学生と様々。

朴政権の軍政延長宣言など紛糾する韓国政界
は連日野党のデモ、緊迫につつまれている。

ショーウインドウの中でナマ放送をどうぞと総ガ
ラス張りのサテライト・スタジオが人気。

中労委の斡旋案もむなしく、日曜日に私鉄の２４
時間ストが決行された。

両リーグを背負うスター選手の調子もようやく整
い、プロ野球の開幕も間近です。

選抜高校野球大会は３月２７日、甲子園球場で
紫紺の優勝旗をめざして幕を開けた。

競輪日本一を決める全国争覇競輪優勝戦。競
輪ダービーにふさわしい白熱したレース。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４３６ 1963.4.10 大火呼んだ春の強風 災害、火災

寝具工場から出火、消火活動
リヤカーで荷物運び出す
自衛隊の出動
バケツリレーの消火活動
目の治療
焼け跡

青木ジョフレに敗る スポーツ
世界バンタム級タイトルマッチ
ジョフレの強打
青木ダウン

スポット 皇室、外交
（1）オランダ王女 オランダ王女来日

 親善の旅 羽田空港着
皇太子殿下の出迎え
両陛下と会見
歓迎夕食会
和服をご覧
京都旅行

スポット 世界、災害、
（2）恐怖の島バリ島 火山 バリ島のアグン火山の噴火

寺院で祈る人々
病院

希望訪問 世相、季節
「お父さんといっしょ」 春の行楽シーズン

遊園地で乗物に乗る
上野動物園
象、ゴリラ
迷子、親子会う
雨の花見

毎日ニュース  No．４３７ 1963.4.17 女子チーム大活躍 スポーツ
           ー世界卓球ー 世界卓球大会男子日本対中国戦

女子団体戦
松崎対コンスタンチン・ネック
松崎の勝利
女子ダブルス

日本勝利

カラスの集団強盗 動物、公害
カラスの大群に松尾宅のくだもの全滅
ブタの餌も食べられる
石を投げる、ドラムカンを鳴らす
ブタの背中を突つく
猟友会のハンター
ライフル撃つ

スポット スポーツ
（1）グランプリ・レース レース前のトレーニング

を前に 紅一点の塚本さんの練習

スポット 国際、政治
（2）アルゼンチンの反乱 アルゼンチン軍部が反乱

空母インデンペシア号が反乱の支援急行
政府軍の猛攻撃で鎮圧

子供達にとってはうれしいお父さんと一緒の春の
行楽シーズン到来です。

チェコのプラハで世界卓球選手権の団体決勝が
行われ日本女子チームが優勝しました。

長崎県佐世保市の農家ではカラスの大群に悩
まされています。

第１回日本グランプリ自動車レースを前に最後
のトレーニング、紅一点の塚本さんの出場。

東京日暮里の町工場から出火、折りからの１０
ｍを超す強風で戦後第二の大火となる。

世界バンタム級のタイトルマッチ、チャンピオン
のエデル・ジョフレと青木の15回戦が行われた

オランダのベアトリックス王女が国賓として来
日、両陛下主催の歓迎夕食会や京都旅行に

インドネシアの観光地バリ島のアグン火山が突
然噴火。多くの死傷者を出す惨事。

南米アルゼンチンでプペロン元大統領支持派の
活動禁止等を要求して軍部が反乱。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 教育
「ただいま教育中」 相撲学校は新弟子教育の中、取り組み

電力会社は電柱登り
消防学校は飛び降り、綱渡り
警察学校は交通巡査の教育中
競輪学校はランニング、競輪
騎馬学校は馬の手入れ、乗り方

毎日ニュース  No．４３８ 1963.4.24 強かった現職知事 政治
神奈川県知事選挙で内山氏当選、万歳
北海道知事選挙で町村氏当選、万歳
福岡県知事選挙で宇崎氏当選
横浜市市長選挙で飛鳥田氏当選
大阪府知事選挙で中馬氏当選
大阪市市長選で佐藤氏と中馬氏握手
東京都知事選挙坂本氏敗れる
自民党本部の池田総理、大野伴睦
東竜太郎ダルマに目を入れる

日豪水上開く スポーツ
日本・豪州水泳大会
２００ｍバタフライ
８００ｍリレー
２００ｍ自由形、山中、ウインドル

吉展ちゃんを捜そう 社会、誘拐、
事件 吉展ちゃんの誘拐事件のアッピール

警視庁記者会見
入谷南公園、村越宅の電話
新橋馬券売り場、地下鉄入谷駅
上野駅前の電話ボックス
品川自動車、吉展ちゃんの靴
村越宅母親インタビュー

希望訪問 政治、選挙
「ある地方選挙」 県議会議員選挙街をあげて

稲見氏神社に必勝祈願
館野氏神社に必勝祈願
稲見氏演説、選挙事務所に差し入れ
館野氏演説、選挙事務所に差し入れ
子供達にお菓子、ふれあい攻勢
オートバイ部隊、畑を行く、取り締り警官
座敷で投票、選挙本部
館野当選を喜ぶ、神社にお礼参り

毎日ニュース  No.439 1963.5.1 柔道日本一きまる スポーツ
柔道選手権大会決勝
猪熊対長谷川
猪熊の勝利
表彰式

強者どもが夢のあと 政治、選挙
社会党は無効を訴える
乱立する区議選挙の立て札
違法の立て札
違法の立て札撤去
町長選挙のポスター橋げた、菜の花畑
樹木にもポスター
所かまわず貼られるポスター

スポット 世相、季節
（1）北国の春 大通公園でひなたぼっこ

風車
苗木植える
牛牧場

スポット 世相
（2）切手あれこれ 切手展示

子供達に世界の切手のプレゼント

栃木県河内郡南部の県議会議員選挙、同じ自
民党の宿敵同士の対決となった。

新入生を迎えた鉄道学校、電力会社、警察学
校、騎馬学校、相撲学校と職業学校は教育中

４月１７日行われた知事選挙と五大市長選挙は
現職知事が有利な選挙結果となった。

日豪対抗水泳大会８００ｍリレーで日本チーム
が三年ぶりの世界新記録を達成。

３月３１日、台東区入谷の町で村越吉展ちゃん
の誘拐事件が発生した。

全日本柔道選手権大会の決勝戦、猪熊五段と
長谷川五段の対戦に猪熊が日本一に。

東京都知事選挙のポスター偽証紙問題。街に村
に乱立する選挙ポスター。

春の遅い北海道もめっきり暖かくなり、のどかな
春の日差しを楽しんでいます。

東京日本橋のデパートで切手展が開かれ、施設
の子どもたちが招待されました。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 世相
「宴会幹事」 伊豆の観光地

オートメーションの宴会場
トモエソロバンのバス旅行
出発前の幹事さん、バスの中
先発の幹事さん、打ち合わせ、
配膳から席順そして宴会
帰路のバスの中でダウンの幹事さん

毎日ニュース  No．４４０ 1963.5.8 風かおる　メーデー 世相、メーデー
福岡県のメーデー
大阪市のメーデー
横浜市のメーデー、パレード
神宮外苑のメーデー　
パレード
国会議事堂前のパレード

三河島惨事あれから１年交通、
鉄道事故 三河島事故

一周忌法要の像と花束
負傷者の病床
各地で事故防止訓練、ＳＬ、貨車
発煙筒

スピードを競う 交通、
スポーツ 自動車レース

女性ドライバー
国際スポーツカーレース
スタート
ピーター・ウオールはロータス23で優勝

捜査陣また黒星 社会、事件
　ー女高生殺人事件ー 吉展ちゃんの自宅に鯉のぼり

捜査協力のお願い
中田喜枝さんの写真
茶畑の捜索、警察犬で捜索
遺体発見、遺体自宅に帰る
捜査本部
国家公安委員会篠田委員長記者会見
中田さん宅の元作男自殺現場
川越高校、中田さん宅で通夜、葬列

希望訪問 民俗、文化
「アイヌ部落をたずねて」 アイヌの町　

調査団アイヌ長老にインタビュー
調査団アイヌ古老にインタビュー
工芸指導所で木彫り
３０００年前の人骨調査
沙流川流域の発掘
熊祭り

毎日ニュース  No．４４１ 1963.5.15 五輪リハーサル スポーツ
　　　　　　　　毎日マラソン 甲州街道空撮、交通渋滞

警察、鉄道関係の打合せ
交通遮断、警備体制
毎日マラソン大会スタート
飛田給の折り返し点
君原優勝
警備体制解除

スポット 軍事、防衛
（1）ナイキ初公開 防空ミサイル・ナイキ公開

スポット 芸術、絵画
（2）国際美術展ひらく 日本国際美術展の準備

開幕
作品をみる人々

連休ので観光客を手ぐすね引いて待ち構える観
光地。大変なのは慰安旅行の幹事さん。

防衛庁の首都防衛ミサイル・ナイキが初公開さ
れました。

世界美術の粋を集めた日本国際美術展が開か
れました。

吉展ちゃん誘拐事件に次いで今度は狭山市で
中田喜枝さんの誘拐殺人事件が発生。

北海道のアイヌ部落、アイヌ民族の文化に調査
のメスが入りました。

東京オリンピック・マラソンコースで毎日マラソン
が史上最大の警備体制の中で開催。

５月1日メーデーが全国各地で開催された。統一
地方選挙後初の祭典です。

三河島衝突事件から１年。惨事をを繰り返すなと
国鉄は毎月３日を反省の日と決めました。

始めての日本グランプリ自動車レース大会が鈴
鹿サーキットで開催されました。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット 世相、生活
（3）冷たい食べくらべ ソフトクリームの早食い競争開始

食べる子供
食べる大人

希望訪問 美術、観光
「新版・東海道五十三次」 棟方志功さん版画制作中

チャ夫人とスケッチ旅行へ出発
名古屋市内歩く
テレビ塔スケッチ、熱田神宮
岡崎の町並み、矢作橋、知立は雨の中
四日市石油コンビナート
桑名の渡し舟、宿でスケッチ　　
畑の泥道を散策する夫婦

毎日ニュース  No．４４２ 1963.5.22 いざ北洋へ 漁業
サケ・マス船団出発
家族との別れ
テープ
母船、ランチ、見送り

「フェイス　７」成功 国際、
宇宙開発 クーパー空軍少佐が子供たちにサイン

フェイス　７の準備、クーパー乗り込み
打ち上げ、交信電波をキャッチ
着水成功
グレン中佐タラップ降りる
皇太子殿下とグレン中佐一行と会見
池田総理グレン中佐夫妻
フレンドシップ　７の模型
グレン中佐講演

飛んできた　Ｆ105　 軍事、戦闘機
Ｆ105戦闘爆撃機着陸
反対運動、署名集め
記者団に公開
騒音で窓閉める中学校、授業　　
基地滑走路オーバーラン防止拡張工事
一般公開見る人々
県民抗議集会
社会党の抗議集会

希望訪問 スポーツ、
「原っぱ野球は花ざかり」世相 野原で少年野球、打つ、ボール探し

公園でキャッチボール
岸壁でキャッチボール,球は海の中
問屋さん野球チーム、社長監督、ノック
徹夜で球場受付待ち
受付日　
試合、交代のアナウンス
順番待ちの組
別の組と背中合わせ

毎日ニュース  No．４４３ 1963.5.29 予算を食った夢の超特急交通、建設、
交通 十河国鉄総裁花束を掲げて別れる

石田礼助靴を履き自宅から出かける
駅につく、湘南電車で通勤
東京駅丸の内北口を出る
国鉄本社の総裁室
衆議院運輸委員会で初訓示
新幹線視察のグレン中佐
社会党調査団、トンネル視察
静岡工事予定地

スポーツ スポーツ
（1）メイズイ決勝 パドックのマイズイ、グレートヨルカ

ー日本ダービーー スタート
メイズイの騎手森安ファンに応える

スポーツ スポーツ
（2）大鵬史上初の六連勝 大鵬と栃光戦

優勝パレード

アメリカ空軍のＦ105戦闘爆撃機が福岡の板付
基地にやって来ました。

とにかくすごい野球ブーム。町の名選手が自慢
の技術を披露する原っぱ野球は花ざかり。

石田礼助新国鉄総裁は自宅から電車通勤。新
幹線工事は頭痛の種。

５分間でソフトクリームの早食い競争が東京銀
座のあるデパートで行われました。

版画家・棟方志功さんの「版画・東海道五十三
次」制作スケッチ旅行。

サケ・マス船団が北洋アリュウシャン海域を目指
して函館港を出航。

アメリカの４人目の宇宙飛行士クーパー空軍少
佐の成功とグレン中佐の日本訪問。

日本ダービーは予想通りメイズイが快勝、皐月
賞と合わせて三冠馬になりました。

夏場所千秋楽横綱大鵬は栃光を寄りきり全勝で
優勝、初の六連覇を遂げる。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
有力容疑者を逮捕 事件
  ー女高生殺人事件ー 茶畑

中田さん宅
美枝さんの祭壇
刑事が来る
石川一雄を逮捕
車に乗せる

希望訪問 農業
「田植えの季節」 田植え部隊バスに乗り込む

ハイヤーで農村へ
手動式薬剤噴霧機、ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ農薬散布
人力田植え機のテスト
動力用田植え機のテスト
苗のついた植苗紙のテスト
苗のついた植苗紙のテスト
苗のついた植苗紙のテスト
苗のついた植苗紙のテスト

毎日ニュース  No．４４４ 1963.6.5 タイ国王ご夫妻　日本の旅皇室、外交
国王夫妻を乗せた馬車が皇居に向かう
天皇皇后両陛下と会見
歓迎の夜会、乾杯
王妃は青山保育園視察
王妃は日赤乳児院
ご夫妻奈良公園で鹿と遊ぶ
ご夫妻京都御所で蹴鞠ご覧
薪能、野立、散策

バットの秘密 スポーツ
芝浦工業大学野球部がバット振る
ピッチングマシーン
電器工学の実験室でバットと球の解説
振動、電圧計
プロ野球のバッター

フルシチョフ・カストロの握手政治、国際
ソ連、キューバ国民友好集会
フルシチョフ、カストロ
演説
クレムリン宮殿で共同声明
調印と握手

希望訪問 スポーツ、
「体操しましょう」 教育 赤ちゃん体操

TVを観ながら幼児体操
TV番組「やきいもごろごろ」
小学校のリズム体操
キーパンチャーの職場体操
警察官の交通整理体操
面浮流をとりいれた体操、練習
TV体操、ハードトレーニング
トランポリン体操

毎日ニュース  No．４４５ 1963.6.12 雨が降ります　雨が降る 季節、世相
駅前の傘店さんは売れてます
アベック用傘
友愛の傘を商店街でサービス
電車内の傘の忘れ物注意アナウンス
遺失物場の傘
団地で傘を干す
雨傘の流れ

サケ・マス漁場を行く 漁業
サケ・マス漁場に向かう巡視船「つがる」
サケ・マス流し網漁船の操業
漁船からSOS信号でボートに乗り込む
引船綱を結び曳航する

スポット 国際、宗教
（1）ローマ法王　死去 ２３世死去に悲しむ信者たち

生前の法王
葬儀

国賓として来日したタイのプミポン国王ご夫妻は
皇居での夕食会を始め各地を視察された。

ホームランを打ち出す研究を芝浦工業大学短期
大学学長の岩竹教授が発表。

ソ連はキューバのカストロ首相を迎え両国の親
善と協力を誓い合いました。

埼玉県狭山市の女子高校生殺人事件の最有力
容疑者として石川一雄を逮捕。

田植え時人手不足に悩む農家は人手集めに四
苦八苦、機械化の導入にも取り組み始めた。

TVの幼児体操から職場の体操、ダイエットの体
操と様々な体操があります。

今年は例年にない長梅雨とか？雨に欠かせな
い雨傘のアラカルト。

釧路海上保安庁の巡視船に同行して不法漁船
の取り締まりとパトロールの実態。

６月３日、第２６代ローマ法王ヨハネス２３世が死
去、わずか４年半の在任でした。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット 世相、技術
（2）時の記念日 時計の放流準備

ブイに時計を詰める
放流の為投下

希望訪問 世相
「あなた要りません」 電子診断器で診察

英語の勉強、英語翻訳機
工場はテープで無人工作機械で作業
テレビ電話
座ればラジオが鳴り、扇風機が回る仕掛け
無人自動車の実験
警視庁は信号機が自動的に点滅
感応式信号機を設置

毎日ニュース  No．４４６ 1963.6.19 酪農大国への夢 農業、開発
酪農王国を目指して原野を刈る
火炎放射器で焼き払う
農作業専用機
肥料、牧草の種を蒔く
牛に種を踏ませる

坂田　本因坊を守る 世相、囲碁
坂田本因坊目薬を指す
高川九段メガネ拭く
第６局始まる
休憩、解説、対局
庭、対局、坂田勝利

ハトの引越し 動物
鳩と遊ぶ
鳩のフン公害
自衛策
役所の間引き作戦
網の仕掛け
田舎で放す

希望訪問 建築、災害
「宅地ブームに赤信号」 崖崩れ、救助作業

幼稚園の横の崖崩れ、調査
住民の話し合い
取締官の視察、工事停止命令の張り紙
無届建築、大工さんにインタビュー
聞き込み、人垣の山
使用禁止の張り紙、役所へ出頭
土地業者にインタビュー
神戸警察パトロール

毎日ニュース  No．４４７ 1963.6.26 牛の歩みの三十時間 政治、国会
　　　ー国会また混乱ー 衆議院本会議、牛歩戦術、押し合い

１２時で時間を止める
投票の札不足、投票、いねむり
もみ合い
１２時、池田総理大臣

晴れてコンブ漁へ 漁業
代表団を歓迎する根室市民
ノサップ岬で代表団歓迎のブラバン
貝殻島を望む
安全操業の証明書を受け取る
歯舞のコンブ漁民
出漁、貝殻島周辺
コンブ漁、浜の活気、馬車でコンブ運ぶ

宇宙を飛んだカモメ 国際、
宇宙開発 モスクワ市民が空を見上げる

テレシコワさん
新聞を読む人々
テレシコワさん、フルシチョフ首相交信
モスクワ市民喜ぶ

時の記念日にちなんで、国産時計の性能テスト
と黒潮の海流調査を兼ねて放流実験。

世の中オートメーション化で便利に成り、挙句の
果てはあなた要りませんとなりますか?

北海道開発局は広大な原野を牧草地に変える
実験に取り組んでいます。

囲碁ファン注目の本因坊戦７番勝負の第６局、
坂田本因坊と高川９段戦。

日ソ・コンブ協定による安全操業が６月１９日に
解禁。貝殻島の周辺が最高の漁場。

ソ連は初めての女性宇宙飛行士テレシコワさん
を宇宙へ「私はカモメ」を連発。

フランス・パリの鳩が増えて、役所はこのほど鳩
を捕獲して半数削減を実施。

宅地ブームにつけこんだ悪質な土地業者、違反
建築もあとが絶えません。

失対法の衆議院通過をめぐって、自民党と社会
党の対立。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 世相、経済
「ボーナス頂きます」 ボーナスを数えて喜ぶ

証券会社はパンフレットを詰める
銀行は読書室、おもちゃのコーナー
ディズニー貯金箱、金魚つりコーナー
預金者にスピードくじ、当たるとぬいぐるみ
証券会社は団地に出張作戦
ホテルのボーナス
出口で銀行が出張開店

毎日ニュース  No．４４８ 1963.7.3 毒虫 猛威をふるう 医療、動物
アオバアリガタハネカクシ
治療室、湿地帯での調査、街灯下、手ぬぐい
商店街の明かり、殺虫噴霧
大木薬局で特効薬、大東社の防虫網
金網を張ったり、網戸、蚊帳の中で食事
自衛隊による除草、焼き払い
保健所も殺虫剤噴霧
市内を緊急予防対策宣伝車が呼びかけ
ヘリコプターで殺虫剤散布

まかりならぬ青空駐車 交通、不法
駐車禁止の標識下の駐車違反キップ
日本橋問屋街パトロール、ビラ配り
夜、違反者にキップを切る警察官
有料駐車場の張り紙
事務所を改築して地下駐車場に
レッカー車で運ばれる

ケネディ大統領 国際、政治
             ヨーロッパ訪問 フルシチョフ首相、テレシコワのパレード

フルシチョフ首相の東ドイツで演説
ケネディ大統領は西ドイツに到着、握手
ケネディ大統領は西ドイツでパレード
西ベルリンで壁を視察
東ドイツは赤旗を下げての目隠し
エールでケネディ大統領の歓迎、パレード

希望訪問 観光、世相
「海を渡ろう」 各国の飛行機が飛ぶ、外国旅行客が降りる

旅行客が手を振る、カメラで撮影
海外旅行情報のパンフレット
地球儀を見る女性
外務省に渡航申請をする人々
見送りの人々、汗をぬぐう男、遅刻者
見送り客が熱にやられる、飛行機離陸

毎日ニュース  No．４４９ 1963.7.10 新島ミサイル 試射に成功防衛、漁業
新島の漁業
ミサイル試射場の建設に賛成反対派の騒動
ミサイル発射準備
ミサイル試射

暴れる猛牛 スポーツ
別当近鉄監督、近鉄の活躍
日生球場にお客さん来る
札止めの看板
従業員に大入袋
近鉄親会社は駅に速報版を設ける
近鉄・南海戦
関根ホームランを打つ
ガックリの鶴岡監督

泥の中の穀倉地帯 農業、災害
集中豪雨にやられた水田や民家
麦を焼く、かまど
水田の稲は泥の中
視察団
合同葬
二度目の田植えをする
田植え機や手植えをする農民

希望訪問 世相、技術
「住みよく暮らしよく」 家具の配置モデル

椅子で色々な姿勢
人骨模型で椅子のテスト
ベットのテスト、寝心地をテスト
旅行カバンの落下テスト
握りのテスト
ナイフ柄の実験
台所の疲労度調査

ボーナスの季節到来、一人でも多くのお客さん
獲得に銀行や証券会社は勧誘合戦。

自動車の保管場所に関する法律が施行されて
はや1ヶ月、違反者の取り締りも始まりました。

ソ連のフルシチョフ首相の東独訪問、米国ケネ
ディ大統領の欧州訪問は西ドイツを訪問。

毒虫アオバアリガタハネカクシが茨城県古河市
近辺で発生し、治療と対策に追われている。

パ・リーグのお荷物といわれた近鉄バッファロー
はこのところ札止め満員御礼の盛況です。

記録的な長雨で北九州の穀倉地帯は家も水田
も泥水に埋まってしまいました。

イス、ベット、カバン等デザインと人間を結ぶ「人
間工学」がこのところ脚光を浴びています。

海外旅行熱が高まる中、予定の渡航自由化は
外貨に渋い大蔵省の引き締めでのびそう。

防衛庁は新島で国産初の空対空ミサイルの試
射実験を行いました。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４５０ 1963.7.17 名神高速道路開通 交通、建設

名神高速道路の一部開通式
テープカット
乗用車、バス等の走り、クレーン車待機
料金所
トンネル
空撮

右翼 河野邸に放火 政治、事件
河野一郎邸上空をヘリコプターが飛ぶ
消火作業、ガソリン缶、写真
焼け跡、跡かたずけ
憂国道志会代表・野村秋介の看板、入り口
検問
河野邸に見舞い客、河野派の議員
名神高速道路で河野建設大臣インタビュー
羽田空港タラップを降りる河野建設大臣

デモに見舞われた 国際、トピックス
                    ギリシャ国王 ビクトリア駅到着

エリザベス女王等と握手
平和団体のデモ隊
警察官と衝突
逮捕者

希望訪問 教育、事件
「犯人を挙げろ」 狭山女高生殺人事件の現場に花輪

中田美枝さん遺影、石川一雄逮捕
捜査本部解散で引越し、吉展ちゃん事件
警察署内の刑事たち、捜査専科の講義、研修
運河、コウリ詰事件の書類作成
幼稚園に脅迫状、聞き込み
新田洋子さん行方不明、強盗事件発生
公園の子供誘拐、聞き込み、身の代金
尾行、犯人逮捕、本物の事件発生

毎日ニュース  No．４５１ 1963.7.24 黒い日の出 科学
日食ブームに沸く、パレード
宣伝、観光客が列車に乗り込む
リハーサルをする高校生
観測隊準備
オロチョンの火祭り
列車ホテルで寝る
観測準備、ハツカネズミ
日食が始まるそして終る

スポット 国際政治、
（1）核停会談ひらく 核実験 核実験停止会議へ握手

会議風景

スポット 動物、学術
（2）サルまね実験 猿の二本足歩きの訓練

骨格レントゲン写真
訓練

希望訪問 政治
「真夏の夜の改造劇」 組閣取材テント村、佐藤栄作出てくる

黒金官房長官の記者会見
池田総理大臣記者会見
大野伴睦副総裁、藤山愛一郎総務会長
三木武夫政調会長、前尾繁三郎幹事長
テント村の報道風景、新大臣官邸入り
組閣雛壇
総理記者会見

毎日ニュース  No.452 1963.7.31 人類の願いをこめて 国際政治、
核実験 核実験、キノコ雲

米英ソ三国の核停止会談
死の灰を浴び死んだ久保山さんの墓に額ずく
放射能雨、ガイガーカウンターでマグロ測定
原爆禁止運動、大きな行進、耐熱服、待避壕
国連で審議、米英仏ソの四カ国首脳会談
米機、ソ連で撃墜された残骸、ソ連議会
原水爆実験、広島原爆慰霊祭
原爆実験

池田内閣の組閣改造のこもごも

モスクワで開かれていた核停止会談で三カ国は
核実験停止条約に調印を行いました。

神奈川県平塚市の河野一郎建設大臣邸に右翼
の２人組がピストルを発射、その上放火をした

イギリス訪問中のギリシャ国王夫妻にギリシャの
政治犯の惨状に抗議するデモが行われた。

殺人事件を始めとして、警察の黒星に全国から
ベテラン警視、警部を集めて再教育。

日本で見える今世紀最後の皆既日食の観測。

米英ソ三国の核実験停止会談がモスクワで開催
されました。

猿を立って歩かせたらどの位人間に近づくの
か？の実験が行なわれました。

日本で初めてのハイウエー、名神高速道路の尼
崎－栗原間７１kmの一部が開通しました。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
新人作家 誕生 文学、褒章

川端康成氏入る
丹羽文雄入る
会議が始まる
テレビ出演の後藤さんと河野さん
河野さん自宅で執筆、買い物風景
後藤さん雑誌の撮影、友人達と乾杯

スポット スポーツ
（1）黒獅子旗目指して 都市対抗野球大会開会式

不二越の応援団
第一試合開始

スポット 皇室
（2）海辺の両陛下 天皇陛下船上で生物採取

船内で研究
天皇皇后両陛下磯で生物採取

希望訪問 農業
「おらが村の運転試験」 耕運機の試験に中学校に集まる

試験前の勉強
筆記試験
機能試験で順番決める
実技試験開始
女性達から始め
男性はエンスト
女性の迷走

毎日ニュース  No.453 1963.8.7 田中また世界記録 スポーツ
水泳競技大会４日目
男子４００ｍ個人メドレーで福島は日本新
水泳競技大会５日目
女子２００ｍ背泳ぎ田中聡子世界新記録

天草のフカ狩り 漁業、観光
天草のフカ狩り前のお払い
観光客が来る
バスの臨時発着所
おどし網を張る、手旗信号
海岸で地元水産高校生がロープを引く
フカ捕獲

ユーゴに大地震 災害、地震
ユーゴのスコピエ市の大地震
倒壊した家屋、マケドニア・ホテルの瓦礫
スコピエ駅の救助
死傷者運び出す
チトー大統領被災地を視察

希望訪問 世相、観光
「お山のバカンス」 富士山のご来光

登山客、赤ん坊を背負って
ワラ草履、下駄履き、馬で登る
グロッキーの人

毎日ニュース  No．４５４ 1963.8.14 台風９号九州を襲う 災害、台風
大型台風９号宮崎に上陸
堤防破壊
稲も水に浸かる
家屋、道路の高潮被害
別府の海岸に高波
別府市内に濁流
駅、欠航で足止め
被害の惨状

日本選手権水泳競技大会で期待の田中聡子さ
んは世界新記録、福島は日本新記録を出した

天草のフカ狩りが３年ぶりに観光客を集めて行
われた。

７月２６日朝、ユーゴ南部マケドニア共和国の首
都スコピエ市で大地震が起きました。

富士山の登山客の安直なスタイルから難行苦行
の姿を描く。

大型台風９号は８月９日宮崎県に上陸、大分県
に多大な被害をもたらした。

第４９回芥川賞は後藤紀一郎氏と河野多恵子さ
んの２人に決定しました。

真夏の球宴、都市対抗野球大会の開幕。今年
から応援コンクールも始まります。

両陛下は相模湾の生物採取を中心に夏のご静
養を送られています。

村の中学校で今日は年に一度の耕運機の出張
試験日です。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
混乱 許すまじ 社会、核実験
ー分裂した原水禁大会ー 米英ソの核実験停止条約調印

調印が終り拍手
フルシチョフ首相
広島原爆記念公園に人々が集まる
乱闘、記念碑に祈る
共産党の原水禁世界大会、中ソがもめる
社会党・総評系大会
原爆記念日、祈り

スポット 芸能
（1）小百合ちゃん 吉永小百合さん勉強

恐怖の本番 賊進入の現場検証
犯人逮捕
吉永小百合さん記者会見

スポット 事件
（2）石炭ガラ輸出の 石炭ガラ輸出の家
                  篠田を逮捕 書類

第８東亜丸で犯人が護送されてくる
警視庁の犯人

希望訪問 教育、福祉
「女子大生の徒歩旅行」 京浜女子大生が鎌倉大仏前を出発

徒歩旅行、トランシーバーで連絡
昼寝、歩く、宿泊所の寺で寝る
出発、手紙をポストに入れる
募金活動
設営班、買い出し、家政科の料理つくり
歴史科はおじぞうさんの調査
奈良の大仏に祈る

毎日ニュース  No．４５５ 1963.8.21 観光旅客機遭難 事故、航空
十九人全員死亡 藤田航空本社、安否を問う家族関係者

松前代表に詰め寄る家族
捜索機が家族を乗せる
海上を見る家族
巡視船の捜索
油を発見
ローカル空港で待つ人々

終戦記念日 世相、皇室
全国戦没者追悼式の天皇皇后両陛下
皇居前広場で祈る人々
天皇陛下のお言葉
泣く人々
靖国神社、戦友の再会、参拝の人々
祈る人

日本チーム完敗 スポーツ
             ー日米水泳ー 日米対抗水上競技大会

２００ｍ自由形ショランダー世界新記録
１５００ｍ自由形 サーリ
２００ｍバタフライ ドビー
１００ｍ 平泳ぎ

希望訪問 交通
「日本一の赤字線」 国鉄根北線の始発駅の斜里駅を発車

ガランとした車内
イシナ駅ホームを走り出す
２つ目の駅
３つ目の駅、駅員無し
線路の草刈りは斜里駅から来る
線路と平行してバスが走る
バス優先の踏み切り
休日は満員の斜里町

毎日ニュース  No．４５６ 1963.8.28 デパートの火事騒動 災害、火災
池袋西武デパート７階から出火、消火
出火お詫び超廉売に人の列
中止の張り紙
大安売りで大混乱の売り場
人の波

知床半島の基部斜里町を起点とする国鉄根北
線は全長１２．８km、駅も３つの赤字線。

延々７時間に渡って燃え続けた東京池袋の西武
デパート火災は死者７人を出す惨事に。

８月９日の夜、日活スター吉永小百合さん宅にピ
ストルを持った賊が押し入り。

電気製品の変わりに石炭ガラを輸出した詐欺師
の篠田が逮捕、護送された。

京浜女子大生が鎌倉大仏から奈良大仏迄恵ま
れない子らへ募金を集めながら徒歩旅行。

8月１７日、八丈島から羽田空港に向かった藤田
航空の旅客機が遭難。

今年の終戦記念日に天皇皇后両陛下をお迎え
して政府主催の全国戦没者追悼式を挙行。

日米対抗水上競技大会は若いアメリカチームの
圧倒的勝利に終った。

米英ソの核実験停止条約調印。原水禁世界大
会は共産党と社会党・総評の分裂大会に。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
石炭の露天掘り 産業

石炭の露天掘り
ダイナマイトで爆破
ブルトーザー、パワーシャベル
昼夜トラックで運び出し

視界不良のローカル航空交通、事故
藤田航空機の墜落機発見、残骸、遺体
遺族到着、島の公会堂の遺体
東京に遺体搬出、柩降ろす、遺族泣く
八丈島の空港
富山県では川の中州に作られた空港開き
飛行機飛び立つ、救命倶の再点検
航空気象測候所
航空従事者国家試験所
航空大学校で目隠しをして計器飛行訓練

希望訪問 世相
「歓迎 労組大会様 日光東照宮の観光客

観光客は鬼怒川行きのバスに乗り込む
自治労の組合大会の看板を掛ける旅館
日光駅に組合員集合
旅館は迎えの準備
大会準備、うちわ、定期大会
踊り、花火、分科会、役員選挙
土産物、華厳の滝

毎日ニュース  No．４５７ 1963.9.4 もし大地震が起こったら 防災、地震、
祭事 関東大震災、大火、逃げる人々、焼け跡

東京都慰霊堂での慰霊祭
大警防演習へ駆け付ける、連絡
消防車、放水
耐震性実験
原子炉
モデルハウスの建設
内田消防庁火災予防対策委員会長ｲﾝﾀﾋﾞｭｰ

スポット 国際、法律
（1）ワシントンで ワシントン大行進に集まる人々

黒人大行進 整然と行進
キング牧師の行進、黒人開放集会

スポット 観光、世相
（2）錦帯橋の健康診断 錦帯橋を渡る

早稲田大学青木教授ら調査する
市民も橋を渡り協力
市役所職員も橋の揺さぶりを協力

希望訪問 政治
「五輪大臣 佐藤栄作」 スポーツ 佐藤栄作記者会見

建設 自宅でくつろぐ
委員会に出席
ホテル、建設中の道路、国立競技場
選手村の試食会
記者会見
水泳大会
柔道強化合宿へ激励、選手団を前に演説
記者会見

毎日ニュース  No．４５８ 1963.9.11 抑留漁船員帰る 漁業、政治
抑留漁船員稚内港へ帰る、船降りる　　
家族と再会
佐々木さん宅握手、知人と話す
駐日ソ連大使の歓迎準備
歓迎
ノサップ岬からコンブ出漁風景を視察

Ｎ君がんばれＯ君しっかりスポーツ
巨人・太洋戦の長島選手
空撮
王バットを叩きつける
２回戦
長嶋選手３６号ホームラン打つ
王、長嶋選手のバッティング

新しい公民権法案をめぐって、差別撤回を要求
する黒人によるデモが行われた。

日本の名橋の１つ、山口県の錦帯橋の安全調
査が行われた。

実力者佐藤栄作氏が五輪担当大臣として本番
まであと４００日の現在。

領海侵犯の疑いでソビエトに抑留されていた日
本漁船員全員が釈放されて帰国した。

プロ野球も終盤戦に入り、首位巨人の長島選手
と王選手の活躍を描く。

福岡県宮田町の炭鉱で日本で初めての石炭の
露天掘りが進められています。

八丈島を飛び立ち消息をを断っていた藤田航空
機は八丈富士の八合目付近で発見。

栃木県日光は観光客の素通り客が多く寂れた旅
館街となって、大労組の大会は大歓迎です。

関東大震災から４０年。東京都慰霊堂で法要、
東京消防庁では大警防演習が行われた。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
ゴリラも演技する 動物

３匹のゴリラが演技をする
食事、タバコ吸うゴリラ
逆立ちをする

希望訪問 経済
「食うか食われるか」 ブロイラーを船から陸揚げ
　　　　　　日米チキン戦争 アメリカ業者の記者会見

ブロイラーの展示、即売
アメリカの円形養鶏舎
日本の家畜研究所
工場で選別、ブロイラーの解体、焼き鳥
チキンターキーのテープカット

毎日ニュース  No．４５９ 1963.9.18 全被告の無罪確定 事件」、裁判
　　　　　　　　松川事件 松川事件の最高裁判決を待つ人々

下山事件、三鷹事件スチール写真
松川事件スチール写真と調査、諏訪メモ
仙台高等裁判所法廷、元被告や家族のデモ
赤間被告、広津和郎会見、斉藤裁判長
最高裁判所第一小法廷スチール
無罪の垂れ幕、喜ぶ家族たち、万歳
検察首脳会見
無罪奉告集会、デモ行進

サクの中の無法運転 トピックス
スタント・カー、無謀運転
片車輪、転倒
火の壁をオートバイが通りぬける
火の壁を車が通りぬける
ジャンプする車

くすぶる脅迫事件 社会、事件
営団地下鉄銀座線、京橋駅の爆発跡
車内警備、吉永小百合さん宅に脅迫状
草加次郎の指紋検出
竹山祐太郎宅に右翼からライフルの弾丸と
脅迫状届く
竹山家を出て羽田へ
竹山訪中経済使節団としてタラップを上る
右翼団体騒ぐ

希望訪問 スポーツ
「秋空晴れて」 運動会網くぐり、ムカデ競争

うなぎつかみ、三輪車乗り
ビール呑み
社長もパン食い競争

毎日ニュース  No．４６０ 1963.9.25 高まる解散ムード 政治、選挙
自民党大演説会、藤山愛一郎、河野一郎
池田総理大臣の演説
札幌では社会党がワゴン車上から演説
河上社会党委員長演説
北九州で西尾民社党委員長演説
選挙区に散った代議士たちの挨拶まわり

スポーツ スポーツ
（1）海老原世界の王座に 世界フライ級タイトルマッチ戦

海老原対ポーン・キングピッチの１回戦
チャンピオンダウン
海老原の勝利

スポーツ スポーツ
（2）柏戸再起の全勝優勝 大相撲秋場所

柏戸は大鵬を寄りきりで優勝
表彰式
パレード

アメリカの食用若鶏ブロイラーの日本攻勢。

有罪か、無罪か嵐のような論争を呼んだ松川事
件の最終審判。１７人被告全員が無罪判決。

燃え盛る火の壁にオートバイで体当たり、アメリ
カで人気の自動車のサーカスが日本に上陸。

大相撲秋場所千秋楽で柏戸は大鵬を寄りきりで
全勝優勝、横綱では始めての優勝です。

東京都民を恐怖におとしいれている姿無き爆弾
狂「草加次郎」の犯行はその後も続いている

天高く馬肥える秋はスポーツの季節。各地では
運動会が今たけなわです。

秋風と共に政界は解散、師走選挙の様相を深め
各党の動きは。

プロボクシング世界フライ級タイトルマッチ。海老
原は日本人で３人目の世界チャンピオンに。

ゴリラは芸を覚えないことで有名ですが名古屋
市東山動物園では名優となっています。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
鹿児島本線で二重衝突 事故、

列車衝突 鹿児島本線箱崎-香椎駅間の踏み切り
事故現場でガス切断機で電車を焼ききる
死傷者を運び出す
病院の負傷者
遺体
事故現場の現場検証

希望訪問 祭事、宗教
「死霊の山」 死霊の山の高勝寺

お彼岸に６００段の階段を登る参拝者
賽の河原で石を摘む
服を着せる
外塔婆を買う、祈り
外塔婆を傾斜した岩肌に捧げる
寄り高い所に登る

毎日ニュース  No．４６１ 1963.10.2 コレラ日本へも侵入 医療
韓国軍が町を消毒、隔離病院、魚、野菜消毒
神戸市衛生局が「るり丸」を消毒
神戸市民にコレラの予防注射
「男島丸」を消毒
「ホテル富士」従業員検査
商店街を消毒

スポット 産業、季節
（1）秋の訪れ ヘチマの収穫

水洗い
干す
菊池水源で川海苔を採取

スポット 政治
（2）大臣目下外遊中 羽田空港出発の池田総理大臣

羽田空港出発の佐藤科学技術庁長官
羽田空港出発の田中大蔵大臣
羽田空港出発の赤城宗徳、福田通産大臣
賀屋興宣法務大臣事務、農林省でウロウロ
宮沢喜一大蔵省から大臣室へ、会議
会合で大臣代理の政務次官３人挨拶

希望訪問 世相、教育
「カギっ子」 団地の朝、窓が閉まっている

通勤する夫婦、駅のホーム
子供たちは小学校へ
授業参観日、留守家族調査表を見る
団地に帰る子供、カギをぶら下げている子供
女の子一人でＴＶ、おやつ食べる
水筒さげてる子、父子を見て淋しそうな子
公衆電話する、繁華街うろつく、ブランコ乗る
百合が丘駅で待つ子、夕方の団地

毎日ニュース  No．４６２ 1963.10.9 名投手引退 スポーツ
有馬頼義名投手引退試合
始球式、石井好子投げる
吉行淳之介見る
東京セネターズ対東京トークス
有馬氏投げる
別所サードゴロ
有馬氏の引退の弁
記念品受け取る

スポット 文学、皇室
（1）近代文学史展ひらく 近代文学史展をご覧になる皇太子ご夫妻

一般の人

スポット 国際、政治
（2）混迷つづく南ベトナム 南ベトナム国会議員選挙投票

ゴ・ジンニュ大統領が投票
ゴ・ジンニュ大統領夫人当選
南ベトナム軍と米軍ヘリでベトコン攻撃
マクナマラ米国防長官飛行機から降りる
ケネディ大統領と会談

混迷が続く南ベトナムの国会議員選挙で悪名高
いゴ・ジンニュ夫妻が当選、アメリカの対応は？

東南アジアで猛威を振るったコレラは韓国から
日本へと上陸、コレラ防疫態勢が組まれました

静岡県浜松市周辺ではヘチマの穫り入れ、熊本
市郊外の渓流では川海苔の採集が始まった。

総理大臣を始め各大臣の外国訪問で留守を預
かる臨時大臣はなかなかの多忙です。

団地の半数の家が共稼ぎ組といわれ、両親を待
つカギッ子が増えています。

草野球の名門チーム東京セネターズを率いる作
家の有馬頼義さんの引退試合。

明治、大正、昭和三代の近代文学史展が開か
れ皇太子ご夫妻もご覧になりました。

鹿児島本線箱崎-香椎駅間の踏み切りで大型ト
ラックに満員の快速電車が衝突更に下り列車も

栃木県岩船山にある高勝寺。高い岩山に死霊
が集まるという霊場の１つです。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 習俗、祭事
「おらが町のロケット祭」 「竜勢」を神社に運ぶ

奉納、お払いを受ける
見物人
消防車も待機
ロケットの打ち上げ準備
発射
次から次に各ロケットが発射

毎日ニュース  No．４６３ 1963.10.16 本番への腕だめし スポーツ
東京国際スポーツ大会 東京国際スポーツ大会空撮

開会式、入場行進、皇太子殿下のお言葉
ファンファーレ、祝砲、ハト
女子８００ｍハードル 依田郁子が一位
男子１００ｍ  キューバのヒゲロラが一位
女子砲丸投げ ソビエトのタマラ・プレス
円盤投げ アメリカのコノリーとその主人
ハンマー投げ 菅原が二位
女子走り高跳び ルーマニアのバラシュ
体操床運動  ソビエトのラチニーナ
鉄棒  遠藤幸雄
女子２００ｍ背泳、決勝  田中聡子が一位
女子１００ｍバタフライ  高橋栄子が一位
男子２００ｍ 背泳  福島が一位

希望訪問 産業、電力、生活
「紅葉の山と谷間にて」 ダム工事現場

脚半巻く、ナタを腰に着ける
キャンプを出発
計測班来る、測量しながら歩く、食事
川を溯る、ゴンドラに乗り水速測定
岩を登る
送電線の鉄塔を登る
不良碍子の検査

毎日ニュース  No．４６４ 1963.10.23 いざ解散へ 政治
臨時国会池田総理
代表質問する河上委員長
院内の選挙用マイク貸し出し屋
藤山河野の密談
河上委員長の質問
池田総理答弁

美智子さまの誕生日 皇室
美智子さまの誕生日花の手入れ
浩宮さまと丸太の遊び場
ご夫妻と浩宮さま読書される

スポーツ スポーツ
（1）オリンピックで 東京国際スポ－ツ大会のマラソンスタ－ト

会いましょう 飛田折り返し君原 
ジュリアン一位
バンデン・ドリッシュ 二位で来るが
君原に抜かれる
大会最終日 女子バレ－ボ－ル日紡貝塚は
ｿ連を降して勝つ

スポーツ スポーツ
（2）西鉄 逆転優勝 パ・リ－グのペナントレ－ス西鉄優勝

紙吹雪
中西太監督の胴上げ
ビ－ルかけ

希望訪問 産業、教育
「われら警備隊員」 警備専門会社のミーティング

隊員の教育、柔道、消火、救助訓練
本部指令室
出動準備、パトロール・カー
工場の巡回、襲う上官のテスト
民家の予備調査
ひったくり実習
パトカーで巡回

満２９歳の誕生日を迎えられた美智子さま。お身
体もすっかり回復されました。

東京国際スポーツ大会も後半戦に入り大会の花
マラソン競技が行われました。

終盤にまで縺れ込んだパリーグのペナントレー
スは西鉄の逆転優勝で決着。

日本で始めて誕生した警備専門会社は社員教
育の真っ最中です。

秩父の山々に囲まれた吉田町、この町にはおよ
そ４００年前から伝わる「竜勢」という花火の祭り

来年に迫った東京オリンピックに先立つ東京国
際スポーツ大会での日本選手の活躍。

計測器を背負い電源を求めて山奥へ、又送電線
の鉄塔に登って調査など電力に生きる人々。

解散は正々堂々とやると池田勇人総理大臣。政
局は益々緊迫の度を加えています。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４６５ 1963.10.30 また逢う日まで 政治、国会

                  国会解散 衆議院に紫の袱紗が届く、解散、万歳
民社党控え室、必勝の乾杯
社会党控え室、万歳
自民党控え室、乾杯、公認証を渡す
選挙資金を支給
社会党の河上丈太郎が選挙資金を支給
自民党の派閥、大野、河野、佐藤、藤山、他
公認漏れの小渕恵三
選挙区に向かう岸信介、阿部晋太郎

日本シリーズ開幕 スポ－ツ
日本シリーズ開幕
西鉄と巨人に花束贈呈
第一戦、
２回に和田のホームラン
稲尾の好投
第二戦
木の上からただみ見物
王のホームラン

アイヌ部落の葬儀 習俗、祭事
コタンの長老の葬儀
古式に基づいて行われた
葬列
土葬
墓標を立てる

希望訪問 世相、観光
「季節のお手伝いさん」 北海道から臨時女中が列車で熱海に着く

職安の係員から話を聞く
旅館に到着、挨拶、着付け、配膳
新潟県からはミカン農家へ、挨拶、団欒
姉さん被り、みかんをもぐ
手で稲刈り
慰安旅行のバスの中、日光華厳の滝
中禅寺湖、東照宮
給料を貰う

毎日ニュース  No．４６６ 1963.11.6 巨人優勝 スポーツ
                 日本シリーズ 第７戦、初回に巨人柳田がホームラン

１回裏、西鉄のウイルソンがタイムリー打
西鉄本社では仕事が手につかず
東京の喫茶店では西鉄フアンの立入り禁止
４回表、稲尾投手ノックアウト
柴田のホームラン、王のホームラン
巨人優勝胴上げ
最優秀選手に長島茂雄

浩宮さまの動物園見学 皇室、動物
美智子さま浩宮さま上野動物園へ
挨拶
お猿の電車に乗られる
トラの子供を見る
象を見る
カバの親子を見る
オットセイを見る

希望訪問 政治、選挙
「派閥の中の選挙戦」 衆議院議員選挙戦の第一声、河上、西尾

池田総理大臣の第一声
新聞接写、運動員
三木武夫自派候補の応援
河野一郎自派候補の応援の表情
佐藤栄作自派候補の応援の表情
走る選挙カー

毎日ニュース  No．４６７ 1963.11.13 史上空前の二重事故 事故、交通、
東海道線で衝突の惨事 産業 鶴見事故現場

三池炭鉱大爆発で坑内から出てくる
トラックに乗せる
鶴見事故現場負傷者をタンカーで救出
アニメ画像で事故の解説
救出、自衛隊も救出に参加
医療関係者も救出に参加
遺体を運び出す
血のついたドア、鉄骨をアセチレンガスで切断
救急車、米軍の救急車も出動
名簿張り出す、名簿を見る人
病院の手術室、遺体安置所、空撮
クレーンで車両をつる、遺体搬出
現場検証、事故車両、遺留品を捜す家族
遺体安置所の家族、運び出す、車出る
石田国鉄総裁が遺体安置所で涙、現場視察
事故車両の移動
擦れ違う列車から花束を投げる
現場で供養、僧侶、家族

アイヌコタンの長老の葬儀が古式に基づいて行
われた。非常に貴重な葬儀の模様。

秋の行楽シーズンを迎え猫の手も借りたい湯の
町熱海に臨時の女中さんが大勢助っ人。

プロ野球日本一を目指して双方互角の形勢のま
ま第７戦に突入、巨人の圧勝により優勝

浩宮さまは美智子さまに連れられて始めて上野
動物園にお出でになりました。

衆議院議員選挙戦、同じ自民党候補同士の派
閥の中の争いが深刻です。

11月９日、東海道線鶴見－新子安間で脱線事
故、福岡県の三池炭鉱で坑内爆発の大惨事。

代表質問終了直後、衆議院はついに解散。各党
本部では選挙へいよいよ戦闘開始。

西鉄か巨人か？。プロ野球日本一を決める日本
シリーズが始まりました。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
史上空前の二重事故 事故、産業
三池炭鉱で坑内大爆発 三川鉱の第一斜坑から負傷者を救出

救急車
負傷者が担がれて救出
名簿を見る家族たち
診療所へ運ぶ
鉱業所体育館の遺体安置所
急ごしらえのタンカつくり
救出
吹き飛んだ屋根、車両
救出、運ばれてくる遺体
自衛隊の医療班、トラック乗せる、泣く家族
脱出を喜ぶ鉱夫たち
家族と抱き合う
遺体安置所で泣き崩れる家族

毎日ニュース  No．４６８ 1963.11.20 今度こそは起こすまい 事故
二大事故その後 参議院の運輸、石炭対策両委員会

炭俵を積んで事故再現実験準備
事故現場を貨車が通過
テスト始まる、貨車が通過、調査員たち
総持寺の遺体安置所に引きとり手の無い柩
三池炭鉱大爆発の病院、治療、焼けた手患者
事故調査団の視察、調査
原因物を運ぶ
冥福を祈る一団
社長、福田通産大臣を出迎える、遺影
池田総理も訪れる
初七日事故時刻に黙とう
金原久男さん宅を会社の職員が弔問
別に家にも最後の給料袋をもって行く
泣く主婦
貯炭場に人気なし

「話題の人」今村昌平 文化、映画
「にっぽん昆虫記」の記念パーティーで
今村昌平氏が出演者と話す
写真
今村氏スタジオで質問を受ける
今村氏テレビ出演
早稲田大学の図書館で資料探し
落語を聞く
酉の市に小沢昭一氏と、おでん屋さんへも
旅館で脚本の執筆

希望訪問 世相、結婚、
「空の新婚旅行」 航空 羽田空港の旅客機

ロビー、娘の髪をなおす母親、カップル
同僚の万歳、泣く母親
新婚旅行者用特別改札口
駆け足のカップル
８ｍｍカメラ、記念写真いろいろ
旅客機動き出す、見送る人、離陸

毎日ニュース  No．４６９ 1963.11.27 ケネディ大統領暗殺さる 国際政治
事件 ダラス空港にケネディ大統領夫妻到着

オープンカーでパレード
ケネディ大統領暗殺、倉庫前、内部、ﾗｲﾌﾙ銃
悲しむ市民、初の日米間テレビ中継
在日米軍の将兵、半旗、オズワルド逮捕
ジョンソン副大統領が大統領に就任
回想ｼｰﾝ、就任式、ﾌﾙｼﾁｮﾌ会談、ｷｭｰﾊﾞ危機
黒人問題、リンカーン像、ケネディ家
ケネディ大統領の遺体、ワシントン空港着

鶴見三池で合同慰霊祭 事故、祭事
横須賀線鶴見事故の犠牲者の合同慰霊祭
石田国鉄総裁泣く
泣く遺族
三池事故も合同社葬を組合は拒否
座り込み
合同社葬の野田総務長官
病院で息をひきとる、空きベット
組合の葬儀

希望訪問 政治、選挙
「新人登場」 四宮久吉演説、車で移動

－ある選挙戦－ 広沢賢一車内で食事、うがい
麻生良方演説、目薬、顔を拭く
開票、選挙事務所
四宮久吉、自民党本部で池田総理万歳
麻生良方、事務所で乾杯、西尾氏と握手
広沢賢一、事務所閉鎖、社会党本部
加藤喜ぶ、石橋湛山、片山哲落選
小渕恵三自民党本部挨拶
麻生良方夫妻故浅沼稲次郎の墓へ当選報告

東京羽田空港の大安吉日。新婚旅行の出発風
景あれこれ

ケネディ米大統領はダラス市遊説中に暗殺、同
じ日、日米間で初のＴＶ中継も暗殺を伝えた。

横須賀線鶴見事故の犠牲者の合同慰霊祭。三
池炭鉱事故も合同社葬がしめやかに。

衆議院議員選挙戦は大詰め、東京一区の三人
の新人候補を中心に描く選挙模様

福岡県三井三池鉱業所三川鉱の第一斜坑内で
炭塵の大爆発。戦後最大の炭鉱事故となった

痛ましい二つの惨事は国会及び各方面に大きな
波紋を投げかけ原因究明の調査団を派遣。

日活の今村昌平監督が「にっぽん昆虫記」を発
表、記念パーティーや映画、ＴＶに引っぱりだこ

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４７０ 1963.12.4 ケネディ前大統領の葬儀国際、祭事

ケネディ前大統領の柩がホワイトハウス出る
国会議事堂前を行く
未亡人最後の別れ、市民の列
聖マシューズ教会、ドゴール仏大統領
池田総理、各国首脳
イグナチオ教会の追悼ミサに皇太子ご夫妻
ジョン君が敬礼、柩はリンカーン記念堂前通過
アーリントン墓地到着

野良犬作戦 動物、保健
野良犬、ニワトリ
肉だんごつくり
肉だんごを設置する
翌日
調査をする
野良犬を捕獲
フラフラの野良犬
寝ている野良犬

希望訪問 世相、季節
「師走北から南から」 スキーヤー、人工降雪機

ワラのカーテンで家を守る
ダルマづくり
五分咲きの桜、花見
中学生のミカン摘み、運搬用ケーブル
馬ソリ、寄宿舎へ勉強道具、寝具入れる
父兄帰る、食事、雪ダルマつくり、ラッセル車

毎日ニュース  No．４７１ 1963.12.11 代議士一年生 政治、国会
新人代議士小渕恵三タクシーで登院
登院名札を裏返す橋本竜太郎
金バッチを胸につける西岡、その他
自民党控え室で新人の紹介、本会議場の席
正副議長選挙、小渕も投票、船田中議長
議員会館の部屋が決まる、女性議員
旧会館より新会館外景紹介
荷物を運びいれる
池田内閣発足の雛壇

青い目の柔道師範 スポーツ
ヘーシンクはしで食事をする
お茶を飲む
自転車で天理大学へ
道場で猪熊と技の研究
日本選手を相手に練習

希望訪問 世相、雇用、
「職を求めて」 就職 渋谷職業安定所へタクシーや車で来る

求職受付の中高年の顔
外で待つ人
自衛隊の出張求人募集
自衛隊の部隊にジープで送る
失業保険受け取りの窓口
編み物をする人
深刻に考え込む人

師走。カレンダーも残り少々。いよいよ本格的な
冬将軍の訪れを日本の各地から描く。

国会招集日朝の議事堂中央玄関はこぼれるば
かりの笑みを浮かべた新人代議士で一杯。

職業安定所の朝は明暗こもごもの風景が繰り広
げられます。

野良犬の被害に悩む名古屋市保険所は睡眠薬
入りの肉ダンゴで一斉捕獲に乗り出した。

全世界を悲しみの淵につき落としたケネディ大
統領の葬儀が聖マタイ教会で行なわれた。

ヘーシンクは天理大学で日本選手を相手に練習
開始。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４７２ 1963.12.18 一九六三年の歩み 世相、災害、

スポーツ 裏日本一帯の豪雪、ローソク生活
天体 火災シーズン、消防車が交通渋滞に逢う
宇宙開発 地下のガス漏れによる火事
防衛 西武デパートの大火、出火お詫びセール
事件、裁判、 八丈島観光の藤田航空機遭難事故
国会、選挙、 神戸港外でときわ丸の衝突事故
交通 九州地方に大雨、台風９号による浸水
産業 世界フライ級チャンピオンに海老原博幸
核実験 東京国際スポーツ大会 依田郁子が勝つ
世界 日食観測
事故 アメリカはフェイス ７打ち上げに成功
犯罪 クーパー少佐のパレード
内閣 ソビエトはテレシコワさんを宇宙へ

フルシチョフ首相とパレード
F105戦闘爆撃機、ナイキ打ち上げ
ガンクツ王の吉田石松に無罪判決
松川事件無罪に喜ぶ家族、パレード
吉展ちゃん事件、墓地、母親
狭山女子高校生殺人事件、お通夜
警察の誘拐事件模擬訓練
草加次郎、吉永小百合さん宅に脅迫状
吉永小百合の記者会見
河野建設大臣邸放火事件、野村秋介逮捕
国会解散
選挙遊説中の池田総理大臣に暴漢、逮捕
選挙遊説中の野坂参三、新聞接写、暴漢
警察はボデイガードの訓練
国会乱闘、ガランとした廊下
国鉄総裁が十河さんから石田礼助さんへ
鶴見二重衝突事故、泣く石田総裁
三井三池鉱の炭塵大爆発、救出、葬儀
国鉄総武線の脱線事故
池田内閣雛壇
米英ソ三国による核実験停止条約の締結
広島原爆記念日
日本の原水爆禁止運動の混乱と分裂大会
米ソ直通通信線の開設
アメリカ小麦のソビエト向け輸出
ケネディ大統領、日米宇宙
ケネディ大統領暗殺、葬儀
ジョンソン副大統領が大統領に就任
池田総理大臣記者会見
東京のビル街空撮

毎日ニュース  No．４７３ 1963.12.25 さようなら一九六三年 世界、世相
富士山、ボロ市、羽子板市
美智子妃殿下は聖心女子大学のクリスマスへ
パーティー、コーラス、プレゼント、子供たち
西ドイツ、床屋で絵本読む子供たち
クリスマス・ツリーに花火
クリスマス休暇に入る水兵さん
ベルリンのアルバイト学生のサンタクロース
パリの救世軍、酔っ払い
ミサの鐘、眠れない子供たち
オランダのセント・ニコラス祭
アイセル湖、氷上を車が走る、ガソリンスタンド
湖上の車の走り
プラハ、クリスマスの買い物に大忙し
ケーキつくり
モスクワ、町の人並み、白樺林を馬ソリが走る
バーベキュー、綱ひきの子供たち
郵便物の山、松飾りをトラックに積み込む
風船が降りる

世界各国の楽しいクリスマスの表情を紹介、日
本は歳末風景を紹介。

１９６３年の主な出来事を見通しよくまとめた総
集編です。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４７４ 1964．1.1 初春の天皇ご一家 皇室

昭和39年 団欒の天皇ご一家
皇后さまピアノを弾く
皆で地球儀をご覧
鯉をご覧

美濃紙のふるさと 伝統産業、ト
川でコウゾ、ミツマタを洗う
灰汁抜き
ゴミを選別する
すき舟で紙をすく
草花を挟む
乾す

幕ひらくオリンピックの スポーツ、建
工事現場の日の出
東京国際スポーツ大会の開会式
駒沢体育館の工事、野球場の工事、とび職
代々木スポーツｾﾝﾀｰの空撮、工事
高速道路、羽田空港と競技場を結ぶ
鉄道の上を走る高速道路工事
日本橋の上を走る高速道路工事
工事と道路の交通渋滞、ほこり
競技場工事空撮

毎日ニュース  No．４７５ 1964．1.9 東と西で電車炎上 交通、事故
立川駅でタンク車が停車中の電車に追突
線路脇の商店街も焼けた、焼け跡の片付け
焼けた電車の検証
タンク車の移動
京福電鉄鞍馬線の電車が正面衝突炎上
消火作業
病院で重軽傷者の手当
単線の線路、事故調査

凶悪犯  西口捕わる 犯罪、事件
殺人事件の犯人逮捕されて行橋署に連行
犯人西口彰の顔
殺された家族合掌する
逮捕の協力者古川さん家族、新聞読む
お手柄の瑠璃子ちゃん
瑠璃子ちゃんに警察からご褒美
クラスで拍手される

高橋KO負け スポーツ
世界ジュニア・ウエルター級タイトルマッチ
コーナーの高橋
１３回
高橋は右フックを浴びＫＯ負け

希望訪問 世相
「年末年始のお客さま」 品川駅のマンモステント村

警察の訓示
テント村には臨時飲食街も出現
帰省客がマージャン、カード、簡易テレビ
綱を張る国鉄職員、お客さんを誘導
手旗で誘導、輸送対策本部、スキーヤー
乗客係が風呂に入る、食事つくり
夜汽車が着く、骨折したスキーヤーを運ぶ

毎日ニュース  No．４７６ 1964．1.15 一千万人の清掃作戦 社会
アドバルーン、都知事が職員を激励し清掃
上野の婦人会、西郷隆盛像前の清掃
陸上自衛隊も清掃作戦
裏通りの紙くず、吸殻
清掃車、ゴミ収集場

スポット 国際、事件
（1）人騒がせな里帰り 周さん全日空機に乗り込む、大阪へ

大阪空港到着
タラップ降りて車に乗り込む
走る報道陣　
ランチで「玄海丸」に乗り込む

スポット 宗教、建設
（2）ボタ山に輝くパコダ 白土さん町長を訪問

寺に遺品
ゲートルを巻いて山を登る
パゴダ建設　
壁塗り

希望訪問 スポーツ
「オリンピアから東京ま
で」 アテネの街

オリンピアの遺跡、スタジアム
１８９６年第１回アテネオリンピックの碑
遺跡
聖火の採火式
オリンピックの競技をフラッシュ的に表現
国立競技場の聖火台
空撮

世界ジュニア・ウエルター級タイトルマッチで挑
戦者の高橋は１３回右フックでＫＯ負け。

中共油圧機器使節団の通訳周鴻慶さんは亡命
希望地を転々と変え結局は母国に送還

今年はオリンピックの年。都では毎月１０日を首
都美化デーとして都民で清掃作戦開始。

毎年繰り返される年末年始のスシ詰め列車によ
る国鉄輸送。

東京オリンピック迄後わずか、古代オリンピック
の発祥の地から聖火が東京に出発した。

新春を迎えられた天皇ご一家、浩宮さまは今春
より幼稚園にご入園です。

岐阜県美濃地方では今、美濃紙づくりが盛んに
行われています。

正月早々、国鉄中央線立川駅構内と京都市内
の京福電鉄鞍馬線で追突事故が起きた。

今年はオリンピックの年です。競技場や高速道
路の建設も順調に進んでいます。

ビルマ戦線で生き残った白土さんは戦友の慰霊
と平和を祈ってボタ山に仏塔パコダ建設に悲願

福岡・浜松・東京等で合計５人を殺害した凶悪犯
の西口彰が熊本県玉名市で逮捕された。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュース  No．４７７ 1964．1.22
マレーシア問題で東京
会談 国際、外交

マレーシア紛争問題でスカルノ・インドネシア
大統領と池田総理大臣握手
ロバート・ケネディ長官が横田基地に到着
ケネディ大統領慰霊碑に花束を捧げる
ケネディ長官とスカルノ大統領東京会談
ケネディ長官と池田総理大臣東京会談
ケネディ長官は早稲田大学を訪問
講演、校歌を歌う

毎日芸術賞に輝く人々 芸術、文化
毎日芸術賞の贈呈式、舟橋聖一
野口弥太郎
進藤兼人
江利チエミ
上田毎日新聞社社長挨拶
花束贈呈
パーティー

くすぶるパナマ紛争
国際、外交、
紛争

パナマの反米デモにアメリカの警備兵
学生たちが投石
自動車に放火し暴動化

希望訪問 社会、事件
「るり子ちゃんの上京」 玉名温泉、観光客が古川瑠璃子ちゃん宅に

寝込んだ瑠璃ちゃんと家族
映画鑑賞と毎日ﾆｭｰｽで自分の映像と対面
凶悪犯人の逃亡先栃木県でインタビュー
東京見物招待の為クラスメイトに挨拶
福岡空港出発、羽田空港到着カメラマン注文
表彰式、東京見物、皇居前広場、東京タワー
テレビとラジオ出演、秩父宮妃殿下お招き
ホテルで眠る瑠璃ちゃん、公園で笑う瑠璃ちゃん

毎日ニュース  No．４７８ 1964．1.29
ベルギー国王ご夫妻
来日 皇室、外交

ベルギー国王ご夫妻羽田空港到着
天皇皇后両陛下お出迎え
御会見、晩餐会
国王握手、柔道ご覧
女王青山保育園、遊戯をご覧
ご夫妻奈良法隆寺、鹿寄せ
蹴鞠ご覧

スポット 祭事、観光
（1）雪の芸術 雪をトラックに積んでくる

自衛隊員雪を運ぶ
雪像作り
作品の数々

スポット 建設
（2）山と海を結んで 空撮

ベルトコンベアーが海の埋立地から山へ
山の採掘場
コンベアー
コンベアーが民家の屋根、国鉄線路を横切る
土砂を運搬船に落とす
沖合いに運ぶ

希望訪問 医療、社会
「喫煙恐怖時代」 喫煙をする人

衛生局のレポート
毎日新聞記事
婦人団体が政府に陳情
日本専売公社のＰＲ
大槻副総裁のインタビュー
タバコの製造をＰＲ　
人口喫煙器でテスト
パイプの製造
ラオ屋
タバコが吸えなくなる薬、吐き出す
チャームスクールで女性のタバコの吸い方
成人のつどいで灰皿を準備、タバコを吸う
居酒屋で吸う

マレーシア紛争問題をめぐる東京会談

第５回毎日芸術賞の贈呈式が東京の日活ホテ
ルで行われました。

アメリカ合衆国の国旗を掲揚に端を発したパナ
マの反米デモ

凶悪犯人西口彰の逮捕で一躍全国的に名を知
られた古川瑠璃子ちゃんの東京見物記。

ベルギーのボードワン国王ご夫妻が国賓として
来日、日本と親善を深めました。

札幌雪祭りが開催。今年は雪不足で自衛隊の
協力で間に合いました。

神戸市須磨に山と海を結ぶマンモス・ベルトコン
ベアーが完成、埋立て工事に一役。

紙巻タバコは肺がんになりやすいとアメリカ政府
公衆衛生局が発表で喫煙アラカルト。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．４７９ 1964．2.5 寺沢 連続優勝 スポーツ

        －別府毎日マラソ
ン－ 別府毎日マラソン大会別府駅前をスタート

大分県庁前の１２ｋｍ地点通過の寺沢、土屋
、児玉
大分市鶴崎徳島折り返し
寺沢ゴール、優勝

スポット 文化、芸術
（1）晴れの映画賞きま 毎日映画コンクール授賞式

「にっぽん昆虫記」今村昌平に監督賞
左幸子に主演女優賞
小林桂樹に主演男優賞
黛敏郎に音楽賞
毎日ニュース第４６７号」が受賞
上田毎日新聞社社長挨拶

スポット 世相
（2）サービスで売ります 女子高校でお化粧の講習会を開く化粧品会社

洗剤メーカーはビン代だけで中味をプレゼント
楽器メーカーは銀行とタイアップして
ムード音楽のサービス
時計店は灰の中のダイヤモンドを捜して当選
者にプレゼント

希望訪問 文化、世相
「オリンピック前奏曲」 雪で作った聖火台に火

神主の聖火リレーが椿の聖火台に火を点ける
あんこ椿の踊り
学校の体育の時間に五輪音頭を踊る生徒
小学校では聖火リレーをして地図に描く
東京モードのファションショー、聖火ﾍｱｰｽﾀｲﾙ
オリンピック標章委員会から告訴された
オリンピックびな、五輪かんずめ、婦人下着
看板もオリンピック、運動具店のインタビュー

毎日ニュース  No．４８０ 1964．2.12 ある委員会審議 政治
国会
多賀谷真稔の質問
池田勇人総理大臣答弁
加藤清二の質問
田中角栄聞く、タバコを吸う
小林の答弁、池田総理聞く、荒船清十郎
志賀義雄の質問、池田総理の答弁
大平正芳、宮沢喜一聞く
荒船清十郎聞く

スポット 習俗
（1）針供養 和洋裁学校の生徒が豆腐に針を刺す

神主
リャーカーに乗せてパレード
増上寺の針塚で供養
手を合わせる

スポット 国際、紛争
（2）泥沼のベトコン作戦 グエン・カーン少将が来る

寺院で礼拝
ベトコンの基地へヘリコプターで向かう
将兵を激励

希望訪問 世相
「タンボの中の温泉騒 川、うなぎ漁、天然ガスの鉄塔

掘削機と大谷伊佐さん、浴場
名古屋観光バス、マイカーで混雑
浴場の混雑、温泉の試飲、ハマグリ売り
魔法瓶に温泉のお湯を入れる、飲む
温泉のお湯をドラム缶に入れて持ち帰る
飲食店を建設、鉄筋の家を建てる建設ブーム
町長インタビュー、大谷伊佐さん石仏に祈る
温泉場プロジェクト、温泉に浸かり一杯

毎日ニュース  No．４８１ 1964．2.19 銀座でデパート焼く 社会、火災
松屋デパートに消防車到着
増築中の工事現場から煙り、野次馬
５階の現場から煙り消火活動
マスクを着けて消火
商品を運び出す店員たち
夜になっても消えず
消防士、野次馬

第４６回通常国会での論戦をユーモアたっぷり
に描く。

昨年１１月の南ベトナム・クーデターでグエン・カ
ン少将が議長に就任し基地の視察をした。

オリンピックを目前に控え、別府毎日マラソンで
昨年に続き寺沢徹選手が優勝しました。

毎日新聞社主催の映画ｺﾝｸｰﾙは監督賞の今村
昌平等が受賞、ニュース部門は毎日ニュース。

何事もサービス第一の御時世、あの手この手と
秘術をつくす業者のサービス合戦です。

どこも申し合わせた様に東京オリンピックが合い
言葉、ごりんにまつわる世相を描く。

２月２８日は針供養です。一年間お世話になった
針を豆腐に刺して針塚に祈ります。

東京銀座のデパート「松屋」の５階から出火、定
休日であった為軽傷者は５人で済みました。

三重県長島町のタンボの中に温泉が湧き出し
た。浴場は無料とあって大変な」賑わいです。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
五輪工事にもの申す 建設、政府

国立競技場の聖火台に炎
査察団バスで河野一郎、佐藤栄作
代々木スポーツセンター工事査察
国立競技場工事査察
駒沢競技場工事査察
オリンピック道路工事査察
記者会見の佐藤栄作、河野一郎

緊迫化するキプロス紛 国際
キプロス紛争、デモ隊
マカリオス大統領の演説
アメリカ大使館のデモ隊襲撃後の様子
アメリカ人家族の引き上げ

希望訪問 産業
「お土産もさしあげます 日本酒造の工場見学会、利き酒のみ放題

ウイスキー工場、カクテルつくり教室、試飲
レコード会社の工場、ステレオ視聴室
化粧品会社の工場、洗濯の実演、バスで帰る
ベット会社、スプリング体操の講義と実演
家庭用サウナ風呂

毎日ニュース  No．４８２ 1964．2.26 義宮さまご結婚 皇室、結婚
浩宮さまの御誕生日、庭を走りまわる、砂場
風邪の子の絵を見る、ご両親とトランプ
腕相撲をする
義宮さまのゴルフ
華子さま会見、乗馬
ポリスボックスの設置
華子さま記者団の前へ
義宮さま東大動物学教室へ

信者が階段を上るとき 祭事、宗教
薬王寺へバス、仲見世、堂内
石段に一円玉を置いて登る
お遍路さん、
６１の厄坂、一円玉のお賽銭を置く

動きだした二つの中国 国際
デモ
クロード・シャイ氏日本を経由して北京へ
毛沢東主席と会見の鈴木一雄
趙安博が財界人と懇談
吉田元首相台湾へ
佐藤栄作夫妻も台湾へ
吉田元首相タラップのぼる
吉田・蒋総統と会談

希望訪問 世相、季節
「春のあしあと」 東京日比谷公園の雪景色

ハワイのフラダンス、プロ野球オープン戦
野間海岸の海苔採り、組合員に背番号
若鵜の訓練
熊本城、パレード、自衛隊員が西南の役を
再現、攻防戦
流氷の水泳大会
ワカサギ漁、馬ソリ

毎日ニュース  No．４８３ 1964．3.4 またも空の惨事 交通、事故
  －富士航空で２０人死
亡－ 富士航空機炎上、消化活動、負傷者運ぶ

家族が駆けつける、柩、泣く家族
頭を下げる久保田専務、機体の残骸
悲しみに暮れる家族
富士航空の同型機
ベットの負傷者、寺から柩を運び出す
飛行機から遺骨を降ろす、家族
機体の残骸、飛行機が空港に到着

「明るく暖かい家庭を」 皇室、結婚
                   津軽華子
さん ご婚約が決定し、皇居に向かう義宮さま

宮内庁に入る
華子さまは両親と皇居に向かう
記者会見の華子さま
華子さま挨拶回りに出かける
島津久永邸を出られる
東宮御所を出られる
義宮御殿に入り、出られる
家族団欒、生花をされる

２月２７日、富士航空の鹿児島発コンベア２４０
型機が大分空港着陸に失敗し又も惨事。

徳島県日和佐にある薬王寺の厄除け祭りは石
段に1円玉を一段一段置きながら参拝。

フランスの中共承認を機に動き出した中国問題
は世界政治に大きな波紋を呼びそうです

ご婚約が噂されていた義宮さまは津軽華子さん
とお見合いをされ、ご婚約が内定いたしました。

企業ＰＲが大流行。工場見学に見学者に自社製
品をお土産にとお客様の呼び込み作戦。

憲法改正をめぐり、ギリシャ、トルコ系両住民が
衝突、内戦の危機。

東京オリンピックの建設工事は順調に進んでい
るのかを建設省の査察団が査察しました。

２月２８日義宮さまと津軽華子さんのご婚約が決
定、華子さんの記者会見と挨拶回り。

久しぶりに東京には春の淡雪。各地から春の便
りを伝える。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
国鉄労組の安全闘争 交通、労組

線路のポイント、踏切り、駅
７つ道具、車両点検
労組がビラを配る、ラッシュアワー
衆議院運輸委員一行視察
国電、トンネル

希望訪問 教育、卒業
「この日のために」 自衛隊の訓練

自衛隊少年工科学校授業
湘南高校へ自衛隊員が通学、授業、体操
丸山初代さん通学、市役所勤務
蓮本道広さん食品会社でキャッチボール
自衛隊員の集団が高校に入学
合同卒業式、自衛隊幹部が出席
丸山、蓮本さんに赤木賞が贈られた
岸本節子さんに努力賞が贈られた

毎日ニュース  No．４８４ 1964．3.11 浩宮さまのヒナまつり 皇室、祭事
学習院幼稚園のひな祭りへ
浩宮さま挨拶
着席、紙芝居、人形劇をご覧
お菓子を貰う
皇后陛下の６１歳誕生日
貝の標本をご覧

スポット 世相
（1）石仏と三十年 石岡さん石仏を掘る

石仏群
信者たちが山を登る
入魂式
動物の像は子供たちに開放

スポット 国際、医療
（2）タバコ西独版 日本の婦人団体看板造り

西ドイツタバコを吸いながら仕事、タバコ工場
自動販売機、工場の煙突の煙、車の排気ｶﾞｽ
診察、レントゲン写真
喫煙中の家具職人
少年たち

スポット 芸能、防犯
（3）小百合ちゃんの１１
０番 吉永小百合さん宅から電話

パトカーが来る
事情聴取
警察官に花束贈呈

希望訪問 スポ＾ツ
「本番を待つ」 英語の強化練習

空港ロビーにホテル直通電話が開設
自衛隊の通信連絡のリハーサル
自衛隊わら人形を使って飛び出しの急停車
の訓練
オリンピック・ポスター撮影現場、車
田中聡子聖火を持って走る
カメラマンの注文に応える
夜までかかる

毎日ニュース  No．４８５ 1964．3.18 プロ野球開幕 スポーツ
パ・リーグ東映対近鉄第一戦
花束贈呈、始球式、外国人選手の不調
火鉢にあたる、張本の打席、水原監督
セ・リーグ巨人、阪神、大洋三球団
最後のオープン戦
長島の打席、川上の打席
別所大洋コーチ、桑田の打席
柴田の走塁、王のホームラン

犯人を逃がすな 社会、防犯
春の防犯運動、ピストル強盗が侵入
警察は連絡を受けて武装警官の出動
銃撃戦、カンシャク玉で効果音を付ける
逮捕、団地からの知らせを受けて包囲、逮捕
防犯を呼びかける
押し売りに変装して逮捕

希望訪問 社会、納税
「姿勢は低く税金は高 確定申告の青色申告者が頭を抱える

藤沢税務署前の反税デモ
税務署長訓示
中野税務署の臨時駐車場のサービス
税務署内案内
お茶を飲みながら対応
納税者の表情

今年も卒業式の季節、神奈川県立湘南高校の
定時制と通信制の合同卒業式が行なわれた。

国鉄労働組合は安全輸送確保の為、新宿駅を
見切り発車はしない等の順法闘争に突入。

西ドイツでタバコの害が大きな社会問題となって
います。

日活の女優、吉永小百合さんが防犯訓練に一
役かいました。

3月3日はひなまつり。浩宮さまは美智子妃殿下
と学習院幼稚園に招かれました。

日向灘を望む丘には岩岡さんが無縁仏の霊を
慰めようと制作した３５０体の石像が並ぶ。

東京オリンピックを目指して英語の勉強、自衛隊
の訓練、ポスター撮影と本番OKです。

セ・パのペナントレース開幕。今年はオリンピック
で異例の早期開幕です。

春の防犯運動に一役買ったお巡りさんの模擬訓
練です。

確定申告の締め切りが迫り税務署と納税者との
攻防戦を描く。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュース  No．４８６ 1964．3.25
火蓋をきったフルーツ
戦争 農業

米国務省主催のフルーツショーテープカット
果実の山、食べ放題、カルフォルニア産ｼﾞｭｰｽ
フルーツ料理の実演
港の船からパイナップルが陸揚げ
バナナのたたき売り、果物屋
ビニールハウスのメロンと西瓜、食べる
余市リンゴ箱積み、雪のリンゴ畑の手入れ

浩宮さまの房総めぐり 皇室、教育
皇太子同妃両殿下と浩宮さま
両国駅を出発
沿線の歓迎、途中駅の人並み
館山駅の改札口を出る、駅前の出迎え
イチゴのハウスへ
浩宮さまはイチゴのお土産を下げて
お花畑
白浜で海女さんご覧

ツイスト・ナンバーワン トピックス
ツイスト選手権大会で踊る若者たち

希望訪問 交通
「新とおせんぼ物語」 本慶寺踏切りを渡る人々

遮断機降りている
列車通過
待つ人の表情
警手が叫ぶ
人並み
発煙筒を炊く
人並み

毎日ニュース  No．４８７ 1964．4.1 ライシャワー大使刺され 政治、事件
ライシャワー大使刺される
アメリカ大使館前、鑑識
虎ノ門病院、大平外務大臣が見舞う
黒金官房長官とハル夫人
医者の記者会見、警察、精神分裂症少年写真
切り出しナイフ、陳情書、国会
早川辞任
日米テレビ宇宙中継で池田総理大臣謝罪
入院中のライシャワー大使とハル夫人

センバツ開幕 スポーツ
岐阜東高校応援練習、必勝祈願
パレード、バスで甲子園へ向かう
浜松商業高校の壮行会、駅のホーム
選抜高校野球大会開会式
第一戦、金沢高校対和歌山商業高校

帝銀事件その後
社会、裁判、
映画

帝銀事件再審公判開始要求決起大会
国会
赤松勇代議士インタビュー
甲斐文助元捜査担当官インタビュー
日活映画「死刑囚」のシーン
ロケ現場、映画のシーン

希望訪問 芸能
「泥だらけの青春」 スタント・マンの訓練

崖の上のアクション
女剣劇アクション
海の岩場でアクション、休憩
宅地造成地がグループの稽古場
アクション、落馬、車の乱闘

毎日ニュース  No．４８８ 1964．4.8 武見氏五選さる 医療、選挙
          -医師会会長選
挙－ 武見太郎

吉田富三
事務所、握手、研究所は選挙事務所
日本医師会館へ代議員が集まる
選挙前の乱闘、選挙
武見太郎が５選される、会見
吉田富三会見

「小判海岸」騒動記 社会、事件
ゴールドラッシュに沸く有明海岸
警察の出動
注意の札
愛犬
電波探知機
焼き芋屋
迷子

ケンカ太郎対ガンの権威の吉田の日本医師会
の会長選挙。

東京都江東区深川の有明海岸の埋め立て地で
中学生が慶長小判１５枚を発見で大騒動。

国鉄東海道線新子安駅近くの本慶寺踏切りは
過密ダイヤで開かずの踏切りです。

第３６回選抜高等学校野球大会が開幕、初出場
の岐阜東高と浜松商業高校を追う。

帝銀事件の犯人平沢貞通の再審をめぐる日活
映画の「死刑囚」が話題を呼んでいる。

スタント・マンのスターを夢見る冒険俳優クラブ
の若者たち。

米国務省主催のフルーツショーで日本進出を狙
う、日本の果実業者の抵抗。

浩宮さまは幼稚園ご入園を前に情操教育にご両
親と房総めぐりをされました。

3月２４日、アメリカ大使館内でライシャワー大使
が精神分裂症の少年に刺された。

オランダでツイスト選手権大会が開かれ各国か
らツイスト狂が集まりました。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

アラスカに大地震
国際、災害、
地震

アラスカに大地震
町は壊滅状態
地割れ
津波の跡
町の復興

希望訪問 宗教、祭事
「三百万人の総登山」 創価学会の大宮殿落成式慶讃大法要

灘尾文部大臣も出席
パレード
外国からの信者
アルゼンチン丸で南米支部の信者
富士急行バス
戸田前会長の墓参り
全員で登山

毎日ニュース  No．４８９ 1964．4.15 スポーツ スポーツ
（1）マラソン代表決まる 毎日マラソン大会スタート

オリンピックコースを走る選手
飛田給の折り返し地点
５０ｋｍ競歩の選手と擦れ違う
君原、円谷、寺沢選手のゴール

スポーツ スポーツ
（2）世界新ならず 室内水泳選手権
         －室内水泳選手
権－ 男子２００ｍ平泳ぎで平松が大会新記録

女子１００ｍ背泳ぎで田中聡子、木原
女子１００ｍバタフライ高橋栄子

最後の戦犯帰る 社会、戦犯、
最後の戦犯３人が中国服姿で帰国
家族と対面
斉藤美夫さん宅で孫に囲まれる
中国貿易展覧会へ斉藤、富沢さん家族来る
右翼の少年に墨汁を投げられた展示品
２家族の見学風景

決戦近し蜂の巣城 建設、争議
蜂の巣城を見学
下釜隋道
反対派で脱退者の家の跡
事業説明会
５月５日の期限付きの札
工事は蜂の巣城の近くまで進んでいる
城主の室原さんは自宅を出て城に入る

希望訪問 芸術
「ただいま制作中」 課題を描く江見絹子さんのアトリエ

大須賀力さんはヴィーナスで表現
田中栄作さんは鋼鉄の塔の制作
向井良吉さんはイブの柩の制作

毎日ニュース  No．４９０ 1964．4.22 統一スト回避さる 労組
公労協スト、池田総理大臣のシャベリ
社会党成田書記長の記者会見大田薫、岩井
品川機関区動力車労組大会
婦人団体労組側にスト中止を訴える
岩井、黒金会談
池田総理大臣と公労協会談
春闘共闘本部会議大田、岩井
池田総理大臣と大田、岩井会談
品川機関区動力車集会
スト回避で旗を降ろす
国労本部延期の通達
駅でスト中止の張り紙
修学旅行列車「ひので」号中学生を乗せ出発

スポット 皇室、結婚
（1）晴れて納采の儀 納采の儀

義宮殿下
華子さま自宅を出る
義宮御殿に到着
お妃教育

スポット 建設、祭事
（2）東洋一のビルディン
グ パレスサイドビルの起工式

上田常隆毎日新聞社社長
披露パーティー
各界より池田総理大臣
中曽根康弘
田中角栄

スポット 芸能、文化
（3）美人をつくる芸術家
来日 メーキャップの神様ギルカニエルさんの来日

ザ・ピーナツをモデルに腕試し
デパートで今年の流行化粧法を実演

オリンピックの日本代表を掛けた毎日マラソンで
君原、円谷、寺沢の三選手が代表選手に決定。

リズ・テーラーなど世界の女優さんのメーキャッ
プを担当したベルギーのギルカニエルさん

現代美術展を控えて「東京オリンピック」の課題
作に取り組む４人の作家を描く。

公労協は日本労働史上最大の規模といわれる
４．１７半日ストライキを宣言。

義宮さまと津軽華子さまの「納采の儀」が行なわ
れ、華子さまはお妃教育を始められました。

毎日新聞東京本社が移転する新社屋のパレス
サイドビルの起工式が行なわれました。

室内水泳選手権大会は好調を伝えられた田中、
木原の女子陣営でしたがもう一歩。

中国に抑留されていた日本人戦犯３人が２０数
年ぶりに帰国しました。

３月２７日、アラスカの大地震は各都市を壊滅状
態におとしいれた。

創価学会は富士山麓に日蓮正宗総本山大石寺
に大宮殿を完成。

ダム反対闘争の熊本県の蜂の巣城、５月５日の
期限付きで城の明け渡しを迫られ風雲急。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 世相、結婚
「花嫁さんがやってき 婚約者とキス

100円タクシーに乗る
美唄駅到着、両親と挨拶
手を繋いで家に入る、歓迎会
近所に挨拶回り
美唄市役所戸籍係で婚姻届提出
花嫁さんは人目につく、振りかえる女性
鯉のぼりを揚げる2人
空き家が目立つ炭住街を見る

毎日ニュース  No．４９１ 1964．4.29 柔道日本一きまる スポーツ
柔道選手権大会準決勝
猪熊対坂口戦
柔道選手権大会準決勝
神永対長谷川戦
柔道選手権大会決勝
神永対坂口戦
小内刈りで神永の優勝

スポット 芸術、音楽
（1）これが音楽だ 前衛音楽

叩く
踊りながらの演奏

スポット 産業、建設
（2）町長さんは忙しい 琵琶湖の埋立て工場用地の造成

富士車輌株式会社工場落成式祝賀会
挨拶、工場視察
町長室で挨拶
青写真の説明
町長の工事現場視察
地主と折衝
事務を執る

希望訪問 教育
「花咲く学園広場」 大学へ登校する女子大生

車通学の女子大生
文学部は女子大生で満杯
女子大生のデラックスな控え室
サークル活動の勧誘
女子フェンシング、合気道
学食、休憩時間、化粧室、床屋
学校の教会で結婚式
教授インタビュー

毎日ニュース  No．４９２ 1964．5.6 世界のこどもたち 国際
日本は鯉のぼり、子供の表情
チェコスロバキヤは乳母車レース
フランスは鳩と遊ぶ、セーヌ川で魚釣り
西ドイツはワンダーフォーゲル
オランダは少女たちの踊りや石蹴り
お手玉、ビー玉
ハンカチ落し遊び

スポット 産業、民芸
（1）有田の陶器市 柿右衛門の家

駅まで臨時列車
にわか駐車場
陶器市

スポット 皇室
（2）おスタちゃんアメリカ
ヘ 元内親王らへ勲一等宝冠章

島津貴子元内親王
鷹司和子
三笠宮元内親王
島津さん一家ホテル出発
挨拶をする
タラップ乗り込み

希望訪問 政治
「国会   わが舞台」 園田直さん

横路節雄さん
園田直さん国会の廊下で打ち合わせ
横路節雄さん社会党本部で会議、記者会見
委員会審議
園田さん合気道、居合い抜き
横路さんテニス
園田さん国会活動
横路さんメーデーに参加

西ドイツから北海道美唄炭鉱で働く佐谷さんの
元へ花嫁さんがやって来た。

新学期を迎えた各大学のキャンパスはどこも女
子大生で占領されて、女の園さながらです。

全日本柔道選手権大会、猪熊が負け、決勝戦
は神永と坂口の対決となった。

踊り狂うバレリーナのお尻が奇妙な形をした楽
器をかき鳴らす風変わりなコンサート。

一大都市への発展を夢見て琵琶湖を埋め立て
工業団地建設に陣頭指揮の町長さん。

国会対策委員長の園田直氏、横路節雄氏の国
会活動と人間性を描く。

５月５日は子供の日。世界の子供の表情を紹介

焼き物の町で有名な佐賀県有田町恒例の陶器
市が始まり大変な賑わいです。

島津貴子さんはご主人の久永さんがワシントン
駐在員付きに転勤になった為渡米しました。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュース  No．４９３ 1964．5.13 勲章復活
社会、皇室、
叙勲

勲章の写真
吉田茂宮内庁に入る
片山哲宮内庁に入る
石橋湛山宮内庁に入る
記念写真撮影
叙勲辞退者のインタビュー
社会党石橋政嗣のインタビュー

小学校の授業、ワッペン付ける
浜松町駅の小便小僧が勲章付けている
町の勲章マニア、勲章を磨くマニア
古物商仲間の市
大阪造幣局は勲章造りに追われる
勲章入れの箱制作、会津塗り
太平洋戦争戦没者に第一回の叙勲の調査
慰霊堂、遺骨
勲章を付けた戦死者の像

スポット 祭事、世界
（1）二つのメーデー 西ベルリンのメーデー風景

ブランデンブルグ広場をパレード
北京のメーデー風景
天安門広場、花火

スポット 芸術
（2）冷たいオリンピック 氷の聖火台にドライアイスで火をつける

氷の芸術発表
外国人のモデル浴衣姿で見る

希望訪問 産業、観光
「変わりゆく筑豊」 飯塚どんたく祭り

工場団地建設
温泉のボーリング工事
山に展望台設置
廃虚の炭住街で生活する親子
失業対策事業で道路工事をする婦人たち
職業訓練所の溶接作業
女子訓練所、職安失業保険を受ける
ボタ山の工場誘致現場のブルトーザー

毎日ニュース  No．４９４ 1964．5.20 ミコヤン副首相 来日 国際、政治、
ミコヤンソ連第一副首相等来日
出迎えの衆参両院議長
国会訪問、衆参両院議長挨拶
池田総理大臣と会談
衆議院本会議を傍聴
共産党川上の演説、投票
ロシア秘宝展を見学
故高碕達之助宅を訪問、未亡人と話す
故鳩山一郎宅を訪問、薫未亡人と話す
大相撲五月場所中日を見物
パーティー
佐藤栄作
船田 中

ライオンとにらめっこ 動物
多摩動物園に来るお客
ライオン見学バスに乗り込むお客
ライオンに立ち往生のバス

希望訪問 世相、音楽
「にっぽんビートルズ」 ビートルズ演奏

和製ビートルズ屋上で練習
銀座で踊る
ジャズ喫茶で演奏、踊る
ビートルズ大会演奏、踊り
翌朝、女性グループが帰る
サラリーマン通勤者と擦れ違う

毎日ニュース  No．495 1964．5.27 スポーツ スポーツ
（1）記録更新ならず 陸上競技２万メートルに君原健二優勝
               －実業団陸
上－ 男子棒高跳びに大坪

女子８０メートル障害に依田郁子

スポーツ スポーツ
（2）選抜クルー 五輪代
表に ボート競技５艇スタート

東大クルー
明治大学クルー
選抜クルー優勝
選抜チーム川に飛び込む

浩宮さま遠足へ 皇室
学習院幼稚園の遠足
植物園を歩く
浩宮さま遊戯される
浩宮さまハーモニカを吹く
友人に貸す

ミコヤンソ連第一副首相等ソ連最高会議議員団
１１人が来日。

日本の近代産業を支えてきたヤマの歴史も、石
炭の町から観光の町へとその姿も大きく変わる

このほど完成した多摩動物園のアフリカ園はライ
オンを放し飼いにしてバスで見物です。

三百万人の市民を集めた北京、西側諸国から多
数のゲストを迎えてのドイツと東西のメーデー

氷彫刻家がオリンピックをテーマに氷の芸術発
表会です。

１８年ぶりに復活した勲章。天皇陛下から戦後初
の大勲位が吉田茂等に授与されました。

東京オリンピックのボート競技エイト日本代表決
定戦で選抜クルーが五輪代表に決定。

学習院幼稚園の遠足に浩宮さまは美智子さまに
付き添われて東京小石川の植物園へ。

全世界を熱狂の渦に巻き込んだビートルズ。物
まねの早い日本でも和製ビートルズの誕生です

第１２回全日本実業団対抗陸上競技大会選手
権が開かれましたが記録は平凡に終わった。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
ピカソの芸術 芸術

ピカソ８３歳のアトリエでの創作活動
毎日新聞社主催の「ピカソ展」準備
開会式に池田総理大臣
ピカソの作品群

希望訪問 交通、教育
「１０メートルの通学路」 厚木街道を走るダンプカー

学童の通学
都丘小学校交通部の学童テェック
警察による交通安全教室
児童会
木造校舎から通学パトロール班の出動
ヘルメットをかぶり交通整理をする

毎日ニュース  No．４９６ 1964．6.3 シンザン優勝 スポーツ
            －日本ダー
ビー－ 日本ダービーのスタート

シンザン　
ウメノチカラ
サンダイヤ
シンザン・栗田騎手優勝

スポット
国際、政治、
訃報

（1）ネルー首相逝く インド大使館の半旗
弔問客
大平外務大臣インドへ出発
ガンジーとネルー人々に応える
ネルー首相と岸首相
ネール首相広島原爆被災者を見舞う
ケネディ米大統領と会談
フルシチョフ首相と会談
葬儀

スポット
スポーツ、事
件

（2）死者をだした五輪予
選 中南米予選で暴動、破壊された競技場

町も暴動に会う
人間の下敷きとなって死亡した遺体

スポット 政治、訃報
（3）義理と人情の生涯 大野伴睦氏葬儀

池田総理大臣
河野一郎
佐藤栄作
大野伴睦と故三木武吉
自民党大会
大野伴睦柩自宅を出る
夫婦の像
葬儀

希望訪問 社会、祭事
「東西親分の握手」 遊侠団体が飛行機、列車、車で集結

ホテルのロビー
儀式の準備
関西の親分身を清める冷水を浴びる
関東の親分
両親分式場へ
結縁披露古式にのっとりかための盃
万歳

毎日ニュース  No．４９７ 1964．6.10 詩情を乗せて…
世相、交通、
動物

親子馬が牛乳集め
日用品の注文を受ける
子供は学校へ
牛乳を降ろす
買物
馬上の郵便屋さんと同行
一服入れる馬鉄

激動するアジア情勢
国際、政治、
祭事

ネルー首相の葬儀首相官邸を出発
パレード
火葬
ベトナムのグエン・カーン視察泥沼の戦闘
アメリカ政府首脳が空港に降り立つ
会議場建物
韓国学生の反政府デモ
市街戦
新聞記事

希望訪問 社会
「待ちぼうけ」 待ち合わせ

いらいらの表情
やっと待ち人来る
伝言板
待つ人の表情
駅員が連絡
あくびをする人

２０世紀最大の画家パブロフ・ピカソの創作と毎
日新聞社主催の「ピカソ展」を紹介。

横浜の厚木街道はダンプ街道とも呼ばれ、付近
の学校では学童の通学に頭を痛めています。

自民党副総裁バンちゃんの名で親しまれた大野
伴睦氏が心筋梗塞で７３歳の生涯を閉じた。

広漠とした原野に延びる日本の鉄路。その上を
馬に引かれたトロッコがゆく、これは馬鉄です。

インドのネルー首相の葬儀、インドネシア情勢、
韓国の非常戒厳令と激動するアジア情勢です

待つ人、待たされる人、待ちぼうけを食わされる
人と待ち合わせ風景です。

デラックスホテルを借りきって、今日は遊侠団体
の東西両親分が義兄弟の杯を交わす結縁披露

サラブレット４歳馬の王者を決める日本ダービー
は人気最高馬のシンザンが優勝。

インド独立と平和の志士、ネルー・インド首相は
７４歳の生涯を閉じました。

ペルーの首都リマで行われたサッカーの中南米
予選で審判の判定に不服で暴動化。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

毎日ニュース  No．４９８ 1964．6.17 川に海に
世相、季節、
観光

有明海の筑後川河口でエソの網漁
観光客が屋形船で見る
料理を食べる
小湊海岸でフグの産卵
今井浜海水浴場の海開き
会長を海に投げ込む
震える子供
タイマツを持って海に入る

北と東で二つの惨事 産業、事故
（1）炭鉱で十三人生き
埋め 奈井江坑から生き埋め採炭工夫を救出
                       －北
海道－ 診療所

救出

北と東で二つの惨事 産業、事故
（2）昭電工場で大爆発 昭和電工工場消火作業
                       －神
奈川－ 遺体安置所

泣く人々
病院の火傷の人のベット
葬儀
工場の焼け跡

希望訪問 社会、福祉
「懐かしの鐘のなる丘」 少年の家の生活（放牧、体操、食事、洗濯）

通学
保母さんの縫い物
伊藤君の歓迎準備
バスで羽田空港へ
伊藤君の出迎え
押し掛け花嫁候補者
鐘の鳴る丘の歌合唱
浴衣姿の３人を囲む子供たち

毎日ニュース  No．４９９ 1964．6.24 特 集 災害、地震
新潟地震   恐怖の町を
行く 新潟地震の空撮

アニメーション
消防自動車
避難民
地割れで亀裂の道路
市内のビル崩壊
県営アパートが倒壊
新潟国体会場の競技場陥没
倒壊した昭和大橋
国鉄新潟駅構内の倒壊した陸橋と電車
曲がった線路
昭和石油のタンク炎上
重油。化学消防車
小学校に避難した人たち
山形県の京田幼稚園が倒壊
下敷きとなった園児たち眠る
民家が壊滅状態
酒田市の工場の煙突が折れて屋根に刺さる
陥落した畑、盛り上がった畑
信濃川とタンクの煙
線路で寝る
万代橋付近行き交う人々
昭和石油から有毒ガス発生の恐れ
避難命令で移動する人々
流れ出る重油に砂をかける自衛隊員たち
近県からの化学消防車消火活動
民家に延焼

毎日ニュース  No．500 1964.7.1 蜂の巣城ついに落城 建設、事件 熊本県下筌ダム建設予定地の“蜂の巣城”　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
７　年間の反対運動もついに落城。　 蜂の巣城に支援団体の労組員、オルグが到着

代執行の警官、作業員集結
イカダ橋をかけて渡る、入城
作業員が城を壊す
警官がピケ隊をごぼう抜き
城主の室原さんが城をあとにする。車遠ざかる
蜂の巣城の内部。

体操五輪代表きまる
スポーツ、五
輪 体操東京オリンピック代表選手選考競技会で

男女１４人が決定。 体操五輪代表、早田の平行棒
鶴見の鉄棒
遠藤の床
小野の床
相原の段違
池田の平均台
代表選手女子全員７名
代表選手男子全員７名

６月１１日川崎市の昭和電工工場のタンクが爆
発、多数の死傷者を出す。

戦災孤児たちがクツ磨きをして建てた社会福祉
施設の「少年の家」の生活。

６月１６日午後1時２分新潟市を中心にマグニ
チュード７．７の大地震が発生。

有明海のエソ漁、小湊海岸のフグの産卵、今井
浜海水浴場の海開きと夏到来です。

６月１１日北海道の三井砂川鉱業所奈井江坑で
岩くずれで採炭工夫等が生き埋め。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
新潟地震その後 災害、地震 大地震から一週間の新潟は復旧へ急ピッチ。

新潟地震の後かたづけ
学校の廊下の土砂かたづけ。本を乾かす。
小学校では水筒持参
朝市も復活。
応急の住宅建設。
小学校に避難した人々。
信濃川に横になった船。

希望訪問
スポーツ、祭
事 谷川岳の山開きを前に遭難者大慰霊祭が行わ

『魔の山に魅せられて』 れた。救助隊のパトロール。 谷川岳、観光客がバスで来る。
ロープウェー、観光客。
谷川岳遭難者大慰霊祭のパレード、慰霊祭。
救助隊の打ち合わせ、パトロールへむかう。
岩場の道しるべの修理。
破壊された避難小屋。
登山する人々。

毎日ニュース  No．５０１ 1964.7.8 さらに飛躍を スポーツ オリンピック選手選考会を兼ねた日本陸上選手
｀-日本陸上選手権- 権大会 日本陸上選手権大会

男子ハンマー投げ、菅原
棒高とび、大野
三段とび、カワヅ
女子走高とび、トリイ
ハードル、イイジマ

いがみあう全学連 政治、教育 憲法調査会は最終報告書を内閣に提出、その
前夜、全学連内の対立で乱闘。 憲法調査会、日本国憲法を討論

最終報告書を内閣に提出
早大で全学連主流派の会議の所へ中核派の
学生が押しかけた跡。
法大へ、捜査陣が入り、アジビラ、血の衣類
を押収。
ジグザグデモ、警察ともみあう、集会。

激流に漕ぐ 国際 アメリカのアーカンサス河の急流に挑む各国の
ボートチャンピオン達。 激流に挑む、カヌー・カヤックのレース、

スタート。
列車の乗客も見物。
レース、ドイツが優勝。
ボートチャンピオン達。

希望訪問 世相、流行 山の上のデラックスホテルの一角に男子禁制
『１０万円の美容コース』 の美容ドックが出来た。 山の上のホテルへ自動車で女性客が来る。

美容ドクターの診断
器具を使った美容体操。
レモン風呂、牛乳風呂、ドロンコ風呂。
フラフープで体操。
乗馬。
バスで見学客来る。美容コースの体験。

毎日ニュース  No．５０２ 1964.7.15 われらアルバイト 世相、季節 お中元合戦たけなわ、某デパートでは学生アル
バイトを約２０００人動員。 お中元売場

学生アルバイトがバスで着く。
マンモス発送所で商品の山と格闘。
ベルトコンベヤー、割れたサイダービンを飲む。
要領の良い学生、監視員
給料日。

翼よこれが日本だ 国際、交通 小型機で太平洋を横断して父母の祖国へ降り
たヘンリー大江さん、日米親善に一役。 小型機でアメリカから日本へ着陸のヘンリー・

大江さん。
横浜市を訪問、記念のカギを貰う、メッセージを
渡す。
父母の写真。
小型機。

希望訪問 政治、選挙 自由民主党総裁選に、池田、佐藤、藤山の有力
『２４２：２３２ー池田総
裁三選』 ３候補が激突。参謀の活躍を描く。 自民党総裁選、池田総理記者会見。（同録）

佐藤栄作。
藤山愛一郎と参謀江崎真澄。
江崎祈る、電話攻勢、支持者と会う。
空港に婦人議員獲得へ出向く、各派議員と
鉢合せ。
藤山、佐藤、共同戦線
佐藤は参謀橋本と歩く。
木曜倶楽部で佐藤、橋本、ウナギ弁当、神頼み
池田総裁選挙対策本部で池田、河野。
怪文書。
池田派の集会、大野伴睦の遺影に祈る池田、
乾杯。
佐藤、藤山派、乾杯。
池田派朝食会。
池田派大会場へ向う。
バスで繰り込む反池田派。
自民党臨時大会、投票、開票。
池田、２４２票で三選に喜ぶ。
握手、万歳。
負けた橋本、江崎参謀。
池田総理、記者会見（同録）
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュースＮＯ．５０３ 1964.7.22 消防士１９人が殉職 事故、火災 東京品川の「宝組」勝島倉庫が大爆発、消防士

ー品川の大爆発 １９人が殉職、消防史上最大の惨事。 品川の倉庫の大爆発で火災、消火。
死傷者をタンカーで運ぶ。
倉庫の空撮。
倉庫の爆発跡。
遺族泣く。
合同葬儀、霊柩車。

水泳五輪代表決まる スポーツ オリンピック選手選考会を兼ねた日本水泳選手
権大会。 日本水泳選手権大会。

男子１５００Ｍ　佐々木日本新
男子２００Ｍ平泳　松本、鶴峯
女子１００Ｍ背泳　田中、木原

右を向いた大統領候補 国際、選挙 アメリカ共和党全国大会、次期大統領候補の顔
ぶれ。 アメリカ共和党の大統領候補

ゴールドウォーター上院議員
フクダントン・ペンシルバニア州知事
アイゼンハワー元大統領
ロックフェラー・ニューヨーク州知事
共和党全国大会
スミス上院議員（女性として一人）

希望訪問 政治、内閣 ７月１８日池田改造内閣発足。大臣漏れの人、
『新大臣誕生』 喜ぶ人。 池田内閣改造、テント村。

河野一郎、記者団に囲まれる。
久野忠治
テント村、新大臣が官邸に入る。新聞の輪転機
椎名外務大臣（同録）
小山建設大臣（同録）
徳安郵政大臣（同録）
小泉純也防衛庁長官（同録）
高橋経済企画庁長官（音）
河野国務大臣、五輪担当、副総理（同録）
高橋法務大臣（音）　　乾盃
桜内通産大臣　乾盃
記念撮影
小泉防衛庁長官　自衛隊閲兵、任命書をかざす
大臣の椅子。
小泉防衛庁長官、支持者と握手、記念撮影、
見送る。
桜内通産大臣　、自宅前で体操、近所を走る。

毎日ニュースＮＯ．５０４ 1964.7.29 山陰北陸に豪雨禍 災害、水害 山陰、北陸地方は７月１８日から１９日にかけて
記録的な豪雨に見舞われた。 豪雨の被害の町、空撮

瓦礫の町、家。
自衛隊の応援隊来る。復旧。
衣類を干す、風呂、水。食事。
山陰線が寸断、線路を歩く。
斐川村の生き埋め現場、家族がかけつける、
運び出す。
合同葬。
小山建設大臣小舟で視察。
金沢市は水浸し。
小学校は崩れかかってる
畑は泥の海。

スポット スポーツ 都市対抗野球大会、沖縄から琉球煙草が初出
真夏の球宴始まる 場 都市対抗野球大会、開会式、琉球煙草入場

セキスイ化学（京都）旗返還
第一回戦
応援合戦

スポット 教育、季節 水のシーズンに入って、夏休みを迎えたお母さ
さあ夏休み ん達の心配が増えました。 臨海学校、子供達泳ぐ。監視台

川で子供泳ぐ
水上警察署、ランチで注意を呼びかける。
母親グループが多摩川をパトロール、
怪我の手当。
臨海学校、スイカわり、泳ぐ。

希望訪問 祭事 栃木県烏山の“山揚げ祭り”は４００年の伝統が
烏山の山揚げ祭り ある。 烏山の山揚げ祭りの準備、鳥山和紙を竹の

骨に張る。
交通遮断して、みこし、山車がくる。
張子山づくり。
芝居の野外劇、常磐津。
滝の張子
夜になっても芝居はつづく。

毎日ニュースＮＯ．５０５ 1964.8.5 水を滑る 世相 いよいよ本格的な夏-涼を求めて、水遊びで暑
さを吹き飛ばす。 横浜ドリームランド、噴水、二階だてバス、

ウォーターシュート、滑り台付きプール。
芦田川の支流の三郎滝の滑り台を滑る。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
スポット スポーツ 高速道路１，４号線が８月１日に完成。航空自衛
五輪へまっしぐら 隊は開会式のリハーサル。 東京オリンピックの入場券を求める人々、

高速道路１，４号線　空撮
高速道路を紹介、モノレール、皇居の堀、
地下の分岐点
航空自衛隊は開会式の上空を五輪マークの
リハーサル。

空の自家用車 国際、交通 カナダのエンジニアが、ヘリコプターとジャイロ
プレーンの利点を組み合わせて小型機の制作。 空の自家用ヘリコプター、準備、走り出す。

飛びたつ、テスト飛行

希望訪問 世相、医療 三池炭坑事故から９ヶ月、後遺症に悩む患者
失われし記憶を求めて を描く。 三池炭坑事故の犠牲者の写真。

大学病院で治療を受ける患者
労災療養所、体操、卓球
後遺症者、歩く、本。
記憶力が減退。９ヶ月前の事故
説明。
リハビリ、計算、絵、歌、踊り、妻と散歩、輪投げ、
走る。
ソビエトへ治療に向かう人たち。

毎日ニュースＮｏ．５０６ 1964.8.12 華子さん郷里へ 皇室、結婚 津軽華子さんは義宮さまとのご婚約を報告の
ため、両親と郷里の弘前へ 津軽華子さんと両親、弘前前から車に乗る。

長勝寺へご婚約を報告。テープカット、シャクナ
ゲを記念植樹。記念撮影。
ねぶた祭り。
歓迎、弘前城、ハス池、弘前の町を展望される。

東京はサバク 生活、政治 今夏は東京は水不足
水不足で多摩川は干上がる。陸に上がった
ボート、砂の上の魚。
生鮮食品店の営業時間の短縮の張紙、水の
出ない水道。消防庁はドブ川の水で消火訓練
井戸掘り。井戸水を持って保健所へ、水質検査
ポンプでもらい水。
臨時都議会で対策を練る。東都知事。
自衛隊の給水部隊の出動
小泉防衛庁長官視察
水道のバルブを締める。

緊迫するベトナム情勢 国際 ベトナム沖のトンキン湾で米第７艦隊の駆逐艦
が北ベトナム魚雷艇の攻撃をうける。 北ベトナムのトンキン湾を米第７艦隊が警戒。

空母から戦闘機飛び立つ。
ジョンソン大統領
北ベトナムを軍用ヘリで攻撃
国連の安保理事会は収拾策を協議
ベトナムの子供泣く、兵士の行進

希望訪問 世相 猛暑の銀座で拾った夏姿のスケッチブック
不快指数の街角で 猛暑の銀座スタイル

ネクタイに背広のスタイリスト
ロングスカート
背中を大きくはだけた悩殺型
水着スタイル
米袋をハンドバック姿のコメプリマ
帽子姿、髪型をモヒカン刈り、坊主頭のテル
テルカット
昼寝姿

毎日ニュースＮｏ.507 1964.8.19 晴れの聖火ランナー スポーツ ギリシャから聖火を運ぶ派遣団が出発。聖火
リレーの最終ランナー坂井義則君の練習。 聖火空輸派遣団

日本航空機でアテネへ出発
聖火リレーチームの練習。
最終走者候補選手１０人の顔ぶれ。
鈴木久美江、友人と話す、
家族に見守られてトレーニング
原爆ドーム。
坂井義則、トレーニング、家族に見送られる。
神宮外苑を初練習、聖火台へ駆け上る。

スポット 皇室、結婚 義宮さまは、来月末に津軽華子さんとのご結婚
義宮さまの夏休み 式をひかえて、独身最後の夏を楽しむ。 義宮さまは葉山ご用邸の庭でゴルフの練習。

海水浴客で賑わう海岸を散歩。

グエン首相大統領に 国際、戦争 ８月１６日、南ベトナムのグエン・カーン首相が
大統領に就任。 南ベトナムにアメリカ空軍が集結。

グエン・カーンが閲兵、勲章を贈る。

希望訪問 世相 兵庫県葛畑に伝わる農民歌舞伎が３０年ぶり
復活した農民歌舞伎 に復活、十八番「寺子屋」を演ずる。 葛畑の野良仕事、

役者が集まり舞台装置作り
歌舞伎のリハーサル
回り舞台、背景
旗揚げ、村人がゴザ持参で集まる。メイキャップ
開幕、十八番「寺子屋」の段を大熱演と客席。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュースＮｏ．５０８ 1964.8.26 聖火東京へスタート スポーツ ８月２１日古代ギリシャの聖地オリンピアで採火

式。当日、東京の空に五輪の旗。 古代ギリシャの遺跡
採火式にコンスタンチノス二世夫妻も出席。
クーベルタンの記念碑に月桂樹を捧げる。
ヘラの神殿、採火。安川あいさつ。
国王から聖火を第一走者へ渡す。走り出す。
東京の空に五輪の旗がひるがえる。
各国旗がひるがえる。

首位争いのスターたち スポーツ パ・リーグは南海、セ・リーグは首位の大洋と阪
神の首位争い。 パ・リーグ南海　鶴岡監督

阪急西本監督
南海野村うつ、南海広瀬走る
セ・リーグ　大洋、阪神戦
大洋　秋山ピッチャー、阪神バッキーピッチャー
大洋三原監督は鈴木をピッチャーに
秋山はレフトへ、さらにファーストへ、そして
ピッチャーに戻る。引き分け。
二回戦も引き分け
三回戦、大洋が勝つ。インタビュー。

町の水族館
トピックス、
教育 お医者さんは自家用水族館を作りました。また

水族館のある小学校を紹介。 小舟で魚つり。
医者の家、池の自家用水族館に魚を放つ。
小学校の水族館と子供たち。

希望訪問 スポーツ 島田泰子さｎは日本で唯一人のボクシングの
ボクシングに生きる 女性セコンドです。 ボクシング試合、女性セコンド島田泰子さん

ヨネクラジムに入る島田、練習を見る。
島田、薬屋で働く、終ると走り出す。
試合場の控え室で４回戦ボーイの面倒を見る。
試合、島田はセコンドとして活躍、ノックアウト
勝ち。
控え室で手当、喜ぶ島田さん。

毎日ニュースＮｏ．５０９ 1964.9.2 突然襲った黒い恐怖
事件、医療、
衛生 コレラの二次感染で死亡するという事件があり

オリンピックをひかえて関係者は必死。 コレラの写真、国立習志野病院で患者死亡
旅館周辺を消毒、
京成電鉄実籾駅、タクシー会社、ガス工場
旅館、習志野商店街は閉鎖、店主インタビュー
コレラ防疫接種に行列できる、泣く子供。
地元の自衛隊、手を洗う。
役所の打ち合せ
別の保菌者の立ち回り先、日本大学、家、上野
の食堂、ビル、電車内を消毒。
ヘリコプターで町の上空から薬品散布。

聖火初のアジア入り スポーツ 聖火は東京を目指して聖地オリンピアを出発。
アジア各国の熱狂的な歓迎を受ける。 聖火はギリシャ側から日本代表の安川会長に

渡される。
機内聖火を守る日本側
聖火は初めてアジアのトルコに入り運ばれる
空路キプロス島を眼下に
レバノンを走る
イランでは馬に乗ったポロ選手に運ばれる
市内から国立競技場へ
インドを運ばれる聖火

希望訪問 世相、祭事 夏の終りをつげる火祭りを始め、芸術展、ショー
秋のおとずれ 熊狩り、吉野菊の出荷等を伝える 富士吉田の火祭りのみこし　火祭り

芸術展の準備、前夜祭のインディアンの踊り
冬のミンク・ショー
北海道では熊狩り、学童は自衛隊のトラックで
通学。
吉野菊の出荷作業、オートバイで駅へ運ぶ、
菊専用車で京阪神地方へ向う。

毎日ニュース  No．５１０ 1964.9.9 聖火いよいよ日本へ スポーツ 聖火はタイのバンコク、マレーシア、香港を経て
沖縄に歴史的な一歩をしるしました。 聖火はバンコクを運ばれる　花火

マレーシアを走る
香港　小舟の舳先の聖火
折から台風１７号、五輪マークも壊される。
ＪＡＬシティ・オブ・トウキョウ号も損傷を受け、
代りの飛行機で輸送
沖縄那覇に聖火到着セレモニー、走り出す
聖火最終ランナー・坂井義則、本番通りの
リハーサルする。

スポット 芸術 幻想美術の王様、サルバドール・ダリ展が毎日
ダリ展への招待 新聞主催で開催 ダリ展の準備

ダリの自画像、
肉体の復活
夢の一瞬前
柔かい時計
引出しのついたミロのビーナス

王ついに新記録 スポーツ ホームラン新記録に挑む王選手は９月６日、
５３号を打ちプロ野球新記録をつくる。 巨人・大洋第２３回戦、王は敬遠で歩く

２４回戦１回表、王５２号
６回表　峰投手から王５３号ホームラン
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 動物 宮崎県幸島はニホンザルの楽園。地元の元小
サルの楽園 学校長の時任夫妻が面倒をみています。 時任夫妻はニホンザルの好物をリヤカーで運ぶ

櫓を漕いで幸島へ渡る。サルが迎える。
夫妻はサルにエサを与える
サルがイモを洗う。子供と泳ぐ、犬かき
夫妻は山奥でメスのエバの白骨を拾い持ち帰る

毎日ニュースＮｏ．５１１ 1964.9.16 聖火リレー国内はじま スポーツ 聖火は沖縄から鹿児島空港に着き、宮崎、
千歳空港に飛び、３ヶ所から国内リレー始まる。 鹿児島空港に聖火到着

第一走者は高橋律子さん走り出す
第2コースの宮崎空港で聖火を渡される
聖火は大淀川を渡る
宮崎空港に着く
夜、平和台公園に到着。踊り、花火。
平和台をスタート
別府港から自衛艦で四国へ渡る。見送る人々。
第3コースの千歳空港に聖火着く。
町村知事から第1走者土佐君へ渡される。
石狩平野から札幌へ向う。
札幌市時計台前を通過

砂漠に生まれたタンボ
国際、農業、
技術 サハラ砂漠にアメリカ人技師が２００もの井戸を

掘り、1本から高温の湯が噴き出す。 サハラ砂漠で井戸を掘る。湯が沸きだす。
灌漑用水路、田にタネを蒔く。小麦、野菜、
七面鳥、牛牧場。

希望訪問 スポーツ 秋空のもと遊園地のグラウンドはどこも運動会
一足先にオリンピック で超満員です。 消防庁音楽隊のファンファーレ、運動会の入

場行進、競技。
花火の聖火、聖火台に点火、別の聖火台も
点火。
聖火リレー競争の子供たち
男女に分かれて綱引き
仮装行列、タバコに火を付ける。パン喰い競走
メダル、月桂樹をもらう。

毎日ニュースＮｏ．５１２ 1964.9.23 街をまたいでひと走り 交通 東京・浜松町と羽田空港を結ぶモノレールが9
月16日開通式。17日から開業しました。 東京モノレール開通式、テープカット

浜松町を出発、線路、高速道路を渡る。
川の下をくぐる。
羽田空港の横を通る。

スポット スポーツ オリンピックまであと僅か、選手村の開村式、
五輪選手村ひらく 皇太子殿下のご視察、各国選手団の来日。 第一コースの聖火が広島原爆公園を走る。

皇太子殿下の駒沢武道館、国立競技場ご視察
選手村の開村式
メキシコの馬術選手団がバスで着く
歓迎式で番傘、食堂
フランス選手団来日。

空のスペクタクル 国際、交通 イギリスで航空ショーが開かれ、空の新型機を
披露。 航空ショー。ジェット機。

ＶＣ１０着陸
イギリス空軍によるヘリコプターからの降下部隊
イギリス飛行学校のアクロバット飛行

希望訪問 農業 昭和32年以来の事業、八郎潟干拓とモデル農
変貌する八郎潟 村「八郎潟」の記念式 八郎潟の工事

干拓地を人々が記念式場に集まってくる
八郎潟干陸新村設置記念式場
7年の風景、水鳥の群れ、魚漁、
露店
記念式、赤城農林大臣来る。
ヤンセン教授に勲三等瑞宝章
記念植樹、相撲大会、盆踊りでお祝い
ミクラバ採石場爆破、石材工場
八郎潟の池で漁をする。
大潟村の実験農場で稲刈り。コンバイン。

毎日ニュースＮｏ．５１３ 1964.9.30 晴れの日を前に 皇室、結婚 義宮さまと津軽華子さんのご結婚式を前に、
お嫁入り道具が義宮御殿に入りました。 華子さんのお嫁入り道具を運び出す。見守る

ご両親。
義宮御殿へトラックが入る。
義宮さま、華子さん散策。池。
束帯・十二単。

世界の強豪勢ぞろい スポーツ 秒読みに入った東京オリンピック。各国選手団
は来日して練習をはじめました。 バスケットの五輪予選大会（メキシコ・フィリピン

等10カ国が４つの出場権を争う。）
ルーマニア選手団来日。バラキ
ソビエト選手団来日。女子バレーチーム
ソビエト選手団がバスで選手村に入る。
大男はバスケットのクルメンシュ選手
選手村は各国選手で大賑い。
台風。外国選手首をすくめる。
水泳の練習、ベリー・バタフライ
コンランズ　自由形
フレザー　女子自由形
キャロン　女子背泳

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
どたんばの首位争い スポーツ 大洋・阪神の首位争いは、一敗すれば優勝絶

望のタイガースが2勝する。 大洋・阪神の首位争いに南海の鶴岡監督が敵
情視察。
第一試合、バッキーらで阪神勝つ。
第二試合、5回表、大洋は阪神本間を攻め
カネミツが打つ。
さらにイトウが打ち、浜中が帰る。
阪神は村山を送り、バッキーで逆転勝ち。

希望訪問 世相、防衛 佐世保と並ぶ米海軍の拠点、横須賀基地
基地の町　ヨコスカ 米海軍の横須賀軍港、鑑を修理する日本人。

戦艦「三笠」にちなんで、三笠ビル、三笠焼き
戦艦「三笠」見学する人々。
歓楽街に繰り出す米兵達。夜は店内で踊る、
道も米兵。
佐世保港を見下す監視所、見張り。
米原子力潜水艦寄港反対運動集会、デモ。
米軍基地前をデモ、基地は門を閉める。
ジグザグのデモ隊が突入を図る。
警官隊と衝突。
見つめる母子。

毎日ニュース  No．５１４ 1964.10.7 おめでとう常陸宮さま 皇室 9月30日義宮さまは津軽華子さんとご結婚、
常陸宮家を創立されました。 津軽華子さんが結婚の為、両親に挨拶して皇居

へ向う。
義宮さまは車で皇居へ向う。
賢所へ入られる皇太子ご夫妻他皇族
結婚の儀
常陸宮ご夫妻の束帯・十二単
朝見の儀
常陸宮ご夫妻、出てこられる。車でパレード
新居へ入る。
ご夫妻　夕刊をご覧。
地元民がお祝い。ご夫妻はベランダに立ち
応えられる。

スポット スポーツ 日本選手団結団式、プレスセンター開所、開会
東京五輪本番へ 式最終リハーサルと大会を待つばかり。 オリンピック日本選手団の結団式。体操。団旗

外人プレスセンター開所。タイプ打つ。
関係者来日。
開会式の最終リハーサル。高校生による入場行進。
楽隊。
聖火最終ランナー。聖火台に点火。

浩宮さまの運動会 皇室、運動 学習院幼稚園の運動会で浩宮は皇太子ご夫妻
と大活躍です。 学習院幼稚園の運動会、皇太子ご夫妻来られる。

浩宮さまお遊戯、綱引き。
皇太子さまは風船割り競走に参加。
美智子さまは玉ころがしに参加。
美智子さまと浩宮さまのダンス。

みんなで献血を 医療、奉仕 売血に依存する輸血、恐怖の黄色い血の問題 　
をきっかけに血液銀行や献血運動の広がり。 救急車が患者を乗せて病院へ。

外科手術。
血液銀行の設立。病院内
採決車で献血。
アルバイト供血者募集の張紙。

東海道新幹線スタート 交通 10月1日東海道新幹線開業、東京・大阪間4時
間を描く。 東海道新幹線出発式、石田国鉄総裁のテープ

カット。
ひかり１号発車
新幹線は東京から沿線を紹介
新大阪駅に歓迎の中到着

毎日ニュースＮｏ．５１５ 1964.10.14 東京オリンピック スポーツ 第18回オリンピック東京大会は10月10日開幕
              　華やかに開
幕 しました。 選手村を日本女子バレーボールチーム・河西ら

歩く。サインをねだる小中学生。
陸上競技練習場
ラルフ・ボストン走り幅跳
ボブ・ヘインズ　１００Ｍ走、リレーの練習
アベベのマラソンのトレーニング
握手する米ソの水泳選手
選手村の室内でくつろぐ選手
ＩＯＣ総会、両陛下、ブランデージ会長のＬ，Ｓ
北朝鮮選手記者会見、帰国、電車に乗る。
インドネシア選手団羽田より帰国。
聖火が東京に入る。聖火台に点火。
前夜祭。聖火台に点火。みこし。ＴＯＫＹＯ１９６４
国立競技場につめかける人々
開会式：選手団入場行進　ギリシャ、カメルーン
コンゴ、キューバ。
東西ドイツ、アメリカ、ソビエト、日本選手団
天皇陛下の開会宣言（お言葉）
ファンファーレ、祝砲
聖火入場、一周して聖火台に点火。ハト放つ。
小野喬の選手宣誓。空に五輪のマーク
重量挙げバンタム級、一ノ関史郎3位入賞
初の日の丸
重量挙げフェザー級、三宅義信　優勝金メダル
日の丸揚る。
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毎日ニュース  No．５１６ 1964.10.21 転換期の世界情勢
国際、政治、
選挙 フルシチョフ・ソビエト首相辞任。米大統領選挙、
核実験 ソビエト共産党中央委員会はフルシチョフ首相

の解任を決定。
フルシチョフ、ブレジネフ、コスイギン他ベランダ
から応える。
回想・故ケネディ　米大統領と会談
キューバ危機。撤退。
米･英･ソ三国の部分核停止条約の締結
中国と握手
フルシチョフ７０歳の誕生を祝うコスイギン、
ブレジネフ
フルシチョフ演説。
アメリカ次期大統領、ジョンソン大統領
ゴールドウォーター
毎日新聞、夕刊で「中共、ついに核爆発」
天安門広場を核実験の成功を喜ぶ人々
パレード　周恩来他

東京オリンピック　第２ スポーツ オリンピック東京大会は各競技場で快記録が
続出。 競技場へ人々来る。ただ見客

戸田ボートコース、私設スタンド、売店、ただ見客。
ＴＶ画面水泳、毎日新聞電波版の速報。
世界青少年キャンプの若者達のパレード
発表、栃木少年合唱団、佐渡おけさ、民族踊り
水泳、男子１００Ｍ自由形ドン・シュライダー
五輪新記録
女子１００Ｍ自由形決勝、ドン・フレーザー
五輪史上初の３連勝
女子１００Ｍ背泳決勝、田中日本新で４位、
ファーガソン世界新記録
レスリング・フライ級　吉田義勝　金メダル
レスリング・バンタム級　上武洋次郎　金メダル
レスリング・フェザー級　渡辺長武　金メダル
八田会長を胴上げ
皇太子殿下　お帰り
朝霞射撃場フリーピストル　吉川貴久３位
陸上競技　男子１００Ｍ決勝ボブ・ヘイズ世界タイ記録
男子１００Ｍ準決勝のボブ・ヘイズ　９秒９の
未公認記録のスローモーション
棒高跳び、ハンセン跳ぶ
ラインハルト跳ぶ
５Ｍ１０　ハンセン跳ぶ　クリアー金メダル
ラインハルト失敗

毎日ニュースＮｏ．５１７ 1964.10.28 東と西の政権交代
国際、政治、
選挙 世界の政権の交代劇をはじめ、池田総理の

引退表明に跡目相続の政権争い。 ソビエトの衛星船ボストーク号の委員３人帰還
歓迎集会　抱擁　パレード
ベランダから応える
イギリスの選挙で労働党が勝つ。噴水
ヒューム前首相は官邸の裏口から去る
ウィルソン新宰相
米大統領選挙中、ジョンソン、ゴールドウォーター
国立がんセンター（池田総理入院中）
駆け付ける議員たち、入り
鈴木　官房長官記者説明会見（声・池田総理
引退を表明）
池田総理、総理３選されて、佐藤栄作、藤山
愛一郎と握手、万歳
国立がんセンターへ池田総理夫妻入る。
岸信介ら元首相
佐藤栄作
藤山愛一郎
河野一郎

東京オリンピック閉幕 スポーツ アジアで初めて開かれた東京オリンピック、９４
カ国、約５５００人の選手、１５日間で閉幕。 東京オリンピック、男子マラソン、国立競技場を

出発
折返点、給水、円谷
ゴール、アベベ､ヒートリー、円谷
柔道、無差別級決勝、神永、ヘーシンク
体操競技、床､遠藤
跳馬、山下（新山下とび）
つり輪　小野
女子体操　床運動ラチニナ
跳馬　チヤフラフスカの山下とび
ボクシング、バンタム級　桜井　金メダル
女子バレーボール決勝　日本の東洋の魔女
対ソビエト
選手村でブルガリア選手の結婚式
円谷幸吉選手、防衛庁長官からメダルを受ける
メダリストの記念撮影
閉会式、各国選手手を振る。

毎日ニュースＮｏ．５１８ 1964.11.4 冷害にふるえる北海道 農業、災害 今年の夏北海道はかつてない冷害に見舞われ
そして、霜害と農民達は深刻です。 冷害の大豆畑、ぼうぜんとする家族

小豆の刈り入れ、脱穀
北海道産米を束ねる。手のひらの米
開拓村の廃屋
出稼の農民達、駅前、ホームで別れ、車窓
雪に覆われた畑。
、そして、霜害と農民達は深刻です。
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ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
話し合いムードで 政治、選挙 辞意を表明した池田総理の後継ぎ選考が動き
                  後継総裁
問題 出す。 後継総裁問題で藤山愛一郎帰国

三木幹事長、川島副総裁
吉田茂と会談
藤山愛一郎、河野一郎、佐藤栄作と次々会談
河野一郎記者会見（声）
佐藤栄作、古美術観賞

ナルちゃん遠足へ 皇室 浩宮さまは美智子さまとご一緒に学習院幼稚園
の遠足に出かけられました。 学習院幼稚園の遠足～バスから下りる浩宮さま

美智子妃殿下
イモ掘りされる、浩宮さま

希望訪問 世相、習俗 地方に伝わる珍しい結婚の姿３態を拾う
めでたや、めでた
や・・・・・ 花嫁姿の女性達、バスにゆられる

宮崎神宮の秋の大祭「神武さん」パレード
シャンシャン馬の行列
花嫁が田んぼの中を歩いて花婿の家へ来る
花嫁は履いてきたぞうりを脱ぐ
ぞうりの鼻緒を切られて屋根へ放り上げる。
花嫁の家の披露宴で墨をぬる
酒盛り。

毎日ニュース  No．５１９ 1964.11.11 新総理に佐藤栄作氏 政治 池田路線をつぐものは誰か。池田総理の推薦で
佐藤栄作氏と決定しました。 河野一郎、藤山愛一郎、佐藤栄作会談

川島、三木会談
高速道路
川島、国立がんセンターに入る。
自民党の両院議員総会、佐藤、三木幹事長が
池田総理の手紙を読む（声）
臨時国会、首班指名で佐藤新首相
組閣へ　テント村
新大臣の記念写真

ジョンソン大統領　圧勝 国際、選挙 アメリカ大統領選挙は民主党のジョンソン大統領
が当選。ハンフリー氏を副大統領に。 アメリカ大統領選挙並ぶ、投票

ジョンソン、夫人と投票する。
ゴールドウォーター上院議員投票
ジョンソン当選、ハンフリー氏を副大統領に

メダリスト故郷に帰る スポーツ 東京オリンピックで活躍したマラソンの円谷幸吉
選手が郷里の福島県・須賀川に凱旋 東京オリンピックのメダリスト、両陛下とお会い

円谷幸吉凱旋、駅前の歓迎
自宅で母親にメダルを見せる
母校の中学校で報告会
知事から特別功労賞のメダルをもらう
自衛隊音楽隊のパレード

希望訪問 スポーツ パラリンピック大会に向けてバスケットチームの
車椅子の選手達 練習、開会式、５日間の熱戦を描く。 川崎労災病院で両下肢麻痺のリハビリに励む

人々。
車椅子で近くの体育館へ向う。
バスケットボールの練習
川崎労災病院での壮行会
選手村に入る
各国選手団来日、車椅子用車に乗る
パラリンピック開会式、選手団の入場行進
皇太子ご夫妻、選手を励まされる。
競技、やり投げ、スラローム、重量挙げ、
バスケットボール。

毎日ニュースＮｏ．５２０ 1964.11.18 姿をみせた原子力潜水 国際、防衛 賛否渦巻く中。米海軍第７艦隊の原子力潜水艦
シードラゴン号の佐世保寄港 米原子力潜水艦シードラゴン号、佐世保に入港

寄港反対派の監視所　打ち上げ花火で合図
反対派のデモ
全学連と警官隊の衝突、ごぼう抜き
負傷者、救急車
潜水艦に辻佐世保市長が訪問、ガウス艦長と握手
佐世保原潜入港推進協議会の歓迎の車パレード
原潜乗務員はタクシーで街中へ向う。外人バーの
入口
東京の反対デモ、ごぼう抜き
海上保安庁の調査船
３日間の滞在を終えて、原潜出港

スポット スポーツ 菊花賞レースでシンザンが優勝、さつき賞、日
シンザン三冠馬に 本ダービーとあわせて３大タイトルを獲得。 菊花賞のパドックのシンザン、ウチノチカラ

スタート～ゴール、シンザン優勝

ソビエト革命記念日 国際、祭事 ソビエトの革命記念日に中国の周恩来総理が
３年ぶりにモスクワ訪問 ソビエト革命記念日パレード

ブレジネフ、コスイギン、周恩来　ベランダで応える

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容

希望訪問
世相、健康、
産業 三重県長島町の田んぼの中から温泉を掘り当

温泉大将奮闘す てた大谷伊佐さんのその後の奮闘記。 大谷伊佐さん石仏に祈る。温泉を掘る。
町長と会議。未来図
長島温泉にバスや車が来る。
客が入る。満員。
２０００人が入れる世界一の浴場。
ボーリング、射撃ゲーム。
舞台のショー。
大谷さん、客に挨拶して歩く。話す。宴会、フロ掃除。

毎日ニュースＮｏ．５２１ 1964.11.25 臨時国会ひらく 政治、国会 佐藤首相初の施政方針演説、社会党の楢崎議
員逮捕問題。公明党結成大会。 臨時国会、佐藤首相初の施政方針を演説（声）

河野一郎
原潜寄港反対デモで楢崎議員逮捕問題
長崎県警察本部長答弁
社会党、会議、成田、楢崎
原潜寄港賛成の自由民主党の宣伝カー
反対派の座り込み、署名運動
基地前に警察のカメラ。テレビ
公明党結成大会

スポット
世相、人物、
芸術 大石順教さん（７６歳）の個展。筆を口にくわえて

この手なくとも ６０年におよぶ書・画家の苦難の軌跡。 大石順教さん、両腕切断のため口で筆をくわえて
文字を書く。
個展　ニワトリの絵、金語楼、天女の絵、文字

足先のニュー･モード 世相、流行 おしゃれはつまさきからとニューヨークで靴の
ニュー･モード。 ハイヒールのニュー･モードいろいろ

希望訪問 世相 早くもデパートや商店はクリスマスムードです。
しのびよる不景気風 しかし世の中は不景気風に暗い表情です。 デパートのサンタクロース、ツリー

たたき売り「せいもん払い」
八百屋、半分の大根　客と主人にインタビュー
農協の大安売りに長蛇の列、自家用車
兜町ひっそり
中小企業の倒産の工場、ゴム靴
とりの市の賑わい

毎日ニュース  No．５２２ 1964.12.2 発火点に立つ 国際 コンゴ反乱軍の人質１０００人余りの白人救出。
コンゴと南ベトナム サイゴンの流血デモ。 コンゴ反乱軍の人質がレオポルドビルへ着く

負傷者下りる。赤十字の車-ワイプ-
サイゴンの反政府デモ、投石、政府軍の取締り

スポット 皇室 常陸宮さまは１１月２８日で２９歳、華子さまと
常陸宮さまの誕生日 ご新婚生活２ヶ月のお幸せです。 常陸宮ご夫妻レコードを聞かれる。

愛犬「モアナ」と散歩

あの手この手 世相、商法 世はまさにＰＲ時代。歳末をひかえる各メーカー
では商品の売り込みに懸命です。 デパートの特売会場ではお茶のサービス

ホテルの大広間を借り切って、企業の展示
ビールを飲みながら商談

希望訪問 交通 東海道新幹線のが開業に２ヶ月、運行の安全を
新幹線のかげに 担う職員たちを紹介する。 東海道新幹線、東京駅を出発、車内の売り娘

ビュッフェ
機関庫で点検作業
横浜鉄道公安室で七つ道具を肩にオートバイで
線路の安全をチェック。
連絡、パトロール
新幹線が品川に着く。車内、車体掃除。
ホッパー車の出動。線路のつき固めする保護
区員。
確認車で点検。一番列車の通過。

毎日ニュースＮｏ．５２３ 1964.12.9 師走　北から南から 世相 北海道の雪化粧、福岡は今年最後の窯入れ、
広島は女性の杜氏、岩手のサケ漁を伝える。 北海道は雪。馬そり

路面ラッセル車
小石原焼き、ロクロ、カマ入れ
新酒の仕込み、女性の杜氏、蔵人
津軽石川でサケ漁

スポット
国際、国連、
選挙 国連総会で議長にガーナ代表が選ばれました。

国連総会ひらく 初のアフリカ出身です。 国連総会でケソン・サッケー・ガーナ代表が
議長に選出

池田さん退院 政治、医療 池田前総理は、のどの腫瘍で国立がんセンター
に入院して以来８８日目で退院しました。 池田勇人前総理、国立がんセンターを退院

高速道路、自宅へ届く。自派の議員の歓迎
ミツエ夫人、近所の子に囲まれる。
退院扱い、乾杯、佐藤総理夫妻

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 教育 かわいいわが子のためならと入園受付にも徹夜
親ごころ で英才教育。一方養護施設の子等は。 幼稚園の入園受付に集まる父兄、子供は遊ぶ。

徹夜態勢。
幼稚園の予備校、教室。父兄はテレビモニター
大阪の幼稚園ではまず風呂、絵描き、バイオリン
の英才教育。
入園試験日、子供のせわする父兄、合格は花を
付ける。
都内の養護施設の子供たち。

毎日ニュースＮｏ．５２４ 1964.12.16 １９６４年の歩み 世相、 東京オリンピックで明けた１９６４年の国内外の
スポーツ 出来事を描く。 東京オリンピック開会式、入場行進、天皇陛下

の開会宣言、聖火坂井義則
重量挙げフェザー級、三宅義信、金メダルを
あげる。
ヒートリーと競って２位。円谷幸吉３位ゴール
レスリング、渡辺、吉田、上武　金メダル
体操　床　遠藤幸雄　
跳馬　山下治広（新山下とび）
女子バレーボール決勝、日本の東洋の魔女
対ソビエト
河西昌枝

皇室 常陸宮さまご結婚、束帯・十二単の正装姿
パレード出発、車でパレード
地元のお祝いにベランダから応えるご夫妻

交通 東海道新幹線開業式、石田総裁がテープカット
新幹線、鉄橋をわたる。２００Ｋ、富士山、ハイウ
ェイと並走。

災害 新潟地震　昭和大橋の倒壊、道路の地割れ
県営アパート倒壊、人々、信濃川の氾濫で浸水
昭和石油新潟製油所のタンク爆発、消火

災害 集中豪雨、山陰線が寸断、線路を渡る人々
壊滅した家屋、生埋め合同葬

国際、訃報 ネルー・インド首相逝く（５月２７日）葬儀、荼毘

フルシチョフ・ソビエト首相解任（１０月１５日）
国際、選挙 国連で発言。

故ケネディ大統領と会見、米､英、ソ三国の部分
核実験停止条約の締結。

国際 ウィルソン首相誕生

国際 アメリカ大統領選、ゴード･ウォーター候補を破って
政治 池田総理三選さる。国立がんセンター入院

臨時国会で佐藤栄作氏が新総理に。
藤山と握手
新大臣記念撮影

国際 米原子力潜水艦シードラゴン号、佐世保へ寄港
監視所
寄港反対デモ

世相 八百屋大根が半分に切って売る。
工場の倒産、ゴム工場

毎日ニュースＮｏ．５２５ 1964.12.23 オリンピックのその後 スポーツ 東京オリンピックが終わって、選手村の大安売り
施設の観光、東洋の魔女の中国遠征。 ご用済みの五輪商品をはずす商店街

選手村で不用品の大安売り
観光バスで国立競技場を観光コースにする
忘れられた高速道路の工事現場で遊ぶ子供たち
バレーボール東洋の魔女　遠征試合
大松監督・周恩来首相と握手
周と選手団握手
根性教育に校庭に五輪の銅像を建てる
依田郁子像、ハードルする生徒たち。
円谷幸吉像、走る
柔道する。

カンタベリー・チーム来 スポーツ 日本ラグビー協会と毎日新聞社が招いたカンタ
ベリー大学チームと全同志社の初戦 ニュージーランドのカンタベリー大学と全同志社

大学のラグビーの初戦
前半は全同志社のペース
後半に逆転される。

希望訪問 世相、暴力 組織暴力追放で安藤組も解散
どたん場の組織暴力 組織暴力追放に北九州市の警察で、柔道、走る。

金太郎部隊
パトロール準備、市内パトロール
会議、暴力団狩り、事務所、交番、押収した凶器
税関の水際作戦、船に乗り込む。探知機で調査
安藤組解散式会場、組長（声）、子分たち。
夜のパトロール

毎日ニュースＮｏ．５２６ 1964.2.31 天皇家のお正月 皇室 1965年の新春を迎えられた天皇ご一家。
天皇ご一家　読書
浩宮さま、美智子さまに抱かれて。

鵜の生捕り 動物、 玄界灘の荒波で鵜の生捕りをする立石さん。
トピックス 鵜は各地へ運ばれます。 鵜の生捕り、小船で岩場に向う。

とりもちを岩にはりつけ、囮の鵜を仕掛ける。
岩場を離れて待つ。鵜が近よる。生捕る。
鵜に魚を飲ませて訓練。
鵜を各地に送る。リヤカーを曳く。

長生きしたけりや 世相、健康 100歳まで長生きしたい、そんな各地の努力を
伝える。 長生き大学が開校。体操、医者を講師に

“長寿講座”、皆で踊る。
長寿になるという、"亀の石”に座る。
長寿クラブの一升ビン体操、生野菜の食事訓練
ニコニコ道場で笑う。全身顔にと寒中水泳
純金フロ

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.５２７ 1965. 1.9 初春をくばる 世相 年賀状や小荷物を交通の不便な僻地に配達する

昭和40年 人々を描く。 年賀状の山、雪の中をスキーで配達して廻る
女飛脚が荷物を届ける
神社にお参り
檜原村のやまを登って配達する女性郵便屋さん

ブリの一本釣り 漁業 長崎県対馬の東シナ海に面した小さな漁村では
餌付け漁法による寒ぶり漁が始まりました。 小茂田漁港を漁船が出る

玄界灘の荒波
漁場でイワシをばらまく
寒ぶりを一本釣り
大漁旗
トランシーバーで交信
漁民

値上がりの中で 経済 物価の値上がりに下町の銭湯や家族総動員の
豆腐屋の頑張りを紹介 米を食べる

バス料金の値上げ
砂町浴場、１５円銭湯
製材所で木屑を貰う宮寺さん
大八車を引く
家族ぐるみで１０円豆腐を作る林部さん
豆腐を小型自動車で売り歩く

 毎日ニュースNo.５２８ 1965. 1.15 伊豆大島で大火 災害、火災 伊豆大島元町のすし屋さんから出火、強風に煽られ
５６７戸が全焼。 伊豆大島で大火

焼失した繁華街、くすぶる現場、消火作業、被災者
火元のすし屋の現場検証
東京都知事被災者と話す、視察
復旧工事
跡かたずけ、被災者に郵便を届ける

ヘビと生きる 動物、世相 今年は巳年。ヘビ年に因みデパートの商魂、まむし酒
メーカー、ヘビ博士、ヘビの飼育を紹介。 銀座のデパートはヘビで客寄せ

まむし酒メーカーのヘビセンター、観光客
石切り場のヘビの展示を見る、まむし酒を飲む
ヘビと暮らす高田さん、ヘビを首に巻く
中学校でヘビを飼育、クラブの担任はゴーリス先生
ヘビを首に巻く生徒

一〇五円の生活 福祉 優雅な老人ホームがある中で東京の無料老人ホームは

１日の食費が１０５円。 明石ｹ浜を見下ろす老人ホーム、お茶、マージャン、ゴルフ練習
日曜日には自宅に帰る、豪華な食事
無料老人ホーム
荷札づくりの内職などの生活

 毎日ニュースNo.５２９ 1965. 1.21 終戦っ子の晴れ姿 社会 成人の日。戦後２０年、新日本と共に成長し晴れて
成人式を迎えた１８８万人の終戦っ子たち。 ２０歳の自衛隊員、雪の中で訓練

海で寒中水泳をする成人式、たき火にあたる
四王神社の的ばかい成人式、ふんどし姿で奪い合う
神社にお祈りをする和服姿の女性たち

冬でも稼ぎます 世相 ここは常夏ムードが満点。シーズンオフでも抜け目の
無く稼ぐ観光地の話題です。 温泉プール、ポリネシアン小屋、水着姿で寝転ぶ

バスの廃車を利用して自炊生活、温泉、食事
日本ラインにこたつ付きの暖房遊覧船が木曽川を下る

スポット 漁業 茨城県小貝川に手製の潜水服で身を固め手掴みで
（1）鯉のつかみどり 鯉をとる大沢さんはこの道２０年の名人です。 潜水服を着る大沢正さん

小貝川に潜る
ポンプで空気を送る
大漁の鯉
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
スポット 芸術、皇室 我が国で初のブラジル舞台美術展が高松宮ご夫妻を
（2）初のブラジル舞台美術展 迎えて開かれました。 銀座三愛のビル

ブラジル舞台美術展のテープカットをする高松宮ご夫妻
展示物ご覧
乾杯

佐藤さん訪米のみやげ 国際、政治 訪米の佐藤総理大臣はジョンソン大統領と２回の会談
を持つなど勢力的に日程を消化。 アーリントン無名戦士の墓に花輪を献花

故ケネディ大統領の墓地を参拝
ラスク国務長官と握手
昼食会
ジョンソン大統領と握手、会談、三木武夫
ウ・タント国連事務総長と会談
日航特別機で羽田国際空港に帰国
第１６回自民党大会、佐藤総理大臣演説、万歳

 毎日ニュースNo.５３０ 1965. 1．27 佐田の山優勝 スポーツ 部屋別総当たりになった大相撲初場所、千秋楽で
大関佐田の山は豊山を破り優勝。 大相撲初場所千秋楽

大関佐田の山対豊山
佐田の山優勝
天皇杯授与
パレード

陽気なおまつり 習俗、祭事 千葉県市川市郊外で穀物への感謝を現わす風変わり
なおびしゃ祭りが行なわれました。 おびしゃの餅つき

餅をぶっつけ合う
にらめっこをする
笑って負けた方は酒を飲む

誘かい殺人事件ようやく解決社会、事件 雪の新潟で若い女性が誘拐、身代金要求、殺害という

凶悪な事件はようやく解決。 雪の新潟県新潟市、犯人の足跡、新潟駅前の公衆電話
新潟県警察学校射撃場、捜査本部から刑事で出て行く
聞き込み、犯人の車の写真、犯人が立ち寄った呉服屋
釣具店、犯人逮捕の病院と犯人の顔写真
殺された女性の自宅で母親がお祈りする
犯人逮捕の毎日新聞号外を読む市民
新潟刑務所
新潟地震で倒壊した県営アパート
犯人の会社

チャーチル氏死す 国際、政治 チャーチル元首相はロンドンの自宅で療養中、
脳卒中の為９１歳でこの世を去りました。 イギリス大使館の半旗、佐藤総理大臣弔問

チャーチルの回顧、Ｖサインするチャーチル
アイゼンハワーと、ルーズベルトと
パリ市民の歓迎パレード
ジョージ６世と市民に応える
議会で永年の功績を称えてチャーチルの絵の除幕式
車の中でＶサインするチャーチル
葉巻を咥えるチャーチル

希望訪問 防災 伊豆大島元町の大火は離島消防体制のあり方に
「足もとから火の消防体制」 大いに反省の機会を与えた。 伊豆大島元町に届いたポンプ消防自動車

焼け跡で消化訓練
昭和児童園の少年消防隊員が手押しポンプで消化訓練
夫の留守を預かる婦人たち、小川からホースを引いて消化訓練
ビルより低い消防署の望楼
穴だらけホースを修理
出動、ポンプ車が道路工事現場で立ち往生
狭い道路に曲がれない消防自動車
水が漏れる、火事

 毎日ニュースNo.５３１ 1965. 2.3 春立ちぬ 世相、季節 佐賀地方ではダンビラと呼ばれるフナ釣り、日高地方
では生まれたばかりの若駒を紹介。 池でフナ釣りをする人

ゴム長服で池に入り網を仕掛ける
湖面を棒で叩く
網を狭めてフナを生け捕る
雪の牧場

暗雲こめる南ベトナム 国際、紛争 テロとクーデターが引き続く南ベトナムは泥沼に足を
入れたままベトコンとの戦いに暮れる。 南ベトナム政府軍とベトコンとの戦い、捕虜

仏教徒のデモ隊、負傷者、催涙弾
政府軍が掃討に向かう

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
希望訪問 教育 大学入試のシーズン到来。今年は戦後最高の競争率
「狭き門ますます狭く」 に加え受験料、授業料値上。 大学生、デパートの参考書売り場は受験生で埋まる

予備校の教室は満員
寺で座禅を組む受験生
大学の増築現場
願書受付、料金納入
学費値上げ反対デモ、アジびら、バリケード、集会
自室で勉強をする男子学生

 毎日ニュースNo.５３２ 1965.2.10 チャーチル氏の国葬 ９０歳の生涯をとじた故ウインストン・チャーチル氏の
国葬がセントポール寺院で行われた。 チャーチル氏の国葬、ドゴール仏大統領入る

エリザベス女王入る
セントポール寺院の祭壇に柩が着く
弔砲、葬列、テイムズ川を柩が行く

スポーツ 第１４回別府毎日マラソン大会で寺沢選手が日本
（1）寺沢日本最高で三連勝 最高記録で３連勝を遂げた。 大分県鶴崎徳島折り返しの寺沢、中尾、重松

寺沢日本最高記録で優勝

スポーツ プロ野球各球団は２月１日から一斉にキャンプイン。
（2）一斉にキャンプイン 南海のキャンプイン

広瀬、村上のトレーニング
阪神のキャンプイン
藤本監督、バッキー投手、村山投手
巨人のキャンプイン

希望訪問 ネズミによる被害は全国で年間およそ1億円。旺盛な
「ただいま二億匹」 繁殖を示す春になる前の撲滅作戦。 夜の銀座の太ったドブネズミ

羽田空港の堤防に穴を空けられる、ねずみ取りを設置
親ネズミと子ネズミ
ねずみ取りの専門業者、ビルの中に餌を仕掛ける
素手で捕まえようとするが逃げられる

 毎日ニュースNo.５３３ 1965.2.17  南極観測をめざして  トピックス  科学オリンピックといわれる南極観測の再開
 学術  に備えて新船製造や訓練が進む。  新しい南極観測船が急ピッチ。

 厳寒の名寄では建造車のテスト。
 昭和基地から極地点往復６００キロの足。
 網走郊外のトウフツ湖ではヘリの氷上訓練。
 エンジン、回転翼をヒーターで温める仕組み。
 ４年ぶりに参加する海上自衛隊ヘリ。

 ベトナムの戦火ひろがる国際  2.7 ベトコンが南ベトナムの米軍事施設を攻
 撃。米軍も北を報復爆撃し戦火ひろがる。  南ベトナム・ブレイクの米軍事施設をベトコ 

ンが襲撃。
 被害を受けた兵舎、滑走路、負傷兵。
 空母を飛び立つ戦闘機、ドンホイ爆撃。
 米、バンディ特別補佐官も視察。
 南ベトナムから米軍家族総引き上げ。（※）
 東京で抗議デモするベトナム留学生。
 ベトコン対米軍の様相へ。

 復活した紀元節  世相  今年の２月１１日は「紀元節」復活の気運を
 受け、各地で賛成、反対論議がさかん。  2.11恒例の神武天皇行列は橿原市民。

 空撮－高千穂の峰。
 宮崎市では賑々しく記念式典（宮崎神宮）。
 八紘一宇の文字が掲げられた平和の塔。
 神武天皇の御影を掲げる大学。
 神奈川県では紀元節復活。
 国の誕生日について演説する内山知事。
 紀元節強制に反対する市民。

 毎日ニュースNo.５３４ 1965. 2.24  もめる日韓交渉  外交  椎名外相は激しい反対デモのなか韓国へ。２
 月２０日、日韓基本条約が仮調印された。  羽田を出発する椎名外相。社党、労組は反対デモ。

 羽田周辺は鉄条網、装甲車で異常な雰囲気。
 装甲車を占領したデモ隊。警官隊放水。
 連行される学生たち。あとに散乱する投石。
 不満ながら調印を終え帰国した椎名外相。

 浩宮さま満５歳に  皇室  ２月２３日、満５歳になられた浩宮さま。
 美智子さまと積み木遊びする浩宮さま。
 東宮御所のお庭でブランコ遊び。
 三輪車で走りまわる浩宮さま。

 ワン君の美人コンテスト 動物  恒例のウェストミンスター・ケンネル・クラ
 ブ主催のドッグ・ショー。  入念にお化粧する犬たち。

 様々な犬のパフォーマンス。
 ネをあげます 経済、物価  最近の物価値上がりは批判の的。これに対抗

 する庶民のチエ合戦。  子供の作分をもとに、物価値上がりシーン。
 屋台の買い食いを楽しむ子供たち。
 子供「お小遣いだって値上げしなくっちゃ」
 ゆりかご（産院）から墓場（葬祭場）まで値上げ。
 オフィス街、サラリーマンの昼食も大変。
 遠路安い床屋に通う人。買い物主婦の嘆き。
 せめて立ち飲みを楽しむお父さん。
 サラリーマンの値上がり反対職場デモ。
 十円豆腐屋を集めて激励する主婦連。
 五円豆腐で対抗する豆腐組合（豊島区）。
 物価値上げ反対に署名する市民たち。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.５３５ 1965．3.3  繰り返す炭鉱の惨事 産業、事故  全国屈指のビルド鉱・北炭夕張で再び爆発事

 故が発生。死者６１人の大惨事となった。  図－夕張市の地図。
 2.22　事故のあった坑口で安否を気づかう家族。
 降雪のなか次々坑内から運び出される犠牲者。
 重苦しい空気の事務所。
 明け方、深い雪のなかを自宅へ帰る遺体。
 葬儀。道内で戦後最大の炭鉱事故。
 労使の公開団交（５年前も４２名死亡事故）
 「保安より生産か」と詰め寄る組合員。
 遺族に頭を下げる桜内通産相。
 鉱山保安監督局がガスの多さを指摘した矢先。
 保証金を手にする遺族。
 雪の炭住を見下ろす遺族。

 たんぼの中の南国  トピックス  たんぼの中のビニールハウスで初めてパパイ
 ヤ栽培大成功。熊本県八代市での話。  八代市でパパイヤ栽培に取り組む西村喜一さん。

 大きなパパイヤを満足げに収穫する夫婦。
 ボイラー、肥料で慈しんだ九州初の成果。
 子供も運ぶ。

 佐藤内閣のお荷物  政治  日韓、医療費、三矢研究と組閣以来の難問に
 さらされる佐藤内閣。  本会議場。不信任案を出された椎名外相。

 外務委では東南ア問題で質問攻め。
 安藤覚、角栄らに助け舟を求める椎名。
 韓国陳情団につかまる椎名。
 神田厚相の医療費値上げ問題を追求する委員会。
 ゆったり葉巻の石田労相。
 防衛庁の「三矢研究」でもめる予算委員会。
 小泉防衛庁長官そっちのけで議論に熱中する議員たち
 大平正芳、下平（社）の顔。
 春闘第一波デモ。
 物価、賃金他沢山のお荷物の佐藤内閣。

 毎日ニュースNo.５３６  1965.3.10  羽ばたく新人  スポーツ  今年の有望ルーキー、中日の菱川、日活俳優
 芸能  の渡哲也にスポット。  憧れの中日に入団した倉敷工の菱川章選手。

 新人王めざしてトレーニング。
 故郷の淡路島へ渡る俳優の渡哲也。
 港に、自宅前に盛大な歓迎。
 渡瀬道彦にかえって一家だんらん。
 幼な友達と会う渡。
 海岸を散歩。得意の空手で気合をいれる。

 大空にえがく－宮様スキー－ スポーツ  札幌市で開かれた第３６回宮様スキー国際競
 皇室  技大会最終日。藤沢優勝。  3.5 宮様スキー純ジャンプのもよう。

 藤沢選手のみごとな飛形。
 最長不倒のソレンセン（ノルウェー）。
 エンガン、バランス崩して３位。
 三笠宮から秩父宮抔を受ける藤沢。

 最後の授業　－島根－  教育  卒業を控えた桜江町の川越中学校最後の授業
 は「安来節」の習得。  安来節の特訓に励む川越中生徒たち。

 隠し芸として先生が考えついた最後の授業。
 絣の着物に頬かむり、ザル持つ手捌きも巧み。

 薬禍 医療  かぜ薬でショック死（全国で１１人）が相次
 ぎ、薬好きの日本人や薬事行政が問題に。  かぜ薬で死者が出た！

 問題のアンプルを動物実験する厚生省。
 アンプルでけいれん、死ぬ廿日ねずみ。
 回収されるアンプル「メーカーだけが責任か」
 厚生省に山と持ち込まれる新薬の申請書。
 薬を大量生産するメーカー。
 薬片手の作曲家、九竜虫でスタミナ増強の人。
 薬局で手軽に薬を買う人。
 子供の菓子も薬スタイル。
 アンプルを飲む人々。

 毎日ニュースNo.５３７  1965.3.17  春がきた 季節  世は春に衣替えの季節。
 主婦の手で花咲じいさんに衣替えの小便小僧。
 パリモードはゆったりプリーツで優雅に（※）
 足のお手入れのＯＬたち。
 新しい化粧は吉祥天風に（デパートの化粧品売り場）。
 奈良東大寺の修二会（お水とり）。
 火の粉を散らす大松明。

 明治は近くなりにけり  文化  “古きよき時代”を愛する復古調を街にひろ
 う。  犬山市に誕生した明治村。

 日本最古の京都市電、ガス灯。
 純洋風建築の聖ヨハネ教会堂、漱石邸など。
 京都のクラシックなバー。
 朝顔蓄音器にタスキ姿の女給さん。
 クラシック・カーでご満悦のお医者さん。

 もしもし交差点  交通  日本橋の良寛さん（中央警察署・高橋良寛巡
 査）のユーモラスな交通指導をスケッチ。  大混雑の日本橋交差点。

 天から降ってくる声に車も歩行者も怪訝そう。
 車の間を通り抜ける歩行者。
 陰の声に笑いながら通るＯＬたち。
 赤信号を駆け足で渡る人。
 声の主を捜す歩行者。
 無理に渡る危ないおばさん。引き返す人。
 二人乗りスクーターに注意。
 「スクーター事故を積んでる二人乗り」
 車の窓から手を出して注意される人。
 はぐれた母親に抱きつく子供。
 ビルの一角から呼びかけている良寛さん。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.５３８  1965.3.24  はりきる金田、中西  スポーツ  王、長島に金田を加えた鉄壁の巨人。毎試合

 出場をめざす中西総監督のライオンズ。  東京入りしたオープン戦。巨人対西鉄。
 投げる金田、稲尾。
 反撃する西鉄水爆打線。
 打撃に守備に闘志満々の中西。

 街の捜査本部  事件  吉展ちゃん誘拐事件から２年。解散した捜査
 本部に代わって、街の捜査本部ハッスル。  村越吉展ちゃんの留守宅。

 吉展ちゃんを捜す貸ビル業の松井栄次郎さん。
 垂れ幕、祈祷、占い、ＴＶの公開番組出演。
 一家挙げて捜査の団扇づくり。
 愛用の“パトカー”で情報先へ。
 変装して犯人の声を聞かせて歩く。
 張り込み。街頭で情報協力を求める。

 さまよう季節  季節  春になると家出人の数が急カーブを描く。
 上野駅は家出の季節。
 田舎から出てきた若い人達。
 警官パトロールも増強。
 少女を救い、狼は御用。
 少年保護センターに保護された少年たち。
 迎えの親と帰る少女。

 開拓村の春  教育  春まだ遠い開拓村、洞爺村富丘のへき地校の
 卒業式。  雪の羊蹄山のふもとの開拓村。

 馬で、スキーで登校する子供たち。
 富丘小中学校では複式授業。
 ストーブの上の弁当。
 にわか床屋に早変わりする先生。
 皆で雪おろし。
 卒業式。馬橇で学校へ向かう父兄たち。
 卒業生は中学４人、小学５人。
 校長先生から卒業証書と記念品もらう。
 答辞。在校生の器楽演奏。
 先生、父兄は飲んだり歌ったり。
 雪合戦。春は２ｍの雪の下。

 毎日ニュースN0.539  1965．3.31  センバツ開幕　－甲子園－ スポーツ  第３７回選抜高校野球の開会式。
 代表２４校の入場式。
 愛知文相の始球式。
 応援合戦。８日間にわたる熱戦の開始。

 人類初の宇宙散歩 宇宙  人類初の宇宙遊泳に成功したソビエト。
 ベリャエフ大佐とレオノフ中佐を乗せたウォ
 スホード２号。
 真空で無重力の宇宙を散歩する二人。
 赤の広場までパレードする両飛行士。
 赤の広場を埋めた群衆。
 アメリカも二人乗りジェミニ３号打ち上げ。
 見守るジョンソン大統領。
 地球３周して洋上に着水。
 無事帰還したふたり。

 送る人送られる人－東京駅－ 世相  東京駅新幹線ホームに見るサラリーマンの異
 動の季節。  サラリーマンの異動、転勤で賑わう東京駅。

 餞別わたす人。
 あっちこっちでお辞儀おじぎ。
 一本じめ・バンザイで送りだす。
 階段かけあがる人、泣く人、手を振る人。

 李ラインに終止符  外交  日韓漁業交渉が妥結、李ラインは撤廃された
 が、外交交渉では懸案山積。  日韓交渉大詰めで来日した韓国要人。

 交渉の場で握手する椎名外相と李外務部長官。
 朝鮮総連系は反対の気勢。
 日韓会談に反対デモする総評系。
 日韓漁業交渉は妥結し、李ライン撤廃。
 北九州の漁業基地を訪問した車農林部長官。
 韓国学生の反対デモに遇う。
 下関港。だ捕漁船が返還されて衣替え。
 船出を見送る家族。

 毎日ニュースNo.540  1965．4.7  岡山東商が初優勝  スポーツ  第３７回選抜高校野球は岡山東商が平松の好
 投で初優勝。  甲子園球場は岡山東対和歌山商業の決勝戦。

 延長13回裏、岡山東のチャンス。
 走者２塁で、中島センター前ヒット。
 宮崎、本塁ヘッドスライディング。岡山優勝の瞬間。
 紫紺の優勝旗、宮崎主将へ。岡山東嬉し泣き。

 米大使館爆破さる  世界  南ベトナム・サイゴンの米大使館がベトコン
 　　　　　　－サイゴン－  により爆破。死者１７人を出した。  ベトコンの大型爆弾で爆破された米大使館。

 血まみれで運び出される館員多数。
 破壊された大使館のようす。
 血を洗い流している。

 東京タワーで狂言飛降り 事件  春うららの東京タワーで人騒がせな狂言飛び
 降り。  東京タワーに攀じ登った一人の男。

 ハシゴ車で昇る消防隊員。
 鉄骨上を移動する騒がせ男。
 警視庁のレインジャー部隊出動し挟みうち。
 地上におろされたトビ職。

 社会へ第一歩  世相  学生服から背広に着替えたサラリーマン１年
 生の基礎訓練風景。  入社式シーズン。

 会社更生法の山陽特殊鋼でも。
 銀行上役に挨拶回りするＯＬ。
 お札の数え方のコーチ。
 兵庫県のある紡績工場ではローラスケート活用。
 新入女子工員もローラスケートの特訓。
 寿司屋では先輩からにぎりを握って貰う。
 そば屋では出前の訓練。派手に落とす新米。
 街の自動車を縫ってゆくそば屋の出前。
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.５４１  1965．4.14  北海道にも春の訪れ 季節  雪と氷との闘いで始まる北海道の春。

 雪と氷との闘いで始まる北の春。
 去年の冷害の稲が掘り出される。
 雪をかきわけた僅かの土に種まき。
 札幌市内では市民総出で道路の雪割り。
 泥んこ遊園地で遊ぶ子供。
 氷が浮かぶ石狩川では早くもポンポン船が。

 セ・パ両リーグ開幕  スポーツ  プロ野球公式戦の開幕。巨人移籍の金田が投
 げて打っての大活躍。  4/10後楽園では公式戦第一戦、巨人対中日。

 オープニング投手は金田。
 ファウルボールを捕る長嶋。
 バッティングでも金田はホームラン。
 後楽園ナイターはパの東映対東京。
 観客席はまだ肌寒い。

 炭鉱爆発で３０人死亡 災害、事故  長崎県伊王島の日鉄鉱業所坑内で爆発発生。
 　　　　　　　　－長崎－ 産業  死者３０人の大惨事となった。  4/9 爆発事故が発生した日鉄伊王島鉱業所。

 トロッコで運び出される採炭夫たち。
 泣き沈む家族。
 坑内から運び出される遺体。
 北炭夕張事故から５０日後の事故。
 炭住街を担がれてゆく柩の列。
 頭を下げる会社側。
 柩に泣き崩れる遺族。
 葬儀の列（戦後1300人を超した犠牲者）。

 ポンコツ車奮戦記  交通  これは珍しいポンコツ車だけの自動車練習場
 が店開き。  レッカー車に引かれてスクラップ工場へ向か

 うポンコツ車。
 丸焼きにしてプレッシャーで潰し鉄塊に。
 ポンコツ車で使えるのは修理して再使用。
 ぶっつけても壊してもＯＫの自動車練習場。
 あっちでもこっちでもエンコ車続出。

 毎日ニュースNo.５４２  1965.4.21  帽子のモード  トピックス  今年の婦人帽のパリモードは“サマーシャポ
 ー”。シンプルで優雅なライン。  パリから届いた婦人帽モード。

 シンプルでノーブルなタッチが主。
 帽子とヨットが最高のバカンスとか。

 多数と腕力  政治  ６年越しの懸案ＩＬＯ（国際労働機構）批准
 が衆院ＩＬＯ特別委で強行された。  日韓に続いてＩＬＯ問題で対立する自社。

 廊下でもみあいへしあいの大混乱。
 もみあう自社秘書団。
 中野委員長代理が理事会をＩＬＯ特別委にき
 りかえる。
 そして自民が強行採決。
 佐藤総理、三木の深刻な表情。
 憮然とした成田。
 ボイコットでがらあきの委員会。
 斡旋する船田衆院議長。

 新入生ヤーイ  教育  大学も新入生を迎えて各クラブは新部員獲得
 にウの目タカの目。  喜び溢れる大学構内。

 構内を埋めたサークル合戦。
 グライダーあり、ヨットあり。
 勧誘される新入生。
 易者もいれば、鉄砲もある。
 証券研究会はカンコどり。
 紅一点の拳法部。
 ビルから懸垂下降の山岳部。
 落研は低姿勢で。

 鹿とともに 動物  鹿児島県の阿久根大島は野生の鹿の生息地。
 人は樗（おうち）さんただひとり。  阿久根大島の朝。

 でんぷんをまいて歩く樗さん。
 独特の呼び声で食事の合図。
 藪から顔を出す野生のシカ。
 シカは警戒して近づかない。
 一頭てなずけるのに３か月がかり。
 なついて口うつしでエサをもらうシカ。
 シカの衣替えの季節。落ちているツノを捜す。
 海岸をシカと一緒に歩く樗さん。
 （約百頭の３分の１を１０年で餌付けした）

 毎日ニュースNo.５４３  1965.4.28   春たけなわ  トピックス  不景気風を吹き飛ばせ。春に繰り出した人々
 の話題。  大阪造幣局を通り抜ける花見客。

 蒲郡の海岸では潮干狩。
 柳川名物舟下り。
 人工花吹雪のサービス付。
 掘割の柳のなかをゆく舟。

 日本、比国に完勝  スポーツ  東京・田園コロシアムで行われたデビスカッ
 プ東洋ゾーン。緒戦でフィリピンに完勝。  ダブルス、日本（石黒・渡辺組）対比国。

 セットオールのあと、マッチポイント。
 日本、逆転勝ち。
 ダブルス、シングルスで比国に完勝。

 木原、みごとな成長  スポーツ  全日本室内水上選手権百米背泳で木原美知子
 は田中聰子を押さえ自己ベストをマーク。  水泳シーズン開幕。

 女子百米背泳に岡山山陽高の木原美知子選手。
 ベテラン田中聰子と隣り合わせ。
 木原、自己ベストで勝利。
 （２百米背泳も世界６位。メキシコに期待）

 行楽期の火の用心 防災  行楽期に多い火災の避難訓練やつけ忘れの多
 いアイロンの実験。  消防署員、車で火の用心呼び掛け。

 行楽地の旅館の消火と避難訓練。
 １１９番受ける署員。
 消火器持参でスクーターで向かった先は民家。
 隣の奥さん立会いでアイロンのつけ忘れ確認。
 アイロン実験、 １時間で畳が燃えだす。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 商品五輪のＰＲ合戦  トピックス  東京晴海で開催の第６回東京国際見本市。初

 参加のソ連など３０か国のＰＲ合戦。  晴海の東京国際見本市会場。
 われ先に入場する人。
 国産軽飛行機もある出品数約１００万点。
 毛皮のファッションショー（ソ連）、丸太乗
 り（カナダ）などのアトラクション。
 フランスのワインバーに人気あり。
 食べたり飲んだりの一般客。
 商談に忙しい外国のセールスマン。

 毎日ニュースNo.５４４  1965.5.5  田んぼの中の陶工 芸術  丹波篠山のまた山奥の農村今田町。伝統の焼
 き物「立杭焼」に大忙し。  山深い農村の農作業風景。

 こんどは土をこねて陶器づくり。
 竹筒に釉薬を入れて図柄を書く立杭焼。
 登り窯にマキくべる。
 見物客で大勢。庭先で品定め。

 ストと行楽の一週間  世相  黄金週間を前にして最大のヤマ場を迎えた春
 闘。４月３０日の非常事態は解除された。  （空撮）私鉄24時間ストで車庫に溜まったバス

 線路を歩く人。スト不参加のバスに人の列。
 団地では。幼稚園バスで駅までピストン輸送。
 改札では臨時の職員がおおわらわ。
 国鉄でも。乗務員を確保する組合員。
 護送犯のように連れ去られる運転手。
 停電になった東京駅。
 話し合い続ける公労委。
 駅に入り込む支援団体。
 終電車。当局と組合の乗務員獲得合戦。
 私鉄大手組合の妥結。
 公労委も仲裁に移行してスト解除。
 交渉の席の太田総評議長。
 私鉄の一部はストに突入。一番電車の混乱。
 国鉄も一番電車。ダイヤ乱れ通勤大混乱。
 大混雑の駅の階段、改札。
 電車から吐き出される乗客。
 翌、５月１日はメーデー。
 会場のオリンピック村で挨拶する太田薫。
 デモ行進の成田社党委員長、野坂共産党議長。
 レジャーブームの箱根周辺。
 一転して雨の休日。

 毎日ニュースNo.５４５  1965.5.12  アベベ独走－毎日マラソン－ スポーツ  琵琶湖コースでの第２０回毎日マラソンはア
 ベベが昭和３６年に次いで二度目の優勝。  琵琶湖コースを走る選手たち。

 円谷らを欠いたさびしいレース。
 アベベと競り合う若手、高橋。
 独走するアベベ。
 皇子山競技場でテープを切るアベベ。

 ドミニカに米軍上陸  世界  反政府クーデタに揺れるドミニカ。米軍は反
 政府軍鎮圧に２万８千の兵力を投入。  反政府クーデタに揺れるドミニカの市街。

 5/2 ジョンソン米大統領、反共のための部隊＝
#NAME?

 米州機構ともども３万人の兵力投入。
 市街を警戒しながら進む米兵。
 クーデタ側、政府側二つの政府対立。
 市街をゆく戦車、装甲車。第２のキューバか。

 国際美術展ひらく  トピックス  毎日新聞主催のトウキョウ・ビエンナーレに
 ピカソと並んで林武の「富士」が出品。  都美術館で開かれた第８回日本国際美術展。

 ソ連からの出品「赤の広場」。
 ピカソ作「読書するジャクリーヌ」「帽子を
 かぶった女」。
 林武の「富士」。
 パーティ席場での岡本太郎、荻須高徳の顔。

 丸太乗りの妙技  トピックス  日本初の丸太乗り選手権。
 神宮プールでの丸太乗りの妙義。
 二人で巧みに回して互いに落としっこ。
 カナダとの国際親善で開かれた。

 エエンチョウ誕生す  政治  逃げ回る佐々木と成田。社会党臨時党大会は
 東北弁なまりの佐々木委員長を選出した。  社会党代議士会での佐々木、成田、和田。

 5/6 臨時党大会。感謝決議を受ける河上夫人
 副委員長問題で壇上につめよる党員。
 佐々木更三氏を委員長に選出。
 米帝国主義を非難し、参院選にガンバロー。
 船田衆院議長に挨拶する佐々木。
 西尾民社、佐藤自民党主に挨拶。
 郡山市長選にでかける佐々木。
 ズーズー弁で応援演説。
 自宅で奥さんと寛ぐ佐々木。

 毎日ニュースNo.５４６  1965.5.19  “青”で渡ろう  交通  交通事故死の３分の１が横断中の歩行者。今
 年の重点は歩行者事故の絶滅だ。  歩行者の無茶な横断風景。

 警視庁のパトカーがＰＲで町をゆく。
 信号待ちでイライラのドライバー。歩行者。
 歩行者をかきわけ強引にゆく車。
 環７の大混雑。
 横断陸橋があれば、橋の下をくぐる横断道も
 無謀横断の歩行者立ち往生。

 全国で体操祭  スポーツ  第１２回日本体操会は全国３００の会場に１
 ３０万人が参加して開催。  5/16　体育大の学生たちの集団体操。

 園児たちも大熱演。
 京都・西京極会場でも皆でリズム体操。
 小雨のなかで組み体操。
 河口湖畔の会場では農家の人も参加した。
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 狂った都議会  政治  15人の空前の汚職恐喝議員をだした都議会。

 解散申し合わせに居座る議員の現実。  三派幹事長会談で解散、総辞職を決めたが。
 絶対に辞表は出さんと坂本、中西両議員。
 立ち上がった学者、文化人グループ。
 副議長に解散要望書を手渡す。
 5.15　市民・労組は都庁を取り囲み約束実行
 を迫る。
 かしこまる東都知事。
 都議会は会期延長をきめ、お開き。
 自民党中央にお伺いをたてる執行部。
 街角のリコール署名運動。

 冷害に泣く  世相  立夏も過ぎて低温続き。２年続きの冷害が予
 想される北海道、福島県の農村地帯。  実らぬ稲を燃やす農民。

 自衛隊のブルドーザで雪をかき出す。
 奥会津地方はまだ一面の銀世界。
 太陽の絵を書く小学生。
 雪を掻き分け苗代作りを急ぐ農家。
 桑の葉も伸びず、養蚕も１か月遅れ。
 蚕の幼虫も処分。
 野菜は遠い町の八百屋まで。
 一人奔走する県の技術指導員。
 天を仰ぐ農民。

 毎日ニュースNo.５４７  1965.5.26  室蘭でタンカー爆発  事件  ５月23日朝、室蘭港の岸壁にノルウェーのタ
 ンカーが衝突、炎上し、６人が死亡。  室蘭港で燃えさかるノルウェーのタンカー。

 米軍ヘリが消火作業。
 空からの放水も焼け石に水。
 夜空に燃えさかるタンカーの原油。
 近くにある石油タンクに放水。

 浩宮さまの遠足  皇室  学習院幼稚園の遠足にご参加の浩宮さま。
 三鷹市の公園へ。バスを下りる浩宮たち。
 おゆうぎする浩宮と園児たち。
 ママがいなくても元気な浩宮さま。

 青い眼の羅生門  トピックス  海外でも知られた黒沢明の「羅生門」の劇化
 に座間キャンプの米兵が取り組んでいる。  サムライ姿にメーキャップする米兵と家族。

 ごきげんのにわか俳優たち。
 アメリカからきた演出家のもとで練習。
 英語で、本番さながらの立ち回り。

 バナナの埋め立て  トピックス  奄美沖合で火災を起こした台湾のバナナ船。
 北九州門司港で焼けバナナが処分された。  門司の岸壁に着いた台湾のバナナ船。

 焼けバナナの処分にトラックがピストン輸送。
 海岸で砂に埋める山のような焼けバナナ。
 損害は１千トン、７千万円。

 地下に潜る  交通  日毎に発展する東京。交通、下水管などの大
 動脈はいま地下に潜り始めている。  地下をゆく高速道路。

 地下駐車場。
 新宿地下の公園づくり。
 隅田川下の地下鉄工事。
 潜る人はまず気圧を慣らす。
 地下で裸で働く建設作業員。
 マンモス下水管の工事現場は地下２０米。
 長いエスカレータで地下へ潜ってゆく市民。
 地下の名店街。
 世界一の銀座総合駅で迷う人々。
 １キロの間に５０か所の出口あり。
 駅員も道案内におおわらわ。

 毎日ニュースNo.５４８  1965.6.2  焼土 そして二十年  祭事  5.25　明治神宮前の善光寺に焼香の列。
 地区の２１回忌法要が善光寺で営まれた。  東京大空襲でひどい被害を受けた青山・渋谷

 東京大空襲（青山・渋谷地区）の21回忌法要。
 （回顧）Ｂ－29の大編隊。
 　　　　爆弾の雨に、燃えさかる建物。
 　　　　累々たる焼死者。
 青山の陸軍大学跡は荒れるに任せている。
 いま、よみがえった東京の市街。

 キーストン優勝  スポーツ  戦国ダービーといわれた第３２回日本ダービ
 ー。昨年のシンザンに続き関西馬が二連勝。  小雨の東京競馬場。戦国ダービー３２頭発走。 

 終始トップをゆくキーストン。
 本命ダイコーター伸びず。
 キーストン逃げきって栄冠。

 河西さん晴れの結婚式  スポーツ  ニチボー貝塚の元主将河西昌枝さんが佐藤総
 理夫妻の媒酌で結婚。  晴れの結婚式に臨む河西昌枝さん。

 お相手は陸自の中村和夫二等陸尉。
 先頭をゆく媒酌人の佐藤総理、付き添う寛子夫人。
 祝杯。

 危険な港 交通  化学消防艇が１隻もない特定重要港湾も多い
 現実。ノルウェータンカー火災の教訓。  室蘭港で燃えるタンカー、ヘイムバード号。

 化学消火設備なく、お手あげの消防隊員。
 食事する避難民たち。
 四日市港では沖のタンカーからパイプで原油
 陸あげ。
 過密な東京港。
 東京海上保安部では化学消防艇の予算とれず。
 水先案内人は室蘭事故を海の交通ラッシュが
 原因とみる。
 日に500 隻が通る港の入口。
 交通信号を上げ下げする係。
 神風運転の事故者を担架で運ぶ。
 海底に沈む沢山の丸太の引き上げ。
 日に24万ｔのゴミの処理費が年に１千万円。
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.５４９  1965.6.9  くりかえされるヤマの悲劇 事故  福岡県稲築町の山野鉱ガス爆発で２３７人死

　－山野鉱で２３７人死亡－  亡。三井三池につぐ戦後２番目の大事故に。  6.1 運び出される遺体。泣き崩れる遺族。
 遺体にとりすがる、悲嘆にくれる遺族。
 安置される柩。
 三木通産大臣、霊に向かう。
 佐々木社党委員長らも。
 ヤマの学校も櫛の歯が抜けたよう。
 先生と、クラスの友を慰めにゆく子供たち。
 ガス感知器がない悲劇。
 犠牲者の多くが下請けの人々。
 ボタ山と石炭トロッコの列。

 米も宇宙散歩に成功  宇宙  アメリカも二人乗り衛星船ジェミニ４号を打
 　　　　－ジェミニ４号－  ち上げ、宇宙遊泳に成功。  宇宙服でカプセルに乗り込むホワイト、マク 

 デビッド両少佐。
 エレベータで上昇。
 制御室のようす。
 ケープ・ケネディ基地から打ち上げ。
 テレビを見守るジョンソン大統領。
 ロケット切り離し。
 ２０分間の宇宙遊泳に成功したホワイト。

 歯を大切に 医療  ６月４日から始まった歯の衛生週間のイベン
 ト。街頭での無料検診など。  6.4 国立競技場では歯磨きの訓練大会。

 トーチをリレーし、聖火台に点火する子供。
 みんなで歯磨きの練習。
 街にくりだした移動診療。
 横浜の小学校では１年生から歯磨き指導。
 フッソをミルクにまぜて全校虫歯なし運動。

 借り着をぬいだ佐藤内閣 政治  「適材適所」を貫いたという新しい佐藤内閣
 が発足。大臣病患者たちの悲喜交々の一日。  新閣僚名簿を発表する橋本官房長官。

 「あくまでも派閥にとらわれず適材適所で」
 組閣本部にはいる佐藤総理。
 神だのみする原健三郎。
 一族に送られ官邸に向かう瀬戸山建設大臣。
 上原正吉も官邸へ。科学技術庁長官で記者会見。
 自宅でモーニングに着替える瀬戸山。
 官邸のヒナ段に並ぶ新閣僚。
 自宅の上原氏はエビス顔。運びこまれる酒。
 愛知前長官と引き継いで大臣のイスに。
 新建設大臣は役所で名刺の大攻勢。
 佐藤総理を囲む瀬戸山と上原。

 毎日ニュースNo.５５０  1965.6.16  魔女二世強し  スポーツ  バレーボール全日本選抜に若返ったニチボー
 貝塚が出場し、完全優勝で２０６連勝。  都体育館。磯部を中心に戦う新ニチボー。

 小島新監督。
 ５チームを一蹴して完全優勝。

 動くアクセサリー  世相  時計の世界も時とともに変化している。
 時間に追われるサラリーマン諸氏。
 鬼よりこわいタイムレコーダー。
 手術場に時を刻む時計。
 郵政省電波研究所の標準時計。
 時計メーカーでは防水、ショックの実験ＰＲ。
 屋上から落とされる時計。
 ネックレスとなった時計。

 山の人気者  動物  大分県大野郡の山間部、尾平部落で、日本カ
 モシカの子が人気者になっている。  山深い尾平部落。

 カモシカの子を抱いてくる笑喜森夫さん。
 営林署勤めの帰りに山で拾ったもの。
 家族でせっけんで洗ってやる。
 子供になつき、買い物にもついてくる。
 ふもとの子供たちが来て今日は写生会。
 子供に囲まれているカモシカとその絵。
 さかんにミルクを飲むカモシカ。

 明るく正しく 政治  第７回参議院通常選挙は６月１０日公示され
         「お願いします」  た。市民パワーも違反者ににらみをきかす。  参議院選挙候補者受付の日。

 ガラガラで抽選。
 選挙用七つ道具を受けて、いざ街へ。
 リュックを背負って駆け出す人。
 衣を脱ぐ選挙カー。
 新橋駅前で佐々木社党委員長の第一声。
 片や有言実行を訴える自民佐藤総裁。
 福島県では候補者から「違反しない」の一札。
 東京では市民がただ酒禁止を候補者に訴え。
 団地での連呼合戦。

 毎日ニュースNo.５５１  1965.6.23  島々の季節　－篠島－  トピックス  知多半島先の篠島。働き手は都会へ出、島は
 外国ザルの研究飼育で観光地化をめざす。  愛知県知多半島先、人口３千人の篠島。

 干物づくりに精を出す。
 密集した家並と細く曲がりくねった坂道。
 女は道端でイタコ絞りの手内職。
 干乾しを見る浴衣姿の観光客。
 近くの無人島には外国産のサルが放し飼い。
 研究で餌付けするモンキーセンターの小久保氏。
 観光客とサル。

 ベトコンの雨期攻勢  世界  ベトコンと政府軍の攻防戦で廃墟と化したド
 ンソアイの街。雨期の南ベトナムの戦況。  廃墟と化したドンソアイの街。

 空母より発艦する戦闘機。
 コイにつられて  トピックス  町は釣り堀ブーム。

 街の真ん中に増えた釣り堀。
 映画を見ながら釣りをどうぞ。
 すぐ魚調理もしますのサービス。
 銀座はビルの２階にまで釣り堀。
 釣る人、見る人、逃げるコイ。
 細い竿でデッカイ鯉を釣り上げたが……。
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 ケチでいこう  世相  吹きまくる不景気風に街はケチケチ作戦。

 閑古鳥鳴く兜町、証券会社。
 大学の就職係は盛況だが、採用中止の張り紙ばかり。
 景気のいい大衆酒場。
 社長訓示は「経済の健康を作りましょう」
 無駄遣いに眼を光らす貿易会社。
 銀座から撤退するカメラ会社。
 重役さんも満員電車で。
 来客用のコーヒーは水に切り替え。
 接待用「ハーフバー」なる苦肉の策が登場。
 客はウイスキー、社員は紅茶で酔ったふり。

 毎日ニュースNo.５５２  1965.6.30  急造宅地の惨事  災害  激しい雨の６月２６日夜、川崎市の住宅地で
　－川崎で24人が生き埋め－  山津波発生。２４人が生き埋めで死亡した。  雨の中、崩壊住宅地での救出作業。

 夜を徹して土砂を掘り起こす。
 宅地背後の国鉄川崎火力の石炭灰崩壊が原因。
 （空撮）一夜明けた土砂崩れ現場。
 土砂をスコップで掘りベルトコンベアで運ぶ。
 次々運び出される遺体。
 泥に埋もれた家財。
 合同葬儀。白い柩が並ぶ。
 言い訳する市当局。
 郊外に伸びる新興住宅と急造の宅地。
 電気・水道の不備が多い新興住宅。
 危険な崖上に立つ住宅。
 今にも崩壊しそうな民家。

 アルジェリアでクーデター国際政治  首都アルジェで軍部クーデタが発生。ブーメ
 ジェン第一副首相兼国防相が実権掌握。  アルジェを行進する軍部の戦車。

 権力を握ったブーメジェン第一副首相兼国防相。
 追放されたベンベラ大統領とブーメジェン。
 革命評議会。

 厳戒の中で日韓本調印  外交  終局の日韓交渉。６月２２日、激しい反対デ
 モのなか日韓条約が正式調印された。  首相官邸付近の厳戒体制。

 日韓反対のデモ隊。守る警官隊。
 官邸に到着した韓国代表団。
 官邸での調印式。椎名外相と李外務部長官。
 書類を交換する両外相。
 デモ隊と警官隊の激突。
 批准阻止を叫ぶ社会党ら。
 賛否二つに割れた居留民団。学生ハンスト。
 羽田空港。離日する韓国代表団。

 金メダルはぼくたちで  スポーツ  東京五輪で活躍したアメリカの十代選手に刺
 激され、エージグループ制度が設けられた。  体操練習に励む子供たち。

 スポーツ界ではエージグループが次々に誕生。
 足腰、腕力の鍛練。
 金メダルの上武洋二郎に続けと高崎市の豆レ
 スラーたち。
 水泳日本の復活を目指す水泳グループ。
 古橋を育てた村上コーチも真剣。
 １２才で見事な泳ぎを見せる子。

 毎日ニュースNo.５５３  1965.7.7 吉展ちゃんは  事件  東京・入谷の村越吉展ちゃん誘拐事件は犯人
殺されていた  小原保が誘拐殺人を自供し２年余りで解決。  吉展ちゃんの遺体が見つかった荒川区円通寺

 マイクの前で泣き崩れる両親。
 （回顧）誘拐された児童公園。
 　　　　吉展ちゃん捜せのデモ。
 犯人・小原保の写真（福島県石川町出身）。
 「胸が詰まる」と語る警視庁捜査一課の刑事。
 墓地の検証。
 入谷の村越さん宅へ弔問の人々。
 原前警視総監も弔問「在任中唯一の心残り」。
 墓地に絶えない香華の煙、冥福を祈る人々。

 島々の季節「軍艦島」  産業  長崎の沖合の端島は別名軍艦島。良質炭が採
 れるが土のないのが悩みのタネ。  長崎の沖合に浮かぶ“軍艦島”。

 石炭採掘を終えて上がってくる人。
 フロにはいる真っ黒な人達。
 お祓い。父や兄の無事を祈る子供たち。
 本土との連絡船は日に９往復。
 島の道路はトンネルと階段。
 平均１０階建てのアパート。島の人口2700人。
 大人の楽しみは釣り。子供は鳩の飼育。
 土があるのは学校だけ。
 島外へ就職する子のために自転車の練習。
 １０階にある保育園。
 鉄とコンクリートの島に緑を増やそうが合い言葉
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 伸び悩んだ参院選  政治  参院選は終盤を迎えて乱戦模様。７月４日の

 投票では自民苦戦、社党、公明は躍進。  ４議席に３９人の候補者（東京地方区）。
 立ち会い演説会に居眠り市民。
 代理あり、欠席あり、サクラの聴衆あり。
 人海戦術で名前を売り込む候補者たち。
 新宿駅は前夜旅行に出る人の群れ。
 違反者の名前をはがす選管。
 7.4 投票する佐藤総理夫妻。
 開票結果。６７％だが伸びはいまひとつ。
 選挙事務所。結果が出てバンザイ。
 当選によろこぶ野坂参三（東京地方区）。
 ダルマに目入れる佐藤総理。だが振るわず。
 躍進に喜ぶ社党の佐々木、成田。
 公明党もまずまず。
 元緑風会の村上氏「政党が占めたのでは参院選
 の意味はない」 
 （挿入カットに社党・鈴木茂三郎の顔。）

 毎日ニュースNo.５５４  1965.7.14  河野一郎氏逝く  政治、訃報  政界の実力者河野一郎氏が７月８日剥離性大
 動脈瘤出血で急逝した。67歳。  7.7 河野氏重体の報に駆けつける議員たち。

 中村、川島、藤山、田中らの顔。
 運び込まれるレントゲン機器。
 逝去を発表する武見医師会会長。
 解剖を終えて帰る遺体。
 中曽根、桜内、弟・河野謙三氏。
 天皇のお使いが弔問。
 祭壇の遺影、勲章。
（回顧）昭和31年日ソ国交回復を果たして帰国した鳩山
 河野。 
 党人の柱、大臣として各地視察。
 野党に褒められて苦笑する河野「褒められていい
　気になってちゃいかん。政治家らしい経綸を」
 築地本願寺での自民党葬。
 涙をぬぐう佐藤総理。
 長い焼香の列。

 泥んこの中の延長戦  政治、選挙  参院選投票が水害で一週間繰り延べになった
 熊本県の五木村と坂本村の泥んこ選挙戦。  列車から見る球磨川流域の惨状。

 増水で電線にまで引っ掛かったごみ。
 繰り延べ投票で五木村・坂本村に入る選挙戦。
 地下足袋で歩く候補者。
 投票日に合わせて電話も渡し船も開通。
 お寺での投票風景。投票率７４％。

 この悲劇を繰り返さないで 事件  村越吉展ちゃん事件が悲劇で終わった直後、
 伊東市でまたも幼児行方不明事件が発生。  7.8 村越吉展ちゃんの葬儀。

 弔問・焼香する東都知事、刑事たち。
 一般焼香者２千人。遠くは大阪からも。
 出棺。霊柩車出る。
 捜査本部員を表彰する佐藤総理。
 静岡県伊東市でまたも幼児行方不明。
 大掛かりに捜索する警察、消防、地元民。
 山狩りつづく。

 交通安全あの手この手  交通  無謀運転が後を断たず、道路沿いの民家はあ
 の手この手の自衛策におおわらわ。  警察のネズミ捕りに引っ掛かる車の列。

 ４号国道の派手な無謀運転。
 民家に飛び込んだバス、運ばれる負傷者。
 自衛する交番、民家。
 拝島町のある砂利会社は制限速度を励行。
 国旗掲揚、準備体操で出発。
 姫路市の幼稚園。右足に鈴を付け右側通行。
 古河市。深夜の国道で居眠り予防のコーヒー作戦

 毎日ニュースNo.５５５  1965.7.21  フラミンゴのダンス  動物  南米産のフラミンゴは音感がいいというので
 千葉のレジャーセンターでダンスの仕込中。  フラミンゴにラインダンスの訓練中。

 チームワークを乱すものは隔離。
 テープレコーダの音楽で優雅なダンス。
 ワルツを見事に踊るトリたち。

 浩宮さまの社会見学  皇室  学習院幼稚園の夏休み。浩宮さまは都立児童
 会館のロボットと東京タワーご見学。  都立児童会館へおでかけの浩宮と美智子さま

 リモコンのロボットにびっくり、握手。
 こんどは東京タワーへ。
 地上１５０ｍから初めて見る東京の街。
 テレビスタジオでは鉄腕アトムの人形劇を。
 おみやげは鉄腕アトム。

 曲芸飛行機真二つ  トピックス  アメリカの有名な航空スタントマン、ポール
 ・マンツが低空飛行に失敗して墜落死。  アリゾナ砂漠を低空飛行するポール・マンツ。

 着陸に失敗して機は真っ二つ。
 ベトナム戦局さらに緊迫国際政治  地上軍増派を決定するアメリカ。激化するベ

戦争  トコンの雨期攻勢で緊迫する南ベトナム。  ラスク、ジョンソン、マクナマラら米首脳。
 ジョンソン、南ベトナムの駐在大使を更迭。
 ベトナム前線へ向かう米軍ヘリの大部隊。
 米地上軍、まず３０００人増派。
 火器続々投入。
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 雨に泣いた新幹線  交通  故障続出の新幹線。軟弱路盤が災いして開業

 以来初めて迎えた雨期に泣いている。  今日も満員の新幹線。
 雨になればたちまち払戻の列。
 高架は２０％、あとは水に弱い土盛り路線。
 丸太を打ち込んで応急補強。
 あるいはコンクリートで土留め作業。
 終電後のバラスト作業。
 ゴムシートを敷いて水はけをよくする。
 始発前の安全確認。
 通り過ぎる一番列車。

 毎日ニュースNo.５５６  1965.7.28  きびしかった都民の審判 政治  都政刷新をめざして行われた都議会選挙。結
 果汚職自民党は惨敗し社党が第一党に。  刷新ムードいっぱいの都議会選挙。

 裏では泥試合（ポスターに落書き）。
 マイクで訴える都政刷新連盟。
 汚職容疑の候補の弁。
 応援する佐々木社党委員長。
 雨の投票日（投票率最低）。
 開票シーン。
 都政刷新連盟早くも落選。
 汚職容疑者もわずか３千票。
 開票所の票の棚。
 自民党惨敗。
 共産党新人当選。
 社会党が第一党に。
 背を丸めた東都知事。

 黒獅子旗めざして  スポーツ  第３６回都市対抗は７月２５日開幕。今年の
 優勝チームは中南米遠征のお土産付き。  後楽園球場。３０チームによる開会式。

 名古屋日通より優勝機返還。
 応援合戦のスタンド。

 片手の万能選手  スポーツ  岩手県水沢一高の佐藤春樹君は左手一本の野
 球選手だ。  高校野球地区予選。

 水沢一高の佐藤君は右手不自由で万能選手。
 ピッチング練習。グローブを持ち替える早業。
 打ってよし守ってよしの水沢名物だ。
 ヒノキ舞台を夢みて練習する佐藤君。

 泳げない海 開発、公害  埋め立てや工場の廃液で泳げなくなった海は
 年々増える一方だ。  異常気象で海水浴場は閑古鳥。

 関西の海水浴場はごみ捨て場。
 鎌倉の海は下水が流れ込んで汚れ放題だ。
 水質検査する保健所。
 重油ボールに体は真っ黒。
 海辺に豪華なプールが登場したが入場料が高い。
 一方で浜辺を潰す臨海開発がすすむ。

 毎日ニュースNo.５５７  1965.8.4  暴発したガン・マニア  事件  ７月２９日座間町で警官を射殺した１８才の
 少年が渋谷で警官隊と銃撃戦を展開した。  警官射殺犯の足取りを捜索する関係者。

 地図－逃走経路。
 夜の渋谷。野次馬を整理する警官。
 ロイヤル銃砲店に立て籠もりライフルを乱射
 する犯人。
 （スチール写真）銃撃戦。
 逮捕、連行される犯人（世田谷区の元船員）。
 人質にされていた二人の店員。
 犯人が使ったライフル。
 大和署に護送。
 殉職警官の柩と遺族。

 樺太に初の墓参団  祭事  ７月２７日初のサハリン墓参が実現。墓参団
 は島内各地で合同追悼式を行った。  昔の面影を残す樺太市街。

 異郷に眠る８万の霊を慰める墓参団。
 ユージノサハリンスク（元の豊原）での合同
 追悼式。
 花やお菓子を供え涙を新たにする肉親たち。

 張切る団地キッカーズ  スポーツ  ボールと西瓜を両手に一汗かこうという柏市
 内の団地サッカーチーム。平均年令２７歳。  ボールとスイカを持っていざ出陣。

 初の団地サッカーチーム。
 秋の国体予選を前に猛練習。
 ユニフォームも新調して。
 サラリーマンと学生が主体。
 第１戦は４－１で勝利。

 競争率三〇倍  世相  学生たちで溢れる学徒援護会。不況でアルバ
 　　　アルバイト夏の陣  イト求人は昨年の３分の１だ。  炎天下で砂利トラックの交通調査。

 冷凍会社のバイトは電気コンロ付き。
 テンプラ屋、汲み取りなどのアルバイト。
 学徒援護会にひしめく学生たち。
 ビルの監視員は３０倍。落選回数が物を言う。
 今日もダメで帰る学生たち。
 炎天下で冬のファッションショー。
 名古屋ではふすま張りの講習会。
 ８日目に貰った一日のバイト料７百円也。

 毎日ニュースNo.５５８  1965.8.11  暑さの中で  トピックス  連日３０度を超す猛暑現象。休んでいられな
 い業界もある。  ３０度を超す暑さに逃げ水現象。

 アスファルトが粘って足をとられる人。
 死にもの狂いの横断者。
 プールに飛び込むゴリラ。
 お灸で暑気払いする人。
 暑いストーブに囲まれ品質検査する人。
 美容学校では花嫁衣装の着付け。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 先生の夏休み  教育  先生たちの夏休みは知識のかき入れどき。勉

 強のあとは補導の夜回り。  夏休みに勉強する先生たち。
 炎天下、トラクターの練習は農業課の先生。
 工業課の先生はアーク溶接の実習。
 英文タイプの練習。
 フォークダンスは体育の先生。
 夜は母親たちと補導の打ち合わせ。

 台風１５号九州を襲う  災害  今年初の上陸台風１５号。熊本県牛深市に上
 陸し死者２４人倒壊家屋３２０戸を出した。  瞬間最大風速49.1米を記録した熊本市。

 　　　だが各地で水の氾濫。
 南九州地方では家や大木が吹き飛ばされた。
 熊本城の銀杏の大木も無残に。
 倒壊家屋の後始末。死者２４人に。

 海辺の狂騒曲  世相  午前３時の葉山海岸。“海岸こじき”といわ
 れる無軌道な若者たちの生態。  葉山海岸。海辺を走る“カーキチ”たち。

 海辺は大混雑。
 へその甲羅干し、海辺の麻雀、両手に花。
 遊泳禁止区域で泳ぐ若者。注意する監視員。
 午前３時はエレキとモンキーダンス。
 海岸にゴロ寝の若者たち。見回る地元民。
 １か月も海岸で野宿する若者もいて。

 毎日ニュースNo.５５９  1965.8.18  池田前首相が死去  政治、訃報  寛容と忍耐、所得倍増の池田前首相が８月１３
 日死去。首相の座４年３か月、享年６５才。  東大病院に池田前首相を見舞う前尾、川島ら自民党員

 白布に包まれた池田の遺体。
 （回顧）昭和35年岸のあと首相の座に。
 選挙カーで「この池田にお任せを」
 委員会で答弁する。煙草を吸う。
 アメリカでケネディとヨット会談。
 着物姿でジャクリーンと話す。
 日米貿易経済合同委員会設置。
 総裁選で藤山、佐藤と握手。
 ３か月ぶりに入院先から帰宅。
 大野、河野を見送った池田。
 弔問する佐藤総理
 池田夫人ら。
 大平、前尾の顔。

 平和への誓い新たに 皇室、祭事  日本武道館に両陛下をお迎えして行われた第
 ３回全国戦没者追悼式。  日本武道館に両陛下をお迎え。

 １３０万の御霊に捧げる陛下のおことば。
 白菊の祭壇。
 ５千人の遺族代表のことば。
 佐藤首相はじめ献花する人々。

 「健康作文」で欧州旅行  教育  毎日新聞社主催の第２回健康作文「私のじま
 ん」入選者がきまり、ヨーロッパ旅行へ。  作文表彰式。

 厚生大臣賞の受賞者。
 羽田からヨーロッパ旅行へ出発する小・中学生１２人

 草競馬  スポーツ  上山市にある地方競馬。百姓騎手の面々は田
 植えが終わると毎年ここへやってくる。  農家の厩舎を出る馬。

 必勝祈願する高島さんは百姓騎手。
 斉藤さんも馬丁から調教まで一人何役も。
 上山競馬の開催日。
 トラクターで乗りつける人。予想屋もいる。
 りりしく馬上の人になる斉藤さん。
 各馬一斉にスタート。
 日本一小さい公式競馬場は土地の娯楽場。
 客はレースより酒盛り。
 珍しい速歩レース。走り過ぎは反則で失格。
 騎手は馬を換えて次のレースに。
 腹まきに金をしまう人。
 騎手手当ては１レースわずか１００円。
 厩舎の２階で寛ぐ騎手たち。
 朝の調教。

 毎日ニュースNo.５６０  1965. 8.25  佐藤首相沖縄を訪問  政治  佐藤首相は８月１９日戦後初めて首相として
 沖縄を訪問。祖国復帰の願いを肌で感じた。  那覇空港で栄誉礼を受ける佐藤総理。

 総理の第一声「沖縄の祖国復帰が実現しない
 限り戦後は終わらない」
 賛否の沿道をゆく車列。
 松岡琉球主席と会談。側に田中角栄の顔。
 ひめゆりの塔に献花。南部地区に残る傷跡。
 広大な米軍事基地。
 宿舎に押し掛けたデモ隊。
 ヘリで米軍基地内に宿舎を移す。
 地方で歓迎される佐藤総理。
 石垣島では伝統の獅子舞で歓迎。

 肩すかし台風十七号  災害  ２２日夜伊豆の松崎に上陸した台風１７号は
 東京直撃を思わせて、その後温帯低気圧に。  台風が上陸した伊豆の松崎付近。

 しぶきにさらされる海岸道路。
 避難する江東０メートル地帯の人々。
 新幹線は全面ストップ。
 台風が通過した夜の街。

 黒人街で大暴動 国際事件  ロス市南部ワッツ地区で８月１１日夜暴動が
 　　　－ロサンゼルス－  発生。死傷者６百人以上にのぼった。  黒人暴動で燃えさかるワッツ地区。

 暴徒に支配された街に州兵が出動。
 破壊され尽くした街。

 夢の高原ルート開通  交通  毎日新聞が名前を公募した「志賀・草津高原
 ルート」が８月１７日開通した。  （空撮）志賀・草津高原ルート。

 その開通式。
 テープカットする三笠宮やすこさん。
 初走行の車。
 海抜２千メートルの高原ルートをゆく。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 ガンをなくそう 医療  池田前首相、作家・高見順が相次いでガンで

 死亡。集団検診制度の完備が急がれる。  高見順氏の遺影。
 焼香する井上靖氏ら。
 病院の回診風景。
 （顕微鏡写真）胃の粘膜から肉片を採取。
 精密検査で５分後に結果がわかる。
 放射線治療設備。ガン発生のメカは不明。
 ガン細胞をネズミに移植。
 胃癌急患の手術風景。
 移動検診車がゆく。早期発見がカギだが…。

 毎日ニュースNo.５６１  1965.9.1  灯台を守る  トピックス  灯台守は海上保安官。海上保安庁の灯台補給
  船「若草」が全国の灯台に生活物資を運ぶ。  海上保安庁の「若草」。

 全国の灯台に燃料や生活物資を補給して回る。
 島の人が総出で荷物の陸揚げ。
 ４０以上の北海道の灯台を夏かけて一回り。
 灯台員、家族の健康診断も。
 子供たちは船の見学。
 別れを惜しむ島の人たち。

 韓国のデモ激化 国際、政治  ソウルでは大学の夏休み終了とともに日韓条
 約批准反対のデモが激化。  韓日条約反対で激化する学生デモ。

 朴政権打倒を叫んで警官隊と激突。
 朴大統領の指令で衛戍令発令。
 ソウルは戒厳状態。軍隊は大学まで追撃。
 逮捕者２千人以上。

 妙ちゃん頑張る  スポーツ  オリンピックプールでの日本水泳選手権に小
 学生の天才スイマーが登場した。  代々木プールで泳ぐ小６のホープ、井口妙。

 １ｍ６０、５４ｋｇの立派な体。
 日本水泳選手権のため和歌山から上京。
 宿舎で勉強する。
 ４百ｍ自由形決勝。５０ｍはトップ。
 惜しくも４位。だが若鮎のような妙ちゃん。

 ゴミに埋もれて 公害  夢の島。都民が出す膨大なごみで出来たこの
 島は臭気と埃で人を寄せつけない悪夢の島。  東京湾のゴミの島。

 島通いの定期便が作業員を運ぶ。
 ゴミを満載した船がくる。（一日に500t)
 クレーンが一斉に動いてゴミの闘いが始まる。
 ゴミを掻き出し、埋め立てる。
 自然発火に備え消火設備も。
 請負作業員は劣悪な衛生環境のなかで。
 飲み水の補給も週に一度。
 ヘリの薬剤散布があたりを包む。
 一転して、横浜市の立派な焼却処理場。
 車も汚れを落として帰る。
 大阪の西淀処理場。
 オートメで職員たちは埃知らず。
 焼却熱で電気を起こして稼ぐ。
 夢の島では衛生調査が始まったばかり。

 毎日ニュースNo.５６２  1965.9.8   島々の季節「黒島」  トピックス  佐世保市沖の黒島はキリシタンの島。“女部
祭事  屋”の風習は遠くローマにも聞こえている。  人口2100人の黒島の朝。

 アンゼラスの鐘で天主堂に集まる人達。
 白布を頭にのせ、祈る人が堂を埋める。
 明治３５年、島の信者の手で建てられた堂。
 瓦を修理する島の人。
 女部屋と呼ばれる修道会（黒島修道院）。
 独身女性が自給自足の共同生活をおくる。
 子供の保育園でもある。
 キリシタン弾圧を受けた人達の眠る墓地。
 働く老婆。浜で働く人達。

 月旅行へ前進　－ジェミニ５号－ 宇宙  月までの往復８日間にあたる地球１２０周に
 成功した米宇宙船ジェミニ５号。  帰還したヒゲ面のクーパー、コンラッド両乗組員

 地球１２０周しソ連を抜いた。
 ジョンソン大統領も静養先から二人に電話。
 バミューダ沖で回収されたカプセル。
 月往復に必要な８日間を耐え抜いた二人。

 美しい廃物利用  トピックス  東京・証券会社の草野さんは電子計算機室の
 テレタイプの落とし屑で見事な貼り絵作り。  証券会社でテレタイプの落とし屑を集める人。

 直径１２ミリ、１２色の美しさに魅かれて。
 下絵に糊付けして貼る。
 竜、夫婦ヅルなどの作品。個展に意欲。

 十万人の行方不明  世相  身元不明の変死者が全国で２万人にのぼる。
 警視庁は無縁仏の特別相談所を設けた。  寺に安置される無縁仏。

 警視庁の行方不明相談所。
 失踪者を捜しに訪れる人。
 動機不明の家出が目立っている。
 遺留品からの指紋を変死者と照合する係員。
 家出人の綴じ込みを見る交番の巡査。
 警視庁を出る老婆。家出の娘に手掛りなし。
 握り飯を背に写真を持って交番回り。
 祈る老婆。

 毎日ニュースNo.563  1965.9.15  台風またも上陸  災害  大型台風２３号は１０日四国南岸に上陸。高
 知、神戸では風速７０米、全国死者４８人。  近畿地方を直撃した大型台風２３号。

 神戸港で沈没した韓国船。
 神戸市内は水びたし。
 立ち往生の市電。
 ２階に逃げ上がった市民。
 畳の舟で移動。
 ゴムボートに乗せられて移動。
 ごみだらけの道路。
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ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 “東洋の魔女”復活  スポーツ  引退したオリンピックの魔女たちがフジクラ

 ブを結成、国体に出場した。  引退した東洋の魔女たちが勢揃い。
 旧姓加西さんらオリンピック選手５人。
 フジクラブを結成し国体東京予選に出場。
 激励する女優・淡島千景の姿も。
 一方的に強いフジクラブ。
 相手チームからサインをせがまれる。

 カシミールの戦火拡大  世界、紛争  ヒマラヤ山脈の楽園カシミールをめぐってイ
 ンドとパキスタンが対立。事実上の戦争へ。  印パ戦争の拡大で焼け出された人々。

 避難民の群れ。
 国連安保理は停戦と両軍撤退を決議。
 苦悩する　　　　　　　　　　　。
 休戦ライン付近でパ軍の捕虜になったインド兵。
 強硬態度の両軍。

 石につかれて  世相  不況どこ吹く風の石ブーム。金になる石を求
 めてどこの川も石探しの人でいっぱい。  デパートの石の即売会。

 交換会のセリ市。富士の石１３０万円也。
 群馬県の鬼石町は石ブーム。
 シャネル５番で石を磨く社長さん。
 噴霧器で石を育てる人。
 早朝、バスで石探しに行くひとたち。
 リュックを背に川原で石探し。
 渡良瀬川上流は石さがしでいっぱい。
 大石をリュックに詰めてふらつく足取り。

 毎日ニュースNo.５６４  1965.9.22  花やかに英国博  トピックス  アジアで初めての英国博覧会が１７日晴海で
 開幕。チャーチル展、軍楽隊も人気。  キルト姿のスコットランド軍楽隊。

 晴海で英国博開幕。秩父宮妃スイッチオン。
 豪華な王冠などお国自慢がズラリ。
 １７００万円のロールスロイス。
 チャーチルの遺品展。
 ロンドン名物の２階建てバス。

 米軍ベトナムに続々増援 世界  雨期明け間近のベトナム戦線。１１日から米
 軍増派、総兵力１３万５千を突破。  米第７艦隊カムラン湾に接近。

 攻撃ヘリ発艦。ヘリで爆撃。
 第一騎兵師団など１２万５千の兵力を派遣。
 多数の上陸用舟艇。増援部隊続々上陸。

 若いものには負けません トピックス  １５日は老人の日。老人の呼称に反発する長
 谷川如是閑さんら元気なお年寄り特集。  長谷川如是閑(89)と対談する小田原市長。

 小田原市ではこの日を「長寿の日」とした。
 高校で英語を教える加藤さんは８８才。
 横浜訓盲院の今村さんは75才のピッチャーで
 １７４連勝をほこる。
 笠間市の飯村ためさんは慶応元年生まれの百
 歳。作る草履は長寿の草履として貰われる。

 台風２４号本土を縦断  災害  今年は台風の当たり年。２３号に続き２４、
 ２５号のアベック台風で被害総額３千億円。  ２４、２５号のアベック台風接近で集中豪雨。

 岐阜県山間部では1000ミリを超す記録的豪雨。
 校舎が土砂に押し潰され先生が犠牲に。
 自衛隊のヘリで運ばれる遺体。
 和田岬の防潮堤では慌てて応急処置。
 ２４号渥美半島に上陸。道路を越える高波。
 名古屋港付近の人達はいちはやく避難。
 名古屋駅で不安な一夜を明かす人達。
 江東０メートル地帯では防潮扉を閉める。
 １万３千人の警官で特別警戒。
 風速３６ｍ。風台風にストップした国電。
 札幌の白石地区は水につかってボートで移動。
 ２５号の追い撃ちで、５６００戸が孤立。
 秋葉ダムの溢水で天竜川が氾濫。
 淡路島に救援物資届く。
 台風になぎ倒された稲（死者、不明百人以上）

 毎日ニュースNo.５６５  1965.9.29  みのりの秋  トピックス  収穫の秋。北海道からタマネギ、お化けカボ
 チャ、静岡からパイナップルの話題。  広い札幌市郊外のタマネギ畑。

 アルバイトを動員して採り入れの真っ最中。
 たくさん頭にのせて運ぶ。今年も豊作。
 重さ３０キロもあるお化けカボチャの収穫。
 家畜のエサ用で乳の出がよくなる。
 藤枝市郊外の農家ではパイナップル栽培。
 冬を除いて露地栽培で日に１００個収穫。

 印・パ両軍停戦  世界  インド・パキスタン両軍は２３日停戦したが
 依然各所で停戦侵犯の砲撃がつづく。  大砲を撃ちあう印パ両軍。

 8.5 以来停戦ラインを突破して激戦続く。
 両軍合わせ５千人以上の死者。
 国連の努力で停戦に。
 破壊のあと生々しい街。

 スターがやってきた  芸能  日活のスターたちが沼津市の専門店会と親善
 野球をした。市営球場始まって以来の人出。  日活スターがきて黒山の人だかり。

 商店の旦那衆とスター総出に満員札止め。
 キャプテンでピッチャーの宍戸錠。
 バッターは渡哲也。
 ピンチヒッターに和泉雅子。
 係員はファンのカメラでスター撮りに懸命。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 続発する学園紛争  教育  学生と大学当局のもめごとが続発している。

 理由は様々だが大学の自治への問題提起だ。  緊急学生大会の高崎市立経済大学。
 経営を手放すと市が宣言し学生は反発。
 街頭で理解のビラまき。市民は困惑の表情。
 都留市立文科大学でも新校舎をめぐって対立。
 学生部長を攻める学生たち。
 教授会も欠席多く逃げ腰。
 問題は市議会にも飛び火。
 埼玉大学の老朽校舎。
 京大では新しい学生寮費の値上げで対立。
 御茶の水女子大では新寮の管理権でストライキ。
 学長に面会を要求する女子学生たち。
 会計係の不正事件に揺れる法政大学。
 学内デモの傍で就職案内板に見入る学生。

 毎日ニュース第５６６号  1965.10.6  国有財産は誰れのもの  国会  大蔵省と専売公社の高級公務員への公舎払い
 下げが問題化。参院国有財産小委が大奮闘。  衆院決算委員会（国有財産問題）。

 自民党議員から厳しく質問される大蔵省。
 多摩川河川敷のゴルフ場。上を通る橋の迷惑
 料に３千万円疑惑？
 参院の相沢国有財産小委員長。
 ひたすら低姿勢の大蔵省。
 現地視察にゆく相沢小委員長。
 元福祉施設用地に民間マンションが立つ。
 参院の小林章議員宅のカラクリ。
 相沢「高級官僚が国有財産を私するのはもっ
 てのほか」
 舞い込む国有財産不正疑惑の投書の山。

 浩宮さまの運動会  皇室  学習院幼稚園の運動会。皇太子ご夫妻もご出
 場になった。  10.3  学習院幼稚園の運動会。

 玉入れ、綱引きに興じる浩宮。
 友達とおしくらまんじゅう。
 皇太子さまも父の部でご活躍。
 美智子さまはおゆうぎの仲間入り。

 戦火やまぬカシミール  世界  ９月23日停戦したインド、パキスタン両軍は
 依然ラホール前線で交戦を続けている。  ラホール地区で再燃した印パ紛争。

 大砲を撃ちあい、国境付近で小競り合い。
 捕虜になった多数の兵士、死者。
 迫撃砲。カシミール死守を叫ぶパ軍。

 目指すは三冠王  スポーツ  リーグ戦も終盤にきてファンの興味はセ・パ
 とも三冠王のゆくえ。  巨人・中日戦は王と江藤の打率争い。

 川上監督の顔。
 三冠王を狙う王。首位打者を狙う江藤。
 南海・野村、２塁打で目下三冠王。
 東京・小山から４０号。初の三冠王に最短距離の野村。

 毎日ニュースNo.５６７  1965.10.13  高まる対決ムード  政治  第二の安保といわれる日韓批准。国会内外で
 対決ムードが盛り上がる。  佐藤総理「今回は日韓に絞る。批准国会だ」

 佐々木、西尾を招いて「宜しく」と佐藤。
 開幕早々日取りの問題で与野党大もめ。
 「日韓条約を」と演説する大平正芳。
 反対演説する佐々木更三。
 自民はパンフ、新聞で２億円の日韓ＰＲ。
 社党はドブ板戦術で批准阻止を訴える。
 反対の労組、学生はプラカードや垂れ幕作り。
 右翼も反対派に対抗して猛訓練。
 国会フタ明けの５日、反対派は大動員デモ。
 説得に腐心する成田社党書記長。
 座り込みをごぼう抜きする機動隊。
 国会を取り巻くデモ隊。

 広島が初優勝  スポーツ  日本選手権をかけた第１９回朝日国際マラソ
 ンはゴール間際で広島日出国が優勝。  豪州のロン・クラークら37人が平和台スタート。

 クラーク、トップで折返すも35キロで脱落。
 21度の高温。広島、中尾のトップ争い。
 ゴール寸前、広島が僅かの差で優勝。

 夜間中学  教育  夕暮れて始まる夜間中学。都内に７つあるが
 法律の保護はなく教師の熱意で続けられる。  生活苦から学校に通えない子を訪問する先生。

 内職する子と話す先生「顔だけ出せよ」と。
 午後６時の学校。駆け込んでくる生徒。
 居眠りする生徒。楽しい給食には起きる。
 生活相談する生徒に先生がポケットマネーを。
 運動会には夜間部の席も。
 夜間部だけの運動会をしている学校も。

 毎日ニュース第568号  1965.10.20  この子らに愛の家庭を  教育  家庭の味を知らない子の育ての親になっても
 らう里親制度。その普及を図る金城さん。  奈良県生駒町のチカハタ部落。

 ここには里子を預かる習慣あり只今２８人。
 養護施設で無心に遊ぶ子どもたち。
 里子として引き取られていく子。
 中央児童相談所の金城さんは里親探しのベテラン。
 里親を回って子育ての相談や指導をする。
 里子になって大人に成長した二人を訪問。
 施設を見舞う高松宮妃。

 意気盛んな北ベトナム 国際政治  米軍機５００機を撃墜したと鼻高々の北ベト
 ナム。国創立２０周年を盛大に祝った。  撃墜された米軍機の残骸。

 戦果を伝えるポスター類。
 ベトナム民主共和国創立２０周年の祝典。
 子供の歓迎を受けるホー・チ・ミン大統領。
 気勢あがる大会。街は祝賀気分。

 お元気な美智子さま  皇室  １０月２０日は美智子妃３１才のお誕生日。
 ご出産を１２月に控えてお元気。  美智子妃31才のお誕生日を皇太子、浩宮と。

 ご出産を１２月に控えてお元気。
 バラのお庭を散策。
 ３人で花を愛でるおだやかなひととき。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 秋にかせぐ  季節  観光シーズン。北九州、太宰府、会津若松か

 らの話題。  太宰府天満宮は修学旅行生で書き入れ時。
 おみくじの自動販売機を大量仕入れ。
 北九州の帆柱山ではスキーリフトで客よび。
 会津若松の飯盛山にエスカレータができた。
 新築の鶴ケ城。白虎隊剣舞を披露する高校生。
 吾妻小富士前の茶店では女達の客引き合戦。

 毎日ニュースNo.５６９  1965.10.27  出足もたつく日韓国会  政治  対決色の日韓国会。新設の特別委に大物並べ
 た自民。だが審議引き延ばしで社党ペース。  10.20 エプロン集団が国会に押し掛けた。

 やっと設置された特別委員会に社党ボイコット。
 民社党（春日）をくどく自民党（園田）。
 社党も民社抱きこみ作戦。
 やっと委員会開会し、質問に立つ石橋。
 政府席の佐藤総理。
 出席をとり始めた自民党。人員確保の張り紙。
 社会党代議士会も気を引き締める。
 碁を打つ議員。まずは作戦通りの社会党。

 秋の国体ひらく－岐阜－ スポーツ  １０月２４日岐阜国体開幕。沖縄の１４０人
 など１５００人が参加した。  岐阜の県営陸上競技場。

 両陛下ご臨席で開会式。
 乗鞍山頂からリレーされたトーチの火。
 ブランデージＩＯＣ会長の顔も見える。
 走り、跳び、投げる……競技の数ショット。
 障害馬術。東京五輪の時計や機械が活躍。

 朝永博士にノーベル賞  学術  ６５年度のノーベル物理学賞は量子力学の朝
 永振一郎博士に贈られた。  自宅で喜びを語る朝永夫妻。

 湯川博士からお祝いの電話。
 学術会議会長として色々な会議に出席。
 夫婦で散策。趣味は落語と酒。

 青春をしのんで  トピックス  五高の集まりに参加した佐藤総理。日比谷公
 会堂での寮歌祭には３千人が集まった。  旧制五高出身者の集まりに参加した佐藤総理。

 手拍子をとって歌う総理。
 日比谷公会堂で開かれた寮歌祭。
 舞台上で無礼講の総員おどり。

 ある母親の願い 医療  死亡率３位の心臓病の子は全国に２０万人。
 病院も医師も少なく高い費用が大きな問題。  病院の心臓病の子供たち。

 日活スターが街頭で署名運動（十朱幸代ら）。
 心臓病の手術風景（東京女子医大）。
 病院を見学する外国の医学者たち。
 心臓病の研究会。病気のメカニズム を捉えたい。
 高額な治療費が問題。
 病院（東京女子医大）で手術を待つ子。
 ガン、小児マヒに比べ対策が遅れている。

 毎日ニュースNo.５７０  1965.11.3  熱をおびる攻防戦  政治  自民が日韓特別委の開会を強行して大混乱。
 　　　　　　－日韓国会－  社党の厳しい追求に音を上げる政府側。  日韓特別委の開会強行でもめる委員会。

 小坂質問、佐藤答弁も怒号で聞こえず。
 大臣席で分厚い書類を見る佐藤総理。
 社党横路が厳しく質問する。
 怠慢を詫びる椎名外相。
 引き継ぎの不備をつく横路。
 強気に答える佐藤「取り消す積もりはない」

 みんなに健康を  トピックス  東京の武道館で行われた「健康をわかちあい
 ましょう大会」に施設の子が大勢招かれた。  チャリティショーに招かれた施設の子供たち。

 舞台には坂本九の顔。
 ショーの合間に募金の箱が客席を回る。
 マジックショーで募金が出現。

 日本シリーズ開幕  スポーツ  巨人対南海の日本シリーズ第一・二戦。三冠
 王野村、広瀬にＯＮＫの対決は巨人２勝。  ３０日大阪球場のシリーズ第一戦。

 トピックス  杉浦の球を王がスタンドへ。
 王は５回にもホームラン。
 ７回、南海の反撃。
 金田が追撃阻む。
 第二戦は南海優勢。
 延長１０回、長島ホームラン。ＯＮＫで連勝。

 秘境　知床の海で 漁業  知床の海は冬のシャケ漁の真っ最中。番屋は
 半年にわたる男たちの生活の場だ。  秘境知床の断崖。

 その海でシャケ漁が真っ最中だ。
 番屋は漁師たちの生活の場。
 シャケの加工。スジコと新巻きづくり。
 朝から晩までシャケ尽くしの料理。
 早朝、漁場へ。みな出稼ぎの季節労務者。
 ５月に入れた定置網の引き上げ。
 波を切って進む船（11月まで一人35万円）。

 毎日ニュースNo.５７１  1965.11.10  「日韓」ついに強行突破  政治、日韓  １１月６日自民党は日韓案件の一括採決を強
 行。国会内外は日韓批准をめぐって大荒れ。  批准阻止意気あがる社会党代議士会。

 自民党も田中幹事長がハッパをかける。
 委員会前廊下も緊迫の色濃い。
 与野党の傍聴議員が委員会につめかける。
 国会周辺もサーチライトで厳戒体制。
 夜になり機動隊、デモ隊でふくれあがる。
 安藤委員長は木魚と般若心経で精神統一。
 ６日朝、委員長席を取り囲む与野党議員。
 開会と同時に日韓案件の一括採決を強行。
 脱出する安藤委員長。
 廊下では秘書団大モメ。
 横路苦笑い。うまくやったと田中、安藤握手。
 社党佐々木委員長は船田議長に採決無効を要求。
 世田谷の佐藤総理邸に押しかける社党議員。
 激しさ増すデモと機動隊。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 巨人日本一に  スポーツ  巨人３勝１敗で迎えた南海との第５戦。９回

 裏の土壇場で巨人のルーキー土井が決勝点。  シリーズ第５戦。後楽園球場。
 野村、ツーランで２点先制。
 ６回、巨人集中打と南海エラーで同点。
 ９回裏、土井ヒットで巨人サヨナラ。
 川上胴上げ。巨人７度目の日本一。

 傷だらけの古都  文化  鎌倉、奈良、京都など古都は開発や破壊行為
 で傷だらけ。古都保存法の上程が決まった。  鎌倉を訪れる修学旅行などの観光客。

 荒れ果てた寺、鎌倉でも奈良でも。
 奈良。荒れるにまかせた大日堂不動院。
 京都。東福寺の日本最古の仁王様にも穴が。
 手を折られた仏さま。
 国宝もある古刹・新薬師寺では住職が瓦修理。
 新装の平安神宮はビニールを巻いて自衛。
 奈良県警の文化財担当は大いそがし。
 石ブームで仏像盗難の鎌倉でも文化財パトロール。
 風致地区の鎌倉を脅かす宅地造成。
 ホテル鎌倉城の計画変更を要求する市当局。
 古都保存法の下見の田川議員も驚く宅地造成。
 古都の裏山でうなりをあげるブルドーザー。

 毎日ニュースNo.５７２ 1965.11.17  亀のごとく脱兎のごとく  政治  １３日自然成立を期す自民、牛歩で阻止の社
－日韓抜き打ち採決－　  党。大もめの衆議院は日韓案件を強行可決。  衆院本会議場。議事引き延ばしを図る社党。

 国会  衛士に追われ演説台にしがみつく野党議員。
 毛布、イスを用意し徹夜の構えの各党。

 外交  ３班編成で長期戦の構えの自民。荒船の顔。
 社はハンカチ目印に７班編成。
 船田議長開会を宣言。椎名外相不信任出す社党。
 壇上でだんご状態の議員達。社をかきわけ投票
 投票途中で椎名逃亡し一もめ。再投票に。
 福田、三木、石井など次々に不信任案。
 朝食、自民は豪華、社は庶民的。
 二日目攻守グッタリ。議場牛歩で動かず。
 議長も披露困憊で交代（田中副議長に）。
 三日目午前０時18分、議長発議で強行採決。
 救急車で運ばれるケガ人。
 佐藤ニッコリ、岸バンザイ。
 疲れてメガネ拭く成田。気抜けした佐々木。
 国会解散で気勢あがるデモ隊。
 東京駅を埋める労組。こぜりあい。

     災害  台風２４・２５号で壊滅状態の福井県西谷村
 。道路は開通したが間もなく豪雪がくる。  アベック台風で傷められた西谷村の惨状。

 季節  復旧工事でやっと道路が開通した。
 土砂に埋もれた小学校、民家。離村する人も。
 ２階から家に入る人。家族は20キロ先の応急住宅
 応急住宅でも僅かな土地で野菜を作る人。
 日本自転車振興会が風呂場と託児所を寄付。
 届く救援物資。
 雨露をしのぐのがやっとの応急住宅。
 登校する児童。冬が近づいている。

 毎日ニュースNo.５７３ 1965.11.24  “ふじ”南極へ出発  トピックス  第７次南極観測隊を乗せた新しい観測船「ふ
 じ」は２０日晴海埠頭（東京港）を出航。  新観測船「ふじ」（宗谷の２倍）出航の日。

 学術  村山隊長を励ます中村文相。
 ４年ぶりの出発式。犬のブルとホセ。
 乗船する１８２隊員。
 家族が投げる無数のテープが潮風になびく。
 （空撮）一路、南極をめざす「ふじ」。

 ピーナツ村の新空港騒動 トピックス  新東京国際空港の建設予定地が富里・八街地
 区に内定し、反対派農民は大ショック。  発着するジェット旅客機。

 交通  反対を陳情する空港予定地の人々。
 富里内定を伝える新聞。
 バンザイするのは同じ反対の霞ヶ浦地区。
 八街地区。泣きだす反対派農民。
 賛成派は決起集会。
 ピーナツ村では連日反対集会やＰＲ活動。
 「町はてぬるい」と町長を攻める人達。
 緊急町議会も賛否両論。
 反対派農民は立て札を農地に立て徹底抗戦だ。

 ぼくらだって働ける  施設  １８才で施設を出る心身障害児たち。施設で
 は社会で役立つ職業指導に力を入れている。  障害者施設で行われている職業訓練。

 生活  １８才で施設を出、町の白墨工場で働く子。
 仕事が終わると主人と一緒にお金の勉強。

 教育  足の指まで使って勘定する子。
 ある農家で働くケンちゃんは奥さんの片腕だ。
 奥さんは昼は母、夜は先生で数え方の練習。
 長崎の近藤さんは２５人の心身障害児を世話。
 自立の力を身に付ける農業指導。
 心づくしの祝いで施設を卒業してゆく人。
 殆ど民間の人の善意で救われている。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.５７４ 1965.12.1  人手たっぷり景気さっぱり 祭事  １１月２７日は三の酉。浅草大鷲神社には大

 勢つめかけたが、財布のヒモは固いまま。  大鷲神社におしかける善男善女。
 世相  お賽銭をひろう人。

 がめついお客は警察の手で。
 熊手屋も売れるのは小振りなものばかり。
 お賽銭を集める神社側。お賽銭もさっぱり。

 ケネディをしのぶ  世界、訃報  ケネディ前大統領暗殺から２年目の１１月２
 ２日、全米で追悼行事が行われた。  全米各地で行われたケネディ追悼の行事。

 ワシントンのアーリントン墓地にも長い列。
 燃える永遠の火。

 冬の嵐  災害  ヨーロッパ西海岸では冬の嵐と洪水の季節を
 迎える。  北海沿岸を襲った冬の嵐。

 ドイツのハンブルグ、エルベ川沿岸で座礁し
 土砂に埋まった貨物船の引き離し作業。

 震える町  災害、地震  地震が３か月も続いている長野県松代町。大
 地震の予想に脅え、防災対策におおわらわ。  たえまなく揺れる松代の町。

 崩れた民家、墓地。温泉も湧き出した。
 警官たちは警戒し、人々は家の補強に懸命。
 つっかえ棒の学校では児童が避難訓練。
 寺では重文の仏像の保全が悩みだ。
 市民は挙げて消火演習。
 炭火はやめて電気ごたつにした。
 松代地震観測所では緊張の連続だ。
 町長「上の音は分かるが地下の音は分からない
 人々は地震に逸早く逃げる準備をして寝る。

 毎日ニュースNo.５７５ 1965.12.8  ねむる２０億円  トピックス  大都市東京には使われない施設が眠っている
 経済  。お役所仕事の無駄只今２０億円。  近代都市東京の裏通りのデコボコ道。

 大混雑の築地の魚市場。
 市場を増設したが、橋がなくて使えない。
 石神井のごみ焼却場は設計ミスで閉鎖。
 その建設費４億円、取り壊し費６千万円。
 板橋清掃工場の職員宿舎も使われず。
 新堀切橋は付設道路がなく使えず。子供の遊び

 「礼宮」さまご誕生  皇室  美智子妃は１１月３０日男子ご出産。天皇陛
 下より礼宮文仁の称号が贈られる。  夜の宮内庁病院を訪ねる皇太子さま。
    (あやのみや)  11.30 美智子さまが男子ご出産。

 浩宮もご対面。
 美智子さまをねぎらう両陛下。
 記帳の列。

 ぼくらのスキー場  スポーツ  雪のない愛知県岡崎市の小学校に誕生した落
 教育  ち葉のスキー場。  スキーを担いで学校の裏山へゆく子供たち。

 松の落ち葉を沢山敷いてスキー場づくり。
 先生の手ほどきを受けて初滑り。
 滑る子、転ぶ子、楽しい枯れ葉のスキー場。

 師走の街で  世相  不況、倒産、値上がり物価に就職難。ひとき
 わ身にしみる師走の風。  不況にわが世の春は易者さん。

 鳴き声で人間を占う犬。
 銭洗い弁天にへそくり倍増を祈る人々。
 セールスマンたちは特攻作戦で団地回り。
 来年のエト子馬を福引商品にした商店街。
 物価値上げ反対のデモ。
 職案に並ぶ失業者。職を求める大学生たち。
 倒産した工場。
 自殺した人の通夜の席。
 閉鎖した工場に頑張る従業員。

毎日ニュースNo.５７６ 1965.12.15  一九六五年の歩み  世相  値上げに明け不況に暮れた６５年を回顧する
－デモと不況のなかで－  。  パン、バス代の値上げで始まった年。

 災害  室蘭のタンカー爆発。
 繰り返す炭鉱惨事（夕張、医王島、山野炭鉱）

 世界  吉展ちゃん事件の悲しい結末。
 台風の当たり年。２４号の被害のすさまじさ。

 宇宙  河野一郎、池田勇人、高見順死去。
 佐藤首相の沖縄訪問。

 学術  北爆に出撃する米戦闘機。
 米機の残骸を前に意気あがる北ベトナム。

 外交  ベトコンのテロで米大使館爆破。
 上陸用舟艇。増派される米軍。
 ウォスホード２号の宇宙散歩。
 有人ジェミニ４号打ち上げ。
 スウェーデン大使より朝永博士にノーベル賞。
 南極観測船ふじ出航。
 礼宮誕生。
 最大の政局「日韓問題」。
 日韓条約調印式。
 衆院での批准攻防戦。日韓案件成立。
 述べ３００万人の反対デモ。
 倒産件数も２５００件で昨年の３倍。
 不況の酉の市。
 良き年を祈る人。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第５７７号 1965.12.22  みんなの善意で  世相、季節  餅をついたり罰金を徴収したり、各地各様の

 歳末たすけあい運動。  クリスマス近づく雪の街（札幌ほか）。
 自衛隊恒例の餅つき。恵まれない家庭へ。
 巷の商店街でも客の飛び入りで餅つき。
 餅は施設のこどもたちへ。
 三振100 円、エラー200 円寄付。草野球の助
 老人ホームでは主婦たちがすすはらい援助。
 落語家は初笑いのプレゼント（大学落研）。

 宇宙ランデブーに成功  世界、宇宙  アメリカの人間衛星船ジェミニ６、７号は１２月
 １５日人類初の宇宙ランデブーに成功。  ランデブーに挑むシラー、スタフォード。

 タイタン２型ロケットがジェミニ６号打上げ。
 図－先行のジェミニ７号に近づく６号。
 軌道修正しながら接近。５時間のランデブー。
 バミューダ島沖に無事着水。

 新たな時代開く  外交、政治  １２月１８日日韓条約の批准書交換式がソウ
 　－「日韓」批准書を交換－  ルで行われ、両国の平常化が成った。  ソウルの中央政庁で日韓批准書交換式。

 丁一権韓国国務総理が立ち会い。
 椎名外相と李外務部長官が交換。
 １４年を経て新しい時代を迎えた日韓両国。

 ぼくも書初めができる  教育  宮城県立盲学校書道部。点字しか知らない子
 供がいかにして字を書くか。  割り箸で書かれた字を指でなぞる生徒。

 盲学校書道部の書き初めはそこから始まる。
 こんどは筆で空書きを繰り返す。
 家で両親に指で書いてみせる津田恵美子さん。
 硝子の曇りに書いてみる。
 叩きつけるように毛筆を走らす先生。
 その音で聞き分ける生徒。
 白紙の大きさを指で確かめ一気に書く。
 できた作品を敏感な指先で鑑賞しあう生徒。
 目の見えない子らの明るい笑顔。

 毎日ニュースNo.５７８ 1965.12.31  新しき飛躍へ  トピックス  橋に鉄道に道路に、逞しい建設エネルギーが
 建設  新しい年の飛躍を思わせる。  昭和４３年名神との結合を目指す東名高速。

 （空撮）海岸線など予定路線を見せて。
 新幹線と富士山。
 雪舞う上越国境では新清水トンネル工事が。
 工事中のトンネル内部（谷川連峰の下）。
 天草の海では真珠の養殖。
 渡し船から見る天草五橋の建設工事。
 関門海峡にも東洋一の吊り橋が計画中。

 雨畑すずりを守って  トピックス  山峽の名品「雨畑すずり」。その伝統を守る
 産業  のは望月幸雄さんただひとりになった。  山梨県南巨摩郡の雨畑地区。

 家族での作業。
 雨畑すずりは望月さん一家だけになった。
 一日２面が精一杯とか。
 奥さんは縫いものの手内職。
 しょいこを背負って山へはいる望月さん。
 父親の代から使っている原石の洞窟。
 良質の原石はここだけ。使える石は少ない。
 石を背に山を下る。
 原石の少ないこと、跡継ぎのないのが悩み。
 高い吊り橋を渡る望月さん。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース第５７９号 1966．1.9  初春の屋久島  トピックス  鹿児島県佐多岬の南方６０キロの島、屋久島

昭和41年  へ太公望たちがどっとやってきた。  薩摩富士・開聞岳をあとに南へ５時間の船旅。

 季節  鹿、パイナップル、バナナの島・屋久島。

 熱帯樹のジャングルで遊ぶ子供。

 観光  今、砂糖きびの採り入れで忙しい村人。

 本土からの釣り客をブラバン、花束で大歓迎。

 朝、波に現れる海中の岩場に次々釣り人を降ろす。

 豪快な磯釣りの開始。

 海辺の温泉では島人がのんびり正月を過ごす。

 陶土と生きる  トピックス  小堀遠州七窯の一つ奈良市の赤膚山焼。その

 窯元に伝統を受け継ぐ二人の姉妹がいる。  奈良市の赤膚山焼を守る二人の姉妹。

 産業  土を運び、こね（菊もみ）、ろくろを回す。

 足で蹴るろくろの音だけの静かな作業場。

 乾いた陶器を背に運ぶ。今日は初窯。

 子供が笹に塩水をつけて蒔き、窯を清める。

 古美術を見にゆく二人。

 な組の頭  トピックス  出初式は「な組」の頭・高柳喜太郎さんら江

 戸消防記念会の数少ない晴れ舞台だ。  テコ棒で調子をとって木遣りの稽古。

 季節  次はハシゴ乗りの稽古をする鳶職人たち。

 元日。冷水で身を清める「な組」の頭。

 政治  まといに切り火、トビ口を磨く風習。

 若い衆が挨拶にくる。手じめでお屠蘇。

 御得意先の年始回りは獅子舞で。

 江戸85組の頭が江戸消防記念会・川島会長に挨拶

 出初式（東京消防庁）の消防パレード。

 町火消も勢揃い。

 半鐘の合図で木遣り、梯子乗りの演技。

 その隣を最新の梯子車がスルスルと伸びる。

 毎日ニュース第５８０号 1966．1.15  厳寒の中で  トピックス  厳寒の北海道から陸自の初飛行、馬そりの郵

 便配達、春呼ぶ客土作業など。  帯広自衛隊の初飛行。

 季節  眼下の日高連峰、摩周湖、オホーツク の海。

 旭川の郵便局では馬そりで郵便配達。

 産業  各戸に配るアルバイト学生。

 空知地方では大掛かりな客土作業。

 ７０台の馬そりを動員した土地改良風景。

 雪の上に新しい土を蒔く。激しい吹雪。

 子供選手頑張る  スポーツ  スポーツ界の英才教育ではない、楽しむため

 の子供スポーツクラブが各地に誕生。  愛知体育館水泳クラブの見事な初泳ぎ。

 トピックス  東京五輪後に誕生した子供スポーツクラブ。

 日本初、大阪にできた少年サッカースクール。

 ヘディング、ドリブル、シュートなど基本練習。

 ジャージー、ヘッドキャップもいかしてる。

 国立競技場にできた少年ラグビースクール。

 お汁粉に舌鼓をうつ少年ラガーたち。

 予算ぶんどり合戦  政治  昭和４１年度予算の大蔵省案に対する復活折

 衝開始。どこもかしこも陳情団で埋まった。  大蔵省での復活折衝風景。

 世相  主計局前廊下は各省事務官の列。

 国会周辺のビルは圧力団体が目白押し。

 ハッパをかけて出陣する。

 議員たちはここぞと何冊もの陳情書に署名。

 「先生宜しく」と議員達に声かける陳情団。

 予算対策本部仮宿泊所で仮眠をとる議員達。

 自邸で下駄はく田中幹事長。

 たくみに陳情団をさばく角栄。

 一年生大臣、永山自治相は赤城政調会長宅へ。

 自治省で永山を待つ陳情団。

 朝鮮ニンジンでスタミナ注入。

 一方、福田蔵相も朝鮮ニンジンで対抗。

 閣僚（大臣）折衝で福田を訪ねる大臣たち。

 石井、三木、藤山らは余裕の顔。

 大蔵省をあとにする福田。

 毎日ニュース第５８１号 1966．1.21  どこもいっぱい  トピックス  靴を片手に雨靴をはく遠距離通勤者たち。ど

 こもいっぱい過密日本の笑えぬ事情。  ハイヒール片手に長靴で団地を出発。

 世相  駅で履き換えるサラリーマンたち。

 電車も大混雑で尻押し部隊が大活躍。

 高速道路も出口は渋滞。

 三池炭鉱のフロ場もごったがえし。

 吊りカゴ式の脱衣所。

 天井にぶら下がった脱衣カゴの列。

 成人を祝う  トピックス  昭和２０年誕生の終戦っ子第１号約１５０万

 人が成人の日を迎えた。  江東区役所に勤める小池昇君は２０才。

 若者  小児まひで不自由ながらボーリング も登山もＯＫ。

 王子職業訓練所で自動車整備を習う中島弥生子さん

 東京文化会館での成人式。

 誓いの言葉をよむ中島さん。

 家族団らん。自動車整備の免許が希望だ。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 ベトナム和平の動き  世界  クリスマス休戦以来アメリカは北爆を停止中

 。ベトナム和平の動きが注目される。  北爆撃停止中のアメリカ。

 戦争  和平を模索するジョンソン大統領。

 ローマ法王庁を訪ねるゴールドバーグ米国連大使

 ハリマン米移動大使は ポーランドなど東欧諸国へ。

 インドのシャストリ首相を訪問。

 シャストリの急死でベトナム和平の行方が注目。

 冷たい街で  世相  オリンピック景気去って世は冷たい不況風。

 生活  上野や山谷にあふれる失業者の群れ。  上野の地下道に寒さをしのぐ失業者の群れ。

 収容する施設も満員だ。

 山谷。あの手配師ですら職安通い。

 青空市場も早々に店じまい。

 山谷の職安は満杯。収入は 330円の失業手当。

 職安の無登録者は売血しか手はない。

 職安の担当者は今日も事業所めぐり。

 黄昏どき、上野公園に並ぶ失業者たち。

 弁当の差し入れをする町のお医者さん。

 子連れの失業者が寒空の下を帰ってゆく。

 毎日ニュース第５８２号 1966．1.27  １９票差の委員長  政治  主流、反主流両派がしのぎをけずる社党委員  庶民の味（佐々木）かインテリムード （江田）か。

－社会党大会－　  長選。調停も効果なしで佐々木更三氏再選。  佐々木派、江田派おのおの激励大会。

 選挙  １月１９日から始まった社会党大会。

 休憩時間に同席する佐々木と江田。

 江田を説得する成田書記長。

 総評の岩井章と太田薫も調停に乗り出すが。

 「裏でやるな」と怒る代議員たち。

 両派の話し合いも決裂。

 ２２日投票。

 再選された佐々木と握手する江田。

 主流派８人、反主流派９人の中執ならび。

 ガンバローで締め。肩落として帰る江田派。

 ガンジー夫人新首相に  世界  印・パ停戦に尽力した故シャストリ首相の葬

 祭事  儀。インディラ・ガンジー女史が新首相に。  故シャストリ首相の盛大な葬儀。

 トピックス  ジャムナ河畔につめかけた群衆。

 インディラ・ガンジー女史新首相に就任。

 椎名外相訪ソ  外交  訪ソした椎名外相は日ソ航空協定、新五ケ年

 貿易支払協定に調印。北方領土は進展なし。  グロムイコ外相と会談する椎名外相。

 政治  北方四島、ベトナム和平について意向打診。

 ついでコスイギン首相と会談。壁厚し。

 ２２日調印式。調印書交換し握手。

 新人王を目指して  スポーツ  寒波の中早くも自主トレのプロ野球選手たち

 。新人王をめざすルーキーに焦点をあてる。  中日にはいった広野、豊永らの自主トレ。

 野球  巨人は多摩川で。林、堀内、江藤ら補強。

 阪急は西宮。長池に早くも新人王の呼び声。

SF・ジャイアンツ から南海に戻った村上は湯河原で

 銚子の海辺を走る木樽。東京のホープだ。

 毎日ニュース第５８３号 1966．2.2  真夜中のラッシュアワー  若者  午前零時の軽井沢スケートセンターでは氷作

 り。２時にはたちまちラッシュアワーだ。  軽井沢スケートセンター。深夜の氷作り。

 スポーツ  ２時。バスを連ねてやってくる客。

 待ってましたとひと滑り。リンクはたちまち

 世相  ラッシュアワー

 店、屋台で活発な食事。ひと眠りの休憩室。

 こんどはダンスに興じる。

 雪の浅間山下は万を超す人の波。

 古代を舞う  トピックス  名古屋市の中京女子高では生徒の交流、情操

 教育に舞楽を取り入れている。  あでやかな舞楽の舞い姿。中京女子高の試み。

 教育  夜の教室に越天楽の調べが。

 曲を現代風に編曲し音楽クラブが演奏。

 モダン楽器も使って太平楽、桜の舞など。

 情操教育に取り入れて以来好評を博す。

 受験作戦  トピックス  高校、大学の受験シーズン到来であの手この

 手の受験競争必勝作戦。  入学願書の受付風景。

 教育  図書館は内も外も満員の列。

 模擬試験場もいっぱい。

 受験相談には電子計算機も登場。

 最新鋭のコピー機も大活躍。１枚３０円。

 夜の学習塾はタイムレコーダーが見張り。

 学習塾ではティーチングマシンをお相手に。

 家では家人のテレビはイヤホンで。

 受験生の寮は夜を徹して明かりが。

 岸和田のある中学校では息抜きに一日合宿。

 生徒はギター片手におおはしゃぎ。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第５８４号 1966.2.9  史上最大の航空事故  事故  ２月４日夜千歳から羽田へ向かった全日空７

全日空機が墜落  ２７型機が羽田沖に墜落。全乗客乗員死亡。  海上で機体、遺品を探す海上保安庁。

１３３人死亡  事件  空港に駆けつけた家族たち。悲嘆にくれる。

 海上で漂流する遺体を収容する作業。

 交通  引き上げられる機体の一部。

 遺体は巡視船からランチに移され竹芝桟橋へ

 白木の箱で降ろされる遺体。

 遺留品を探す遺族たち。

 朝。遺族たちは竹芝桟橋から怨みの海へ。

 冬の海に哀悼の汽笛を鳴らす。

 芝・増上寺に安置された遺体。対面する遺族。

 岡崎全日空社長も霊前に。

 海自のフロッグマンが海中から遺体収容。

 収容活動中止に爆発する遺族たちの声。

 ４日目。潜水夫が海へもぐり遺体収容。

 荒れる海での作業。

 石釜漁  トピックス  鳥取市郊外の湖山池で行われる三百年の伝統

 の石釜漁。２月いっぱいまでつづく。  漁師たちの作戦会議やアミの手入れ。

 季節  早朝、出漁。

 池上に積み上げられた石の山。

漁業  周りを棒で突いて魚を暗い方へ追いやる。

 遊覧船もとまって漁を眺める。

 にぎりめし片手に棒つつきを止めない。

 仕切りを入れ、木の枝を引き上げる。

 寒ブナが大漁に網に。

 徳川時代から続く漁は無形文化財に指定。

 毎日ニュース第５８５号 1966.2.16  危険な「日本の空」  事故  急速にジェット化をとげた日本の航空界。滑

 走路、パイロット、整備士など問題山積。  事故後１０日余、荒れる海で続く遺体捜索。

 交通  凄い高波。潜水夫は海から上がると風呂に。

 岸壁に待つ遺族たち。まだ３０人が海中に。

 世相  2.12　泥水からセンターエンジン引き上げ。

 続いて胴体の一部、機首が引き上げられる。

 ボーイングの調査団も事故原因の究明に。

 各社足並揃えてジェット機時代に突入。

 全日空のパイロット養成所。

 Ｂ727 の操縦席で整備士の試験。

 運輸省の試験官はたった４人で全国カバー。

 羽田空港のコントロールタワー。

 管制官８人で日に２００機以上の交通整理。

 ８年前のプロペラ時代の態勢そのまま。

 伊丹空港のおそまつなコントロールタワー。

 道路スレスレに着陸するジェット機。

 滑走路拡張も思うにまかせぬ危険な空だ。

 寺沢選手が４連勝  スポーツ  第１５回別府毎日マラソンは３５キロ地点か

 らスパートした寺沢徹選手が４連勝の偉業。  161 選手による別府毎日マラソンスタート。

 全般にスローペースで別府湾を走る。

 鶴崎を折り返す斉藤、寺沢、重松、君原ら。

 寺沢、29キロ付近でトップに立ち４連勝。

 母ァちゃん　がんばれ 災害  ９か月前２３７人の犠牲者を出した福岡県山

 野炭鉱の保安対策と遺族たちのその後。  昨年事故の山野炭鉱では保安対策に懸命。

 産業  坑道には水袋が吊るされ爆発時炭塵を予防。

 炭住の一角に暮らす１５０人の未亡人たち。

 生活  遺児二人と暮らす竹下ヌイさんは会社が斡旋

 工場では９０人の未亡人たちも一緒。

 仲間とバレーボールに興じる竹下さん。

 小学生の男の子は元気いっぱい。

 中学生の姉は買い物に炊事係。

 ブランコに乗る親子３人。

 毎日ニュース第５８６号 1966.2.23  ついに警官導入－早大紛争－  事件  学費値上げと学生会館の管理権をめぐっても

 め続ける早稲田大学。ついに警官導入。  学費値上げ反対で本部を占拠した学生たち。

 教育  2.16　入学願書受付。その列に学生デモ。

 警官導入はやめてと訴える受験生の父兄達。

 国会議員連も仲介に入るが学生は調停拒否。

 ２１日早朝、2500人の警官のりこむ。

 学生一人一人をごぼうぬき。

 バリケードを崩して逆に学生を閉め出す。

 警官引き上げ後、学生ら大学本部を再占拠。

 座り込む学生たち。

 浩宮さま６才に  皇室  ２月２３日浩宮さまは満６才に。４月からい

 よいよ小学生だ。  鉄棒で遊ぶ浩宮さま。

 トピックス  ノコギリを使って工作。

 幼稚園ではなかまがお出迎え。

 元気にお絵かき、おゆうぎ。もうすぐ卒業。

 あすを築く青年たち  トピックス  佐藤総理が若者の意見を聞く「あすをきずく

 青少年のつどい中央大会」。  12,000人の若者が集った日本武道館。

 ６人の若者代表が佐藤総理を囲んで意見具申。

 洋裁店勤務の坂井美子さん「みんなの集いの場所が欲しい」

 農協の福島正幸さん「農業の確立が先決」

 青年たちと握手する佐藤総理。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 通勤地獄はなくなるか  交通  通勤地獄と過密ダイヤをなくす国鉄の第三次

 長期計画。だが赤字国鉄に国の援助なし。  衆院運輸委。

 国会  石田国鉄総裁が答弁「投資40億円では少ない」

 早朝のラッシュ風景。値上げは不可避か。

 過密ダイヤ対策としての複々線工事。

 踏切は立体交差に。

 谷常務「３兆円必要借金１兆円であとは値上げ

（画面は武蔵野線南浦和駅高架工事）　 

 長崎・湯ノ木線は日本一の赤字線。

（100 円得るのに3900円かかる。)

 黒字路線は全体の１７パーセント。

 郊外にどんどんできる団地。

 ふくれあがる輸送量。

 毎日ニュース第５８７号 1966.3.2  春は電車にのって  季節  奈良の大和盆地は知られた鉢花の産地。明け

 方花売りの肩に担がれて京阪方面へ向かう。  シクラメン、サクラソウなど花の香漂う温室。

 産業  大和三山の麓の村は鉢花の名産地。

 早朝、花売りの肩に担がれて耳成駅へ。

 たちまち花専用電車に早変わり。

 鉢花は町で女性に大評判。

 飛んだ！人力飛行機  交通  日大理工学部の学生たちが人力で空を飛ぶ３

 教育  年越しの夢を実現させた。  日大理工の学生らが作ったペダル式飛行機。

 ペダルをこぐ学生。足がエンジンだ。

 調布飛行場。試験飛行に引き出される。

 一瞬、３ｍの高さに飛び３年越しの夢実現。

 盛大に映画コンクール表彰式  文化  毎日新聞主催の昭和４０年度映画コンクール

 芸能  表彰式。市川崑氏に監督特別賞。  挨拶する上田毎日新聞社長。

 壇上に並ぶ三国連太郎、伴淳三郎氏ら。

 中村文相挨拶。

 「東京オリンピック」の撮影集団表彰。

 牛原虚彦氏ら表彰。

 厳戒の中の入試  事件  早大では再占拠学生を警官隊が排除し、厳重

 な警戒の中で入試が始まった。  再び警官を導入して大学封鎖。

 教育  入試阻止と気勢をあげる反対派学生たち。

 警官、大学職員が泊まり込み。

 世相  入試当日。警官護衛で受験生以外閉め出し。

 １０万人の受験生たちが身分証明書を提出。

 試験場。外では心配そうな親の顔。

 受験生で埋まった大学構内。

 ワーすべったすべった  トピックス  手足の不自由な東京養護学校の生徒が蔵王で

 教育  雪の初体験。東京ＹＭＣＡ、毎日新聞主催。  手足の不自由な子供たちが初めて雪の蔵王へ。 

 ゴンドラから見る樹氷。

 東京と山形市の養護学校の生徒３０人。

 樹氷のなかではしゃぐ子ら。

 山小屋では楽しいレクリエーション。

 松葉杖にストックを付けたり、おぶってもらう。

 先生にまつわりついて大はしゃぎ。

 ソリで遊ぶ楽しい一日。

 毎日ニュース第５８８号 1966．3.9  相つぐ空の大惨事  事故  全日空機墜落から１か月目の３月４日、羽田
 　　羽田でカナダ機炎上  でカナダ機、翌日富士山麓で英機が墜落。  全日空機の遺体捜索つづく東京湾。
富士山ろくで英機墜落　  交通  １か月後の3.4 羽田で炎上するカナダ太平洋

 航空機（DC-8型）。 
 化学消防車がさかんに消火剤散布。

 泡だらけで無残な機体。

 収容される遺体。乗員乗客72人中64人死亡。

 ８人の生存者が病院へ。

 機の残骸に放水。

 茫然とするカナダ機関係者。

 全身焼けただれた乗客の遺体に毛布かける。

 病院。カスリ傷で助かった人たち。

 寺に安置された遺体。黒こげで判別不能。

 日本人６人も全員死亡。

 対面する遺族。

 朝日をあびる無残な機体。

 事故現場。霧で視界を失い誘導灯、防潮堤に激突

 午後、BOAC英国海外航空機(ボーイング707 型）が  

 富士山ろくに墜落

 ６号目太郎坊付近にくすぶり続ける機首。

 無残な胴体中央部。

 雑木林に散乱する機体。

 自衛隊、消防団（御殿場）の救出活動。

 担架で遺体収容。乗員乗客 124人（日本13）全員死亡

 １か月のうち３２１人の犠牲者は史上空前。

 自衛隊大動員して捜索つづく。

 遭難機の現場検証。

 図－遺体散乱の範囲。空中分解して墜落。

 土中にめりこんだエンジン。
 遺体捜索、回収つづく。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第５８９号 1966．3.16  音を求めて  教育  難聴児は聾唖者ではない。幼時の訓練で聴覚
 機能を回復するが、専門の先生不在が悩み。  難聴児がレシーバー付けて学習している。

 健康  様々な器具を使った難聴児教育。
 林郁夫ちゃんは家でも耳の訓練を続けている。
 寝るときもレシーバーを耳にあてて。

 幼稚園では普通の子と一緒だ。
 水上温泉で３０人焼死  事件  ３月１１日未明水上温泉の菊富士ホテルから

 出火。戦後最大の旅館火災に。  ホテル２軒の火災で泊まり客３０人焼死。
 全焼した菊富士ホテル。
 並ぶ柩。犠牲者は茨城県の老人と農家の主婦。
 非常階段のドアにカギがかかっていた。
 警備員が石油ストーブを倒して火災に。

 ずさんな防火体制に批判。
 浩宮さまの卒業式  皇室  学習院幼稚園で最後の学芸会の浩宮さま。３

 月１２日は卒業式。  学習院幼稚園での学芸会。
 教育  お別れの舞台で発表する浩宮。

 にこにこご見物の美智子さま。
 １２日卒業式に見えた皇太子ご一家。
 卒業証書をおじぎで頂く浩宮。

 記念写真におさまる浩宮。
 失速寸前の航空行政  事故  飛行機は一流だが、飽和状態の飛行場に頼り

 ない管制官養成。お寒い日本の航空行政だ。  ＢＯＡＣ、全日空の事故調査。
 交通  ジェット機時代の機内サービス風景。

 運輸省航空局はビルの谷間の小部屋住まい。
 航空管制官「仕事の割に給料が安く人が集まらない
 管制官の訓練シミュレーション。
 夜の羽田周辺はネオンだらけ。
 パイロット 「南風だと視界悪く計器着陸できず。
 「ジェット機着陸可能は横田、厚木が米軍管理」
 名古屋空港。自動誘導装置があるが人手不足
 ローカル空港は米国なら自家用空港だ。
 富里は賛成反対入り乱れて混乱状態。
 カナダ機残骸の傍を大型ジェット機が離陸。

 毎日ニュース第５９０号 1966．3.23  水郷の春  季節  九州の水郷・日田盆地。海鵜たちは夏の出番
 を待ってトレーニングに励む。  日田盆地では杉ゲタの干乾しが最盛期。

 トピックス  水車の音も長閑。おんだ焼も名産のひとつ。
 三隈川に朝霧わくころ。
 城下町の古い家並を３人の鵜匠がゆく。
 高瀬川では玄界灘でとれた鵜たちのキャンプイン。
 鵜匠の竹竿に追われ訓練を繰り返す鵜。

 夏に向かって羽ばたく鵜たち。
 宇宙ドッキングに成功  世界  アメリカは３月１６日、アジェナロケットと

 ジェミニ８号の宇宙ドッキングに成功した。  ジェミニ８号に乗り込む二人の飛行士。
 宇宙  整備員と握手するアームストロング、スコット

 アジェナを追って発射されるジェミニ８号。
 ８時間後ドッキングに成功するシーン。
 電気回路の故障で沖縄沖に緊急着水。

 月旅行に大きく一歩を踏みだした両飛行士。
 小百合ちゃんとオランダ  トピックス  オランダ大使館を訪ねた吉永小百合さん。近

 くロケするフォーレンダムの衣装でご満悦。  歌う小百合。リサイタルのリハーサル中だ。
 芸能  合作映画に出るオランダの写真集を見る。

 オランダ大使館を訪ね、大使と握手。
 フォーレンダム地方の民俗衣装で記者会見。

 チューリップと木靴で心はオランダへ。
 チビッ子産業繁盛記  トピックス  雑誌の付録、子供ファッション、着せ替え人

 形など不況知らずのチビッ子産業。  遊園地の乗り物。
 教育  オバＱが呼ぶお菓子メーカーのデモンストレーション。

 生みの親・赤塚不二夫工房は月収 200万円。
 産業  子供雑誌の付録屋も懸命にアイデアひねり。

 子供の「横断中」のカバンもアイデア。
 子供のニューモード。
 着せ替え人形のファッションメーカー。
 デパートのおもちゃ売り場は不況知らず。
 倒産工場もおもちゃ作りに転業だ。

 毎日ニュース第５９１号 1966．3.30  花やかにセンバツ開幕  スポーツ  戦後２０回目の第３８回センバツが開幕。入
 野球  場行進曲は「友だち」。  3.26　開会式。岡山東を先頭に２４校入場。

 上田社長、中村文相挨拶。選手宣誓。

 戦後２０回目のセンバツ、スタート。
 島の子の卒業式  トピックス  萩市沖合の島から本土へ集団転校した子供た

 教育  ちの寄宿生活。そして初めての卒業式。  萩市の珍しい小学校の寄宿舎。
 産業  埠頭に親を出迎える子供たち。

 三つの離れ島の子供たちが卒業式を迎えた。
 先生や友達に送られて故郷の島へ。
 日本海に浮かぶ櫃島。定期便なく、自家発電
 かつての分教場へきてみる。
 主産業の葉たばこづくりを手伝う。
 春になればまた海を渡って中学校へ。

 交通外科  交通  東京の救急体制の欠陥は脳外科医不足。脳外
 科医が常駐する交通外科病院が待たれる。  救急車がゆく交通事故現場。

 事故  病院に運ばれるケガ人。
 頭の事故が急増。脳外科の専門医が少ない。
 手足がマヒする後遺症が心配される。
 マヒ患者「せめても足だけでも治して」
 脳障害の電気診断器、超音波の機械も高価。
 専門医は全国に200 人。埼玉など15県は皆無。
 東京の大学病院は全国からの患者で超満員。
 神奈川県の新救急センター。
 医者待機で即座に対応。
 日に１０人の脳障害者を１人の医者で捌く。
 手術場。国の脳障害対策費ことしもゼロ。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第592号 1966．4.6  ゆれ続ける早稲田  教育  学費値上げ問題に揺れる早稲田大学は、延期

 されていた期末試験をめぐって再び騒然。  校舎の入口が封鎖された早稲田大学。
 期末試験ボイコットで無関心派も動きだす。
 賛成反対入り乱れて収拾つかず。
 デモ学生。机を積み上げるなど再び騒然。
 期末試験にやってくるも誰も入れず。
 大浜総長に面会求める反対派。

 「受験させて」の看板を背に構内を歩く学生。
 中京商高に栄冠  スポーツ  第３８回センバツ決勝は中京商高対土佐高。
－センバツ初の４回優勝－  野球  中京商は７年ぶり４回目の優勝。  中京商高対土佐高のセンバツ決勝。

 ３回、平林のセンター前で中京先制点。
 その後投手戦で９回へ。
 土佐、３塁でタッチアウト。Ｗプレーで終了。

 ７年ぶり最多４回の優勝を飾った中京商。
 お元気な礼宮さま  皇室  お誕生から１２２日目。お箸初めを迎えられ

 た礼宮さま。  にぎにぎを手に元気な礼宮。
 浩宮がうばぐるま押して庭を散歩のご一家。

 離乳食も始まった礼宮。
 ヒノエウマ解禁  トピックス  ３月、４月に結婚すれば生まれる子は丙午と

 無関係。そこでどこの結婚式場も超満員。  結婚式場は大混雑。
 世相  マンモス式場では係員がトランシーバで交通整理。

 写真撮影は移動自在のカメラで。
 こちらは昼間のバーを借りきって結婚式。
 氷川丸での結婚式。
 日南海岸のバスの中は新婚カップルばかり。
 サボテンに記されたカップルのサイン。
 指宿・開聞岳の新婚植物園。
 イトヤシの苗木を植える二人。
 記念撮影。

 毎日ニュース第５９３号 1966．4.13  シーズン開幕  スポーツ  ファン待望のプロ野球公式戦が４月９日東西
 一斉に開幕。サッカーリーグも開幕。  入場券の自動販売機もできた後楽園球場。

 野球  開幕は巨人－大洋戦。
 金田と秋山の投げあい。
 王、先制打。長嶋つづく。
 大洋は６回まで桑田ら３人のホームラン攻勢。
 金田ノックアウトで巨人敗戦。
 パは東映－阪急戦のナイター。
 投の尾崎、打の長池。
 スタンドは雨合羽きて観戦。
 駒沢競技場はサッカーリーグ三菱－日立戦。

 黄金の足三菱杉山らスターの活躍がみもの。
 浩宮さま一年生に  皇室  ４月８日浩宮さま学習院初等科にご入学。

 四谷の学習院初等科においでの皇太子一家。
 浩宮、皆と一緒に先生にごあいさつ。
 翌日から東宮御所から歩いて通学。

 横断歩道も手をあげて渡る浩宮。
 恐怖のチフス菌事件  事件  三島病院で多数のチフス患者が発生した事件

 医療  で千葉県警は千葉大病院の鈴木充を逮捕。  千葉市葛城病院の隔離病棟。
 静岡、千葉でチフス菌をバラまいた容疑で逮
 捕連行される千葉大無給医局員鈴木充。
 鈴木の立ち回り先で８２人が倒れた容疑。
 鈴木の父「誰かに陥れられたと思う」
 閉鎖されているアルバイト先の三島病院。
 犠牲となった松田副院長の霊前。
 川崎製鉄診療所も多くの患者をだした。
 同診療所関係者「丁寧だが怒りっぽい性格」
 千葉大病院の細菌培養室の管理体制に問題。
 同僚まで感染させたカステラ。
 無給医局員で膨れ上がったマンモス医局。
 鈴木の名札が裏返される。

 取り調べ室を出る鈴木容疑者。
 変りゆく農村  農業  土地成金で億万長者が続出。工場や宅地で狭

 産業  くなる農地。働き手なく変りゆく農村の姿。  土地ブームで豪奢な生活をする土地成金。
 ビルを建て、庭に鯉を飼い、新車で外出。
 どんどん宅地化する農地。
 逆に遠方に農地を買い、車で通勤農業。
 副業として田圃を潰して釣り堀づくり。
 金魚の養殖を始めた家（埼玉）。
 千葉県ではハツカネズミの養殖。
 実験用に一匹２０円で飛ぶように売れる。
 ３チャン農業の母チャンまでバスで働きに。
 残った老人は機械でゴボウ、ニンジンを洗う。
 立ち並ぶ建売住宅の間をゆく農夫。

 毎日ニュース第５９４号 1966/4/20  ポストを大切に  トピックス  生活に身近なポスト。困るのは迷子郵便に車
 の衝突。４月１４日からポスト愛護週間だ。  郵便局の窓口。

 郵便  明治４年にできた木製のポスト。
 色々な形のポストは現在７種類。
 ２号ポストは消え、駅専用も都内で７個。
 大都市では方面別の口を持った７号が主流。
 中央郵便局の仕分け風景。
 全国12万個のポストと窓口で日に2200万通
 うち２０万通は宛先不明の迷子手紙。
 丈夫なポストも車に衝突されて粉々。

 新ポストに御祓。14日からポスト愛護週間。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 春はイースターから  トピックス  ポトマック川の桜、イースター祭など春らん

 まんのアメリカ。  ワシントンの桜を愛でる人々。
 季節  ヨセミテ国立公園の大滝。

 近くで イースターの儀式（復活と春の訪れを祝う）
 祭事  ハリウッドでも祈りながら日の出を待つ人。

 ローマではセントピーター寺院の広場で祝福
 ＮＹ五番街も人出。祭り気分がいっぱい。

 ４９０人乗りの巨大旅客機 交通  ボーイング航空製造会社から４９０人乗りの
 巨人旅客機７４７型機がお目見え。  ボーイング７４７型機。現役の707 の２倍。

 広い機内はホテルのロビー並み。

 １機７５億円。就航は３年先。
 アイデアで売ります  トピックス  ドッグレース、カーバーベキュー、草野球実

 況などアイデア生かした珍商売。  カードックが店開き。
 世相  ガラス越しに愛車の診断をみるオーナー。

 “カーベキュー”で廃車をプレス。
 産業  排気ガス対策に酸素を売るメーカー登場。

 汚れた空気は美容の敵と水商売に売り込み。
 ドッグレースもおめみえ。
 圧搾空気を利用したボールのバズーカ砲。
 民放アナが草野球の実況という珍商売。
 選手に事前インタビューするアナ。
 ゲストまで出て本格的だ。
 バッティングセンターもサラリーマンで大はやり。

 毎日ニュース第５９５号 1966/4/27  より美しく  トピックス  下着、スカート丈、美容体操  町のボクシング道場が美容教室に変身。
 ためのチャームスクール大はやり。  美しくなる

 流行  子づれ主婦に大受け。
 体育館を借りきってマンモス美容教室。

 世相  エキスパンダー、跳んで跳ねて、ツイスト美容。
 下着メーカーの研究室。
 主婦の洋服だんすは新しい下着がいっぱい。
 皆で足の組み方。チャームスクールは花が咲いたよう。

 清潔な環境をつくろう  トピックス  生活から出るごみは住民の心掛けしだいで病
 菌、悪臭の因となり、街の美観を損なう。  アメ屋横丁、銀座裏のごみの山。

 生活  軒下を流れる川に台所汚水が流れ込む。
 人目に隠れて川にごみ捨てる人。
 川の清掃船は休む間もない清掃活動。

 不法投棄を清掃する。
 残土を処理する。
 撒水車と人間とのイタチごっこ。
 元気に飛び出す下町の少年グループ。
 毎朝、公園を清掃する少年たち。

 日本、４位まで独占  スポーツ  第７０回ボストン・マラソンは君原が優勝し
－ボストン・マラソン－　  、日本勢は４位まで独占した。  １９日、ホプキントン からボストンに向けてスタート。

 日の丸の小旗の中、寺沢、君原、岡部、佐々木

 レース後半は日本選手のみ。
 君原、圧倒的な強さで優勝。日本上位独占。

 機能回復を祈って  医療  障害者の社会復帰を助ける療法士。このほど
 国家試験でわが国初の療法士が誕生した。  身体障害児の機能訓練。

 療法士の学校、日本リハビリテーション 学院が誕生。
 外国講師を招き互いにモデルになって実習。
 水療法。
 患者と接する校外学習も大切。
 この学校から国家試験を通った初の療法士誕生
 清水さんもその一人。
 池袋の養護施設で子供の治療にあたっている。
 足に刺激を与えたり、補助具で歩行訓練。
 あやし、励まし、機能回復に努める清水さん。

 毎日ニュース第５９６号 1966．5.4  空前の交通スト  交通  物価高のなか最悪の２４時間ストに突入した
－春闘ヤマを越す－　  春闘。戦後最大の交通ストとなった。  国鉄乗務員の奪いあい。

 生活  統一ストをひかえ春闘はヤマ場に。
 中央労働委員会の職権斡旋も不調に。

 事件  4.26　私鉄は２４時間ストへ。
 国鉄も２割ていどの運転。
 線路歩く通勤者。
 会社差し回しのトラックで通勤する人。
 都心へ向かうトラックは会社員でいっぱい。
 電車は超満員。
 駅は改札制限。駅前は長蛇の列。
 私鉄労使の団交再開。使用者が折れて決着。
 メーデーで叫ぶ太田総評議長。

 都心に新劇場  トピックス  東京・有楽町の駅前に日活封切館「スバル座
 」がオープン。  有楽町に日活の「スバル座」誕生。

 芸能  浜田光夫、和泉雅子らがかけつける。
 日活堀社長の挨拶。
 そのあと歌と映画のアトラクション。

 新型車と命知らずレース  トピックス  水上でも藪の中でも走る乗り物、無謀なスト
 ックカーレース。英国から二つの話題。  双子型シリンダーの水陸両用車。

 交通  横歩きも可。イギリス軍自慢の装甲車だ。
 各車輪に独立したモーターが装着。
 次はグランド・ストックカー・レース。
 オンボロ車で１１０キロの猛スピード。
 ドラム缶はねとばし、転倒し……

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 こちら連休対策本部  トピックス ゴールデンウィークを迎えて湯の街熱海のお

 巡りさんたちは目の回る忙しさ。  ＧＷの熱海駅前は旅館の番頭さんがお出迎え。
 観光  お宮の松前は人に車で記念写真にひと苦労。

 エロ事師摘発にゆく警察。
 エロ事師の８ミリ現場に踏み込む。
 錦ケ浦の飛び込み現場へ。

 係員は救命具を付けて遺体引き上げへ。
 テレビで客引きを監視する警察。
 宿の丹前に手錠を仕込み丹前部隊の出動。
 売春勧誘の容疑者を連行する。
 お巡りたちは交番の２階で自炊生活。
 夜のパトロール。

 毎日ニュース第５９７号 1966/5/11  子供たちの願い  トピックス  東京都で「こども会議」が開かれた。交通事
 交通  故と遊び場がかれらの大きな悩みだ。  ５月５日に開かれた「こども会議」。

 子供「陸橋をかけて、信号も黄色旗もない」
 車道歩道の区別ない道を登下校する子ら。
 狭い運動場に野球チーム入り乱れて。
 子供「広い遊び場がほしい」
 大人は広い遊び場があるのに（河川敷）。

 はばたく“新ニッポン”  トピックス  毎日新聞社の新鋭機“新ニッポン”の命名式
 交通  が５月７日羽田空港で行われた。  関係者が集い毎日新聞の新飛行機の命名式。

 上田社長「新ニッポンと命名する」と宣言。
 三菱重工が開発したＭＵ－２第一号機。
 双発ターボプロップ機離陸。時速500 キロ。
 無線、写真電送も完備した空飛ぶ編集室。

 グラマーめん羊  トピックス  ソビエトの辺境タジキスタン地方でめん羊の
 動物  品種が評判。毛足が長くグラマラスだ。  ソビエト・タジキスタン地方のめん羊放牧地。

 新種のめん羊が話題。毛足が５ｃｍも長い。
 お尻をふりふりゆくグラマラスなめん羊。

 青年棋士故郷へ帰る  トピックス  ２２才最年少で６段に昇格したプロ棋士米長  富士川に沿った増穂町の静かな佇まい。
 邦雄さんが故郷・山梨県増穂町に帰省した。  ２２才で６段昇格の米長邦雄が帰郷した。

 文化  自宅縁側で町の人らの歓迎。
 師匠の佐瀬７段と先祖の墓参り。
 床屋の“師匠”と駒を並べる米長。
 町長主催の歓迎会。
 翌日の祝賀将棋大会に将棋ファンが集まった。
 勝ち抜いた５人を相手に指す米長。

 家でも家族と将棋談義。

 毎日ニュース第５９８号 1966/5/18  天草のタイ網  トピックス  ホラ貝を合図に有明海に出漁する船。夏の天
 産業  草名物「赤崎のタイ網」が始まった。  タイ網の準備に追われる漁師たち。

 季節  朝、一斉に有明海に出漁。
 獲物は産卵に集まるタイ。
 海面を囲んでブリ縄を投入してゆく。
 円陣を組んで縄を上げ下ろし。
 タイを驚かして追い込む。
 浜に近づいたところで投網。
 網を引く村人たち。
 網いっぱいにはねるタイ。

 ようこそ自衛艦へ  トピックス  海外日系人４５０人が５月１３日海上自衛隊
 を見学。護衛艦で東京湾を一周した。  日本の海の守りを見学する海外日系人450 人。

 交通  晴海から護衛艦「てるづき」他で東京湾へ。

 艦内では乗組員が抹茶のサービス。
 艦隊の陣形運動をカメラにおさめる人。
 上空には航空集団のヘリコプター。
 みんなで記念写真。

 流行の最先端  トピックス  最新モード。パリから膝上２０センチの超ミ
 流行  ニ。英国から消火設備のある水陸両用艇。  パリ。膝上２０センチアップの超モード。

 これは車の運転に最適。
 町へ超ミニのデモンストレーション。
 英国。水陸両用のホーバークラフト。
 水辺で消火活動の実践。

 最も近代的な消防車として注目。
 高度成長のカゲに  トピックス  高度成長のかげで死傷者の増加が問題に。産

 業の技術革新に安全対策が追いつかない。  鉄工所での危険な作業。
 産業  昨年は６千人以上が死んでいる。

 労災病院は超満員。
 リハビリに励む人。
 産業安全研（労働省）では安全帽のテスト。

 安全対策が工業技術の進歩に追いつけない。
 下請け業者「安全対策は二の次三の次」
 見回りする安全専門官（労基署）。
 まだ熱いボイラー内部の検査。
 こんどは巨大なクレーンの上へのぼる。
 船のドックの40m クレーンの最先端部へ。
 新しい危険をうみだす大型化する機械。

 １万２千もある工業地帯に専門官僅か３人。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第５９９号 1966/5/25  おびやかされる生活  災害  長い地震の影響で暗い表情の松代の町へ５月

－松代地震帯の人々－　  １９日佐藤総理一行が視察に訪れた。  いまだ揺れ続けている松代の町。
 生活  真っ黒な地震記録計。疲労する観測の人達。

 震源地皆神山の地下を探る調査がスタート。
 政治  町の人「逃げだしたい」と語る。

 店をたたんで行商を始めた人。
 キャラバン隊が出発する上山田温泉。
 佐藤総理一行が視察に。
 出迎える消防団ラッパ隊。
 小学校のつっかえ棒見る佐藤総理。
 小学生、プレハブ教室の不安を訴える。
 グラウンドで訴える町長。答える総理。

 バンザイ、握手で帰る総理。

 今日も不安な一夜をおくる松代の人々。
 浩宮さまの遠足  トピックス  浩宮さまは学習院初等科ご入学後はじめて豊

 皇室  島園（練馬区）遠足に。  豊島園へ遠足の浩宮さま。
 美智子さまも付き添いはこれが最後。
 回転ロケットに乗る浩宮さま。

 七年ぶりの後継ぎ  トピックス  後継者不足に悩む国宝修理所。７年ぶりに高
 文化  校卒業したての榎本栄一君が入ってきた。  京都美術院国宝修理所。

 通勤してくる榎本君。７年ぶりの跡継ぎだ。
 法被に着替えてまず掃除。
 傷ついた仏像が運ばれてきた。
 包帯のほどき方から教わる。
 今は解体する手元を見つめるだけ。
 毎日修理に使う竹べら作り。
 一人前まで２０年。暮らしは厳しい。

 下宿のお寺で素振り。
 迎える側もつきっきりで新人教育。
 先輩と一緒に仏像見歩きながらメモする。

 毎日ニュース第６００号 1966/6/1  米原潜、横須賀に入港  事件  米原子力潜水艦スヌーク号が５月３０日横須
 交通  賀に入港。基地周辺は緊張に包まれた。  警官隊で固められた横須賀の米海軍基地。
 世相  反対デモなどものものしい風景。

 （空撮）スヌーク号入港。核爆雷搭載可能。
 空母キティホーク。
 間近に見る巨大な原潜の船体。
 商店街の歓迎ムード。

 新記録の戦国ダービー  スポーツ  人出、売上とも空前の記録となった第３３回
 日本ダービーはテイトオーが優勝。  府中の東京競馬場は２９万の大観衆。

 ２８頭スタート。
 最後の直線テイトオーが抜け出して優勝。

 「お茶」をどうぞ  世相  昨今の喫茶店のおつまみは手品に英会話にセ
 ニョリータ、競馬も予想しオチは落語で。  手品で注文品をだすマジック喫茶。

 英会話が売り物の喫茶店。
 こちらは競馬も予想（大川慶次郎）。
 落語に笑いころげて。
 マンドリン、ギターも教えます。
 フラメンコ舞踊の喫茶店は一杯５００円也。

 危ない宅地  世相  土地や家がほしい庶民の願いに付け込む
 生活  急造の危険な宅地が増えている。  電車借りきって宅地見学の人々。

 庶民の願いに付け込む
 山を切り崩して宅地造成。
 放置状態で荒れ果てた宅地。
 家の裏は危険な造成のガケ。

 山の上の砦のような家々。
 「工事停止」と張り紙される違法建築。
 他人に任せられないと自分で建てる人。
 完成までは泊まり込みだ。

 毎日ニュース第６０１号 1966．6.8  ２０年ぶりの里帰り  トピックス  今は米軍施政下にある小笠原諸島の出身者が
 ２０年ぶりに墓参した。  巡視船「宗谷」が父島へ入港。

 祭事  ２０年ぶりの再会を喜びあう人々。

 島民は欧米系２００人余り。鯉のぼりに歓声。
 生活  草のなかの墓石を起こす人々。

 昭和１９年、７千人が強制疎開になった。
 ジャングルのなかの小学校あと。
 各地に残る戦争の爪あと。座礁した船。
 陸へあがったカヌー。冷凍船来ず漁できず。
 二宮金次郎の像がある小学校。
 英語で教育。去年から平仮名も始まった。
 日本製バイクを乗り回す青年たち。
 漁か基地しか仕事なし。

 手を振る島の人達。皆混血のような顔立ち。
 新人御船が初優勝  スポーツ  琵琶湖畔を走る第２１回毎日マラソンは新人

 の御船芳郎が初優勝。  皇子山競技場をスタートする５９選手。
 マラソン  杉原、岡部らとびだす。

 ２５キロ付近で松原。
 ３４キロで御船がトップに。
 ２位以下を引き離して初優勝。

 歌う天使たち  トピックス  スペイン聖十字架少年合唱隊が来日。東京ほ
 か各地で天使の歌声を披露した。  来日したスペイン聖十字架少年合唱隊。

 芸術  前夜の歓迎会。
 日比谷公会堂を訪れた皇太子ご夫妻。
 歌う天使のような少年たち。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 ウェルカムとゴーホーム  事件  初の原潜寄港で揺れる横須賀。基地で働く日

 本人や商店主らの心境は複雑だ。  現地で檄をとばす社党・成田書記長。

 生活  スヌーク号歓迎の賛成派は艦長に花束を。
 ベトナム帰りの艦船がしばしば寄港。
 修理する日本人労務者。その数８千人。
 街で買い物する乗組員。
 街は１０万人のデモ隊で大騒動。
 雨中、ゲート前に座り込む反日共系学生。

 ごきげんに遊ぶ水兵たち。
 街へ出ないよう店に閉じ込められる水兵達。
 デモの「ヤンキーゴーホーム」の声。
 水兵の酔っぱらいを収容して基地へ。
 横須賀を離れるスヌーク号。

 毎日ニュース第６０２号 1966．6.15  阿蘇のカウボーイ  トピックス  阿蘇高原小国町の珍しい完全放牧。世話する
 産業  若者はカウボーイスタイルがよく似合う。  阿蘇高原を颯爽とゆくカウボーイ。
 季節  完全放牧の牛を囲いの追い込む。

 乳しぼり。
 草原の片隅で子牛が生まれた。
 夜にくつろぐ青年たち。
 農業祭で天皇杯を受賞した野放し放牧。
 離れた子牛を抱いて親牛のもとへ。

 宇宙遊泳に新記録  トピックス  アメリカは６月２日月軟着陸、３日三度目の
 宇宙ランデブーと長時間宇宙遊泳に成功。  6.3 人間衛星船ジェミニ９号打ち上げ。

 宇宙  標的衛星とのドッキングは失敗。
 ランデブーと２時間５分の宇宙遊泳に成功。
 地球を４５周して西太平洋に着水。

 米は月軟着陸にもすでに成功している(6.2)
 緑の谷間で  トピックス  徳島県の御所地方に古くから伝わる名物タラ

 季節  イうどん。ダシは自分たちで捕った小魚。  谷川を堰き止め魚を追い込む人達。
 観光  おつゆのダシ用の小魚は自分で捕る決まり。

 御所地方の名物うどんづくり。
 タライにいれてうどんを冷やす。
 自分で作ったダシ。涼味満点のタライうどん。

 体も大きく力も強く  トピックス  栄養過多と運動不足で肥満の子が増加。先生

 達は肥満解消に知恵を絞る。  遊ぶ子。町の子に太りすぎが増えた。
 教育  教室。先生より背の高い子もいる。

 机に収まらない手足。
 体操、駆け足は苦手。鉄棒は上がらず。
 学校で考えた肥満解消の遊び。
 自分たちの書いた絵にボールをぶっつける。

 古タイヤで跳躍力とバランス感を。
 “フラッシュドッジ”という遊びで敏捷さを。
 みな先生たちの苦心のアイデアだ。

 毎日ニュース第６０３号 1966．6.22  夏山シーズン  トピックス  夏山はとかく軽装で遭難する人が多い。丹沢
 の源次郎沢で指導者講習会が行われた。  山小屋では山のモラル指導。明日の天気は。

 季節  朝霧のなかで出発前の準備体操。

 観光

 白サギは悲しからずや  トピックス  繁殖期を迎えた野田のサギ山。それはまた受
 難の季節。食糧難と住宅難がサギ山を襲う。  羽づろいする鷺。ヒナも孵ったサギ山風景。

 動物  千葉県夷隅郡ではハンター達がサギを追放。
 棒で落とされるヒナ。

 季節  埼玉の有名な野田のサギ山。

 ヒナが落ちても安全なようにワラをしく人。
 子供たちがヒナを拾い学校で育てる。
 農薬でエサのドジョウがいなくなった。
 農薬汚染で苦しむサギ。
 すみかの竹林も枯れ、近くの杉林に移動。
 農家では稲が踏まれると歓迎せず。

 忘れられた子供たち  教育  閉山で廃墟と化した筑豊。貧しさに置き去ら
 れた子供たちが問題になっている。  閉山で廃墟と化した筑豊の炭鉱地帯。

 生活  職安は炭鉱離職者でいっぱい。
 はたらき口なし、山を下りる勇気もない。
 養護施設には親に見捨てられた子が200 人も。
 病気で臥っている子、泥だらけの子。
 学校にいかない子を補導する通称ママポリス。
 補導者と食堂でうどんすする子。
 長期欠席児童を集めた教室（児童センター) 。
 遅れを取り戻し元の学校へ戻る子。
 日曜日、町の子らが送られた本を持って炭住街へ
 子供の世話をするため炭住に住みついた大阪の人
 子供たちの登校を見送るイヌカイさん。

 毎日ニュース第６０４号 1966.6.29  漁民の悲願実らず  政治  来日中のイシコフ・ソ連漁業相がノサップを
 訪れた。地元民の願い安全操業は肩すかし。  根室を訪れたイシコフ・ソ連漁業相。

 外交  歓迎のノサップ岬で故高碕達之助碑に花輪。
 海では漁民たちのデモンストレーション。

 生活  漁村の主婦と握手するイシコフ。
 北洋漁業基地花咲でサケマス漁民と握手。
 缶詰工場へ。
 不安な国境の海へ今日も出漁する漁船。

 お母さん奮戦中  世相  スプレー式の化学薬品、災害時の避難訓練…
 留守を預かる奥さんも近頃ラクじゃない。  台所。スプレー式殺虫剤は引火するので危険。

 生活  ヘアスプレー、マニキュアも火を呼ぶ。
 花火遊びを指導する消防署員。
 団地の避難訓練。３階の窓からロープで脱出。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 “魔女”姉妹の対決  スポーツ  全日本選抜バレーボール大会新旧魔女の対決
 バレー  は新魔女ニチボーの勝利。  もと東洋の魔女も参加した全日本選抜。

 ニチボー貝塚対一般選抜。
 一般、第１セット先取後動きにぶり。
 マッチポイントで若さの勝利。２５６連勝。

 線路を守る  交通  天竜川に沿う国鉄飯田線。全国有数の落石地
 帯で保線区員の苦労は並ではない。  国鉄飯田線。落石で被害を受けた警戒区域。

 災害  列車が通る前後はスクーターでパトロール。

 保線区員は崖に登って浮き石に注意。
 天竜川の船の上から線路の変化を見る。
 国鉄初の保線レインジャー部隊。
 落石防止区域工事。ロープで崖を下りてゆく。
 危険箇所には番屋。泊まりこみで警戒。

 深夜２時にスクーターがくる。安全輸送の陰の力だ

 毎日ニュース第６０５号 1966.7.6  やっぱり“政治”米価  政治  「政治加算はやめる」と始まった米価審議会
 も答申不能で結局政治米価に。  武道館の農民団体中央集会に与野党ご機嫌伺

 物価  い（赤城、成田）。 
 宿舎へ陣中見舞いにきた中川一郎。

 国会  6.29　米価審議会に押し掛ける農民団体。
 委員を代わるがわる呼び出して陳情攻勢。
 圧力団体の陳情にタジタジの福田蔵相。
 農林大臣邸へ塀乗り越えて陳情する農民。
 7.3 答申不能に陥った米価審議会。
 田中対福田。政府と自民党の折衝で政府原案以上で決着

 汗ふく農相。
 初の総理顕彰  トピックス  国家・社会への顕著な功労者を表彰する第一

 回内閣総理大臣顕彰式。  官邸での初の総理顕彰式。
 政治  佐藤総理から賞状を受ける４者。

 祖先の墓に受賞を報告する沢田美喜さん。
 昭和23年大磯町にエリザベス・サンダース・ホーム 開設。
 混血児たちと歩く沢田さん。

 ブラジルの農園建設も軌道に乗った。
 早くも台風襲来  災害  梅雨末期、超大型台風４号が襲来。東京山手

 の中小河川が氾濫したほか全国で被害続出。  大型台風接近で水びたしになった東京下町。
 季節  ストップした新幹線。

 浸水した関東南部。避難した人達。
 全国の浸水家屋１３万戸。狩野川台風以来。
 一夜空けて水が引かない下町。
 山手住宅地の川が氾濫。魚とる子供。
 崖崩れで倒壊した家屋。全国死者５４人。

 都の河川工事の遅れが原因と怒る市民。
 やァやァやァ  トピックス  英女王から勲章貰った超アイドルグループ、

 ザ・ビートルズの来日騒動記。  6.29　羽田は厳重な警戒。
 芸能  トイレにかくれた若者を排除。

 飛行機のタラップに立つビートルズ。
 世相  国賓並みに高級車で宿舎へ。

 ホテル前で気勢をあげる右翼。
 記者会見。つめかけた報道人にあきれ顔。
 宿舎を取り囲んだ少女たち「ビートルズ かわいそう」
 武道館は警察装甲車で厳戒体制。
 延々長蛇の列。
 テレビで人出の生中継、池には警戒のボート。
 騒然たる武道館内部。演奏風景。
 外国のビートルズ騒動では失神騒ぎ。（※）
 興奮して泣き出すファン。
 沿道に泣き叫ぶファンを横目に通り過ぎる列車

 毎日ニュース第６０６号 1966．7.13  用水トンネルの惨事  事故  ７月８日黒磯町の農業用水トンネル内でガス
 農業  中毒事故が発生。２５人死亡。  黒磯町の農業用水トンネルでのガス中毒事故

 詰まった土砂取り除き中発電機のガスが充満。
 木の皮で作った応急担架。
 事故のあった携帯用発電機。
 勤労奉仕での惨事で責任者不明。
（※のち工事現場責任者逮捕）
 九州労災病院から鉄の肺と専門医到着。
 心配される後遺症。
 父の出稼ぎの留守に母親亡くした兄弟。

 灌漑用水に悩む部落の悲劇だ。
 平和部隊の候補生たち  トピックス  日本青年海外協力隊の候補生たちが横浜市根

 岸の研修センターで訓練に励んでいる。  朝の国旗掲揚から候補生たちの訓練。
 ここは横浜市根岸にある研修センター。
言葉の学習や現地の話を聞くなどのスケジュール。
 洗濯などの生活。
 生花する女子隊員。
 娯楽と研修を兼ねた盆踊り。

 石段を上って足腰鍛練。
 魚の曲芸  トピックス  大分市高崎山ふもとの生態水族館。ここの主

 動物  役は芸をする魚たちだ。  水中に魚と戯れる女性。大分のマリンパレス。
 食事の時間に数百種の魚が群がる。

 イシダイの曲芸。見事な輪くぐり。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 お地蔵さんの里  トピックス  東京・奥多摩の青梅は機織りの町。そして三

 祭事  百体のお地蔵さんの里。  山ふところに包まれた青梅の里。
 布団地を織る静かな機の音。
 庭先、石垣、路傍におよそ３００体の地蔵。
 村人が掃除をしたり、水をあげたり。
 地蔵さんにおじぎをして野良へゆく。
 子育て地蔵、山の神、水神さま……
 地蔵を彫る人もいる。
 夜の念仏講。
 子供がほしいと夜参りの人。
 お賽銭は子供たちが自由に使っていい。
 子供たちの遊び道具「けとばし地蔵」。
 野の花を摘んで村外れのお地蔵さんへ。
 花に埋もれた地蔵さん。その前で遊ぶ子ら。

 毎日ニュース第６０７号 1966．7.20  上がる不快指数  健康  伝染病のシーズン、物価の上昇、雨が降れば
 生活  崖崩れの恐怖…不快指数はうなぎのぼりだ。  今日の不快指数に答える気象庁。
 災害  雨に心配増す高台の分譲地。

 暑い！不快指数うなぎのぼりの東京。
 都衛生研究所に持ち込まれる井戸水検査。
 試験管で試験する職員。殆ど飲み水不適当。
 買い物主婦に物価高の追い撃ち。
 団地の主婦らは共同で問屋と直接交渉で購入。
 市価より安いと大好評。
 こちらの団地は値上げ牛乳をボイコット。

 主婦らで配達を始めた。ささやかな抵抗だ。
 仏、太平洋で核実験  世界  フランスは７月２日南太平洋のムルロワ環礁

 核実験  で２５回目の核実験を行った。  サハラ砂漠からムルロワ環礁に場を移した仏。  
 閃光するどく核爆発。米国以来４年ぶり。

 ９月いっぱいまで核実験を続行と発表。
 アメリカに猛暑  トピックス  ロッキー山脈の東部に熱波が定着。アメリカ  異常な暑さに見舞われたアメリカの町。

 気象  は連日３６度の猛暑で死亡者が続出。  寒暖計もヒートアップ、プール。
 街角の水道で子供たちだけ大はしゃぎ。
 全米で１４０人以上死亡、黒人暴動、殺人等。

 海辺にのたうつ市民。
 うらみの亜硫酸ガス  健康  最新の石油コンビナート地帯三重県四日市市

 産業  では今“四日市ぜんそく”が問題化。  日本最大の石油コンビナート四日市市。
 灰色に霞む町。マスク姿で通学する子供。
 学校ではまずうがい、乾布まさつから。
 授業中でも窓を閉め、空気清浄器にマスク
 気分悪くなり病院へ行く子は毎日のこと。
 コンビナート周辺に目立つ空家。
 公害ゼンソクで自殺した大平さん。
 その死をムダにするなと市民の決起集会。
 陳情を受ける市当局も市議会も打つ手なし。
 コンビナートが見える病院のゼンソク患者。
 「コンビナートと心中を」とうらみを語る患者。
 夜、病院を抜け出して仕事に行く人。

 毎日ニュース第６０８号 1966．7.27  こどもたちの体験入隊  季節  小中学生の夏休み行事の一つ自衛隊体験入隊
 教育  が今年も始まった。熊本・西部方面隊の例。  トラックに乗り込む熊本・白川中学校の子ら。

 今日は自衛隊に体験入隊だ。
 阿蘇・外輪山の吉無田高原へ到着。
 まず国旗に威儀をただす。
 毛布、シーツを渡されて隊員気分。
 テント張り開始。
 夕べのキャンプファイアはじまる。
 朝霧の中、起床ラッパ。まだ眠そうだ。
 飯盒の使い方を教わって、炊飯コンクール。

 さて優勝者は。

 黒獅子機を追って  スポーツ  第３７回都市対抗野球が２３日開幕。世界ア

 マチュア選手権の出場権もかかっている。  ３１チームが集う第３７回都市対抗開会式。

 （空撮）入場行進。

 電電近畿から優勝旗返還。
 「セ」連敗免がる  スポーツ  プロ野球オールスター戦。パの２勝１敗で終

 わったが新人堀内、森安の活躍がみごと。  オールスター第３戦の広島球場。
 長嶋、江藤のヒット、古葉ホームラン。
 ７回から堀内、森安２ルーキーの投げあい。

 セ、３連敗免れる。
 稲がくさる！  災害  新潟県下を襲った集中豪雨で加治川が決壊。

 農業  穀倉地帯蒲原平野は一週間たっても水の下。  （空撮）集中豪雨で水に埋もれた蒲原平野。
 加治川の決壊現場で懸命の仮締切作業。
 昼夜兼行の自衛隊、消防団、地元の人々。
 田んぼが土砂に埋まった惨状。
 泥の中での後始末。「お先まっくら」と農民。
 浸水で孤立状態の豊栄町。
 避難者を慰める女子大生グループ。
 工場の女性たちは炊き出しにおおわらわ。
 子供たちは避難先で合宿。
 避難先・学校の廊下は運河さながら。
 学校からボートでわが家へ向かう人々。
 泥流のなかを歩き続ける人々。
 阿賀野川の水は締め切っても流れ込む。
 深い水の底に沈んだ稲。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第６０９号 1966．8.3  夏に稼ぐ  季節  連日の暑さに湘南の海は満杯。大阪の水中喫

 世相  茶、潜水学校が涼をよぶ。  湘南の海は浜も脱衣所も人出埋まった。
 遊園地の人工スキー場に水を流して人集め。
 大阪のプール喫茶は珈琲一杯で泳げて…
 それを眺めてまた結構。
 ブームの潜水学校も各所に誕生。
 ホテルのプールに現れた潜水夫はモデル。

 汗だくのファッションショー
 山のお医者さん  健康  東京・巣鴨の内科医山科さんは週の半分はい

 医療  つも秩父の奥の無医村で診療にあたる。  本日休診の看板をかける巣鴨の山科医院。
 車で向かった先は秩父の山奥の無医村地区。
 部落の集会所が臨時の診療所。
 来られない人二は往診も。
 働く主婦たちのもとへ。胸に聴診器を。
 山の不自由な生活も慣れた。
 味噌とそば粉のおだんごが特製食。

 ヘッドランプをつけて急病人のもとへ。
 大臣になるときやめるとき  政治  佐藤内閣の改造が始まった。降ろされる現職

 大臣と入閣予定議員の一喜一憂。  色紙を書きまくるさかた農相。永山自治相。
 中村運輸相は地元福岡へ（パトカー先導）。
 中村「やめて３年たてばそんな 大臣おったかと」
 議員会館でそわそわ電話とる荒船。
 長谷川四郎「新婚で嫁さん迎えるきもち」
 歌詠んで大臣になった気分の議員。
 組閣本部に乗り込む佐藤総理。
 テレビで閣僚名簿の発表。
 「労働大臣」と聞いて喜ぶ山手満男。
 「運輸大臣、荒船…」に一瞬耳を疑う荒船。
 自分で車を呼び、官邸にゆく荒船。
 ヒナ段に並ぶ第２次佐藤改造内閣。

 毎日ニュース第６１０号 1966．8.10  踏切にご注意  交通  列車の増加に伴う踏切事故を減らそうと国鉄
 トピックス  では踏切保安対策と交通緩和に努めている。  列車通過する踏切。

 工事中の立体交差。完成した立体交差。
 踏切自動化工事もすすむ。
 非常ボタン装置。車立ち往生で慌てて押す。
 発煙筒から煙が出て電車止まる。
 怖い無人踏切を渡る親子。
 いったん下りると容易に開かない遮断機。
 遮断機あがるとはみ出すほどの歩行者。

 鐘が鳴っても渡る歩行者（無人踏切）。
 テキサスのライフル魔  事件  猛暑のテキサス州オースチンで元狙撃兵の乱

 世界  射事件が発生。１３人が射殺された。  オースチンの州立大学の時計塔から乱射魔。
 倒れる人。死者１３人。
 重軽傷者を助けだす。

 凶行に使われた銃器。
 晴れのヨーロッパ旅行  教育  毎日新聞主催の第３回健康作文コンクール表

 健康  彰式。入賞者はヨーロッパ旅行に出発した。  健康作文のテーマは「私のお友だち」。
 文部大臣賞は宮城・大貫小６の斉藤智さん。
 厚生大臣賞は八王子５中３年太田有紀子さん。
 その他９人に賞状。

 ごほうびのヨーロッパ親善旅行に出発。
 ２１年目の１１人 社会、医療  被爆者過去帳に１１人が加わった。東京の被
－東京の原爆犠牲者－　  爆者は５千人。悩みは専門医不在と生活苦。  今年も原爆の犠牲者が、東京でも。

 過去帳に新たに１１人が。
 冥福を祈る人。東京の原爆患者は５千人も。
 歩行困難な老人は真夏でもカイロで温めて。
 専門病院なく治療受けられず。
 患者「一年にいっぺん医師にきてほしい」
 原爆健診室へ行ったその足で職安へ。
 患者「原爆症では会社は雇ってくれない」
 薄暗い保護施設で職も身寄りもない老人。
 東京でささやかな慰霊祭。
 めまいと頭痛を冷やしながら……

 毎日ニュース第６１１号 1966．8.17  もぐりコンクール  トピックス  熱海でもぐりを競う水中競技日本選手権が行
 観光  われた。入賞者はキューバでの世界大会へ。  銃声を合図にザブン。潜水マニアのコンクール。

 （水中）空気ボンベを使わず漁を競う。
 見事に仕留めたイシダイ。
 魚の同じ場所に戻る習性を利用する。
 チャンピオンは２８キロの水揚げ。

 エモノを計量し、優勝カップ。
 チンパンジーのチエだめし  動物  鋸山ふもとのチンパンジー集団飼育場で心理

 学者による知恵テストが行われた。  鋸山ふもとのチンパンジー園。
 変なモーションでボールを投げるチンパ。
 吊るされたエサをどうして取ろう…
 小道具のリンゴ箱を利用し共同作業で成功。
 板きれも巧みに使いこなす。
 ウルトラＣ級。タイヤを持ち出しその上に箱を重ねて成功

 モンタ君は箱をタテにして成功（これが調査の狙い）。
 中国服のエアホステス  トピックス  日航初の外国人ホステス香港線に乗り組む中

 交通  国人女性７人が訓練にやってきた。  妙麗な中国人ホステス７人が訓練に来日。
 まず日本語の勉強。
 ６００人の応募者から選ばれた美人ぞろい。
 機内での色々なサービスの勉強。

 今日は機内食のお客さま。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 歌って踊って選挙はよろしく  国会  内閣改造が終われば解散間近。お盆は代議士

 選挙  たちにとって選挙区回りの好機だ。  代議士音頭の吹き込みに立ち会う久野忠。
 地元で久野忠音頭に合わせて盆踊り。
 荒船新大臣もお国入りで気焔。
 祝賀会場に流れる清十郎の歌にご満悦の荒船。
 選挙区の仏壇を拝んで回る代議士。
 福田蔵相も選挙区で酒を注いで回る。
 盆踊り会場に現れた先生も踊りの輪に。

 毎日ニュース第６１２号 1966．8.24  新清水トンネル貫通  交通  群馬・新潟県境谷川連峰下をぶち抜く新清水
 トンネル貫通式が８月２０日行われた。  貫通の日の新清水トンネル。

 ハッパのスイッチを入れる国鉄藤井技師長。
 13.5キロが貫通。両側から握手。
 酒樽が割られ、祝杯をあげる関係者。
 新と旧のトンネル。複線化で輸送力３倍に。
 水に悩まされた工事の仕上げ。
 国鉄初の地下駅になる湯檜曽駅。
 谷川登山の玄関土合駅。このホームも地下に。

 北陸トンネルに次ぐ長さ。完成は来年２月。
 ようこそ東京へ  トピックス  北海道から九州の離島まで僻地５校３５人の

 教育  児童が憧れの東京見学にやってきた。  新幹線で東京に着いた子供たち。
 あるスタンプ会社の好意で実現。
 首相官邸へ。愛知官房長官が出迎え。
 羽田空港、東京タワーへ。

 お土産買って、遊園地で思い出づくり。
 “悪”追放作戦  世相  夏は性犯罪のシーズン。警察とお母さんが協

 教育  力して“悪”の追放に乗りだした。  警視庁の「悪書追放ＣＭ」。
 家に持ち込めない悪書は専用ポストへ。
 出るわ出るわ…悪書を回収するお母さん達。
 女学生がお尻を切られた北九州ではプールに男女の仕切り
 キャバレーで護身術の講習会。
 交番で防犯ベルの貸出。
 夜の公園では父兄のパトロール。

 遅い時間のカップルに注意する父兄。
 宿題教えます  季節  夏休みの悩みは宿題。町の集会所、宿題相談

 教育  所は大賑わい。観光旅館も宿題引受ます。  電話攻勢に参るお天気相談所のおじさん。
 子供たちは宿題の追い込み。
 観光地では「宿題みます」大当たり。
 デパートでは宿題何でもＯＫの特別サービス。
 身仕度して山へ。泊まりがけの昆虫捕獲大作戦だ。
 誘蛾灯にあつまる虫を捕虫網で。
 デパートでは昆虫大バーゲンセール。
 博物館でも宿題大作戦。
 子供の質問に答える係員。
 新学期の教室は立派な努力の成果が並ぶ。

 毎日ニュース第６１３号 1966．8.31  羽田でジェット機炎上  事故  ２６日羽田で資格試験中の日本航空コンベア
 交通  ８８０が離陸に失敗して炎上。全員焼死。  羽田空港誘導路で炎上するコンベア８８０。

 化学消防車から放出する泡。
 副操縦士の資格試験の最中のできごと。
 滑走路に残る車輪のスリップ痕。

 燃える胴体、車輪など散乱する機体。
 ユメとユーモアと  芸術  ピカソと並ぶ今世紀最大の画家スペインの「
 　　　　－ミロ展開く－  ホアン・ミロ展」が国立近代美術館で開催。  京橋の国立近代美術館で開かれたミロ展。

 ご来場の高松宮、同妃。
 夢とユーモアと喜びを描いた半世紀。
 「昆虫たちの 会話」「酔った馬」など豊かな色彩。

 彫刻、陶器など含め１７１点展示。
 伸びてきた若い芽  スポーツ  アジア大会派遣選手選考を兼ねた全日本水泳
 　　　　－全日本水泳－  選手権で高校、中学生選手の活躍が顕著。  １００米自由で日本新を記録した木原。

 男子バタフライで高校生が２位。
 女子バタフライ決勝で高校生の石井が優勝。
 女子背泳決勝はローティーン同士の争い。

 若い芽が着実に伸びてきた。
 声を贈る  教育  目の不自由な人たちに読書の楽しみを。だが

 奉仕  無料奉仕の朗読者は数が少ない。  録音作業にかかる勤め帰りの声の奉仕者達。
 点字図書館のライブラリーは今２万本。
 盲人のホームでは毎日音の読書が行われる。
 テープかける手も慣れたもの。
 貸出数は点字本の３倍。図書館に戻るテープ。
 読み手は全国で僅か１３０人ほど。
 家にスタジオを作った。 
 だが密室の暑さには参る。
 作家の杉本苑子さんを訪ね字の読み方を教わる。
 深夜、雨戸を閉め防音板をはめて録音開始。
 汗だくで朗読の折尾さん。もう８年になる。

 毎日ニュース第６１４号 1966．9.7  サンマ豊漁  トピックス  北の海はサンマの季節。大型漁船も解禁にな
 漁業  り豊漁にわいている。  夕方、漁場へ急ぐサンマ船。

 北海特有の濃霧の集魚灯が映える。
 魚群を招き寄せて、網投入。
 大漁のサンマが一網打尽。はねるサンマ。
 ひと網７千キロで、一晩に３網。
 スイカ頬張って笑いの止まらぬ漁師たち。

 市場に山積みされたサンマ。
 異国の丘に祈る  トピックス  モンゴル高原に眠る日本人将兵、一般邦人の

 祭事  政府派遣墓参団が２５日アムラルト墓地へ。  ウランバートル郊外の丘に立つ墓地。
 アムラルト墓地で慰霊祭。祈る墓参団。
 草原に木の碑を立て遺品を埋める遺族。
 スターリン像が残るウランバートル市。

 デパートのようす。逞しい蒙古相撲など。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 しごかれる男たち  スポーツ  バレーボール、少林寺拳法、フェンシング…

 姉さんコーチにしごかれる男が大はやり。  東洋の魔女半田百合子さんにしごかれる京都産業大学。
 高校生の内山鈴子さんは少林寺拳法初段。
 師匠に代わって大の男に技の手ほどき。
 佐々木まさえさんにしごかれるのは気仙沼高校

 オリンピック候補の腕前で同校は東北大会で２位に。
 緑がほしい  世相  都市では土は貴重だ。学校でも団地でも僅か

 生活  な土に緑を愛でる人々。  ビルの屋上やマンションに庭を作った人。
 土がなくても庭を作る造園会社が大うけ。
 小学校では僅かな空き地で自然教室。
 他校から見学者がくるので雑草も刈れない。
 土も計り売りの時代。
 テラスの植木も目立つようになった。
 団地族は農家の畑を借りて花づくりだ。

 毎日ニュース第６１５号 1966．9.14  首位打者はもらった  スポーツ  プロ野球も終盤戦。話題は熾烈な首位打者争
 いだ。  長嶋、遠井、中、江藤の首位打者争い熾烈。

 一歩後退する遠井、中。
 ３度目の栄冠を狙う中日江藤も併殺打。
 長嶋ドラッグバント。
 江藤は１塁ヘッドスラディングで打率稼ぎ。

 小刻みに打率を稼ぐ長嶋。
 アクロバット機墜落  事故  カナダ・トロントの全国博覧会に出演の米海

 軍アクロバットチーム。その１機が墜落。  全国博覧会に妙技を見せるブルーエンジェル。

 オリバー隊長機が観衆の目前で墜落。
 跳びつき跳びこせ  スポーツ  オランダ北部フリースラント地方の一風変わ

 った棒高飛び選手権大会。  フリースラント 地方の運河を飛び越す選手権大会。
 運河の中の棒に次々飛びつく。
 うまく向こう岸へ渡れるか、失敗に大喜び。

 みごと成功した人。
 死者９０００人　街道の魔王  交通  トラックが走る街道は今や無秩序状態。交通

 事故  事故の半数がトラックによるものだ。  我がもの顔に街道を飛ばすトラック。
 渡るに渡れない街道沿いの人達。
 窓から街道を覗く子供。
 ネコにヒモ「ネコがはねられて片づけもできない」
 田んぼに横転したダンプカー。
 今年９千人の犠牲者の半数はトラック禍。
 川越市霞が関小学校の児童３人が犠牲に。
 路傍の墓碑に花束供える子供。
 警察の取り締まり。ほとんど過積載。
 トラック同士、取締まり情報を交換しあう。
 脇道へそれるトラック。
 タコメータ取りつけたある砂利会社。
 いくら追い抜かれても制限速度で。
 タコメータを調べる会社側。
 無謀に追い越してゆくトラック。

 毎日ニュース第６１６号 1966．9.21  長寿を祝う  健康  ９月１５日は敬老の日。今年から始まった祝
 祭事  日で日比谷公会堂では記念式典を開催。  日比谷公会堂に皇太子御夫妻ご臨席。

 今年から始まった「敬老の日」の記念式典。
 ２５１人のご長寿に佐藤総理から銀杯など。
 品川の大谷ミツさんにも記念品が届いた。
 慶応元年生まれの百一歳で医者知らず。

 縫い物もし、朝夕散歩を欠かさない。
 初の宇宙メリーゴーラウンド  宇宙  アメリカは９月１２日宇宙衛星のドッキング
－ジェミニ１１号－　  、宇宙遊泳、メリーゴーラウンドに成功。  打ち上げられる標的のアジェナ衛星。

 追尾するコンラッド、ゴードンのジェミニ11号。
 地球１周目でドッキングに成功。
 ゴードンは船外でアジェナとロープで結索。
 そのまま３時間にわたり周遊（メリーゴーラウンド)。
 西太平洋上に着水。最高度記録も樹立。

 ヘリで空母へ移動する２飛行士。
 お堀端の新名所  トピックス  毎日新聞新社屋パレスサイドビルの完成を記

 建築  念して日活映画の試写会が行われた。  皇居お堀端に立つパレスサイドビル。
 九段会館で新社屋落成記念試写会を開催。
 日活映画「絶唱」。主演のオオタマサコも。
 和泉雅子も花束もってお祝いに。
 上田社長のテープカットで新鋭輪転機始動。
 １時間に１５万部、色刷りも可能。
 原稿を自動的に送るカードスライダー。

 夜に輝くパレスサイドビル。
 １０万人の文化祭  トピックス  甲子園球場で創価学会のマンモス文化祭が開

 祭事  かれた。  甲子園球場の人文字は創価学会の文化祭。
 １６００人の女子部員のリズムダンス。

 夜も続く火の乱舞。
 実りの秋はきたけれど  災害  ７月の集中豪雨で致命的な打撃を受けた新潟

 農業  県の穀倉地帯・豊栄町の“実りの秋”は。  蒲原平野は稲の採り入れシーズン。
 （回顧）7.17集中豪雨の加治川決壊で一面泥
 海と化した豊栄町の水田地帯。
 ２か月たっても残る災害の大きなツメ跡。
 荒れた田んぼ。水中に立ちぐされた稲。
 男は出稼ぎ、女は日雇いに。
 壊れた家の側にプレハブ住まい。
 「子供が小さいので」どこへも行けない主婦。
 実らぬ稲を見つめる農夫。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第６１７号 1966．9.28  各地に大きなつめ跡  災害  ９月２４日静岡東部に上陸し本州を縦断した

－台風２６号－　  観光  台風２６号。山梨・静岡県下の被害甚大。  吹き荒れる風。記録的な豪雨となった26号。
 座礁し横倒しになった船。
 山梨県足和田村西湖・根場は山津波で全滅。
 自衛隊が泥の中で懸命の救出、復旧作業。
 奔流の土砂に押し潰され跡形もない５５戸。
 遺体、家畜を掘り起こし運ぶ消防団。
 35人の犠牲者を出した西湖で合同葬儀。
 一つの柩に収まった親子の遺体。
 白木の棺が積まれた根場は死者行方不明64人。
 富士山の姿がいたましい。
 静岡・安倍川上流の梅ケ島温泉を襲った鉄砲水
 荒れ川原と化した温泉街。

 （空撮）白い大蛇の川。破壊された温泉街。
 航空路をまもる  トピックス  ９月２０日は航空日。空を飛んだ養護施設の

 交通  子と、空の安全を守る航空無線標識の話。  飛行機に乗る養護学校の児童。
 日本操縦士協会が施設の子を空に招待した。
 大子航空標識所。
 空の安全確保に電波チェックが欠かせない。

 山の頂上にある精密な機械の点検。
 大移転作戦  トピックス  毎日新聞社が明治・大正・昭和３代の有楽町

 産業  から皇居北側の新社屋へ移転した。  有楽町の本社ビル。
 移転のための引越作業。
 その中で編集局は大忙し。
 編集局最後のカンパイ。

 新社屋ではもう輪転機が回っている。
 地震と地すべりのなかで  災害  地震と新たに地すべりのダブルパンチにおの

 生活  のく長野県松代町のひとたち。  9.17松代町の地すべりで１０戸圧し潰される。
 原因調査する人。
 湧きだす水はビニールで自衛。
 ゆるんだ地盤には警報器取りつけ。
 徹夜で警戒にあたる地元の人々。
 夜の警官パトロール。
 ヘルメット着用で蚕の世話に戻る人。
 地元民「総理は視察だけ。頼りにならぬ」
 プレハブ住宅づくりはまだできず。
 中村町長の現場回りが頼り。

 毎日ニュース第６１８号 1966．10.5  峠の駅よさようなら  トピックス  観光北海道の名物狩勝峠の眺めも９月いっぱ
 交通  いで車窓から消え、新狩勝線にかわった。  煙を吐いて狩勝峠をのぼる蒸気機関車(SL)。

 機関士を煙から守る蓋付トンネルは根室本線名物。
 雄大な十勝平野。
 10月から山のふもとを回る新線に切り換え。
 峠の新内駅。最後の列車を送り出して店終い。
 郵便局も看板をはずす。
 残るは農家だけ。
 学校では生徒が転出のあいさつ。
 新内神社の秋祭り。
 直会も最後のにぎわい。
 １０月１日、落合駅で新狩勝線の開業式。

 新線をゆく新列車。勾配もゆるい。
 日本またも敗れる  スポーツ  デ杯インターゾーン進出をかけた東洋ゾーン
－デ杯東洋ゾーン決勝－  決勝。またも厚いインドの壁。  ９月３０日、田園コロシアム。

 シングルス第１試合、石黒対クリシュナン。
 同第２試合、渡辺対ラル。翌日再試合で貴重な一勝
 ダブルス完敗のあと、渡辺対クリシュナン。

 ６度戦って全敗。インターゾーン 進出ならず。
 大鵬の花嫁さん  スポーツ  横綱大鵬が秋田美人の小国芳子さんと婚約。

 媒酌は石田博英夫妻。  小国芳子さんと結納を交わす大鵬。
 媒酌の石田博英夫妻

 記者会見の二人はあがり気味。
 台風禍の村  災害  台風２６号から１週間。山津波被害の山梨県

 足和田村根場・西湖両地区のその後。  足和田村根場の災害現場。
 一家６人を呑み込んだ土砂の山。
 懸命の遺体捜索。１３人がまだ不明だ。
 息を呑む森総務長官。
 西湖に浮かぶ牛の遺体。
 ダイバー、自衛隊が水中捜索。運ばれる遺体。
 モデル農村だった根場。水運ぶ孤独な老婆。
 身寄りがなくなった子供は民家で勉強。
 物置や神社で身を寄せあう不自由な生活。
 出稼ぎから帰って立ちすくむ若者。
 新たな台風に追い立てられる人々。
 すさまじい山崩れ現場。
 砂防ダムの呼び調査始まる。

 毎日ニュース第６１９号 1966．10.12  ５０分だけの観光地  観光  琵琶湖北部の竹生島。浜大津からの定期便は
 トピックス  日に一便。停泊５０分間だけの観光地だ。  浜大津。

 紙テープはサービスで琵琶湖遊覧へ。
 遊覧船上は飲めや歌えでにぎやか。
 竹生島では船が近づくと急に店びらきだ。
 日に一度の定期便。一斉に降りる観光客。
 弁天さまへは２００の急な階段だ。
 土産物屋のひとだかり。
 船が去れば早々と店じまい。

 郵便屋さんも五日に一度だ。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 スピード王にスチュアート  スポーツ  世界三大カーレースの一つ、インディ決勝戦
－インジ・レース－　  が富士スピードウェイでおこなわれた。  富士スピードウェイで競うインディ決勝戦。

 一周４キロを８０周。難所ヘアピンカーブ。
 ３０周過ぎてスピン続出。
 ６０周目でヒルがトップに。
 スチュアート、ピットイン。
 ヒル脱落し、スチュアート独走。

 優勝したスチュアート(27)。421 万円獲得。
 盛大に披露パーティ  トピックス  毎日新聞東京本社の新社屋披露パーティが６

 建築  日開催。内外４千人の著名人が出席した。  パレスサイドビルで新社屋披露パーティ。
 文化  愛知官房長官、森総務長官の顔。

 パーティ会場の岸信介、石田礼助、大宅壮一。
 釣りラッシュ  トピックス  このところにわか太公望が増え東京近郊のア

 観光  ナ場はスキ間もないほどの釣りラッシュ。  土曜の午後、釣り竿片手に勤務先から直行。
 岸壁は早くも釣りラッシュ。
 日曜日、釣り天狗でごった返す江ノ島。
 投げる、投げる、もつれあう糸。
 人ばかり多くてエモノさっぱり。
 東雲バス停前はえさ屋が店開き。
 ハゼは豊漁。埋立測量は仕事がお手上げ。
 弁当屋さんも抜け目なく進出。

 毎日ニュース第６２０号 1966．10.19  交通事故をなくそう  事故  交通事故絶滅を願って安全運転を競い、運転
 交通  マナーや正しい通行を呼びかける。  無謀運転にバイク事故。死者既に１万人。

 筑豊農高では単車を正科に取り入れた。
 府中では安全運転コンクール。
 無謀運転顔負けの乱暴横断の歩行者。
 交通裁判所。違反者日に２千人、罰金１億円。

 運転免許は東京で日に４千人に交付される。
 日本シリーズ開幕  スポーツ  後楽園球場での日本シリーズ第１戦。南海ら

 しさなく巨人の快勝。  第１戦は巨人城之内、南海渡辺の投げあい。
 巨人、国松、土井、王で満塁。
 長嶋、森の連打で渡辺ノックアウト。
 リリーフ村上から長嶋ホームラン。

 南海らしさなく、12-5で巨人。
 期待されざる大臣像  政治  「一つぐらい」との迷言で更迭された荒船運

 内閣  輸相。大臣の不祥続きで佐藤内閣ピンチ。  「自民党に申し訳ない」と辞任の荒船運輸相。
 （回顧）決算委員長時代の荒船。
　蛮声あげて入閣。
入閣記者会見「色々問題あって」
 新聞記事「一つぐらいいいじゃないか」
 選挙区深谷に急行停めたが利用者少なし。
 新聞。大阪拘置所問題、運輸業者肩入れ、食事等
 代議士音頭で選挙区乗り込み。
 地元民に「友の会」鉢巻き配り。
 後援会「道路など地元には色々やってくれた」
 後任には同じ川島派の藤枝泉介。
 飛行機降りる松野頼三にも芳しくない噂。
 佐藤総理に責任の声高まる。

 毎日ニュース第621号 1966．10.26  傷だらけの佐藤内閣  政治  荒船、松野、上林山…大臣の相次ぐ不祥事で
 国会  総辞職、解散を激しく迫られる佐藤総理。  委員会。大臣不祥事の追求を受ける佐藤。

 野党「ミソクソ混合内閣だ」
 荒船、松野農相、米から帰国の上林山栄吉。
 （回顧）自衛隊機でお国入りの上林山「秘書がやった
 佐藤総理邸に釈明にゆく上林山防衛庁長官。
 ある代議士は言う「根本的に治療は困難」

 苦しい佐藤総理。
 日本一　巨人  スポーツ  巨人３勝２敗後の日本シリーズ第６戦。日本
ドジャースと対戦  一となった巨人はＬＡドジャースと対戦。  巨人２年連続８度目の優勝の瞬間。

 ２２日、ロサンゼルス・ドジャースと対戦。
 先発金田、連打を浴びてＫＯ。
 長嶋中前打、王、末次ヒット。

 投げてはリリーフ渡辺が滅多打ちで負け。
 美智子さまのお誕生日  皇室  美智子妃殿下は10月２０日、３２才のお誕生日を

 迎えられた。  東宮御所の庭で バラの 花をご覧の皇太子ご夫妻。
 ２０日、美智子さま３２歳に。

 丸々ふとった礼宮と。
 運動会屋さん繁盛記  スポーツ  電話一本で運動会を取り仕切ってくれる運動

 世相  会屋さんが登場して大ウケ。  電話一本で運動会引き受けます、の珍商売。
 社長は日に１０軒の企業を駆け回る。
 景品、ゲームの小道具の仕入れ。
 一番気になるのは天気予報。
 毎晩空を仰いで天気ぐあいを調べる。
 日曜の早朝、グラウンド に乗り込んで陣頭指揮。
 線を引いたり、水をまいたり。
 入場行進も立派に仕切る。
 レースが始まると実況放送。
 笑いころげる観客。
 こんどはカメラマンと何でもやる社長。
 車で予報聞きながら２１会場をかけもち。
 ここではピストル打つ役。
 一息入れてまた空見る社長。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第６２２号 1966.11.2  やめさせません　やめません  国会  衆院内閣委で野党の厳しい追求をかわした上

 内閣  林山長官。自衛隊観閲式では胸はって。  佐藤総理「西村君を大臣にする」と演説。
 政治  内閣委員会で楢崎ら与党の道義を追求。

 針のムシロの上林山。辞めるとは言わず。
 自衛隊観閲式で佐藤総理と並ぶ上林山長官。

 歌詠んでご満悦の上林山。
 のびる「こども銀行」  トピックス  こども銀行は全国で１万３千余、預金高２百

 教育  億。敏音知小、高崎三中、愛国学園を例に。  校内放送「明日は低学年の貯金日です」
 子供たちの手でやる出納。
 その数全国で13,660行。預金高２百億円。
 大蔵大臣表彰受ける優秀校。
 北海道敏音知小の子供たちは農家の手伝い。
 金を貯金して修学旅行、就職に役立てる。
 高崎３中では月に一度１円募金。
 集まった金で病院、施設を慰問する。
 愛国学園生徒銀行は窓口30、毎日交代で開設。

 卒業生は本物の銀行からひっぱりだこ。
 新味なく終わる  戦争  米国、豪州、韓国などベトナム派兵７か国首
－マニラ会議－　  世界  脳会議は従来通りの方針を確認しただけ。  マニラで開かれたベトナム派兵７か国首脳会議。

 共同声明に署名するジョンソン大統領。
 同大統領はその足で南ベトナムの米基地を視察。

 リンカーン以来の前線視察に意気高まる。
 「私は泣かない」慈善試写会  トピックス  身障児を描いた映画「私は泣かない」の慈善

 芸能  試写会が毎日新聞主催で行われた。  新宿の日活劇場で開かれた慈善試写会。
 安川定男（社会福祉普及協会会長）。
 中上川（藤原）あき（脳性マヒ児をまもる会会長）。
 主演・和泉雅子のあいさつ。

 売上は都内の養護施設へ。
 バッタとトビと飛行場  トピックス  長崎・五島列島の福江空港。イナゴやバッタ

 交通  が大量発生してトビの大群が襲来。  長崎・五島列島の福江空港。
 空港の周囲では畑に農薬散布中。
 追われたイナゴ、バッタが空港へ。
 それを追って人間が、そしてトビが……
 低空飛翔するトビ。
 管制官の通報で市役所のハンターが出動。
 ハンターがくると逃げるトビ。
 射殺されるトビ（一人８羽まで）。
 エモノはみせしめの吹き流しに。
 飛行機離陸直前はトビ掃除がたいへん。

 毎日ニュース第６２３号 1966.11.9  札幌で「一日内閣」  政治  「一日内閣」で札幌へ乗り込んだ佐藤総理は
 災害  冷害地などを視察。政界の黒い霧にも言及。  11.5　千歳空港の佐藤総理一行。

 早来町の冷害地視察へ。
 実の入っていない稲に驚き、…
 農民の悩みに耳を傾ける。
 札幌市の道立整肢学園へ。
 「一日内閣」に総理ほか１１人の閣僚出席。
 質問は冷害、大臣不祥事、政治姿勢に。

 佐藤「政界刷新に全力を」と記者会見に臨む。
 ヘッディングも平気です  スポーツ  急上昇のサッカー人気。清水市の江尻小学校

 では２０人の女子サッカー部員が活躍。  ボールと一緒に登校する清水市江尻小の児童。
 男女サッカー部員一斉にグラウンドへ。
 女子チーム ができて６年。今20人の女子部員。
 男子に混じって毎日２時間の練習。
 果敢にヘッディング。へいきだよ。
 お昼休みは針しごとも。
 今日は男子チームと試合。
 男子を圧倒する女子チーム。

 スクラム組んで気勢だってあげる。
 シャボン玉おじさん  トピックス  運輸会社の鈴木さんは発明おじさん。発明表

 発明  彰４０件。ライフワークはシャボン玉だ。  アイデアが浮かぶと道端にもしゃがみこむ。
 発明マニアの鈴木一宏さん。
 道楽が高じて表彰受けたもの４０件。
 ヒマさえあればアイデア考え中。
 タバコ立て、声の出る郵便受け……
 アコーデオン式人工呼吸器。
 水フィルターの安全パイプ。
 ライフワークはでっかいシャボン玉つくり。
 新鋭機は１分間に６００個できる。

 シャボン玉にはしゃぐ子供たち。
 毎日ニュース第６２４号 1966.11.16  秋深し  季節  高千穂、伊勢湾、釧路、そして栃木郊外から

 産業  秋の頼り。  九州高千穂の農家では家畜の冬用エサ作り。
 北海道・釧路はシシャモが豊漁。
 三重県長島町。伊勢エビ最盛期。
 アミにからまる大ぶりのエビ。
 栃木郊外の農家ではカイロ灰づくり。
 オガラを燃やしても炎をたてないのがコツ。
 まっくろになって灰を運び出す。
 １戸あたり３０万円の臨時収入。

 煙と灰神楽の作業だ。
 日航機ニューヨークへ  トピックス  日本航空のニューヨーク乗り入れ一番機が１

 交通  １月１２日羽田を出発。  ＪＡＬ東京－ニューヨーク線就航式。
 祝うジョンソン駐日大使。
 一番機のキモト機長に花束。
 松尾日航社長がテープカット。

 離陸。ホノルル、ＳＦ経由で１９時間の旅。
 共和党が進出－米中間選挙－  世界  ベトナム戦争が影を落とすさ中の米中間選挙

 選挙  は民主党が多数を制したが共和党も進出。  11.8  米中間選挙は与党民主党が優位。
 共和党も予想以上に進出。

 知事選では共和が圧倒。喜ぶレーガン知事。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 全日空機松山沖に墜落  事故  １１月１３日夜大阪発の全日空機が松山沖に

 交通  墜落。乗客乗員５０人全員死亡した。  11.13  YS-11機松山着陸に失敗し海に墜落。
 松山沖で墜落機発見。乗客乗員５０人死亡。
 羽田。現地に向かう遺族。
 岸壁で雨風の海を見つめる遺族。
 遺体は松山西警察署に安置。
 １２組の新婚旅行あり。
 短い滑走路を拡張中だった。ゆく霊柩車。

 施設不備、パイロット の健康など問題多し。
 お巡りさんお忙し  世相  いま全国的に巡査の人手不足。駐在さんのア

 イデアや住民の協力で乗り切る作戦。  団地住民２万人にたった一人のお巡りさん。
 交番の留守を預かる奥さんもてんてこまい。
 下町の駐在さんは大工道具持参でパトロール。
 カギの取付けサービスも人手不足防衛策。
 都心部の交番では道聞く人日に３千人。
 見かねて近所の人が道案内の無料奉仕。
 千葉県警では定時制高校生をパートタイムで使う。
 盛り場の交番は事件に酔っぱらいに超多忙。
 最新鋭のコピー機も大活躍。１枚３０円。
 夜の学習塾はタイムレコーダーが見張り。
 学習塾ではティーチングマシンをお相手に。
 家では家人のテレビはイヤホンで。
 受験生の寮は夜を徹して明かりが。
 岸和田のある中学校では息抜きに一日合宿。

 生徒はギター片手におおはしゃぎ。
 毎日ニュース第６２５号 1966.11.23  ただいま授業中  教育  姿勢の矯正、校内テレビ、調理する子供、女

 子生徒の護身術、近頃の珍授業風景。  背中に棒を括りつけた教室の子供たち。
 福井県の小学校が始めた「姿勢注意棒」。
 港区の小学校では校内テレビ放送。
 校長の朝礼もテープで。人気は給食の献立。
 料理自慢の小学校は男も女も割烹着で。
 ある薬科大学では碁と将棋をカリキュラムに。
 これで出席率はいつも１００％。
 ある女子高では８段の講師が護身術指導。

 うまく投げられて、アラはずかし。
 主婦と紀州犬  動物  三重県多気郡宮川村の中村トミさんは気性の

 激しい紀州犬の訓練士。夫の志を継いだ。  ２０頭の紀州犬を育てる中村トミさん。
 気の強い紀州犬を猪の猟犬に仕立てる。

 川原で訓練。病気の夫の志を継ぎ１０年。
 茂みに隠した猪の皮を嗅ぎ出す訓練。
 怖いのは病気。薬のませたり注射したり。

 今日は猟銃をもって山へ実地訓練だ。
 石の粉の町  公害  砂利不足から栃木県葛生町では砕石工場が急

 産業  増。セメント・石灰工場に更に石粉公害が。  ハッパ鳴り響く採石現場。
 最近の砂利不足にバラスは引っ張りだこ。
 各地にできた砕石工場。
 飛び散る石の粉と騒音が問題に。
 地元住民の反対集会。
 飯能では住民の反対で操業ストップ。
 栃木県葛生町。切り崩された石の山。
 ハッパ予告のサイレンで避難する住民。
 石粉、セメント、石灰でコンクリートのような屋根。
 家の中も、畑の作物も砂だらけ。
 石の粉で覆われた葛生の町だ。

 毎日ニュース第６２６号 1966.11.30  交通事故暗い新記録  事故  昭和３９年を上回る史上最高の交通事故に政
 交通  府も交通安全国民会議を立ち上げた。  交通事故車、ケガ人。

 交通安全国民会議に佐藤総理も出席。
 小学校では自転車の正しい乗り方実習。
 車の安全装置。ブザーが鳴るバンパー。
 直前横断を運転者に知らせる棒。
 歩行者保護のガードレールが捨てられる所も。
 狭い道路、駐車の列。
 無責任な歩行者も問題。

 道路の真ん中で立ち往生する市民。
 ライアンが優勝  スポーツ  福岡市での第１回国際マラソンはニュージー
－第１回国際マラソン－  ランドのライアンが広島と競りあって優勝。  福岡市で開催の第１回国際マラソン選手権。

 ９人の外国招待含む５８人が平和台スタート。
 気温１１度。トップで折り返す西浜。
 30キロ過ぎてライアン、寺沢、岡部、広島。
 35キロからライアンと広島で競技場へ。

 ライアン、世界第２位。以下広島、岡部。
 礼宮さまお誕生日  皇室  １１月３０日は礼宮さま１才のお誕生日。平

 均を超す順調なご発育ぶり。  平均以上にまるまる太った礼宮。

 浩宮のお兄さまぶり。美智子さまと３人で。
 火山と老人  トピックス  洞爺湖南岸・昭和新山の観察記録に生き甲斐

 生活  を見出す老人。貴重な記録は学会でも注目。  洞爺湖傍で白煙をあげる昭和新山。
 昭和18年山の誕生から見てきた三松正夫さん。
 新山を絵に。山と周辺を買取り記録してきた
 郵便局長時代から火山の成長記録が日課。
 その記録は万国火山会議でも驚いた。
 今日も雪を踏みしめ山へゆく。
 間近に見る昭和新山の噴煙。
 写真を取って観測する。
 当時３万円の山が今１億円。
 噴煙昇る山を描く三松さん、８０歳。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第６２７号 1966.12.7  「批判」の中をスタート  政治  佐藤批判が高まる中での自民党総裁選。佐藤

－佐藤改造内閣－　  総裁三選なったが、批判票３割に頭が痛い。  佐藤、藤山が対立する自民党総裁選。
 選挙  川島、前尾投票。注目は旧池田派の行方。

 壇上ではソロバンで票計算。
 緊張の藤山。中野四郎の合図に満足な佐藤。
 発表。佐藤289 、藤山89、前尾47。
 佐藤、 169の批判票に固い表情でバンザイ。
 結果に満足の藤山派（中上川あきもいる）。
 組閣本部入りする佐藤総理。
 福永官房長官「公私の区別をせよと総理から」
 田中伊佐次「不都合あれば直ちに辞職をと」

 ヒナ段に並んだ第３次佐藤内閣。
 ご結婚間近のやす子さま  皇室  三笠宮やす子さまと近衛もりてるさんとの結

 結婚  婚式の日取りを決める告期の儀が行われた。  三笠宮邸で行われた告期の儀。

 近衛家のお使いを見送るやす子さまとご両親。
 「映画の日」を祝う  トピックス  「映画の日」記念中央大会。特別功労者の小

 文化  林節太郎、小穴純氏らに功労賞授与。  壇上に藤本東宝、堀日活、永田大映社長ら。
 大川東映社長から功労賞。受ける人９５人。
（毎日映画社の高間季治氏も） 

 アトラクション 吉永小百合、渡哲也、加山雄三ら。
 師走のマンモス都市  季節  歳末商戦たけなわ、開発進む大川端、新宿副

 世相  都心の建設。変貌激しい師走の東京を追う。  デパートは史上空前のボーナス景気にわく。
 盛り場。面目を一新した新宿西口・副都心。
 日の当たる地下は駐車場と商店街。
 隅田川。護岸と高速路で大川端の風情も変貌。
 筏流れる傍の高速道路建設。下の混雑。
 公園も２階に上げられた。
 街は車の大洪水。交通事故も新記録。
 騒音、スモッグ……子供はうがいで対抗。
 通勤地獄は着ぶくれで一層激しく。
 巨大な田舎・東京。さて来年は。

 毎日ニュース第６２８号 1966.12.14  こちらも派閥争い  政治  １２月９日社党大会最終日は委員長選挙がヤ
 　　　　－社会党大会－  選挙  マ場。派閥争いのなか佐々木委員長三選。  反主流派の江田と主流派の佐々木。

 調整に走る成田書記長。話す横路。
 党員「ぶんなぐってやりたい」と憤る。
 壇上に立候補者名一覧。決戦投票。
 発表「佐々木313 江田274 」
 佐々木、江田と握手して挨拶「多くの有能の
 士が当選できなくて残念だ」
 綾部衆院議長宛「議員総辞職願」を書く社党

 代議士。
 危険な冬山  山岳、 事故  １１月の死者２０人。相次ぐ冬山事故に群馬

 県は「谷川岳遭難防止条例」を上程。  本格的な冬山シーズン。
 夜行列車は登山姿の若者達でいっぱい。
 まだ暗い土合駅。雪の中へ歩き出す若者。
 入山口で登山者カードに記入。素通りも多い
 犠牲者の遺影、遺族。もう８０人の命が。
 群馬県議会では登山規制を審議。
 スキー風景。登山者「登山客は金にならなら
 ないから規制する」「登るヤツは登る」

 腰まである深い雪をこいで登ってゆく。
 ヒヤヒヤ通学  教育、交通  モミクチャ電車で通学する子供たち。都市部

 以外に全国から集めた命懸けの通学例。  ラッシュアワーの新宿駅。
  モミクチャで電車に押し込まれる小学生。

 長野県下水内の子供たちは荷物ゴンドラで。
 雪の千曲川を渡るゴンドラ。
 救命具を着けて渡し船通学は尾花沢の子。
 水嵩増した最上川。
 兵庫県八鹿町ではドラム缶の船が通学路。
 対岸の校舎に橋がなく校長の苦肉の策だ。
 トンネル、鉄橋を渡る兵庫県余部の子。
 日本一高く、最も近い通学路だ。

 毎日ニュース第６２９号 196612.21  １９６６年の歩み  事故  １９６６年を振り返る。事故も災害も政治不
 信も新記録の年だった。  2.4 全日空機東京湾へ墜落、１３３人死亡。

 災害  遺体引き揚げ、捜索つづく。
 3.4 羽田でカナダ機炎上、６２人死亡。

 交通  3.5 富士山麓に英国機墜落、１２４人死亡。
 御殿場消防、自衛隊らの遺体捜索、収容。

 内閣  貧弱な管制官養成システム、過密ダイヤ。
 11.13 貧弱な地方空港を象徴する事故・全日

 選挙  空松山沖に墜落、５０人死亡。
 成田新空港建設も混迷。
 地震に揺れる松代町。
 夜、引越先から蚕の見回りにくる人。
 台風禍。穀倉地帯新潟県豊栄地区は加治川氾
 濫で水没。
 台風２６号で山梨県足和田村は壊滅状態。
 交通事故。死者史上最高の１万人突破。
 12.15 愛知県猿投町では保育園児の列にダン
 プ突っ込み１１人死亡。遺影の列。
 車道の真ん中に立ち往生する歩行者。
 ヒナ段に立つ佐藤第２次改造内閣。
 荒船音頭でお国入りの荒船運輸相。
 荒船「党と佐藤内閣に相済まん」と辞任。
 自衛隊機で帰省し批判された上林山長官。
 佐藤総理と観閲式に臨む上林山防衛庁長官。
 自民党大会。佐藤三選に１／３の批判票。
 臨時国会は野党欠席で所信表明。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第６３０号 1966.12.28  雪を踏んで  動物  北海道日高連峰のふもとでは丸々太った綿羊

 の散歩が風物詩だ。  雪の十勝牧場で元気なサラブレッド。
 綿羊は日に３０分の舎外散歩。
 羊毛、食肉用に年ごとに増える需要。

 日高連峰のふもとの囲いに追い込まれる。
 急ぐ人遅れる人  交通、防犯  心急く年末年始は犯罪多発のシーズン。

 混雑するデパートは主婦のバッグが標的。
  街を巡回する機動隊。

 車内巡回の鉄道公安官。
 酔っぱらいを起こし、介抱し、保護する。
 終電間近の慌ただしい駅。

 終点の蒲田駅。車内ではまだ白川夜船。
 春を待つ八郎潟  季節、農業  厳しい寒気のなかの八郎潟干拓地。シジミ取

  りの一方で建設、入植訓練が進む。  雪に沈む八郎潟。
 シジミ取り。漁場は狭くなり漁師も減った。
 ２番目に大きな湖も広大な干拓地に。
 水門、長い堤防。泥から水抜く水路の建設。
 入植者訓練所。
 全国から選ばれた５８人が勉強中。
 広大な農地の主役・トラクターの運転練習。
 来年秋(1967)の入植まで近代農業を勉強。
 夜、家族に手紙書く人。
 春の訪れを待つ八郎潟。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュースNo.631 1967. 1.3  さァ総選挙  国会  １２月２７日衆議院解散。初めて国民に信を

昭和42年  問う佐藤内閣。“黒い霧”払えるか。  衆議院議場。解散証書を渡す福永官房長官。
 選挙  読み上げる綾部衆議院議長。

 解散にバンザイする議場。

 初めて国民に信を問う佐藤首相は代議士会で ハッパをかける。

 社会党でも佐々更得意の「カンバロー」

 新春の天皇ご一家  皇室  新春を迎えてだんらんの天皇ご一家。

 季節  礼宮をダッコする浩宮。天皇家の春。

 礼宮に目を細める天皇皇后両陛下。

 うしろで微笑む常陸宮ご夫妻。

 庭のご一家。

 のびる山岳道路  交通  中央自動車道の建設が急ピッチ。日本一高い

 底沢橋の橋脚１本４千万円。  小仏峠を越えて底沢橋の橋脚、高さ５３米。
 建設  橋の上部工。トビ職。

 大月インター工事現場（全長７か所あり）。

 ブルドーザで工事。全長９２キロのほとんどが山岳道路。

 長さ百米以上の橋３７か所。

 トンネル１０か所。

 愛知県小牧で名神高速道と結ぶ。

 ダンプ走り回る中央道工事現場。

 毎日ニュースNo.632 1967.1.8  いざ！選挙戦へ  選挙  総選挙を目前にして４党首正月の必勝祈願。

 仙台の自宅で背伸びする社党佐々木党首。

 地元塩竈神社へ必勝祈願。

 選挙事務所で「ガンバロー」

 市場で握手攻めにあう佐々木。

 公明党の辻党首も陣頭指揮で作戦会議。

 民社西尾党首はリンゴ箱の上で演説。

 自民党は日比谷で立ち会い演説会。

 挨拶する佐藤総裁。

 神社詣でをハシゴする佐藤総裁夫婦。

 原田、三たび防衛  スポーツ  世界バンタム級チャンピオン、ファイティン

 グ原田は同一位ジョー・メデルを降し防衛。  世界バンタム級タイトル防衛戦。
 拳闘  原田のラッシュ戦法に手が出ない挑戦者ジョ

 ー・メデル。

 原田、１０回でぐらつくも、メデルの攻撃を

 抑えて判定勝ち。３度目の防衛。

 富士はわが心  芸術  写真家・岡田紅陽氏は富士山の魅力に憑かれ

 て５３年。今なお富士山一筋だ。  自宅へ富士見ヤグラを作った岡田紅陽氏。
 山岳  富士山麓へ助手の奥さんと初仕事。

 水車回る。川渡る。
 写真  宿の丹前着て日の出の撮影にゆく。

 カイロでカメラ温める岡田さん。

 焚き火してシャッターチャンスを待つ。

 富士こそわが心…レンズ越しに富士を見る。

 毎日ニュースNo.633 1967.1.14  選挙戦たけなわ  選挙  衆議院議員選挙が公示され一斉に選挙戦スタ

 ート。明るい選挙を目指す運動も活発化。  1.8 公示日。各候補の受付くじ引き。
 国会  候補者数２倍弱。各地に激戦区あり。

 選管から七つ道具を手に走り出る候補。

 お祓い受けて候補者出陣。

 各党の選挙カー。舌戦展開。

 北海道の暗い雪道をゆく車。

 カイロを抱いて通行人に声かける候補者。

 長崎港。投票箱乗せたボートが漁船回り。

 不在者投票する船員たち。

 市川房枝の日本婦人有権者同盟。

 「違反許さじ」と候補者の声、顔を記録。

 寒さなんか吹きとばせ  健康  場所や設備がなくたって、どこでもできる健

 康体操。  子供は体育館で、主婦はバーベルで美容。
 季節  朝の風呂屋で体操会は東京東長崎の人々。

 桶持って背筋延ばし、フォークダンス。

 奈良・香芝町では和尚主催の毎朝体操会。

 和尚、夜は民家回って老人体操の相手。

 割烹着脱いだ宇都宮のママさんバレー。

 寒空に突き上げるボール。

 豪雪地帯  季節  北陸・上信越地方は数十年ぶりの大雪。長野

 県下水内郡一帯で多くの部落が孤立。  ２０年ぶり豪雪の裏日本をゆく除雪車。
 生活  飯山線では列車が雪中に立ち往生。

 雪かきは農家の男たちの現金収入。
 災害  屋根の雪下ろしも人手不足で手間賃上昇。

 十日町の積雪は屋根まで届く４米。

 十日市も雪の中。カンジキ、竹篭、ゾウリ。

 冷蔵庫のような家の中。

 電気つけて機織り、エノキダケ栽培。

 交通途絶で出荷できず。

 自衛隊の雪上車が孤立村の救援に。

 暗いうちから遠路魚野菜の買い出しに。

 腰まである雪をこぐ。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュースNo.634 1967.1.26  海峡を守る  海  海の難所冬の津軽海峡を守る海上自衛隊白神

 警備隊。凍てつく岬にレーダーは回る。  北海道最南端白神岬の、海自白神警備隊。
 交通  冬の津軽海峡は強風で漁船の遭難が多い。

 レーダーで水路確保、浮遊物、気象観測。
 防衛  風速４０米。命綱を伝ってレーダー室へ。

 大双眼鏡。寒風のなかで水路監視。

 剣道で暖をとり、夜のくつろぎ。

 凍てつく夜の警備。鉄塔上から信号灯送る。

 盲導犬の学校  動物  東京練馬の塩屋賢一さんは国内唯一の盲導犬

 訓練士。訓練に１年、需要に追いつけない。  庭へ沢山の犬が飛び出す盲導犬の学校。
 教育  塩屋賢一さんは国内唯一の盲導犬訓練士。

 路上で障害物をよけて通る訓練。

 最適犬はシェパード。今４頭が訓練中。

 横丁から自転車が飛び出す。これも訓練。

 目隠しした塩屋さん。犬は道の端を歩く。

 新しいご主人（盲人）が来て一緒に訓練。

 一番の苦心は犬に高さを覚えさせること。

 何度もやり直し、成功すれば褒めてやる。

 こんどは大通りで主人と歩く。

 横断歩道を渡り、駐車カーをよけてゆく。

 犬に吠えられても知らん顔のアスター号。

 ギャンブル・ニッポン  世相  自転車、パチンコ、馬…日本人はギャンブル

 好き。ついにサラリーマン馬主の勧誘まで。  競艇、競輪場は超満員。競輪人口２千万人。
 遊戯  自転車愛好会もプロ選手めざして特訓中。

 開店と同時になだれこむ“パチラー”。

 玉をはじきながら競馬中継聞くパチラー。

 競馬ブームに乗って馬主勧誘の新商売。

 若い女性の競馬ファン。

 馬券発売も集計も機械化（コンピュータ）。

 中継ラジオも貸出。

 スタートする馬群。金数える機械。

 スタンドは紙屑の山。去年売上２千５百億。

 毎日ニュースNo.635 1967.2.1  ノックアウト漁  漁法  福岡県京都郡犀川町の「ゲンノウ打ち」。

 季節  川中の石を強打して魚を麻痺させる冬の漁法。  皆でゲンノウ担いで近くの川へ。
 トピックス  川中の小石をゲンノウでひっぱたく。

 浮き上がるハヤ、フナなど。

 盛んに石を叩く。魚が仮死状態になる。

 川辺で焼き魚に。

 この地方の冬のレクリエーションだ。

 文化財を守ろう  文化財  法隆寺金堂を消失した１月２６日は文化財

 防災  防火デー。  昭和３２年谷中の五重塔焼失。

 昭和３６年日光薬師堂（鳴き竜）焼失。

 金堂焼失記念日の１月２６日。法隆寺では法

 要と消火演習を実施。

 文化財の周囲２０米以内煙草・焚き火禁止。

 池袋・護国寺近辺の子供たちが境内清掃。

 日光東照宮。観光客共に消火・避難訓練。

 重文・池上本門寺五重塔でも坊さんの自衛消

 防隊が放水演習。

 自動的に水を吹く屋根のドレンジャー。

 衆院の新分野決まる  選挙  “黒い霧解散”総選挙。疑惑の人物は早々当選、

 社会党は意外に苦戦。今後の政局は。  馬ソリに乗ってゆく北海道の繰り上げ投票。
 国会  投票箱はスキーで開票所へ。

 1.29　総選挙投票日。
 政治  自民・福田幹事長「279 以上で政局安泰」

 社党「155 ～160 の大台に」

 民社「35～40の大台に」

 公明「全員滑り込みセーフだ」

 開票所。投票率前回を上回って７４％。

 鹿児島。上林山栄吉当選Ｖサイン。

 広島。重政、当選。

 埼玉。荒船清十郎トップ当選。

 “黒い霧”晴れて嬉しい佐藤総裁。

 ハンドマイクで当選発表する係員。

 自民党本部では当選リボン付け。現状維持。

 社会党本部ではシブイ顔の佐々木党首。

 前回の140 人割る情勢に冴えない成田。

 民社、プラス７で第３党確保にバンザイ。

 衆院初進出の公明は２５人。喜ぶ辻党首。

 共産は１７年ぶりに東京から当選者だす。

 松本善明、ダルマに目。

 佐藤総裁のデッカイ笑顔。

 毎日ニュースNo.636 1967.2.8  君原、国内最高で優勝  スポーツ  新コースで行われた別府毎日マラソン。君原

－別府毎日マラソン－　  マラソン  が国内最高タイムで寺沢の５連勝阻む。  第１６回別府毎日マラソンは花高松折り返し

 の新コースで。上人ケ浜スタート。

 気温９度、曇り空。トップで折返す佐々木。

 ３０Ｋから佐々木、君原のデッドヒート。

 残り１Ｋで君原スパートし国内最高タイム。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 巨大なカンバス  建築  建築界はいま巨大な壁に注目。寺の本堂、

 芸術  銀行の壁、そして陶器の欠片を壁面に利用。  彩色豊かなビルの壁画。

 壁面いっぱいのネオンも広告だけでない。

 瀬戸市の陶芸家は陶器の欠片を自宅の壁に。

 東京の寺の壁一面に多様な祈りの手。

 幅３２米の巨大な壁面に挑む森画伯。

 世界最大の銀行壁画で日光中心の絵巻風に。

 ランチ・タイム 生活  時間・値段・内容…これがサラリーマンの昼

世相  食。毎日のこととて何を選ぶかがひと苦労。  オフィスでは弁当屋の百円弁当が人気。

 セルフサービスの社員食堂は安くて早い。

 ランチタイムの食堂探し風景。目標は１００

 円～１５０円。

 デパート食品売り場に並ぶ女子社員。

 銀座の立食ランチは超満員。

 安いラーメン屋に長蛇の列。

 ごはんの計り売り。おかずは容器持参で。

 公園で駅弁を楽しみ、食後のデザート。

 一服して、さあ仕事。

 毎日ニュースNo.637 1967.2.15  ゲレンデの新顔  スポーツ  冬のゲレンデに新顔“テックスレー”登場。

 そこで群馬・武尊で初の競技大会開催。  スキーの間を縫う新顔テックスレー登場。

 群馬・武尊で初の競技大会。

 〔回転競技〕足で舵をとる乗り物。

 思うようにいかず転倒者続出、笑いも続出。

 〔滑降競技〕スピード倍増で転倒者続出。

 建国記念の日  祭事  ２月１１日は初の「建国記念の日」。橿原市

 はじめ各地で奉祝行事が行われた。  日比谷公会堂で2500人参加の奉祝国民大会。

 １３年ぶりの大雪のなか街頭パレード。

 商魂逞しい「建国だんご」の売り出し。

 奈良・橿原神宮には全国１０万人の参拝客。

 市長の神武帝を先頭に大和時代行列。

 消すな母校の灯  教育  東京の夜間中学・荒川九中二部の灯を消すな

 若者  、先生たちは８ミリ映画で実情を訴える。  東京・荒川の夜間中学。働き学ぶ中学校だ。

 法律の裏付けのない同中学に廃止の話が。

 ８ミリカメラを構える塚原先生。

 助手の高野さんもここの卒業生。

 夜、登校する生徒を撮影する。

 早朝カメラと録音機持参で築地の魚市場へ。

 魚問屋で働く中学生を撮る。

 インタビューに応える生徒。

 焚き火で暖をとる塚原先生と高野さん。

 織り子を撮る。

 生憎の大雪の日、そば屋の出前を撮る。

 夜食をとる生徒たち。

 ６千フィートのフィルムを整理する二人。

 コマに写る５０の顔に勇気づけられる二人。

 毎日ニュースNo.638 1967.2.22  出直し国会スタート  国会  総選挙後の特別国会は２月１５日召集。新人

 議員も初登院。自民党は強気のスタート。  2.15　第55特別国会召集。

 初登院しバッジつけてもらう新人議員。

 新人の肩たたく田中角栄。

 初進出の「公明党」も真新しい看板を。

 議長選挙で投票する河野洋平新議員。

 議長に選出され席につく石井光次郎。

 （副議長に園田直」

 １７日首班選挙。佐藤総裁が総理に。

 各党挨拶回りの佐藤総理。佐々木更三と。

 西尾民社と。低姿勢でよろしく。

 公明党の竹入と。

 佐藤記者会見「課税所得、消費者米価……」

 豊作を祈って  トピックス  奈良県桜井市で２月１８日、米どころ大和盆

 地の最大の行事「お綱まつり」が行われた。  ワラ背負って鎮守さまへゆく農家の人たち。
 祭事  「お綱まつり」の男綱と女綱を皆でなう。

 スサノオノミコトを祀る江包部落は男綱。

 稲田姫を祀る大西部落は女綱をつくる。

 江包では田んぼに水張って出陣前の相撲。

 泥んこは豊作のしるし。

 重さ千キロの男綱女綱は村中を担がれ、スサ

 ノオ神社で豊作と子孫繁栄をねがって結合。

 世界の美女集う  トピックス  ３月６日から始まる日本航空の世界一周線就

 交通  航を記念してミス国際親善使節団が来日。  来日したミス国際親善使節団。
 航空  日航機が立ち寄る１２都市の美女たち。

 正座してお茶の接待を受けるミスたち。

 レセプション会場はファッションショー。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 出を待つ  動物  シーズンオフの動物園。だがサル、チンパン

 ジーたちは春の出番に備えて特訓中。  犬山のモンキーセンター。
 季節  退屈なサルたちへ焚き火のサービス。

 初めは恐々だったサルたちも慣れるにつれて

 火に手をかざす、背中あぶりする……

 飼育係が焼いた焼き芋に舌鼓。

 江ノ島マリンランドではチンパンジー。

 イルカにエサやるのが今週のレッスン。

 手当たりしだい魚を投げ込んでおしまい。

 多摩動物園ではローラースケート。

 自動車運転、モンキーダンスのレッスン中。

 毎日ニュースNo.639 1967.3.1  ニュージーランド強し  スポーツ  ニュージーランド学生選抜来日第一戦はラグ

 ビー王国の貫祿でオール早稲田を粉砕。  秩父宮ラグビー場。ＮＺ学生選抜対全早大。
 ラグビー  早大陣内でゲームするＮＺ勢。

 フォワード、バックスの連携うまいＮＺ。

 身長184cm 90kgの重量級に圧倒される早大。

 ２つのＰＧと１ゴールでウィリーメント。

 前半１１－０。

 後半はＮＺ得意のオープン攻撃でトライに次

 ぐトライ。３８－０でＮＺの貫祿勝ち。

 浩宮さまのスキー  皇室  建国記念の日の大雪に御所の裏山で初スキー

 の浩宮さま。２３日は満７才のお誕生日。  2.23　満７才。学校から帰っておさらい。

 １３年ぶりの大雪に喜ぶ浩宮さま。

 御所の裏山で初すべり。

 スキーも靴も皇太子さまのおさがり。

 滑って転んで、もうすぐ２年生。

 荒れる紅衛兵  世界  中国全土に吹き荒れる紅衛兵旋風。中ソは互

 いに相手大使館にデモし関係悪化が進む。  中国からモスクワに引き揚げたロシア人。
 中国  北京のソ連大使館に連日の紅衛兵デモ。

 モスクワの中国大使館へのロシア側デモ。

 紅衛兵旋風も周恩来声明で鎮静化。

 モスクワで中国への抗議集会。

 アムール河のソ中国境にはなお危機感が。

 税金のゆくえ  政治  税金の申告期は国の予算編成の時期。今年も

 圧力団体が幅をきかし、福祉予算は雀の泪。  税務署窓口は青色申告の季節。
 福祉  予算獲得の圧力団体大集会。

 呼び出される議員たち。
 世相  圧力のない社会福祉団体は佐藤総理に怒り。

 心身障害児１万７千人、認可ベッド６百。

 施設職員の増員はゼロ回答。

 養護施設の保母さんはボランティアで賄い。

 無認可保育所の予算もゼロ。

 施設にはちきれるばかりの幼児たち。

 社会福祉予算対策本部は沈んだまま。

 毎日ニュースNo.640 1967.3.8  ぼくらは東京代表  スポーツ  センバツ東京代表に初選出の桜美林高校。２

 ３人の野球部員は応援団共々猛練習。  応援団の猛練習は東京の桜美林高校。
 野球  ミッションスクールらしく先ずお祈り。

 野球部員２３人の練習開始。

 エース小島投手。
 創立１８年でやっと出来たバックネット。
 下級生は隣の桑畑でボールひろい。

 激しい練習。２９日から甲子園大会。
 火災シーズン  防災  ２月２８日から春の火災予防運動。街はタン

 カー、タンクローリーなど危険がいっぱい。  油火災に威力がある最新化学消防車ＤＣＣ。
 災害  モデル火災船に消火財投入。

 街中やトンネルを走るタンクローリー車。
 季節  鈴鹿トンネル事故を伝える新聞。

 トンネル通る違反車を取締まる東京消防庁。

 高層ビルが建つ都心。

 ハシゴ車は１０階まで届かず。

 言論とスポーツの生涯  訃報  ＩＯＣ委員、文化功労者、毎日新聞最高顧問

 文化  の高石真五郎氏の葬儀が３日青山葬儀所で。  3.3 青山葬儀所で行われた故高石真五郎葬。
 政治  政界から石井光次郎議長、佐藤栄作総理。
 経済  作家・丹羽文雄。経済界・足立正日商会頭。
 スポーツ  金メダル・三宅義信ほか。

 新空港予定地  季節  三里塚周辺の春の佇まい。宮内庁御料牧場も

 建設  移転間近。新空港予定地は波瀾含み。  千葉県三里塚の朝。春の気配が漂う。
 航空  宮内庁御料牧場に遊ぶ馬。麦踏み。

 農家に大書された「空港絶対反対」

 富里から空港予定地に変わった三里塚。

 測量実力阻止の見張り台。

 団結小屋の不寝番。

 激励する社会党議員。

 「やるしかない」と強気の新東京空港公団。

 ソロバン片手の条件付賛成派。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュースNo.641 1967.3.15  春を告げるニシン漁  季節  流氷も消え春の気配の北海道東部。厚岸湾内
 漁業  にニシンの大群が押し寄せた。  流氷の根室にも春の気配が。
 トピックス  船の化粧直し、新船建造が急ピッチ。

 3.7 厚岸湾にニシン群来。８百隻出漁。
 網の引き揚げ。４日間で７千t 。１０億円。

 岸は脂ののった大型ニシンの山。
 “交通安全”ことしこそ  交通  大きな社会問題の交通事故をなくす対策。今

 年の重点は安全施設と大型車閉め出し。  車の洪水の中を集団登校する子供たち。
 子供  歩道を渡り終えたら集団番号裏返し。

 通学路から大型車閉め出して効果あり。
 魔の環７にかかる横断歩道橋。
 歩道橋とガードレール設置が今年の重点。

 営業妨害とガードレール反対の人もいて…
 揺れる白い巨塔  教育  インターン制、医局の改善で揺れる大学医学

 部。３月１２日から国家試験ボイコット。  インターン制廃止、医局の改善を要求してス
 医療  トに入った東大、慶大。

 講師を招いて勉強会のインターン生たち。
 １年間の臨床研究は満足に到らず。
 手術に追われる医学部教授。
 回診時も看護婦代わりに使われるだけ。

 町の病院の当直医が彼らのアルバイト。
 夜の病院見回り。医師免許のない医師。
 国家試験ボイコットのインターンデモ。
 ボイコット組は研修をもう１年と希望。
 3.12　文京区試験会場の警察警備。
 受験者チェックで入場。全国3100人中受験し
 た者405 人。外はインターンと学生のデモ。
 病院につめかける患者。

 毎日ニュースNo.642 1967.3.21  花やかにスタート  建設  「人類の進歩と調和」をかかげた大阪万博の
 建設工事が吹田市千里丘陵で始まった。  （空撮）吹田市千里丘陵に広がる３３０万平

 万博  方キロの敷地。
 3.15　起工式。石坂泰三氏ら関係者並び。
 石坂日本万国博協会会長がクワ入れ。

 風船あがる。

 首相官邸。佐藤総理がスイッチ押す。
 工事現場のダイナマイトが炸裂する。
 神職がヘリで空からお清め。

 突貫工事始まる。全ブルに万博マーク。
 希望に燃えて  就職  集団就職の季節。今年の中高卒就職希望者１

 １７万人。だが定着率の低さが悩み。  飛行機で、列車で、今年も就職シーズン。
 季節  受入側は新しく宿舎、作業衣を整えて。

 横浜の食パンメーカーで面倒みる女子社員。
 一年生  パン製造のオートメ化に驚く新人。

 東京の食品会社には沖縄から１８人。
 寮の先輩が開いてくれた歓迎会。
 励ましに応え自己紹介する新人たち。
 １年ほどでやめるのが多い現状だが……

 「店を持つ気持ちでやりたい」と抱負。

 春の精  季節  根雪に覆われた３月の十和田湖。周囲の山林
 に“春の精”カエデ糖をとる姿が。  八甲田山も十和田湖もまだ冬の装い。

 自然  湖畔の山林にカエデ糖を採るひとたち。
 イタヤカエデに深さ５センチの穴を穿つ。

 産業  管を差し込む。樹液が滲み出してくる。
 樹液は若芽を育てる春の精。ビンにうける。
 一滴、一滴……奥入瀬の水も温むよう。
 一升ビンに溜まった樹液を集める。
 １本の樹から日に５リットル以上。
 原液をソリに乗せて帰る。
 山小屋で液を煮詰める作業。
 火を絶やさず１週間かける根気のいる仕事。
 ビン５０本でやっと１本のカエデ糖。
 タバコなどの香料として使われる。
 夜、カンテラ持参で液の見回り。
 朝日を浴びる南八甲田山。
 カエデ糖採りが終わるころ十和田は春。

 毎日ニュースNo.643 1967.3.29  都知事選本番  選挙  ３月２１日都知事選告示。保守松下正寿、革
 新美濃部亮吉、公明阿部憲一３者の争い。  3.21告示。松下正寿氏に佐藤総理の激励。

 政治  民社西尾からも推薦状。３者固く握手。
 阿部憲一氏は公明党の独自推薦。
 ガンバローの佐々更。社会・共産推薦を受け
 た美濃部亮吉氏。

 街角の舌戦。美濃部、松下の選挙カー。
 演説する佐々更「佐藤反動内閣を」
 野坂共産党議長、美濃部並び。
 演説する佐藤総理「中央との連携を」
 阿部は街頭一本ヤリ。
 主婦たちにソフトムードを振りまく美濃部。

 松下夫人も女性層に訴え。
 ようこそ若い使節団  トピックス  日独青少年交歓で西ドイツの青少年団１８９

 名が来日。日本の文化や生活に親しんだ。  西ドイツの青少年団、東京へ。
 若者  毎日新聞社訪問。さかんにカメラ構えて。

 編集局、版組みなど見学。
 交歓  ハンセン団長に国宝写真集を贈呈。

 京都へ民泊したスポーツ使節団。
 スキヤキで日本の味を楽しむ。
 翌日京都の少年たちとサッカーの親善試合。
 柔道見学。お嬢さんも柔道着で飛び入り。

 福井県永平寺で座禅修行。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 拡大するベトナム戦線  世界  ３月２０日グアムで開催のアメリカ・南ベト
 ナム首脳会議で軍事的圧力の強化を確認。  グアムでのアメリカ・南ベトナム首脳会議。

 戦争  ラスク国務長官、ジョンソン大統領、マクナ
 マラ国防長官、グエン・カオ・キ将軍ら。

 昨年のベトナム参戦７か国会議。
 そのあとジョンソン大統領は南ベトナムで米
 将兵激励。
 Ｂ52の北爆シーン。
 海兵隊のジャングル進撃シーン。
 北緯１７度線非武装地帯に上がる硝煙。

 飛び交う砲弾。
 汚れた肉  衛生  病菌ブタの密売がなぜ起きたのか。血清メー

 カーのずさんな衛生管理が浮き彫りに。  病菌ブタとヤギを売って捕まった木原。
 産業  川崎でも病菌ブタ押収（内田精肉店）。

 血清メーカー。その杜撰な管理に一原因が。
 生活  血清後の動物は焼却、又は消毒後油や肥料用

 に払い下げ。
 国会  画面は血清採取後のブタの処理。

 悪質業者がそのまま食用に横流しした。
 全国９血清メーカーのうち焼却施設があるの
 は１か所のみ。
 国会の委員会でも質問が。
 横流し肉に飛びついた一流ハムメーカー。
（プリマハム） 
 肉屋は閑古鳥、魚屋に客集まる。
 都の食品衛生監視員の肉屋立ち入り検査。
 ３４万軒にわずか３５０人では。
 枝肉の検査。高い牛に汚染ブタではねえ…

 毎日ニュースNo.644 1967.4.5  またも踏切り惨事  事故  ４月１日夜大阪泉南町の無人踏切で立往生の
 　　－南海電車が転落－  トラックに南海電車が衝突。死者５人に。  衝突し鉄橋から転落した南海電車。

 交通  エンストで踏切に立往生したトラック。
 電車の運転士が運転室に自分の子を乗せ前方
 不注意が原因の一つ。
 病院に搬送されたケガ人の張り紙見る家族。
 死者５人、重軽傷者２００人を超す。
 キズだらけの主婦。

 棺に花束供える南海電車関係者。
 転落、宙吊りの電車…一夜明けた惨状。
 遊説中の佐藤総理も現場へ。

 鉄橋に引っ掛かった電車の撤収作業。
 高校球児の祭典  スポーツ  第３９回選抜高校野球大会が３月２９日甲子

 野球  園球場で開幕。参加２４校。  センバツ開会式。

 上田会長。高知高・西森主将が宣誓。

 第１試合、仙台商対高知高。その応援団。
 新しい海の守り  防衛  海上自衛隊の国産護衛艦「たかつき」が４月

 １日初公開。一般人が横須賀まで体験航海。  （空撮）晴海埠頭の新護衛艦「たかつき」。
 交通  見学者続々乗艦。

 3050トン、国産２４番目の新鋭艦。
 ３２ノットのスピードで横須賀へ。
 ５インチ速射砲に目を見張る。
 魚雷発射のアスロック・ランチャー。

 対潜水艦攻撃無人ヘリ搭載可能。ゼット旗。
 ４年に一度の  医療  病院、医院は本日休診続出。４年に一度の日
ドクター・ストップ　  本医学会総会で先生達が名古屋に集まった。  休診中の病院続出。

 学術  お医者は医学会総会に。困った患者さん。
 開催地名古屋の旅館はどこも超満員。

 世相  会場の愛知県体育館に詰めかける先生たち。
 会費２５００円、総額１億円。
 挨拶する茅誠司氏。発表する先生。
 医療器具メーカーも抜け目なく展示。
 船下りの先生たち。バスで眠りこける先生。
 夜はネオン街へ揃って往診。
 パーティは同窓会気分。
 海軍軍医学校戸塚１期会懇親会。
 軍隊時代の歌を合唱。

 毎日ニュースNo.645 1967.4.12  プロ野球開幕  スポーツ  プロ野球公式戦が４月８日後楽園球場で開幕

 。セはデーゲーム、パはナイトゲーム。  スタンドは超満員。
 野球  巨人・川上監督に花束贈呈。

 巨人・城之内 VS 広島・安仁屋。
 広島、立ち上がりの悪い城之内からホームラ
 ンなどで３点先取。
 巨人は国松のホームランのみ。安仁屋完投。
 ナイターは東映 VS 阪急。

 バトンガールが盛り上げ。ソバ屋大当たり。
 浩宮さまと富士山  皇室  学校のお友だちと箱根へご旅行の浩宮さま。

 目の前のデッカイ富士山に大喜び。  駒ヶ岳山頂へのぼるロープウェー。
 お友だちと箱根へきた浩宮。

 富士山、芦の湖の美しさに感激一入。

 遊覧船に乗る二人。芦の湖一周。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 花のいのちは  季節  北海道のアザラシ狩り、東京の花見、九州か

 ら選抜優勝の津久見高と珍しい蝶画家の話。  爛漫の桜を眺めて酒を酌む。
 世相  気候の関係で今年の花は短かった。

 上野の山はサラリーマンの慰安会。
 スポーツ  その桜も公害でやられている。

 踊るおばさん、手を打つおじさん。
 大分・津久見では紙吹雪が舞う。
 選抜初出場の津久見高が優勝して凱旋だ。
 優勝旗が九州に渡るのは９年ぶり。
 北海道。流氷の海ではトッカリ(アザラシ)狩り。
 福岡市の西村さんは珍しい蝶画家。
 蝶の羽で作ったファンタスティックな絵。

 菜の花畑に蝶を追う西村さん。

 毎日ニュースNo.646 1967.4.19  技、よく力を制す  スポーツ  大型ソ連チームを迎えた日ソ親善バレーボー
 ル最終戦。全日本は柔軟な技で快勝。  日ソ親善バレーボール最終戦。

 バレー  ニチボー中心の全日本とソビエトチームは２ 回目の対戦。
 １３－７から２点差に追い上げたソ連。
 日本２セット取って第３セット。

 中央からのスパイク決まって全日本ストレート勝ち
 番狂わせの大障碍  スポーツ  イギリス恒例の大障碍レースで最後尾の無印

－グランド・ナショナル－  馬が優勝という前代未聞の大穴。  イギリスのグランド・ナショナル大障碍。
 競馬  小雨のなか４４頭スタート。

 距離7,200 米、障碍３０か所。
 第１障碍から早くも落馬。
 障碍で立往生した空馬に後続馬がぶつかり大混乱

 最後尾の無印馬が先頭に立ち優勝。
 初の革新都知事誕生  選挙  ４月１５日投票の統一地方選最大のヤマ場東

 京都知事選で革新美濃部氏が当選。  統一地方選挙は４重選挙で街の候補者ボード
 政治  は満艦飾。投票率 71.5 ％。

 横浜市長は飛鳥田一雄氏再選。
 和歌山県知事は自民党の大橋正雄氏。

 北海道知事は町村金五氏３選。
 福岡県知事は新人亀井光氏。
 自民党本部の福田幹事長はヤキモキ。
 都知事伸びず。ＴＶ見つめる松下正寿氏。
 美濃部「選挙のことは判りません」と余裕。
 美濃部氏の当選決まって松下氏憮然。
 美濃部と佐々更握手、大内兵衛バンザイ。
 もみくちゃになる美濃部氏。
 美濃部「東京を一番暮らしやすい街にする」
 雨の東京。

 毎日ニュースNo.647 1967.4.26  こちら交通１１０番  交通  交通違反を目撃した交通１１０番が好評。も
 っぱら駐車違反でひき逃げ告発はさっぱり。  無謀に追い抜いていくトラック。

 トピックス  交通事故被害者を救急隊員が運ぶ。
 警視庁が交通専門の１１０番を設置した。

 事件  通報で「北品川郵便局前」へ急行する。
 駐車違反を呼び出され慌てて戻る勤め人。

 「ひき逃げ事件発生！」で現場へ急行。
 自転車の老人がダンプにはねられ死亡。
 現場に遺留された砂を分析。場所を特定。
 顕微鏡で塗料破片から車種を割り出す。
 砂利会社へ聞き込みをかける捜査員。
 約８千台のダンプをシラミ潰しに調べる。

 街は車の洪水。捜査員には目撃者が助け船。
 花やかに見本市  国際  第７回東京国際見本市。今年は３６か国に増

 えて「商よりショー」を楽しんだ。  晴海の東京国際見本市会場。
 見本市  スカイカー、マンモスパワーショベル、無人

 で演奏する電子オルガン……
 皇室  4.21　皇太子殿下もご来場。

 初のナイジェリアなど３６か国参加。
 バンド演奏でカラーの実演。

 プールサイドの水着ショー。
 果物が長生き  トピックス  傷みやすい果実・そ菜の長期保存に混合ガス

 、放射線が有効と農林省食糧研究所が発表。  東京深川の農林省食糧研究所。
 農業  米、果物などの加工、貯蔵法を研究。

 放射線利用室。苺に放射線をあて新鮮保存。
 化学  放射線をあてた芋とあてない芋の比較。

 腐りやすいものに有効なガス冷蔵法。

 炭酸ガスを利用し果物の命を３か月延命。

 味、栄養分が損なわれずいつも新鮮。
 ダッシュする釜本  スポーツ  今春ヤンマーに入社したサッカーのスーパー

 スター釜本邦茂にスポットをあてる。  ホームを歩く背広の釜本、２３才。
 サッカー  サッカーのユニフォームに着替えた釜本。

 名門山城高から早大の名フォワードへ。
 関東大学リーグで４年連続得点王。
 今春ヤンマーディーゼルに入社。
 駒沢競技場。日本リーグで日立と対戦。

 センターフォワード釜本にボールが集まる。
 ボールをキープする釜本。
 前半１－１。引っ掛けられて転ぶ釜本。
 「ボールを通じて誰とでも話せるのが魅力」
 と語る釜本は、後半猛然とゴール！
 躍り上がって喜ぶ釜本とチーム。

 記者と子供ファンに囲まれる釜本。
 子供たちにサインする釜本。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.648 1967.5.3  海底の魅力  トピックス  伊豆松崎の海にダイビングの季節がやってきた。

 海  伊豆松崎の海にダイビングする若者たち。
 季節  船から次々に飛び込むダイバー。
 遊戯  （水中）魚が迎える水中。スモッグも交通事

　故もない別天地。
 水中銃でイシダイを撃つ。
 ボンベなど道具一式１０万円。

 腰に沢山の魚をぶら下げたダイバー。
 藤、ＫＯで王者に  スポーツ  挑戦者藤猛がチャンピオン・ロポポロを２回
－世界Ｊ・ウェルター級－  拳闘  でＫＯし、Ｊ・ウェルター級王者に。  イタリアのサンドロ・ロポポロ対藤猛のＪ・

 ウェルター級タイトルマッチ。
 観衆の中に中曽根康弘の顔。
 ２回、藤の右フックがロポポロに炸裂。
 ロポポロ、ロープダウンで藤のＫＯ勝ち。
 躍りあがって喜ぶ藤猛。

 日本４人目のチャンピオン誕生。
 月を掘る  宇宙  月面に軟着陸したサーベイヤー３号は歴史的

－サーベイヤー３号－　  な月面掘削作業にはいった。  ロケット打ち上げ。
 米国  （アニメ）サーベイヤー３号、月に軟着陸。

地球から信号発信。
 （実験実写）サーベイヤーのアームが動き、
月面掘削開始。
 長さ６０cmの溝掘削に成功。

 人間の月面歩行、宇宙船着陸可能と判明。
美濃部さんとの対話  政治  初登庁した美濃部新都知事。まず挨拶回りと

 職員との対話から。変わるか“伏魔殿”。  支持者の拍手のなか初登庁した美濃部知事。
 美濃部「一字一言全て１千万都民のため」。
 オンボロ長屋、水不足に悩む都民の声。
 佐藤総理に挨拶にゆく美濃部。
 都議会各党へ挨拶まわり。
 ２０万人都職員出勤の時間。

 ２９局と膨張して動きのとれない都政。
 毎日ニュースNo.649 1967.5.10 打てば一発守ればポロリ スポーツ 大洋の３番スチュアートは１９０センチの大男

ースチュアートー 打てばホームラン、守備は至ってまずい。 大洋スチュアートの打撃練習

大洋・巨人３連戦の初日スチュアートの５号ホームラン打つ
２日目スチュアートの守備のまずさ
長島打つ、スチュアート後逸
スチュアート打つ

賑わうEXPO‘６７ 国際、万博 カナダの建国１００年を記念してモントリオール
万国博が花やかに開幕。 モントリオール万国博覧会開会式

聖火の登場
ピアソン首相が聖火台に点火
人々の入場

アメリカ館
ソビエト館
その他の建物

希望訪問 交通、観光 ゴールデンウイークの観光地はどこもかしこも
「おともはつらい」 車でいっぱいです。 人気の無い丸の内ビル街

第三京浜高速道路の車の走り
高速道路の出口は大渋滞、イライラのドライバー
故障車の修理
事故で救急車が来る
江ノ島の海岸の駐車場は満杯
雨の箱根、湘南海岸の砂地にタイヤがはまる

 毎日ニュースNo.650 1967.5.17 ２３億円の興奮 動物、競馬
                   ー日本ダービーー スポーツ 場外馬券売り場、焼き鳥やさん、売り場の行列

東京競馬場は満員
出走馬が出てくる、馬券売り場
日本ダービースタート
アサデンコウの優勝
レース終了の競馬場

怪獣と浩宮さま 皇室 浩宮さまは初めてデパートで海獣図鑑やロボット等
の買い物をされました。 浩宮さまは日本橋高島屋のエスカレーターに乗られる

おもちゃ売り場のロボット

夏は夜 世相 夏の魅力は夜。草野球のナイター球場がオープン、
スポーツ 日活ホテルのビヤガーデンも開店 ナイター球場の利用者抽選会

草野球の試合
日活ホテルのビアガーデン
外人ホステス
梯子乗り
ビール呑む客

バンド
希望訪問 動物 ビルに囲まれ緑が減って行く都会は野鳥たちに
「都会の野鳥」 世相 とっては住みにくい場所です。 都会の野鳥ムクドリ

四十雀の親鳥が雛に餌を与える
小雀に餌を与える
亀井さんは野鳥の為に虫退治
宮崎さんの庭に雉バト
宮崎さん写真を撮る
カワラヒワとスズメ、宮崎さん写真の整理

第３４回日本ダービーは５月１４日、東京競馬場で
開催されアサデンコウが見事優勝。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュースNo.651 1967/5/24 それ！大漁だ 漁業 三重県紀勢町では古くから伝わる巻き取り漁で

夏漁の花形カツオ・マグロ漁が真っ盛り。 カツオ・マグロ漁へ船団が出てゆく
網を張る
巻き取り漁が始まる
獲物が網の中に
朝食をとる漁師たち
大漁

宝の山につかれて 世相 山口充夫さんは佐賀県と長崎県の県境に宝の山、
鉱業 オパール鉱の発掘権を持つています。 山口さんはオパール鉱山に向かう

オパールの原石

北九州のデパートの宝石教室の会員がバスで到着
説明をする山口さん
会員たちが山に登る
石場にハッパをかける、爆破
会員たちが山に登る金槌で石をたたく、オパール

希望訪問 交通、教育 幼い生命が交通事故で奪われて行く「歩道橋が
「歩道橋が欲しい」 あったならば」と被害者のひとたちは訴える 近藤早苗ちゃんの遺影

山本幸司ちゃんの遺影
子供の葬儀

厚木街道を横切る通学路を渡る子供たち
被害者のインタビュー
ダンプ街道、歩道橋を渡る子供たち
会議
反対する飲食店で路地に柱を立てる
橋の下の川に地下歩道
田圃の中に歩道橋
歩道橋が近くにあっても道路を渡る
ダンプ街道の通学路
渡れない子供たち

 毎日ニュースNo.652 1967/5/30 全日本、勝利を拾う スポーツ 全英アマチュア選抜軍と全日本の日英交歓
ー日英サッカーー サッカー第二戦 日英交歓サッカー第二戦

釜本のフリーキックがバーに当たって跳ね返ったボールを
渡辺がシュート

リスターがシュートして同点

全英チームが自爆
全日本の勝利

デパート大火 世界、災害 ベルギーの首都ブリュッセル市のデパート
 死者三百余人 ベルギー 「イノバシオン」の火災で３００人の死者。 ベルギーのデパートの４階から出火

消火
救急車
焼け落ちたデパート

希望訪問 世相、季節 ５月は雨無し新記録を作った東京は梅雨を
「夏が早い」 飛び越えてもう夏到来。 入道雲、ミニスカート、半そで姿

デパートの水着シヨー
ホテルのプールでドラム缶のロディオ大会
湘南海岸、波乗り、浜で甲羅ぼしをする若者たち

ゴムボート
寒くて焚き火をする
花札ゲーム、マージャン、踊る女の子

 毎日ニュースNo.653 1967/6/7 高原のわらび列車 交通、観光 国鉄小海線の沿線はわらびの季節です。
毎週日曜日には臨時駅を設けて客を呼びます。 国鉄小海線の臨時駅に降りる客

地下足袋に履き替えてワラビ採り
家族ずれの団欒
にわか雨に駅の下まで雨宿りの人々
ワラビ狩りを終えて列車に乗り込む

五円玉商戦敗れたり 世相 東京池袋のデパートの開店記念に五円玉商戦を
展開したが大混乱で販売中止。 池袋のデパートの朝

開店を待つお客さん
５円玉

池袋駅構内までお客さんが並ぶ
開店にお客さんが殺到、大混乱
整理券を配る、迷子の続出
販売中止、店員の吊るし上げ

希望訪問 建設 地上３６階の霞ヶ関ビルの工事が進んでいます。
「三十六階からの眺め」 超高層への第一歩を踏み出した新名所。 霞ヶ関ビル工事関係者の朝礼後エレベーターで上へ

３６階、１４７ｍ空の眺め東京のビル街、虎ノ門

コンクリート打ち
観光バスも新名所として紹介
スモッグの東京のビル街、眼下にトンビ、ヘリコプターが飛ぶ

眼下の国会議事堂、東京港の船、東京タワー

眼下のビルの屋上で昼休み、工事中の高速道路
 毎日ニュースNo.654 1967.6.14 中東戦争 ひとまず回避 国際、紛争 アカバ湾封鎖宣言などで一触即発の危機にあった

イスラエルとアラブ連合が戦争状態に突入。 ナセル大統領の閲兵
ダヤン国防相イスラエル軍を視察

イスラエル爆撃機、イスラエル陸軍シナイ半島を制圧
エルサレムの破壊された建物
イスラエル軍アカバ湾を占領
国連緊急安全保障理事会開く
ソビエトのペト・レンコ代表が停戦決議案を提出

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
十代の花生まれる 文化、芸能 今年で５回目の女学生の友ジュニアー・フラワーの

最終審査で十代の花６人が誕生。 女学生の友６７ジュニアー・フラワーコンクールの最終審査
面接
表彰式
一位武藤早苗さん１４歳

希望訪問 社会、防災 子供はどんな物でも遊びの道具にしてしまう
「ここに危険あり」 遊びの天才。しかし危険な物も沢山あります。 遊園地で遊ぶ子供たち

団地の階段を遊び場所にする学校帰りの子供たち
工事現場でぶら下がったり飛び降りたり
水道管で遊ぶ、鉄道の鉄橋で遊ぶ、線路に石を置く
線路を歩く、河原で魚取、砂利採掘、川遊び
警視庁のヘリコプターで水難事故防止を呼びかけ

水上艇でパトロール
 毎日ニュースNo.655 1967.6.21 スポーツ スポーツ ブラジルのプロサッカーチームを迎えて

（1）ブラジル、妙技を披露 パルメイラ対全日本の親善試合。 ブラジル・パルメイラス対全日本の親善サッカー
ダリオのシュートで１点目
リナルドのシュートで２点目
釜本邦茂
ブラジルが２対０で勝利

スポーツ スポーツ 老巧エロルデか、若さの沼田か？プロボクシング
（2）沼田、若さで世界一 世界ジュニアーライト級のタイトル・マッチ。 世界ジュニアーライト級のタイトル・マッチ１５回戦選手紹介

１回戦、エロルデ対沼田
観戦するファイティング原田の応援
３回戦、エロルデの左ストレートで沼田ダウン
１５回戦、ゴングが鳴り沼田の勝利で世界一になる

希望訪問 世相 ボーナスシーズンの到来で銀行や業者は
「ボーナスをねらえ」 アノ手コノ手の商戦に汗だくです。 ボーナスシーズン到来、日銀から札束を運びだす

西武デパート夏のカーニバルで風船を飛ばす
デパートの電気製品売り場、クーラー
国電から見える外堀にヨットを浮かべてレジャー用品のＰＲ
駅の構内でキャンピングカーを貸し出す
クラリオン新車の試乗会
丸の内のオフィス街でプレハブ住宅の展示会
安売りで主婦たちの行列
豊中のマーケットで買い物

 毎日ニュースNo.656 1967.6.28 水害にそなえて 災害、気象 梅雨の季節、昨年の台風時の二の舞を
繰り返すまいと各自治体は水害防止に備えています。気象庁のレーダー、テレタイプ、電子計算機

警視庁の防災訓練、土豪つくり
東京湾の防潮堤、排水ポンプ工事
山の手地帯の中小河川の拡張や改修工事
地崩れに会った住宅
川崎市の住宅パトロール

平和を語る米ソ首脳 国際、政治 国連緊急特別総会に乗り込んだコスイギン・ソ連首相。
米ソ首脳会談に世界の目が注目。 国連緊急特別総会でコスイギン首相の演説

ジョンソン米大統領の演説

希望訪問 建設、争議 着々と建設が進む熊本県阿蘇郡下筌ダム。
「孤城を守る」 第４、第５の砦で抵抗する蜂の巣城決戦。 下筌ダム建設工事

ダムを観光客に説明する蜂の巣城城主室原さん
回想、蜂の巣城落城、ゴボウ抜きで退去された
落城から３年後の廃屋
小学校の教室、勉強中の児童
小国町奥山の集団移住地区は保証金で立て替えた家
建築中の家
車はベンツ
墓は団地に
反対派の田植え
工事用ダンプカーが走る
室原さんは第５の砦を築く

毎日ニュース  No.657 1967．7.5 中日、巨人を痛打 スポーツ プロ野球セ・リーグ前半の天王山。
トップの巨人と２位中日の１１回戦。 巨人・中日の１１回戦

１回表　菅原、投げる
江藤、打つ
中、ホームラン
葛城、打つ
１回裏　柴田、ホームラン
その後、長嶋、王凡打
７回表　高　ヒット、江藤打つ満塁
千原、打つ
小川投げる、９対１で中日勝つ
トップの巨人と２位中日の１１回戦。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
動物園のベビーブーム 動物 ひのえうま解禁でベビーブーム…

人間社会にあやかってか、動物園もベビーブーム 上野動物園に子どもを抱いた家族連れ
来る
来る
人工孵化器、キジの子の誕生
マナヅルのヒナ
アメリカ野牛の親子
多摩動物園のトナカイの親子
キリンの親子
マンドリルの親子
朝鮮トラの赤ちゃんを飼育係の本間さん
が面倒をみる

希望訪問 交通、都電 都民の足、都電は車の洪水に負けて５年後には
都電物語 全廃される運命にあります 都電、金杉橋行きが来る

錦糸堀の路線に通勤、通学客があふれる
午前６時の銀座の都電はスイスイ来る
午前１０時の銀座の都電は車のラッシュ
でストップ
客、乗務員イライラ
「若葉１丁目」の停留所
高速道路と平行に　篠田橋行の都電
遮断機下りる、都電通過
車庫に乗務員がマイカーで通勤
車庫、精算、待機
車の洪水の中の都電

毎日ニュースNO.658 1967.7.12 西日本豪雨に救いの手を 災害、台風 台風７号くずれの低気圧が九州北部から中国、
近畿地方を横断、大きな被害をだす 佐賀県北西部一帯の水害　　　（空撮）

７月９日の天気図
伊万里市の水害、高台の人達も孤立　空撮
春日井市の崖崩れで中央本線下り電車が
横倒し
各地の国鉄も横倒し
神戸市内、六甲山の水鉄砲で水浸し
４階建てビルも倒れる
山津波で自衛隊の救出作業

交通事故相談所 交通 ７月１日から各県に交通事故相談所が
設けられました 車の洪水、病院でリハビリ、ベット

「東京都民相談所交通事故相談センター」
相談員に相談する
弁護士に相談する

希望訪問 世相、生活 使い捨て時代の到来に古いものがどんどん
大物の消えるとき 捨てられています ビル解体

冷蔵庫・電化製品・家具が捨てられ、
清掃車が運ぶ
埋め立て地に運ばれてくるゴミ
自動車は焼かれてプレスされる
だるま船は水葬
大阪では老朽船に重油をかけて焼く
船の火葬場

毎日ニュースNo.659 1967.7.19 航路を守る 世相、海洋 海上保安庁の測量船「拓洋」が国際的な
黒潮観測協力のため出港、「明洋」も出港 測量船「拓洋」日の出桟橋を出港

測量船「明洋」出港
調査、バースターモンスター、
プランクトン採集
地質調査

スポット 世相 東京・丸の内のオフィス街にパリの
丸の内　三日パリ 名物露店グラン・マルセそっくりの 丸の内のオフィス街に地元商店街が露店

出店が百店も並ぶ をだす
昼休みのサラリーマンＯＬで賑わう

コラーサ二世号ゴールイン スポーツ 4月４日ロサンゼルスを出航して１０１日目、
鹿島さんのコラーサ二世号は横浜港に着く 小型ヨット・コラーサ二世号が横浜港に入る。

鹿島郁夫さん上陸、夫婦抱き合う。
記者会見

希望訪問 災害 ４２年７月豪雨は被害の調査が進むにつれて
天災か人災か 自然を無視した人災の色を濃くしている。 神戸市の宇治川筋の災害、後かたづけ

神戸を見下ろすゴルフ場
自衛隊の救助作業
佐世保市　川の近くの市営住宅が破壊。
黒髪町　あとかたづけ
伊万里市　ドロの海、自衛隊の復興
呉市の大入小学校　階下がえぐられて、２階で
授業する。
議員は車で帰る。
住宅の嘆き。
かたづけ

毎日ニュースNo.660 1967．7．26 夏山 スポーツ、季節 夏山シーズン。上高地は登山者でいっぱい。
遭難事故に活躍するパトロール隊。 夏山シーズンの上高地。ボンネット・バスが来る。

下車。
カッパ橋、涸沢、穂高連峰へ登山。
雪渓ですべる。
雨降る。テント張り、下山、登る人
遭難事故にパトロール隊出発、救助、下山
ハイカー、山

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
都議会大荒れ 政治 都電、都バスの値上げ問題を審議する都議会に

学生が押しかけ妨害。 都議会　美濃部都知事
都庁前反日共系学生グループのデモ隊と警官の
乱闘
都議会空席
デモ隊と警官の乱闘、玄関のガラスを割る学生たち
都議会　美濃部都知事　可決
知事室で顔を拭く知事

希望訪問 世相 いよいよ夏本番。不快指数は昇がるばかりです。
不快指数上昇 生活 入道雲、車のラッシュ、人々はうだる

季節 下町のデパートでは従業員が交代で昼寝
がまん会　焚火、甘酒
蚊の大群に蚊帳の中で食事する老夫婦
ボウフラがわく団地
電話ボックス
日比谷公園の噴水に頭を冷やす人
新人歌手のＰＲ、クラウンレコ―ドで専属、津田
剣道で殴られる
高速道路で事故、燃える車
ビキニのお嬢さんが氷の上で座禅をくむ

毎日ニュースNo.661 1967．8．2 燃える黒い炎 国際、騒動 7月23日、デトロイトで黒人暴動が発生、
ジョンソン大統領は連邦軍出動を命令。 デトロイトで黒人暴動。商品の品物を略奪、火災。

ジョンソン大統領演説。連邦軍出動を命令。
連邦軍の警備。廃墟となった黒人居住区。

黒獅子旗をめざして スポーツ 第38回都市対抗野球大会が7月27日から東京後楽園
球場で開幕。 第38回都市対抗野球大会開会式選手入場。

日本石油ナイン。
電気化学ナイン。
大倉工業ナイン。
河合楽器応援団。
黒獅子旗返還。熊谷組。
上田大会会長挨拶。
川崎熊谷組主将　宣誓
美濃部都知事の始球式
第一試合　大垣市（西濃運輸）－東京都（熊谷組）

マコとファン 世相 満20歳になった日活スター和泉雅子さんの
お祝いの集いが開かれた。 サンケイホールへファンの長い行列、入口

日活スター和泉雅子さんを祝う。バンド
山内賢
和泉雅子、歌ったり踊ったり
パーティ　ケーキのローソクを消す。

希望訪問 世相、 千葉県鵜原海岸に戻ってきた海水浴客。
バンガロー団地 トピックス 日本一のバンガロー村ができました。 鵜原海岸の海水浴客、ビキニ

バンガロー団地の入口で割りふり
団地に入る、密集地帯
浴水客
団地家族連れ　ゴミの山
シャワーも一杯、夕食づくり
夕立、食事、キャンプファイヤー、見回り

毎日ニュース No.662 1967.8．9 大空に舞う スポーツ、航空 フランスで生まれ、アメリカで育った
パラセールに名古屋に日本航空少年団が挑む。 日本航空少年団が準備体操

パラセールの準備
自動車にひっぱられて落下傘が凧のように上がる
次々と大空に舞うパラセール

これは困ります 世相、観光 今年は国際観光年ですが、京都の鎌倉の文化財の
観光地に不道徳な客は困りもの。 石庭　観光客が床に寝る

南禅寺はガラス張りにした
鎌倉で絵を描く　寺の前はゴミの山
鎌倉大仏にステテコや水着姿
寺にビキニ姿でくる
海岸はゴミの山
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
希望訪問 医学、公害 熊本県水俣。新日本窒素工場は排水浄化装置を
水俣の子ら つけたが、水俣病は終わっていない。 水俣病患者の曲がった指

熊本大学の研究室
新日本窒素水俣工場　サイクレーター（排水浄化
装置）
水が流れる
熊本大学と地元の抜打ち検査
水俣湾でボラ漁
在宅の水俣患者の子供
湯之児病院　胎児性水俣病の子供たち寝ている。
食事をさせてもらう子供
機能回復訓練
いさむ君　松葉杖で独り歩き、母親の面会
リハビリ

毎日ニュース No.663 1967.8．16 ユニバーシアード、準備ＯＫ スポーツ ユニバーシアード東京大会は8月26日から始まる。
組織委員会の準備は最後の仕上げ。 ユニバーシアード東京大会に向け、水泳の練習

天理大学でイギリスの柔道選手団の練習
選手村のメインゲート完成
日体大生が警備員にかり出されて自衛隊の訓練を
うける。
通訳の訓練
選手村の大食堂で試食会
スポーツ少年団の団旗掲揚の練習
組織委員会の準備は最後の仕上げ。

ルノワールの魅力 文化、美術 「フランス画壇の法王」とまで言われた
ルノワールの展覧会に常陸宮夫妻も ルノワール展に人々の列、展示をみる。
お見えになりました。 常陸宮ご夫妻がご覧

希望訪問 世相 戦後22年、奇跡の繁栄といわれ、
「繁栄と窮乏と」 人口は1億人を越しましたが手放しでは喜べません。 回顧、川のある焼跡の町、買出し、避難民

３６階建設中
タイトル
赤ちゃんのベルトが並ぶ
団地、かぎっ子が増える。
無認可の保育所、１歳児　イッパイ
老人ホーム　テレビを見る　イッパイ
夢の島のゴミ
工場の煙、公害患者
車のラッシュ、交通事故
車でフロ屋へ。
お列車に行列
プールの人ごみ
パチンコ屋の開店ダッシュ
バーゲンの婦人たち
通勤列車の席の奪い合い
タクシーめがけて走る
赤ちゃんのベットが並ぶ

毎日ニュースNo.664 1967．8．23 初めノロノロ　 政治、国会、 健康保険特例法案の採決にノロノロ。日本社会党新
　　　　　　終わりガヤガヤ 選挙 委員長はアッサリ無投票で選出。 参議院健保法案審議、社会党の牛歩戦術。可決。

面目は保ったと乾杯する社会党議員団
日本社会党第29回の臨時全国大会　
執行部批判
舞台裏の主流派、反主流の話し合い。
勝間田委員長
江田副委員長
山本書記長
大会発言、太田
無投票で勝間田体制を決定
勝間田、佐々木握手、ガンバロー

スポット 健康、 毎日新聞主催の健康作文コンクールの
健康の親善使節 トピックス 小中学生はヨーロッパへ親善使節として出発。 健康作文コンクール表彰式

熊本県、ハマチョウ小学校２年サカマキヒロミツ
北海道　早来中学校　斉藤純子ら５１０人
受賞者を代表に挨拶　サカマキヒロミツ
パーティ

小さいレーサー 国際、交通 イギリスでゴー･カート、ジュニア選手権が行われ、
14歳のテリー君が優勝。 ゴーカート、ジュニア選手権、スタート

テリー君が優勝

希望訪問 教育 来年は大学へ進学する希望者が８０万人と言われ
受験戦争　夏の陣 史上最大の受験戦争が予想されます。 受験戦争　夏の陣、図書館に並ぶ

マンモス洋裁学校を借りて、予備校の夏期講習
コンピューターで志望校を決める進学企業
大学巡りのバスツアー、東大、早稲田
電機メーカーはテープレコーダーで語学ラボ
出版社では電話図書館をオープン、コピーする
机にスピーカーを仕込み、寝ている間に勉強
冷房付の貸学習室の抽選会、勉強
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
毎日ニュースＮｏ．６６５ 1967.8.30 阿蘇の秋 祭事、季節 涼風が渡る阿蘇高原。焼きとうもろこし、

霜宮神社の火たき祭りと阿蘇はもう秋です。 阿蘇高原、牛、馬の放牧
とうもろこし畑の取り入れ、観光客に焼いて売る。
霜宮神社の火たき祭り
少女が燃やしつづけながら勉強

国民との対話 政治 今年で６回目を迎えた国政に関する公聴会
“一日内閣”が和歌山市で開かれました。 国民との対話のため、佐藤総理が和歌山県庁に

来る
ベランダより和歌山城を見る
コトノ浦リハビリテーションセンターを視察
一日内閣のため佐藤総理着く
体育館の人々
上田発言　聞く大臣達
男発言　汗を拭く総理
岡田発言　
佐藤総理　答弁する

ユニバーシアードひらく スポーツ 大学生のスポーツの祭典、ユニバーシアード
東京大会は34カ国、1377人の選手が参加 1967年ユニバーシアード東京大会開会式

入場行進、イスラエル選手団、メキシコ、インド、韓国
アメリカ、ユーゴ、日本選手団
大会名誉総裁の皇太子殿下が開会宣言、花火。
聖火最終ランナー、沢木啓祐選手、点火
柔道重量級決勝
西村と韓国のテイ対戦、西村優勝

毎日ニュース No.666 1967．9．6 水泳で世界新１３ スポーツ ユニバーシアード東京大会の水泳で世界新記録が
ユニバーシアード東京大会 続出陸上1万Ｍで沢木選手が金メダル。 ユニバーシアード東京大会水泳

男子400ｍ自由形、チャールトンが世界新
男子100ｍバタフライ、ラッセルが世界新
女子400ｍ自由形グスタクソンが世界新
男子1500ｍ自由形バートンが世界新
陸上競技、男子100ｍ決勝ポートジボアール、
アメリカのスミス
女子100ｍ決勝フアーレル勝つ
棒高跳びエンゲル勝つ
男子1万ｍアメリカのネルソンを沢木が抜いて金メダル

希望訪問 災害、水害 わが国有数の穀倉地帯の羽越地方に集中豪雨、
流された豊作 新潟県加治川などが決壊した。 羽越地方に大水害、加治川が決壊

堤防の仮締切り作業する自衛隊、地元消防団
地図
被害にあった家屋
黒川村倒木で渡る、郵便屋来る、跡始末、捜索
豊栄町は水びたし、小学校に避難。
稲田は水につかる。刈り入れ

毎日ニュースNo.667 1967．9．13 三冠王をめざして スポーツ 首位打者は誰のものか。トップを競う大洋近藤と
巨人王の争い。 三冠王をめざす王

大洋の近藤
巨人－大洋21回戦、平松初めて王と戦う
4回、王41号ホームラン
近藤打つがアウト
王バウンド１塁へ出る
２２回戦１塁　柴田
王、小野から４２号ホームラン
近藤は三振、王は打つ、近藤アウト

体が不自由でも 世相、福祉 身体が不自由でも職場の理解と本人の努力次第で
働ける。 身障者ばかりのテレビ工場、ミーティング

組み立てる
国鉄、筑豊本線
駅で体操、切符を売る、身障者用に工夫した改札
ＳＬホームへ、ポイント切替、ＳＬ遠のく

希望訪問 世相 10円で44分30秒－電電公社がある日ある
モシモシお時間です 公衆電話で調べた長電話の記録です。 駅の公衆電話、長電話する女性

銀座テレホンセンター、長電話する女性
町の赤電話
タバコ屋、鏡をつけたが長電話、三分の砂時計
をおくがダメ

毎日ニュース  No．６６８ 1967.9.20 帆が走る 国際、スポーツ ヨットのアメリカ杯レースが行われ、
オーストラリアのデイム・パティー号が優勝 アメリカ杯レース、

オーストラリアの「デイム・パティー」号
ヨットレース・スタート
大西洋の風を帆に受けて滑るヨット
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
うるおわぬ天草 災害、観光 九州本土と天草の島々を結ぶ天草五橋が完成して

１年 天草五橋を望む観光客
ホテル、旅館も増築中
別荘用の分譲地売
ホーバークラフトが行く
干魃で作物が枯れる
水源地が枯れる
九州本土から船で水を運ぶ
車で水を運ぶ。給水に並ぶ住民、山の上へ運ぶ
あづま湯、断水で休業
旅館も食事分だけ給水、トイレは断水で使用禁
トラック、夕日の橋

希望訪問 交通、 三里塚空港反対、強制測量実力阻止の
嵐の中の人々 航空、 反対同盟に結集した農家、老人決死隊。 三里塚空港の測量阻止に反対同盟が集まる

農業 阻止の訓練
総決起大会に老人決死隊も初参加
婦人行動隊の集会、ヘルメットを用意
農家ではにぎり飯やもんぺを離せない。
夜のパトロール
午前４時　非常呼集　訓練つづく
稲を干す、農民の声流れる。
畑おろす。豆の収穫
反対派の監視

毎日ニュースＮｏ．６６９ 1967.9.27 彼岸 世相、習俗 今日は彼岸の中日、墓地の分譲や石碑の
いろいろを描く お彼岸の中日の墓参り

富士の裾野のマンモス霊園にバスで墓地分譲の
セールス
墓石のいろいろな型
鹿児島では亡くなった人の趣味や仕事を墓に表す
風習がある。トックリ、タヌキ、キセル入れ
前衛型の墓石
車の墓地もできた

これからのマイカー 国際 アメリカのマリブ湖に家庭用の小さい
ホーバー・クラフトがおめみえした。 家庭用のホーバー・クラフトが道路からマリブ湖へ

疾走

希望訪問 教育 さる６月、法政大学構内で起こった学生同志の
おおわが母校 乱闘事件の処分問題 法政大学へ通学する学生たち

大学としては珍しいエレベーター
乱闘事件の処分問題のアジ看板
学生の集会、学校側チラシを配る
学校側と学生側の第２回国交、先生が静止しても
きかない
一般学生は無関心
一般学生の集会
学校側会見、学生
試験
野球場の応援スクラム

毎日ニュースＮｏ．６７０ 1967.10.4 阪急が初優勝 スポーツ プロ野球パ・リーグでは阪急が初優勝。
球団結成以来３２年ぶり プロ野球パ・リーグ阪急対東映最終戦

西本監督の胴上げ
西宮球場でビールかけ

涙も枯れる 農業、災害 ７０年ぶりという干害の西日本地方、
長崎県と佐賀県で２人の農民が自殺 旱魃でひび割れた田畑

作物は枯れ、稲を焼く
野菜の種を蒔く、わずかな水をまく
葬列

希望訪問 世相 始めに駅を作り、宅地を造成して売る私鉄の
駅前分譲騒動記 商法 商法にテント組まででる 京王高尾線開通電車来る

交通 めじろ台団地の分譲地にテント小屋が建つ、待つ人々
テント生活、フトンを干す、新聞配達、露天の店
アンマ
１日６回の点呼、
テントの人にインタビュー
造成工事
学生アルバイトはマージャン、ギターで待つ
列は増える、テントも増える、夜の点呼
受付に列、列
受付開始
分譲を確保した家族
長い順番待ちの列

毎日ニュースＮｏ．６７１ 1967.10.10 泥んこ熱戦で引分け スポーツ メキシコオリンピックの出場権をかけた
日韓サッカー サッカー・アジア地区第一予選日本対韓国。 サッカー､アジア地区第一予選日本対韓国

前半　宮本のシュート
杉山のシュート
後半　韓国のリーとキョのシュートで2点
釜本のシュート
韓国の得点で３：３の引き分け
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
高層の悩み 世相 空に地下に建築界は伸びる、それとともに

建設　防災 防災対策が問題となってきた。 霞ヶ関ビル、ビル街
名古屋地下街
ビル火災、梯子車
消防庁の視察、救助袋入れ箱の上に荷物
西武と丸物デパートの間に避難橋をかける、訓練
消防庁のレンジャー隊員の訓練

全学連デモ、死者を出す 事件 佐藤首相の南ベトナム訪問阻止闘争で
反日共系全学連の京大山崎博昭が死亡。 佐藤首相、南ベトナムを含む第2次東南アジア

太平洋諸国訪問へ、スチール
佐藤訪ベト阻止の全学連　機動隊と衝突、ガス弾
弁天橋から海老取川に飛び込む学生たち
つりあげられて逮捕
負傷者を救急車に

毎日ニュースＮｏ．６７２ 1967.10.18 三里塚の子供たち 交通、航空 市川から移ったばかりの養護施設は滑走路予定地
の近く。公団は測量クイを打ちこむ。 三里塚空港近くの養護施設、園長と子供たち、

ボール遊び
公団の測量隊が来る、反対派と小競り合い
鉄製クイを打ち込む
子供たち遊ぶ。木の実を取って食べる。黒板に絵を
描く。
クイを守るガードマン達
子供たち遊ぶ

ヘボ取り 動物　生活 ヘボ取りが始まる、ヘボとは地蜂のことで
クロスズメバチ不老長寿、美容と万能の食物。 ヘボ取りの準備をする荒木さんと仲間

ハチを追う、巣を掘り花火で殺す
ハチの子を取る

希望訪問 交通 国鉄のドル箱、東海道新幹線、新婚旅行へ
東海道新婚線 出発する風景 東海道新幹線

新婚旅行を見送る人々
新婚さん、話しこむ新婚
応援団、乾杯、胴上げ　万歳

毎日ニュースNO.６７３ 1967.10.25 巨人まず連勝 スポーツ プロ野球日本選手権シリーズ第一戦、巨人対阪急
日本シリーズ第一戦　金田
米田
西本阪急監督
米田　岡村のバッテリー
3回　柴田
長嶋打つ
5回長池
森本ヒット
7対3で巨人勝つ

ある行政相談員 世相 田村光さんは、東京都羽村町の行政相談員です。
田村さんの活躍を描く。 行政相談員の田村光さん、相談にのる

行政管理庁から表彰される　田村さん
通学路、田村さんが役場の人と業者
と話し合う
からだの不自由な施設に入る相談にのる田村

希望訪問 政治 吉田茂元首相は10月20日、神奈川県の大磯の
吉田さんの遺産 訃報　祭事 心自宅で筋梗塞のため89歳で死去 吉田茂元総理大臣邸へ皇太子ご夫妻がご訪問

吉田茂死去、弔問客入り
回顧　サンフランシスコ講和条約調印
吉田茂垣根を閉める
米軍基地を巡る紛争
自衛隊観閲式
日米修好100年記念に親善使節団長として出席
除幕式。
アイゼンハワー大統領と会う
安保条約改定デモ、樺美智子さんの遺影
岸信介　吉田茂
池田勇人が吉田茂に礼
蔣　介石と会談
池田後の佐藤選びに
佐藤内閣ヒナ段
佐藤総理、沖縄を訪問
ベトナム戦争
国際反戦統一デーのデモ行進
佐藤総理、サイゴンより帰国
佐藤総理夫妻、吉田邸を弔問
大磯の私邸を出る。吉田茂のひつぎ
教会に安置される。

毎日ニュースＮｏ．６７４ 1967.11.1 吉田さんの国葬 政治 故吉田茂元首相の戦後はじめての国葬儀。
訃報　祭事 故吉田茂元総理の遺骨が私邸を出発

高速道路を行く車　空撮
弔砲、遺骨が国葬儀場へ入る
吉田健一氏から佐藤葬儀委員長へ、儀杖兵へ遺骨
が渡される
佐藤総理の追悼の辞
皇太子ご夫妻供花
外国特使、大使、各界の参列者の献花
葬儀場を出る遺骨、青山墓地へ向う
吉田茂のカトリック教会の葬儀
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
自衛隊記念日 防衛　祭事 警察予備隊として生まれて今年で17年目を迎えた

自衛隊の観閲式 自衛隊の観閲式
自衛隊の行進
佐藤総理、増田防衛庁長官、観閲
戦車、ミサイル、戦闘機Ｆ104J　パレード

希望訪問 交通 第14回東京モーターショー、"ミニの女王”
ショーはすてき 芸能　祭事 ツィギーがモデルで登場 第14回東京モーターショー、新車発表

ロータリーエンジン車
レースに出場車
ＨＯＮＤＡＦ－１　勝利の車
人々来る、試乗車に乗る
ミニの女王ツィギーがモデルとして登場
新車発表

毎日ニュースＮｏ．６７５ 1967.11.8 伝統を守る 世相、芸能 お江戸に残る伝統、すすきみみずく、角乗り、
流鏑馬、酉の市を描く 雑司が谷鬼子母神のすすきみみずくを作る吉田さん

と娘さん
木場の角乗りの練習
流鏑馬
流鏑馬保存会の練習
酉の市のにぎわい

スポット 世相 西部のガンマンの早射ち比べ。玩具のピストル
トウキョウ･ガンマン 製造会社の企画です。 ガンマンの早射ち比べ

女性のガンマン
対決

二億円の拾いもの 国際 アフリカのレソトから奥さんが拾った
ダイヤモンドをニューヨーク五番街へ売りに来た。 ダイヤモンドを売りにアフリカのレソトから来た夫妻

600カラットのダイヤモンド

希望訪問 世相 キリスト教の伝道師が開拓村に私財を投じて
村の文化功労者 文化　建設 保育所を建設、村の表彰を受けた。 西郷村のキリスト教の教会　祈る人々

アイリン・アンダースン伝道師、子供の手を引く
手紙を読む
農作業する農民
川谷保育所で子供たちと遊ぶ、抱く
バスで子供たちを見送る
村で文化特別功労賞を贈る
近所の人が食物を持ってくる
送別会　感謝のネックレスをもらう
村人と記念撮影

毎日ニュースNo.６７６ 1967.11.15 特集 政治 11月12日、佐藤首相は流血の羽田空港を後に
流血の中の訪米 外交　事件 訪米へ 沖縄の米軍基地

総理大臣として戦後初めて沖縄訪問の佐藤首相
沖縄小笠原返還中央大会
祖国復帰協の喜屋武代表らハンスト
佐藤総理、社会党始め各野党と会う。
全学連総決起大会
エスペランチストの由比忠之進自殺。病院抗議書
佐藤　警備
全学連　東大駒場校舎に拠点を移す
羽田空港検問
全学連東大駒場校舎
羽田空港運河警備
佐藤総理アメリカ訪問へ自宅を出発
羽田警備
全学連電車にのりこむ
空港から２Ｋ地点に防御線を張る
全学連　工事現場から丸太を持ち出す
乱闘
洋服姿のデモ
佐藤総理　見送りに応える
京浜急行空港線大鳥居駅　警備
乱闘　投石　ゲバ棒、ガス弾、逮捕、流血
沖縄の農民
佐藤総理、ジョンソン大統領と会う
沖縄の基地

毎日ニュースＮｏ.６７７ 1967.11.22 佐藤首相帰国 政治、外交 訪米中の佐藤首相はジョンソン大統領と会談、
小笠原の1年以内の返還が決定。 アメリカ訪問、佐藤総理　ジョンソン大統領と握手

閲兵、大統領と会談
帰国

藤、ＫＯで初防衛 スポーツ プロボクシング世界チャンピオン藤猛は挑戦者を
4回右ストレートＫＯで初防衛。 世界ジュニア・ウェルター級藤猛・クアルトア戦

1ラウンド
4ラウンド　藤猛の右ストレートで初防衛

大空の特訓 交通、航空 高速旅客機時代の日本航空の乗員訓練所で
第1期の訓練生の巣立ち。 日本航空の乗員訓練所、勉強

練習機で訓練
第1期の訓練生10人の巣立ち
訓練は続く
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
手をつなぐ若者たち 世相 狭山茶の製造問屋で働らく金子君が

全国青年大会に出場する。 狭山茶の製造問屋で働く金子君
小学校のグラウンドで陸上競技を練習する
全国青年大会開会式、選手入場　宣誓する金子君
交歓会　フォークダンスの輪　ジェンカ
金子君に手紙が来る
狭山茶の製造問屋で働く金子君

毎日ニュースNo．６７８ 1967.11.29 豊作を祝う 農業 第６回農業祭。史上最高の豊作を祝います
第６回農業祭　即売会
郷土芸能を披露　鎌倉踊他　無料配布
平塚農業高校のブラスバンドを先頭にパレードが
つづく

両陛下、毎日新聞社へ 皇室 天皇、皇后両陛下は毎日新聞東京本社を
視察されました 両陛下、毎日新聞東京本社をご訪問

両陛下、屋上から皇居をご覧
編集局
印刷中の「毎日式超高速輪転機」
印刷されたばかりの夕刊をご覧

希望訪問 政治、内閣 佐藤首相は内閣改造を始める。
内助が実るとき カメラは関係候補の夫人達の内助を祝う。 佐藤改造内閣に当り記者会見（声）

首相官邸　テント村
園田直夫人　発表のテレビを見る
小川平二夫人モーニングを準備する、電話に出る
木村官房長官の新閣僚名簿発表
小川平二労働大臣官邸入り
小川平二夫人と家族　拍手
田中竜夫総理府総務長官官邸入り
田中竜夫夫人と家族拍手
園田直　厚生大臣記者会見
園田直夫人、テレビ見る、電話、祝客の応待、祝膳
園田直にモーニングを着せる夫人
小川平二に夫人がモーニングを着せる
ひな壇
園田直、祝宴、認証書を夫人に見せる
田中竜夫、認証書を夫人に見せる、乾杯
福田赳夫に田中竜夫夫妻挨拶
小川平二夫妻　テレビ出演　自宅でお茶を飲む

毎日ニュースＮｏ．６７９ 1962.12.6 ミニ・ミニ・アート 世相、芸術、工芸 米粒で大名行列をつくる茨城県の高橋進さんを紹介
もち米粒で大名行列をつくる高橋進さん
米粒を選ぶ　台紙に張りつける
筆で描く　完成

２歳になった礼宮さま 皇室 １１月３０日、礼宮さまの満２歳の誕生日。
体重１２.８㎏　身長８８.８センチ 礼宮さま満２歳の誕生日　おもちゃと遊ぶ

東宮ご一家団欒、和服姿の美智子さま浩宮さま
礼宮さま
陸カメと遊ぶ礼宮さま

希望訪問 世相、風俗 東京銀座数寄屋橋公園、一日の世相を追う
数寄屋橋ありき 数寄屋橋公園の人通り

交番で道案内、交差点にテレビカメラをつけて
モニター
朝、クズ屋、池で洗顔
トップモードの撮影
交番　注意を呼びかける
募金　全学連のカンペ、右翼
写真展、待合せ、カップル
交番道案内、パトロール
深夜族

毎日ニュースＮｏ．６８０ 1967.12.13 車輪の下 交通 交通戦争をカメラワークと編集の妙で描く
交通戦争が瞳に写る
通学事故寸前
カメラの上を車輪が通過
とばす車

希望訪問 世相、風俗 東京の副都心新宿の盛り場の夜の風俗を描く
新宿の夜 新宿の夜、盛り場をフラッシュ的に表現

キャッチバー　夜の蝶
タクシー乗り場
深夜映画館
連れ込み宿
レズビアンバー
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
毎日ニュースＮｏ．６８１ 1967.12.20 師走に走る眼 世相、歳末 あわただしい年の瀬。警視庁は歳末警戒に活躍。

警察署で特別歳末警戒の訓示、出勤
繁華街を警戒するパトカー
酔っぱらいを保護
泥棒現場

ハトはどこへいった 国際 あくまで徹夜抗戦を崩さぬ北ベトナム。
１２年目のベトナム戦争 戦争　政治 ジョンソン大統領は北爆を続けると豪語する。 ベトナム戦争、北爆へ米空母から出撃、爆撃

ジョンソン米大統領演説
米戦艦から砲撃
ベトコン撃つ、撃沈された米軍攻撃機
東京で開かれたベトナム展、写真、弾
ベトナム反戦大集会デモ
アメリカ軍の野戦病院へ負傷兵が送られてくる。
ベトコンのアメリカ兵の捕虜
米空母イントレピット号から脱走した４人の記者会見
駆逐艦の修理
機関銃のテスト
戦車砲
ヘルメット工場
ベトナム帰休兵・ホテルで休む、踊る、バスに乗る
鑑へ歩く
佐藤総理訪米中にジョンソン大統領と会談　ワイプ
国会、佐藤総理演説
国際反戦デー
マクナマラ米国務長官が北ベトナムの機関銃を
見せる（１１月２９日辞任発表）
ベトナム戦闘
国際反戦デーのデモ

毎日ニュースＮｏ．６８２ 1967.12.27 善意のともしび 世相、歳末 みんなで暖かいお正月をー歳末助け合い運動。
水上生活者や施設の子らにプレゼント。 中央生活館がサンタクロースの服装で水上生活

者の子供にプレゼントする
観光バスのガイドが施設の子を招待、モノレール
擦れ違う
寮で餅つきを一緒にして食べる

希望訪問 交通 列車番号143、東京駅23時30分発大阪行普通列車に
東海道超ドン行 同乗する。 東海道本線普通列車23時30分大阪行２等車に

乗り込む乗客
23時30分発車
新橋からの乗客で車内はいっぱい
小田原付近、検札
1時49分沼津駅着　朝刊の束が降ろされる、
立ち食いそば
車内を鉄道公安官が巡回
刈谷の付近で夜明け
名古屋駅着　東京の客は下りて通勤電車になる
安土駅で後続急行３本に抜かれる
１２時３７分、大阪駅着、乗客下車
（６７の駅、所要時間１３時間１３分）
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ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．６８３ 1968．1.3 新春の天皇ご一家 皇室

昭和43年 新春の天皇ご一家
絵本をご覧になる
吹上御所の庭で葉牡丹ご覧

希望訪問 観光、季節
「花と潮騒」 伊良湖崎に昇る初日の出

灯台
漁村風景
島崎藤村の詩碑「名も知らぬ…」
ウサギ島の放し飼いのウサギに餌
猿島に野生猿を見に観光客が来る
鵜の大群
花のハウス、菊を摘む、耕運機で運ぶ
恋路が浜のなぎさでデートするカップル

毎日ニュース  No．６８４ 1968．1.9 空からおめでとう 世相
各界の猿年の人を招待してのパーティー
飛行機に乗り込む
コクピット
吉田正さん
機内からの富士山
小西得郎
勝間田清一お屠蘇を飲む
和服の女性

希望訪問 文化、芸能
「スター多忙」 永井秀和のステージ

ファンに囲まれてスケート
受賞曲の映画ロケ
母親にネクタイを直してもらう
吉永小百合の楽屋に挨拶に行く
吉永小百合歌番組のフィナーレ
芝居のリハーサル
蕎麦を食べる
テレビ局に入る
永井秀和一家でお屠蘇飲む
吉永小百合ファンとの交歓会

毎日ニュース  No．６８５ 1968．1.15 聴診器ひと筋 医療、生活
加唐島、雪と遊ぶ子供たち
漁の風景
山口清医師の診察
巡回医療で診察
女医の奥さんを見送る
山口清医師新聞を読む
診察記録を書く

希望訪問 政治、予算
「票固めの季節」 新年度予算編成の水田大蔵大臣
ー予算編成ー 圧力団体の垂れ幕

要求貫徹大会議員の出席をとる
政府予算対策本部・全国町村会陳情団
中川一郎事務所へ陳情団入る
名刺の山
大蔵省に車が入る
田村元廊下を歩く
政務次官と握手
中川一郎陣中見舞い
新人議員会合へ出かける
大臣折衝大平正芳、水田蔵相他

毎日ニュース  No．６８６ 1968．1.23 南海電車またも衝突 交通、事故
南海電鉄本線天下茶屋駅構内現場検証
相原第二病院に負傷者入院
南海電鉄病院で運転手下雅志インタビュー
現場検証

晴れておとなに 世相
成人の日「青年のつどい」式典
皇太子殿下お言葉
愛の献血車で献血をする青年たち
小笠原流家元小笠原清信さんの古式元服式
成人を迎えた自衛隊員の雪上ラクビー
みおつくしの鐘を打つ

毎日芸術賞の人々 文化
第９回毎日芸術賞表彰式
司馬遼太郎さん受賞
殉死の本、執筆風景
奈良原一高さん受賞 
町で撮影する、作品
武原はんさんの踊り、花束を貰う
手島右卿さん
オペラ二期会
パーティー

２０回目の成人の日。全国２３０万人の若者が大
人の仲間入りをしました。

益々お元気な両陛下を中心におそろいで正月を
迎えられた天皇ご一家。

渥美半島越戸のお花畑は四季を通じて美しい花
を咲かせ冬知らずの三河湾は一足早い春。

今年は猿年。それに因んで日本航空は各界名
士の中から猿年の人を選んで空の旅に招待。

毎日芸術賞の表彰式が行なわれ小説「殉死」司
馬遼太郎さん等が晴れの受賞に輝いた。

あわただしい年の暮。しかし今が稼ぎ時とあって
暮れも正月も無いのが人気稼業の辛さです。

４７０億円の調整財源と水田蔵相が出したかくし
財源をめぐり新年度予算復活要求がスタート。

今年米寿の山口さんは死ぬまで聴診器は放しま
せんと島の人達の健康を守り続けている。

南海電鉄で満員の乗客を乗せた電車が回送車
と正面衝突多数の重軽傷者を出す大惨事。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
原子力空母ついに寄港 事件、防衛

エンタープライズ寄港阻止闘争
佐世保駅にＳＬで全学連が到着
全学連ホームから米軍基地へ向かう
平瀬橋のバリケードを突破で警官隊と衝突
乱闘、負傷者、催涙ガス
野党の反対集会
賛成のビラを撒く右翼団体
エンタープライズ入港、空撮
エンタープライズ甲板、海上デモ
上陸する米水兵繁華街へ
警備の警官デモ隊を追う
エンタープライズ

毎日ニュース  No．６８７ 1968．1.27 特  集 社会　軍事
佐世保の十日間 防衛 防護柵で保護された橋、ビル

佐世保警察署、監視カメラ、放水車の試験
線路の砕石を固めてある
法政大学から寄港反対の全学連出発
機動隊と衝突
東京駅急行「西海」に乗り込む学生たち
博多駅構内で警官隊による身体検査
九州大学が学生たちの拠点
平瀬橋に厳戒体制が敷かれる
学生たち投石用石を集める
佐世保駅から線路伝いに基地に向かう
平瀬橋上で機動隊と衝突
機動隊の放水、バリケード壊す学生
負傷者、逮捕者
野党各派の集会、中央実行委員会
学生たち角材を手に基地に向かう
学生と機動隊の衝突（放水、投石、催涙弾）
学生と機動隊の衝突（敷石砕く、星条旗燃す）
エンタープライズ入港
ベトナム攻撃に向かう
ポラリス潜水艦
ミサイル
エンタープライズ
上陸する水兵
脱走を勧めるチラシ
学生と機動隊の衝突に市民が加わる
警備車両の屋根に学生たち
川を渡り米軍基地に進入、逮捕される
機動隊と市民のもみ合い
ベトナム侵略反対抗議
エンタープライズ出港

毎日ニュース  No．６８８ 1968．2.7 佐々木が初優勝 スポーツ
ー別府毎日マラソンー 第１７回別府マラソン大会スタート

折り返し点
佐々木が大会新記録で優勝

白い芸術展 祭事、芸能
自衛隊の雪像づくり
黒部の太陽の石原裕次郎が黒四ダム制作
開道１００年にあたり歴史物の雪像
漫画のキャラクターで遊ぶ子供たち

中小企業のモデル工場 産業
合理化モデル工場指定の鋳物工場
設備を近代化にして流れ作業
株式会社 精工社製作所
会議風景
工場内
体操風景

緊張ますベトナム情勢 国際、紛争
ベトコンのテト攻勢、サイゴンを奇襲
アメリカ大使館を占拠され奪回攻撃
大統領官邸奪回攻撃
サイゴン放送局奪回攻撃
ベトコンや急進派仏教徒の拠点の戦闘
逃げ惑う住民
ベトコン狩りで銃殺や死体
市街戦で逃げ惑う住民

毎日ニュース  No．６８９ 1968．2.14 スリップに注意 交通、事故
鴨が氷上をスリップする
車のスリップ事故
パトカーで冬の水撒き注意を呼び掛ける
いろは坂スリップの注意看板
スリップする車
事故防止を呼びかける
ロードヒーティングを敷設した道路

米第７艦隊の原子力空母エンタープライズ号の
寄港に佐世保のはにわかに緊張して来た。

動く核基地エンタープライズが来る。国論が賛否
真二つに分かれた佐世保の１０日間。

雪や氷でスリップ事故が発生。北海道では雪を
溶かすロードヒーティングを敷設。

第１７回別府毎日マラソンは佐々木が２時間１３
分２３秒８の大会新記録で初優勝。

札幌雪祭り。今年は開道１００年にあたり歴史物
が多く、石原裕次郎さんも黒四ダムを制作。

今年は中小企業庁が２年毎に行う合理化モデル
工場の指定の年です

ベトナム旧正月前夜の29日から大攻勢にはいっ
たベトコンの奇襲。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
映画コンクールきまる 文化

第２２回毎日映画コンクールの選考会
小林正樹監督の「上意討ち」に決定
表彰式の小林正樹監督
今村昌平監督「人間蒸発」
田中邦衛男優主演賞
岩下志麻女優主演賞
山本圭男優助演賞
ニュース映画部門「流血の中の訪米」

「黒部の太陽」完成 文化、映画
「黒部の太陽」の慈善試写会
石原裕次郎
堀田日活社長
宇野重吉、志村喬
秩父宮妃殿下
常陸宮ご夫妻
鷹司和子さん
石原裕次郎舞台挨拶
映画上映

希望訪問 世相、建築
「ガラスの檻」 ガラスのビルディング

新聞配達
サラリーマンの出勤
出勤簿付ける、朝礼、事務、タイプ、電話
社員食堂
屋上でバレーボール
人事名簿、栄転組み
タバコの煙、月給日
退社時間を待つサラリーマン

毎日ニュース  No．６９０ 1968．2.21 銀世界にいどむ スポーツ
ー国体スキーー 国体スキー競技会開会式

高松宮殿下のお言葉
複合ジャンプ吹雪で転倒
少年組清水が２位
少年組勝呂祐司
複合距離勝呂祐司優勝
女子大回転猪谷素子初優勝
女子大回転片桐ミユキ３位

中大紛争全面解決 教育、紛争
中央大学駿河台校舎のバリケード
学費値上げ阻止のデモ
升本総長会見、辞任
アジ看板、新聞
大衆団交、飯田、井上
白紙撤回に喜ぶ学生たち
バリケード撤去
門が開く
女学生インタビュー

白い無防備都市 世相、季節、交通
大雪が降る、除雪作業
国電通勤客で超満員
新幹線も飛行機も止まる
高速道路はノロノロ運転
幡ヶ谷駅前の歩道橋
スリップする車
電話ボックスの人だかり
会社は空席が目立つ
長靴とぬかるみ

毎日ニュース  No．６９１ 1968．2.28 「ライフル魔」金を逮捕 社会、事件
寸又峡尾温泉
篭城の「ふじみ屋」旅館
テレビ画面の金
金はダイナマイトと実弾を抱えている
壁に書かれた文字
警察官
食料を運ぶ警官
窓から顔を出す金
旅館経営者の妻と子供３人を解放
金の知人たちが面会
記者会見中に金を逮捕
普段の寸又峡温泉

借金返済を迫られていた金嬉老が清水市でライ
フル銃で２人を射殺、寸又峡尾温泉に篭城。

日本映画空前のスケールといわれる熊井啓監
督「黒部の太陽」が完成、慈善試写会が開催。

電車、車、新幹線、飛行機も全てストップ。１７年
ぶりの 大雪に白い無防備都市と化した大東京。

学費値上げを巡って全学スト紛争を続けた中央
大学は大学側の白紙撤回でようやく全面解決。

毎日新聞社主催の映画コンクールの表彰式が
行なわれ日本映画賞に上意討ちが決定。

北アルプス白馬山麓に高松宮殿下をお迎えして
熱気溢れる若者が勢揃いした国体スキー大会

偉容を誇るガラスの近代ビルで働くサラリーマン
の姿を描く。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
希望訪問 国際、軍事
「ベトナム戦争と日本基地」 国会で佐藤栄作総理大臣の答弁

ベトナムの戦闘
横田基地を飛び立つ戦闘機
自分の家を捨てる
米通信基地周辺の団地
兵士の移動
米軍野戦病院へヘリコプターが着く
担架で運ぶ
王子の野戦病院の設備
ジェット燃料を積んだタンク貨物車
マック便という米チャーター機
板付基地ファントム戦闘機の発着
国会で佐藤栄作総理大臣の答弁
ベトナムから修理に来た水陸両用戦車
物資補給大型輸送機
基地拡張工事
ベトナム戦争の戦闘
沖縄で海兵隊の訓練、Ｂ５２飛び立つ
原子力潜水艦の寄港

毎日ニュース  No．６９２ 1968．3.6 流し雛 祭事
雛飾り
人形を神社の回廊に持ち込む
沢山の雛人形
人形を神社から海岸に移動
神主が拝む

原田、王座を奪わる スポーツ
１回は接近戦
５回はローズをロープ際に追い込む
６回はローズ減点
９回原田ヒザを着く
最終ラウンド判定はローズに
喜ぶローズ

希望訪問 医療、動物
「ドクターと患者たち」 動物愛護病院の診察室

問診、犬の治療
入院中の動物
鳩が天井から吊るされている
往診で言語障害の為診療を受けるオーム
孔雀の胃のレントゲン、爪切り、切開手術
チンパンジーの診察

毎日ニュース  No．６９３ 1968．3.13 開拓村の春 農業、開拓
琵琶湖の干拓村の春
安土城址の石碑横を歩く人
農業の近代化をめざし干拓工事急ピッチ
津田内湖、中の湖ではうれしい開村式
鉄筋の農家が立ち並ぶ農村
８戸がグループとなって集団作業
近代農業の基盤を築き上げる開拓農民

県の木をおくる 文化、皇居
皇居付属庭園
全国から県の木が運び込まれている
栃の木は栃木県岩舟町の林さんが３本
移植作業、出発式
栃木県知事や中学生が集合の岩舟中学校
トラックに積まれた「献木」
鼓笛隊先導で県の木を送る子供達
トラック皇居へ

ケサン攻防戦 国際、軍事
政治、 林の中を移動する米軍兵士

米軍は全戦で受け身
ケサンの海兵隊陣地を囲む北側の塹壕
包囲するベトナム軍はおよそ４万人
海兵隊への補給が困難
ケサンの戦闘

ある空将補の自殺 政治、軍事
取り扱い注意のマル秘、極秘、機密の印判
山口二三空幕部長自殺、葬儀
逮捕された川崎一佐の機密漏洩事件
バッジシステムの故障続出
国会で野党議員の質問
防衛庁長官の答弁、伊藤忠商事のビル
評論家小山内宏の話、一般隊員の批判
山口部長の執務室、機密保全箱

防衛庁の山口二三空幕防衛部長が自宅付近の
玉川上水で自殺、機密漏洩問題に関係か？

緑のニッポン全国大会の呼びかけに応え全国か
ら続々と県の木が皇居の付属庭園に運び込ま
れた。

激戦つづく南ベトナム各地。ケサンでは米海兵
隊陣地を北側が激しい攻撃。

３月３日は桃の節句。和歌山県の淡島神社には
古くから伝わる珍しい流し雛の行事があります。

五度目のタイトル防衛に賭けるファイティング原
田、期待されたが防衛の新記録は成らず。

東京山の手のある動物病院に持ち込まれる患
者さんはさまざまドクターの対応は？

ベトナムでの戦闘が拡大するにつれて、日本は
完全にベトナムの兵站基地と化した。

滋賀県琵琶湖干拓村にも春の訪れ。水郷風景
を展開する農地造成作業が始まった。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．６９４ 1968．3.20 花やかに立柱祭 文化、皇居祭事

ー日本万国博ー ブルトーザー、山を削る
千里会場建設地で立柱祭
万博協会長の石坂、佐藤総理大臣等
はと飛び出す、杭の打込み、風船があがる
東京でも華やかなパレード
タイムカプセル計画、民間パビリオン
万博広場の太陽の塔の模型完成
岡本太郎と外国人等

ある日のオンネ君 動物
生後２ヶ月、体重７００ｇのクモザル
上野動物園飼育係り吉野さん
哺乳ビンでミルク飲ませる
運動をさせる
吉野さん抱かれて父親のオリに
父親は知らん顔
吉野さんに甘えるクモザルのオンネ君

希望訪問 政治
「美濃部都政の第一楽章」 髪を整える美濃部さん、美濃部スマイル

都民との対話、飛び回る美濃部さん
看板を下げた子供、泣く赤ん坊
美濃部さんの書斎、都議会の様子
都庁の仕事、ハンコ行政の改革、職員対話
職員の汚職事件で庁舎内放送をする
庁内食堂で昼食
和服で町内を散歩
サインを求められる、気楽にサインに応じる

毎日ニュース  No．６９５ 1968．3.27 ボナールの世界 芸術、美術
ピエール・ボナールの横顔にスーパー
高松宮妃殿下テープカット
作品「塔のある家」
作品「ル・カンネの風景」
作品「浴槽の裸婦」
作品「鏡の中の裸婦の半身」
作品「花咲くアンズの木」
作品「犬と少女」

希望訪問 事件、捜索
「捜す」 歩く足のアップ、男二人、メモする手元

問う男、コート脱ぐ
農地を整列して捜索する県警職員
横浜市の小高睦美ちゃん渡部里枝ちゃん
捜査会議、二人のポスター、聞き込み開始
第一目撃者の女の子、渡部夫妻
第二の目撃者、第三の目撃者、捜査会議
第四の目撃者の運転手
歩き続ける刑事

毎日ニュース  No．６９６ 1968．4.3 センバツ開幕 スポーツ
入場行進をする音楽隊
津久見高校キャプテンと副主将だけの入場
高知高校、足元、徳島商業高校
沖縄高校、花火走る選手一同前進
田中会長に優勝旗返還」、始球式
大宮工業高校と防府商業高校第一試合

家内安全 商売繁昌 文化、宗教
急な階段をニコニコして登るおばあさん
合掌する、祈るおばあさん2人
大僧正、新本堂でのご開帳、社務所
お清め料10円、老若男女、鐘を鳴らす
香炉の煙を体に着ける
寄付の表示板
護摩焚き
詰め掛ける善男善女

国 鉄  この現実 交通
走るＣ５８８，新幹線、マンモス企業
新幹線工事、朝の通勤風景
石田礼助国鉄総裁
新駅開業の祝賀セレモニー
山口県東部縦断をする岩日線
ガラガラの車内
田布施駅、貴賓室
通勤ラッシュと赤字線とのカットバック
電車の窓に押し付けられた通勤客の顔

毎日ニュース  No．６９７ 1968．4.10 古都の春 世相、季節
観光 五重塔と新幹線、花と川、走る観光バス

竜安寺の石庭、アベック、修学旅行の生徒
扇子のウインドー、バスの運転手さん
バスガイドさんと記念写真
地図を広げる、パンの立ち食い
正座をして食事するミニの女の子
流れ作業の抹茶、観光坊主
観光客を見送る
バスを見送る

ローカル線から新幹線、従業員４６万人、一日の
収入２０億円の国鉄は日本一の大企業です

京都の春は観光客とともにやってきます。静寂を
求めて訪れた古社寺は人の群れ。

色と光りの詩を謳い上げたピエール・ボナール
の大回顧展が上野西洋美術館で開催。

足が目が耳が１つの目的を求めて歩きまわる。
少女の失踪事件を追う神奈川県警捜査本部。

母校と郷土の名誉をかけた全国の精鋭３０校。
紫紺の優勝旗めざしセンバツ野球大会の開幕

家内安全、商売繁昌から交通安全まで成田山
新勝寺のご開帳に人々は願いお込めて参拝。

アジアで初めての人類の祭典日本万国博覧会
の開催地千里会場建設地で立柱祭。

南米産のクモザルのオンネ君は母親を亡くした
上、未熟児で上野動物園の吉野さんが母親。

都民の生活と健康を守る精一杯の美濃部色を
盛り込んだ都予算案の第一楽章は？。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
ゆらぐアメリカ 政治、国際

訃報 横田基地に着陸した米輸送機
降りる負傷兵、続々と
米国ジョンソン大統領声明
爆撃
米国内反戦運動高まる
野党陣営佐藤総理退陣要求
王子米軍野戦病院開設反対デモ
キング牧師暗殺され柩飛行機で運ばれる
悲しむ黒人たち
ワシントンはじめ全土に暴動の火の手
ベトナム戦争
ドル危機、黒人問題
苦境に立つジョンソンの顔

毎日ニュース  No．６９８ 1968．4.17 五輪代表きまる スポーツ
   ー毎日マラソンー 一斉にスタート、沿道の人々、走る選手

トップはクラレ、君原は道路内側、旗振る
折り返し点、25km過君原、釆谷、重松、
宇佐美の４選手、35kmで宇佐美がスパート
宇佐美大会新記録でゴール
２位釆谷、３位君原
表彰台、宇佐美トロフィー受ける
宇佐美両手を挙げる

マボロシの芸術 芸術
コンガを叩く男、踊る男女、照明乱舞
スライド映写、会場内踊るミニスカート
画面が歪む、観客、空をバックにシルエット
ビニールをバサバサする
フラッシュたかれる場内
観客歪む、観客うんざり顔

ぼくら一年生 教育
入学式の朝、着飾った母親と校門くぐる
校長先生挨拶、行儀の悪い子供
先生から教科書を貰う、元気に挨拶
ハイと返事をする男の子、大アクビ
校庭の遊具で遊ぶ子供達
泣いてる女の子、前にならえ、新品ﾗﾝﾄﾞｾﾙ
教科書を出し入れ、理科の時間
はしゃぎまわる子、叱る先生
オルガン、記念写真、雨の日の通学

毎日ニュース  No．６９９ 1968．4．24交通事故の季節 交通、行楽
免許証の交付、道路渋滞
シロバイ警官ヘルメット被る、走り出す
パトカー運転席、呼びかける婦警さん
割り込み車両、右折車両、渋滞中の車
ミニスカートの運転席、ドアのへこんだ車
見る女性たち、道路の混雑
都電の線路内で立ち往生した車
車を押して道路脇へ

二少女は殺されていた 社会、事件
建設現場の床下部分
検証する刑事たち
逮捕された男、スチール写真２枚
遺体運ぶ警官立ち、捜索用のポスター
２人の少女の写真、校庭のブランコ
山狩りする捜索陣、聞き込みの刑事
渡部さんの母泣きふす、遺骨を持つ母
葬儀は思い出の公園で、同級生の弔辞
焼香する人たち

氷上のスリル スポーツ
滑り止め付いた特殊タイヤのオートバイ
氷上でスピードを競う
観戦する女性
フラッグ係、観客大勢
レース風景

ひっぱりだこの 失言スター 政治
足を投げ出した倉石前農林大臣
登院停止処分を受けた穂積七郎
穂積氏の宣伝カー、街頭演説をする穂積氏
選挙区では大歓迎、倉石氏は演説会
万歳三唱の会場

雪煙をあげ、轟音を響かせて氷上を突っ走る手
に汗握るスリル満点のオートバイレース。

大臣の椅子を滑り落ちた倉石前農林大臣、懲罰
登院停止の穂積七郎氏は今や人気者。

サイケデリック・ショーという最近話題の芸術に
会場に集まった人々はすっかり幻惑の表情。

お母さんに手を引かれて校門をくぐった一年生も
今では一斉に親の手を離れて歩き出した。

行楽シーズンたけなわ。車も道路も良くなったが
相も変わらないのは交通道徳。

連日懸命な聞き込みで捜索を続けてきた横浜の
二少女は建築現場の床下から発見。

アメリカのジョンソン大統領は北爆の停止と大統
領選不出馬断念を突如発表。

メキシコオリンピック最終選考会を兼ねた毎日マ
ラソン宇佐美、釆谷、君原、佐々木が代表に。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７００ 1968．5.1 昭和元禄 世相、季節

花見の名所で踊る花見客、女性を口説く男
浮世絵、おじさんと女性、ポックリのアップ
花魁の顔、浅草祭り、グループサウンズ
ミリタリールック、キャバレーでのベトナム戦争
反対愛の募金、特需産業、長島、王三振、
満員の球場、競馬の調教、英才教育
ゲートイン、試験用紙に向かう子供達、
競馬スタート、受験の子供試験開始
倒れるピン、浴衣姿のボウラー
特売場めがけて走る奥さん達
満員電車の通勤の亭主族
ピアノを団地の窓から入れる、見る隣の奥さん
モーターショー、運転席のコンパニオン
バックミラーの中の美人女性、ミニの女性
ミニスカートティーチイン、高層ビル
見上げるカップル、おもちゃの水呑み鳥
見上げる警察官、交通渋滞、ころぶ赤ちゃん
キューピー車に挽かれる、墓場、廃棄車
燃やす車、墓地の販売員、生まれるヒヨコ
赤ん坊、一億総タレント時代、オーディション
拍手する児童、シェープアップに励む女性
泥んこ美容、サイケデリック・メーク
焼かれるマネキン人形
赤穂浪士ならぬ全学連が機動隊と衝突
赤穂浪士の浮世絵、全学連と機動隊
コンピューター・メッセージ
映画評論家淀川長治氏「サヨナラ・サヨナラ」

毎日ニュース  No．７０１ 1968．5.8 五月の窓 世相
若葉から木漏れ日、ウインドーの前を若い女性
こいのぼり、ﾋﾞﾙの窓拭き、絵を描く女性
ウインドーや鏡に写った町の風景
サングラスの中の町の景色、デモ隊、メーデー
喫茶店の男女、マネキン人形、歩く男性
鏡に写った美容室の女性、右翼の宣伝カー
喫茶店のウインドーに写った御輿、御輿担ぐ
噴水前の若い男女
ウインドーに映ったアドバルーン

乱れるドライブマナー 交通
東名高速道路料金所ゲート
高速で走る車、エンストする車
トラックの車輪、スリップ跡、横転したトラック
現場処理をする警察官、トラック元に戻る
JAFに曳かれて行く車
高速道路を走る自動車群
パトカーで交信する警察官
神奈川県警の交通取り締りパトカー

野球人種 スポーツ
長島選手、王選手、満員の球場
ピッチャー、王打席に入る、投げる、王打つ
観客、王走る、喜ぶ観客、二塁ベースの王
ピッチャー、長島打席に入る、投げる
長島打つ、観客、
王、長島の打席の繰り返しの映像
トンボでグランド整備、
試合終了、ベースを片づける、帰る観客
スプリンクラーでグラウンドの水撒き

毎日ニュース  No．７０２ 1968．5.15 スミの辛抱 産業、工芸
寺の屋根の鳩、墨の看板、土蔵の様な建物
中では菜種油に灯芯を浮かべた器
油を補給して行く職人、茶碗のススを集める
ススに熱いニカワを注ぐ、それを練り上げる
包丁で細く切り、干す、製品
完成で一息いれる職人

スターは猛獣 動物、観光
フラミンゴの演技、出番を待つトラのチータ嬢
調教師ハインツ・ナウマンとトラ
じゃれるトラ、高さ７mからプールに飛び込む
ナウマンの息子テリーは片腕の調教師
飛び込むトラ、拍手する観客
ムチを使わないナウマン親子
トラに頬づりをするテリー

家出 社会
上野の鳩、幼児ヨチヨチ歩き、列車入線
乗客達の歩き、若者広場に立ち止まる
西郷隆盛像、上野公園、アメ横の人波
目を光らせる少年係の警察官、ﾎﾞｽﾄﾝﾊﾞｯｸ
上野で保護される家出人1日10人
家出人に話し掛ける男、家出娘の手と膝
雪駄の足、大きな荷物と汚れたクツが特徴
駅構内の求人掲示板を見る娘、婦警と娘
教科書持参の家出娘、都会の雑踏

千三百年前の製法をそのままに受け継ぐ奈良・
古梅園の墨づくり。

果敢にダイビングをする猛獣。房総の行川アイラ
ンドで行われているタイガー・ショー。

仕事が合わない、家庭内の不和そして都会への
憧れ？家出少年はあとを断たない。

若葉の向こうにさんざめく五月の光、街のショー
ウインドーが意匠を凝らす。

東京と名古屋の大動脈東名高速道路。本格ハイ
ウエー時代に正しいドライブ・マナー。

熱狂的な野球好きの人種。朝から晩まで野球漬
けの人たちをインタビュー構成。

昭和４３年春。エコノミック・アニマルの名を世界
に高めたニッポン昭和元禄の春。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No.703 1968．5.22 東北。北海道に大地震 災害

海岸線空撮、函館の惨状、傾いた家、
豊川稲荷の鳥居が根元から折れる
函館大学校舎、札幌市、崖崩れの新興住宅地
苫小牧、水道、電気止まる、給水に並ぶ人々
青森、駅構内瓦礫の山、青函連絡船待合室
三沢、崩れた三沢高校、生徒負傷
八戸、八戸港被害、炊き出し、呆然とする人
遺影を拭く女性、泣く女性達、脱線した列車
歪んだ線路

山を守る 社会
登山道の茶屋、登山する人々
東京陣馬山もハイカーでいっぱい
林野庁の望楼、山火事防止の看板
職員の見廻り、標識を板に取り付ける
タバコを吸うハイカー、ポイ捨て
タバコを空缶で消すハイカー
職員歩く後ろ姿
緑の山々

マンガ・ブーム 流行、商戦
アニメのセリフを着ける声優たち
子供向けマンガを取り入れた衣類や靴
マンガ学校の授業
マンガ雑誌の販売スタンド
立ち読みする大人たち
六法全書とマンガ本、喫茶店のテーブル
鬼太郎を描く水木しげる
赤塚不二夫さんの作業場は流れ作業
大鏡の前で自作自演のアクション

毎日ニュース  No．７０４ 1968．5.29 パリは燃えている 国際
五月のパリ、教育制度改革要求の学生デモ
警察隊と市街戦、放水、負傷者タンカで運ぶ
バリケード燃える、フランス全土に広がる
労働者600万人のゼネストに発展
市民生活麻痺状態、ゴミの山のパリ
国民投票を明らかにするドゴール
社会改革の火の手の中で揺らぐドゴール体制

海にはずむ 世相、交通
停泊しているヨット群、ヨットの帆
デパートのゴムボート売り場
工場で生産されるゴムボート
車の荷台からゴムボート降ろす
空気を入れ、浮かべる
走るゴムボート（エンドオープン型）
エンジンを取り付ける
モーターボートに早変わり

「国民の声」コンクール 教育、文化
明治百年記念「国民の声」弁論コンクール
聴衆、弁士、聴衆、セーラー服の女学生
主婦、審査員席の手元、弁士、審査員席
第一位の福岡県の大学生高井善三さん
高井善三さん登壇
拍手、カップ受け取り客席に戻る

このハレンチな商法 世相、風俗
階段降りる足、鉄格子をくぐる男、鎖を弄ぶ
喫茶店で音楽に合わせる男、ﾋﾞﾙ地下の照明
人のシルエット、飲み物を呑む男女、アングラ
スナックの中、タバコ吸う女性、ろうそくの炎
灰皿にタバコの灰、ジャングル喫茶
大阪サイケ喫茶、手のひら彫刻に目を描く
目のおもちゃ、ゴーゴーを踊る客
サイケ専門ポスター、インスタント刺青
デパートのサイケコーナー、下着丸見え喫茶

毎日ニュース  No．７０５ 1968．6.5 夏をつくる 風物、工芸
京都の家並み、扇の骨組みが並ぶ
路上に並ぶ骨組、広場に並ぶ骨組
能舞台、京扇子は古都の裏町の手仕事
扇子に絵を描く職人、型紙の上から着色
型紙をはずす、骨を通す穴に息を吹き込む
職人、扇紙に骨を刺し込む、広げる
浴衣姿の女性が扇子で扇ぐ
橋の上を歩く

篭城一ヶ月 スポーツ
駒大騒動 教育 争議 東都大学リーグ優勝の駒沢大学のパレード

大学キャンパスでの祝勝会
救急車がハンストの学生収容
夜の校舎、１５０人の学生が篭城
イスや机でバリケード、共闘会議を組織
不当処分撤回、自治会結成を叫ぶ
学生洗濯、裁縫、ビラ配り、カンパを受ける

徹夜の見張り、授業のコマ割を配る当局側
ハンストにドクターストップの看板出す

明治百年を記念した国民の声弁論コンクールが
全国のブロックを勝ち進んだ弁士達で論戦。

サイケデリック、グロテスクな地下の芸術を地上
に狂い咲かせたハレンチ商法が大繁盛。

京都の細い路地裏に、狭い物干し場に、又屋根
の上に扇骨が並んで京扇子づくり。

学園の民主化を訴えのビラを配った事に端を発
した駒大騒動はそろそろ篭城一ヶ月に入った。

緑を求めてハイカーが山野に繰り出す行楽シー
ズン。山火事には最善の注意を。

マンガブーム。雑誌やTVはマンガでいっぱい、マ
ンガ商戦は止まるところを知らず。

学生デモで始まったパリの騒動はフランス全土
に広がり国民生活改善を叫ぶゼネストに迄発展

今年の海の花形はエンドオープン型ゴムボート、
エンジンを付ければモーターボート。

東北、北海道の太平洋沿岸を襲った十勝沖地
震。津波が各地に大きな被害をもたらした。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
１７２センチの跳躍 スポーツ

メキシコ五輪チームとの国際試合の日立
僅か４５分で日立武蔵バレーチームの勝利
練習風景、山田監督、回転レシーブ
ボールをトスする選手、レシーブの練習
グロッキーの選手にボールを投げつける
レシーブ練習続く

毎日ニュース  No．７０６ 1968．6.12 ケネディ候補 暗殺さる 国際、政治、事件
民主党候補のロバート・ケネディ上院議員
ロスアンゼルスでの勝利宣言
混乱する会場、撃たれたケネディ写真
泣く女性、犯人連行
ジョンFケネディ夫妻
ダラスの暗殺、遺族を守るようにロバート
４年後ロバートも凶弾に倒れる
早大訪問のケネディ夫妻、スケートを楽しむ
飛行機、ワシントンのアーリントン墓地に向かう
柩に付き添う家族、米国旗に包まれた柩

雨に備える 防災
雨傘の波、濡れた路面、流れ落ちる水
建設省土木研究所の研究
河川の改修工事も急ピッチ
ボーリング工事、鉄骨を下げるクレーン
防潮堤をテストをする下町０メートル地帯
土嚢つくり
民間による水防活動

ブラウン管の裏側 世相、芸能
テレビモニター、チャンネル回す
スタジオライト、ドラマセット、サブのディレクター
スタジオ内お客、水森亜土、拍手求める三平
歌う舟木一夫、フロアーディレクター
視聴率のデータ、追っかけの少女
壁の花おばさん達、小川宏ショーのスタジオ
スターにサインをせがむ
ギャラを貰う壁の花のおばさん
ちびっこ喉自慢、ライト消える

毎日ニュース  No．７０７ 1968．6.19 活躍する「若い力」 国際
ラジオ体操をする青年海外協力隊候補生
ランニングする青年達
語学研修のテープレコーダー
国情を勉強する候補生
団欒のひととき、ギターや地図
アフリカ、ケニア、タンザニアの隊員は洋裁
金太郎の腹掛けが大受け
自分で縫ったブラウスを着る現地女性
インドの繁華街の様子
家族計画に打ち込む女性隊員
現地人と面接調査
サリー姿の隊員は評判が良い
ラオスの夕景、日本人医師も隊員
幼児を診察する隊員
カンボジアの森林で活躍する隊員
伐採される木
日本カンボジア友好農業技術センターの看板
機械を使った収穫作業

ある争点 政治、選挙
佐藤栄作、勝間田清一、竹入義勝
西村栄一、野坂参三
選挙カー街を行く
団地に向かって演説する候補者
佐藤栄作演説、聴衆、デモ隊（60年安保の映像）
吉田茂と米大統領、聴衆、手を振る佐藤
勝間田演説、ベトナム戦争、ヘリ
佐藤栄作とジョンソン大統領、ベトナム戦負傷者
西村栄一演説、竹入義勝演説
選挙カーの竹入と聴衆
野坂参三演説、ポスターインサート
フランス五月革命、アメリカの苦悩
燃え上がるビルディング
演説者、聴衆、竹入、西村、聴衆、佐藤、聴衆

毎日ニュース  No．７０８ 1968．6.26 桜桃忌 社会、文学
デパートの太宰治展、人間失格の原稿
太宰の有名な写真、色紙
境内でうつむく青年、桜の小枝を持った男
パンフを見る女性、桜桃３粒、女子学生
同人雑誌を売るグループ、整理券を配る
雨の禅林寺、雨の玉川上水、鐘楼、合掌
会場に入る、太宰治賞を受賞した三浦ヒロキ
講演に入れない人にスピーカー
２０年前と同じ雨の桜桃忌

日本青年海外協力隊の候補生達は日夜現地語
や農業技術等の習得に懸命です。

参議院通常選挙は「日本の安全は一体どうした
ら良いのか」を争点に各党の戦いが始まった。

太宰治が命を絶ってから２０年。桜桃忌が行わ
れる禅林寺には太宰ファンが詰め掛けました。

平均身長１７２センチ。大きな体がコート一杯に
跳ね回る日立武蔵女子バレーチーム。

米大統領選挙の民主党候補のロバート・ケネ
ディ上院議員が狙撃されて重傷そして死亡。

本格的な雨期の訪れに様々な河川の模型で洪
水の実験を繰り返す建設省土木研究所。

林立するアンテナ。テレビ台数はいまや２千万台
を突破、ブラウン管の裏側を覗いてみれば

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
参議院追いこみ 政治

田園を走る選挙カー、団地で演説、候補者
街頭演説、棄権防止を訴える車
公明選挙の風船配り、風鈴配り
神戸市役所は七夕の短冊配り
自衛隊員の不在者投票
都会の夜

破られた10秒のカベ スポーツ
スタンドの見物人
１００ｍスタートからゴールまで
スタンドの見物人
準決勝のレース、スタートからゴールまで
ジム・ハインズのウィニングラン

太陽だけの丘 社会、建設
分譲地の道案内の看板、不動産広告
埼玉県吉見村の分譲地の様子
購入者の名札、マイホームつくりの様子
ズサンな工事、不動産会社倒産、雑草、住宅
売れ残りの土地は子供の遊び場
バイク通勤、自転車通勤、移動販売者
スイカ売り、子供のための音楽教室
太陽の下での芋掘り、雑草刈り、
給水タンクの中の土砂

毎日ニュース  No．７０９ 1968．7.3 小笠原かえる 政治 三十余りの島々から成る小笠原諸島は６月２６
日、米国から返還、２３年ぶりに日本の領土。 小笠原諸島、美濃部都知事が父島に上陸

吹奏楽隊、米軍代表者敬礼、星条旗降ろす
日本国旗揚がる、硫黄島でも返還式、日の丸
はためく、子供達にお土産を配る都知事
日本語を話せない子供達、通貨交換所開く
ドルから円、米軍水兵、米兵と子供達
お別れパーティー
父島港

１０００人パーティ 世相 東京の新名所となった地上３６階の霞ヶ関ビル
で缶詰千人パーティという風変わりな催し。 ビルを見上げる人、指差す親子、霞ヶ関ビル

エレベーター３５Ｆ表示で止まる
缶詰１０００人パーティー会場の看板
高橋会長挨拶、豪華な缶詰料理、お客さん
ごった返す会場、食べるお客、一斉にハシ
空の皿、食べるお客、高層ビルからの眺め
ご機嫌なパーティー

黒い輸送車 交通、軍事 川崎市の貨物駅安善から巨大な怪物を思わ
せるジェット燃料輸送車が動き出す。 連結器、禁煙マーク、ヘルメットの係員

レール移動、タンク貨物車動き出す、車輪
俯瞰の民家、走るタンク貨物車、周辺の踏切り
黒いタンクが進む、鉄橋から、山手線から
新宿から中央線へ、米軍横田、立川基地へ
新宿で爆破事故を起こした貨物車（スチール）
新宿駅構内線路に座り込みの革新団体
民家の間、新宿駅ホーム通過して行く貨物

毎日ニュース  No．７１０ 1968．7.10 嵐の中の最高学府 教育、紛争 マイクを握り締め、懸命にアジる汚れた学生
夏休みを前に、頻発する学園紛争は長期化 マイクを持ってアジる学生、デモ隊の足並み

日大の学園民主化闘争へと発展、古田打倒
東洋大では移転問題からの紛争
東京教育大でも移転問題がこじれて紛争
本館封鎖の立て看板、慶応日吉校舎無期限
大隈像の早稲田大は学長選疑惑で全学スト
東京大学では大河内学長を団交の席に引出す
機動隊導入の是非を問う、大河内マイク
安田講堂を埋めた学生、心電図を計りながら
の答弁、団交中止、学生や安田講堂占拠
教授団と学生達の応酬、風に舞うビラ

社会党振るわず 政治、選挙 参議院選挙は自民党の現状維持、社会党が
 －参院選挙－ 後退、民社、公明、共産が大きく票を伸ばした。 テレビの政党ＣＭ、自民党、民社党、公明党

当選した今東光、今東光に付き添う川端康成
奥さん達と握手する今さん、
石原慎太郎は白いブレザーに日の丸ワッペン
青島幸男選挙カーの上から演説、窓から握手
佐良直美の棄権防止のＣＭ、投票日7月7日
ダービーの日東京競馬場のファンの声
オッズを見る男達、馬券投票所で候補者を
見る男達、馬券買う手元、走る馬、正面受け
飛び上がる観客、マーチスは惨敗
佐藤栄作の勝利、石原慎太郎当確
佐藤と握手、大松博文も当選、今東光も当選
川端康成万歳、青島幸男勝利会見
東京地方区社会党うらべ最下位滑り込み
社会党本部、花輪のさびしい候補者名板
笑う民社党、ダルマに目を入れる佐藤栄作
ビール呑み喜ぶ佐藤栄作

七夕投票日の参議院選挙は各候補とも大詰め
を迎え最後の追い込みに懸命です。

全米陸上選手権大会で黒人トリオが百メートル１
０秒のカベを破って人類の夢に記録を実現。

秩父連峰の懐に抱かれた広大な分譲住宅地。
マイホームブームに飛ぶように売れたが？。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７１１ 1968．7.19 すずしさをつくる 祭事、産業 浅草の観音さまの「四万六千日」縁日。ほうずき

季節 にすずしげな風鈴の音が境内を渡る。 浅草の観音さまの「四万六千日」縁日
風鈴の数々、ほおずき屋さん
篠原憲治さんの風鈴工房、満面の汗
篠原さんガラスを吹く、ガラスが円くなる
ガラスに色付け
風鈴の音を確かめるおじいさん

豪華な学校誕生 スポーツ 伊豆・修善寺にデラックスな競輪学校が完成。
教育 競輪選手の養成所です。 デラックスな日本競輪学校

生徒１０１名、開校の挨拶をする荒井繁会長
入寮する生徒達、自転車の並ぶ校舎
廻る車輪、真剣な表情の生徒、自転車を漕ぐ
ハンドルを握る顔、野外での練習
一列に並んで走る自転車
毎日ひたすら走りつづける

港を守って 社会、褒章、防疫７月14日は検疫制度の記念日。検疫の仕事に
励んで２０年の藤江さん等に永年勤続表彰。 検疫制度７５年目の記念日

横浜港では一日２０隻以上の船舶が入港
伝染病の多い東南アジアの船は特に緊張する
検疫官は船から船へ移動、船内のネズミ探し
青酸ガス使用で全滅作戦、ネズミを袋に入れる
細菌検査の看板
藤江はなさんの顔
永年勤続の表彰者達

博多新名所 交通、観光 九州大学構内に墜落したアメリカの戦闘爆撃機
ファントムは今や博多の新名所。 見物客で賑わう、飛ぶファントム

九州大学電算センターに墜落したファントム
鉄条網で囲まれた板付空港
飛ぶファントム、見る男性２人
水野学長インタビュー

毎日ニュース  No．７１２ 1968．7.24 桃から生まれた 工芸、流行 桃の種のざら肌と干からびた感じに魅せられて
アクセサリー 種の両面に顔を刻みアクセサリーの制作中。 沢山の桃の種、ノミを持つ手元

桃の種にノミの刃
高沢勇さん
知り合いから送られてきた桃の種
彫刻刀、指をほぐす、種を刻む
制作中の高沢さん
完成品の桃の種
夜叉の顔や般若の顔

ヒトは内、サルは外 観光、動物 観光用に野生ざるを餌付けしたのがとんだ縁と
なって今椿温泉は猿騒動に苦悩しています。 サルが木から屋根に下りてくる

金網の中の子供、子供の網の方からサル
暴れまわるサル、金網破り入り込むサル
部屋からリンゴ盗む、民家に入り込み果物盗む
屋根の上で食べる、、ＴＶアンテナも壊される
瓦を修理する人、家に板を打ちつける人
家を逃げ出す、町ではハンターを集める
空砲でサルを追い払う作戦
追い払われたサル再び来る

屋上は花ざかり 世相、季節 ビルの屋上を有効に利用しようとあのてこの手
の商戦が展開して屋上は花盛りです。 ビアガーデンの呼び込み

大ジョッキーを運ぶウエーター
ミニスカートで踊る女性
競争する店、ブランコのミニの女性
鯉を水槽から出して活きづくり、和服の店員
銘柄当てコンテスト、お色気作戦、喜ぶ客
ミニスカートのおつまみガール
ミニのサービス嬢と写真
どんどん捌ける大ジョッキー

毎日ニュース  No．７１３ 1968．7.31 黒獅子旗をめざして スポーツ 美濃部都知事の始球式で始まった都市対抗。
黒獅子旗をめぐって熱戦の火蓋が切られた。 花火、選手入場、都市対抗野球大会開幕

前年度優勝の日石入場、選手団、黒獅子旗
返還、梅島毎日新聞社社長挨拶、選手宣誓
後楽園球場空撮、応援団リーダー、ラッパ
美濃部都知事始球式
第一戦 満塁ホームラン、応援リーダー
バトントワラー、おけさの格好のリーダー
数々の応援風景

黒人暴動再燃 国際、暴動 職務質問を受けた黒人が警察官の車に発砲、
アメリカ 暴動に発展し州兵が鎮圧、市街戦。 スコップを持って走る警察官

後ろ手に捕らえられた黒人、放火された家
沈痛な表情のストークス市長
鎮圧に乗り出す州兵、消火作業
割れたガラス、メチャクチャの車
マネキン人形散乱、銃を肩にして歩く州兵

運ちゃん特訓中 交通、教育 モスクワで早く目的地に着くカンを養わせるため
モスクワ のタクシー運転手の運転競技が行われた。 フラッグ降ろされる、車が走り出す

すぐバックする車、運転手
障害物の棒を落とすと減点、タイヤ交換
ジャッキアップ、３分以内で作業終了
タクシー運転手の競技会
タイヤ交換の後行き先を記入した紙渡される
そこに早く到着する事が目標、車の走り
運転手、花束お貰う
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ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
夏のいろどり 風俗、季節 ギラギラと輝く太陽、紺碧の海、灼熱の砂浜、

若者たちの季節到来です。 波打ち際、裸足で走る女性、水着で走る
ゴムボートやサーフィンの若者
賑わう浜辺、泳ぐ女性、水中撮影
まばゆい太陽の下の若者達、光る肌
波と女、甲羅干し、寄せる波、男女の戯れ
ゴムボートを漕ぐ、スイカ割り、踊る男
サーフボートを抱えて通り過ぎる
サーフィン、なぎさの男
サーフィンの大ロング

毎日ニュース  No．７１４ 1968．8.7 夏休みの体験入隊 教育 夏休みを利用して、規律正しい生活をと自衛隊
に体験入隊を希望する中・高校生。 自衛隊員に帽子を脱いで挨拶をする生徒達

自衛艦に乗船した生徒達、航海の知識を学ぶ
望遠鏡を覗く、陸海空の自衛官がキャンプ協力
羅針盤を囲むボーイスカウト達、飯盒炊飯
教える自衛隊員、地面を掘った釜戸に飯盒
野外の隊員と子供達、飯盒炊飯出来上がり
カレーライスを食べる、キャンプファイヤー
竹ほうきを担ぐ子供たち

悲しみにくれるヤマ 産業、事故 夕張の平和鉱業所平和礦で坑内火災が発生、
 ー夕張・平和礦ー ２４人を残したまま坑内は密閉されました。 閉じ込められた鉱夫の名前の表

平和鉱で坑内火災発生に駆けつけた家族
３１人が閉じ込められた
救援隊が坑内に入る
待つ家族
９人の遺体収容、残る２２人も絶望
タンカに遺体乗せて出てくる
葬儀、柩運ぶ、喪服の女性と遺影
霊柩車が出発

デッカイつらさ 教育、健康 東京からやってきた肥満児学園の園児達は
「痩せたい痩せたい」ツラーイ夏季合宿です。 船が佐渡に到着

肥満児たち船から降りる、番号を掛ける
座禅で我慢比べ、足がしびれる、立てない
浜辺のランニング、浅瀬でバタ足、ゴロ寝
夕食時たらふく食べる、身体は動かない
運動の時間は地元の子に負ける
鬼太鼓の軽やかな身のこなし、石段駆け上る
佐渡の子供達と交歓会、
山登りでは前の子にぶら下がる

毎日ニュース  No．７１５ 1968．8.14 沖縄の豆記者たち 教育 教科書でしか習った事が無い本土をこの目で
確かめようと沖縄の豆記者たちがやってきた。 「痩せたい痩せたい」ツラーイ夏季合宿です。

神戸港に客船が着く、小田北中のブラスバンド
豆記者下船、豆記者が並ぶ
小田北中で沖縄の芸能を披露する豆記者
初めての電車、生徒の家庭に分散宿泊
スイカを食べる、宝塚遊園地、観覧車に乗る
２７日まで東京見物予定
遊園地から出てくる豆記者たち

無芸大食返上へ 動物 海のギャングの野生のトド。小樽水族館の本間
さんのフエひとつで曲芸を披露します。 小樽水族館のトドの施設、トド泳ぐ

見る客、魚を食べるトド、餌をやる本間さん
トド飛び込む、餌につられてダイビング
本間さんの笛でジャンプするトド
全国各地で活躍しているトドは皆本間さんの
所の卒業生、飛び込み台を登るトド
ハイジャンプをするトド

護身術も教えます 社会、防犯 夏は痴漢や変態などの性犯罪が目立って
増える季節。ホステスを集めて護身術の訓練。 夜道を走るパトカー、手と足を縛られた女性

パトカーの赤色灯、警察官、半袖シャツの男性
エレキにゴ＾ゴーの盆踊りにママさんパトロール
暗がりのアベックに注意する刑事
ホステスに護身術の講習会
痴漢よけのブザー
夏の夜の町のパトロール

晴れ舞台で  青島だあー政治 参議院選挙で当選した二院クラブ代表の青島
幸男氏が予算委員会の質問席に立ちました。 青島参議院議員、二院クラブの市川房枝

横山ノック
予算委員会の質問に立つ青島議員
答弁の佐藤総理大臣
答弁の三木武夫
質問の青島議員
答弁の佐藤総理大臣
控え室で首を冷やす青島議員
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ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７１６ 1968．8.21 八月十五日正午 社会 昭和２０年８月１５日、永い戦争はやっと終止符

を告げた。あれから２３年目の８月１５日。 閃光、原爆のきのこ雲、原爆ドーム
被爆地の写真、ジェット旅客機の先頭部
新幹線の走り、高速道路の走り
花の咲く歩道を歩くミニスカート、インタビュー
通勤の男女群、中年男性インタビュー
銀座四丁目の時計が正午を指す
全国戦没者慰霊祭、黙祷する天皇皇后両陛下
参列者黙祷、交番の警官も黙祷、街行く人も
皇居二重橋前の人並み、ランニング男
靖国神社に参拝する傷痍軍人たち、その声
参拝する老人、救急車走る、米軍用燃料輸送
反戦デモ、沖縄ではひめゆり部隊の服装で
シンナーを吸うフーテン族、イヤリングをする
予備校の教室、動物園のライオン、車渋滞
佐藤栄作式辞、涙の男性、献花する男性
献花する老人、原爆ドーム、静かに燃える
平和の火、鳩が水を飲む、自衛隊突撃訓練
被爆者たちの家、寝込んでいる被爆老人
夢の島に放置されている第５福竜丸
今日生まれた赤ちゃん
札幌では心臓移植した少年が８日目を迎える
平和な町、アクビをする男、パチンコ屋
平和の字だらけ、ホテルの名前も平和
追悼式の看板が降ろされる式場
金子鴎亭の文字が電動カンナで削られる

毎日ニュース  No．７１７ 1968．8.28 ソ連軍チェコに進入 国際、事件、 自由化をめぐるチェコとソビエト。ワルシャワ
紛争 条約軍の装甲車が国境を越えて進入。 チェコスロバキヤに進入したソ連軍

ワルシャワ条約軍が全土を占領
プラハではドブチェク第一書記が連行
東京狸穴のソ連大使館に抗議デモ
ソ連軍威嚇攻撃、東ドイツとの国境ではチェコ
から逃れる旅行客たち、チェコから脱出した
日本男子バレーボールチーム帰国
帰国会見、松平監督
チェコ車検問、ソ連軍の戦車隊

あだし野の灯 習俗、宗教 京都あだし野一帯から発掘された石仏を集めた
念仏寺、地蔵盆に千灯供養が行われた。 石仏にろうそくの灯がともされた念仏寺

およそ８０００の石仏
ろうそくに灯を点ける子供たち
念仏寺の地蔵盆
それぞれの石仏のろうそく灯を消して行く
6000人の善男善女が境内に詰め掛ける
石仏にお祈りをする
住職が境内を歩く、読経
外人もろうそくを立てる

違法建築まかり通る 建築、不法 深刻な住宅難の住宅戦争に付け込んだ悪質な
違法建築が後を断たず。 住宅街、狭い庭で遊ぶ子供たち

案内する不動産屋さん、家を案内される客
アパートの張り紙が並ぶ仲介不動産屋
違法建築の建売住宅、裁判中でも工事継続
役所の建築課、違法建築お目付け役
毎日が忙しい、違法建築勧告書を貼る
工事停止の張り紙、注意の札立てる
悪質不動産屋、ホームレスの男性が建てた
ゴミとダンボールのマンション

毎日ニュース  No．７１８ 1968．9.4 花やかに開道百年を祝う文化、祭事 苦難の開拓時代を乗り越え、今年は蝦夷地を
北海道と改称して百年目にあたります。 札幌円山競技場に入場する市町村のﾌﾟﾗｶｰﾄﾞ

佐藤栄作氏等拍手、子供の鼓笛隊入場
アイヌのおばさん、北海道旗入場、知事挨拶
若者代表が宣誓、参加者、天皇陛下お言葉
万歳する参加者、航空自衛隊の曲芸飛行
天皇陛下、和服の夫人達の踊り

港のお目つけ役 交通 港で扱う貨物が急激に増え港は交通ラッシュ
海上保安庁では事故防止の指導に懸命。 小船が行く、大きな船擦れ違う

交通ラッシュ、貨物降ろす
はしけ溜り、港のゴミを収集する船
大きな船の前を横切る小船
海上保安庁のあさかぜ、安全運航を強化
違反者の取り締まり、大型タンカーの警戒
港内を警戒する巡視艇

ガンコな言い分 社会、建設 進められる工事の真ん中に居座る建物、
工事進行の障害物のトラブルは複雑です。 有楽町駅前のすしやさん立退きを拒否

道路の真ん中に建つすしやさんのインタビュー
代執行の日、首都整備工事、高速道路工事  
区間に居座る住宅やビル、見物客
代執行始まる、看板が持ち出される
屋根が壊される、壁が剥がされる、柱倒れる

ハンドスピーカーで挨拶するすしやさん

泣く若い職人

工事進行の障害物のトラブルは複雑です。

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７１９ 1968.9.11 両陛下道北の旅 皇室 北海道百年記念式典ご出席の天皇皇后両陛下

は稚内など最果ての地で大きな歓迎。 稚内の空撮、オープンカー先導のお列
層雲峡で苔をご覧になる陛下、ルーペで見る
お召し列車の走り、菊の御紋入り車両の中
豊富町の駅前のお出迎え
天北地区をご覧、歓迎の人々
少年少女の鼓笛隊の演奏
天皇皇后両陛下に子供たち万歳
お召し列車は稚内へ
遠くカラフトを見る天皇皇后両陛下

ふたたび苦難の道へ 国際、事件、 ワルシャワ条約軍はようやくチェコから撤退した
 －チェコ－ 紛争 もののまだまだ救難の時を迎えそうです。 タラップを降りるチェコのスボボダ大統領

タラップ下でフルシチョフ書記長と抱き合う
儀杖兵を閲兵する両首脳
歓迎するモスクワ市民、ｵｰﾌﾟﾝｶｰでパレード
会議長卓風景、ドプチェク第一書記
第四日目の会議、プラハ空撮
居続けるソ連軍、ソ連兵武器を運ぶ
軍人と市民

物価の秋 物価、米価 四年連続の米価値上げは諸物価に値上げの
口実を与え、物価は文字通りのうなぎのぼり。 ぼろぼろの旗を持ちヘルメット姿の案山子

米は豊作、政府の米倉庫は新米でいっぱい
消費者米価値上げ反対の座り込み
ゴボウ抜きをする警察官、主婦連の抗議
ビラを配る、しゃもじ型プラカード
ﾀﾞﾝｼﾝｸﾞﾁｰﾑのﾗｲﾝﾀﾞﾝｽ、値上げの新聞記事
上野では芸術の秋、ショーウインドーの洋服
安売り競争、チラシを持ってくる奥さん
旅行付き安売り合戦、

毎日ニュース  No．７２０ 1968.9.18 一日内閣ひらく 政治、内閣 政府が国民の意見や不満等をじかに聞く
「国政に関する公聴会」一日内閣が開かれました。飛騨川の流れ、祈る女の子、バス転落現場

合掌する佐藤総理、美濃加茂の被災地視察
県民体育館での一日内閣、着席の佐藤総理
閣僚席、質問する女性、答弁する総理
聴衆拍手、岐阜市の山田さんの質問
答弁の厚生大臣
一日内閣の会場

取締り もラッシュなみ 交通 交通戦争は激しくなるばかり。違反ドライバー
の相いも変わらない交通道徳の認識不足。 延々と続く車の列、路肩で子供にｵｼｯｺさせる

ジュースを売る人、道路に飛び出す交通警官
車を誘導して止める、違反キップを切る
女性ドライバー、警察官、別の違反車
警察官の書類を書く手元
苦笑いをするドライバー
免許証を提出する中年男性
苦笑いをする違反者ドライバー

混乱に終った社会党 政治、選挙 初心にかえって立て直す大会は再建はおろか
ドロ沼の党内事情さらけ出しの社会党。 勝間田委員長の挨拶、聞く江田三郎

議長に抗議する幹部、美濃部都知事挨拶
大田総評議長手をあげ立つ、地方代議員
江田三郎と佐々木更三の派閥抗争
役員選考委員会は派閥の駆け引き
成田委員長、江田書記長に決まったが
佐々木氏が江田書記長に猛反対、
役員選考委員会は解散、地方代議員猛反発
結局社会党大会は閉会

毎日ニュース  No．７２１ 1968.9.25 メキシコめざして スポーツ 体操では最年少の羽生和永さん等メキシコ
五輪 オリンピックに参加する日本選手団の結団式。 練習する羽生和永さん

結団式、女子選手団、羽生さん
体操選手紹介、全員礼をする
皇太子同妃両殿下拍手、団旗を大場団長に
選手団、皇太子殿下のお言葉、聞く選手団
練習中の羽生和永さん
高校三年生の羽生さんの平均台の練習
足元、逆立ち、着地

軽飛行機時代へ 交通、航空 マイカーの次はマイプレーン。日本にも自家用
向けの素晴らしい飛行機が出来ています。 飛行場にスバル３６０が着陸

エアロスバル軽飛行機
滑走路の機体、滑走２００ｍで離陸
空撮、操縦席、宙返りする機体
宙返り飛行の状況の映像、キリもみ飛行
操縦士、キリもみ飛行の状態の映像

ママ帰って 社会 子供たちのためにどうか家に帰ってきておくれと蒸発ママを捜し続ける古野太助さん。
古野太助さんインタビュー
子供２人を乗せて走る古野さん
車を見るおじさんやおばさん 
車の屋根に蒸発ママの顔写真、車の中の子供
米をとぎ、オニギリを作る、新聞紙に包む
仕事場に子供を連れて行く、オニギリ食べる
古野さんの車が町を走る、ﾌﾟﾗｶｰﾄﾞを持って
子供を抱いて歩く、夜の町を捜して歩く
易者に見てもらう、カレンダーに×印

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７２２ 1968.10.2 くずれる大学自治 教育、紛争 今なお紛争を続けている大学は全国で五十余り

大学の自治は土台から崩れるか。 東大港内の奥に学生のアジ演説、校舎
立て看板、新学期を迎えた港内休講の案内
核マルのヘルメット，立看板、安田講堂封鎖中
アジる学生、デモと集会、安田講堂で」小林
医学部長が対話集会に初めて出席
医学部本館前の集会、マイク持つ小林学長
やじる学生、大学側の約束取り止めに激化
医学部校舎に封鎖中ビラが貼られる
日大のバリケード、日大共闘のヘルメット並ぶ
古田会頭、エレベーターに乗る、共闘会議の
学生のディスカッション、秋田明大、
力ずくの解決策、地裁に提出した仮処分
機動隊突入、放水に耐える学生、投石する
バリケードが切り崩され、警察官一人死亡
１３１人の学生逮捕、連行される学生俯瞰図
学生たちのスクラム、タオルの鉢巻と軍手
学生と機動隊の衝突、追う警察、逃げる学生
捕らえられる学生、投石の学生、歩道の敷石
を割る、完全武装の機動隊、大学側のﾊﾞﾘｹｰﾄﾞ
打ち破る、校舎を再占拠、地裁の公示を引き
降ろし燃やす、再度バリケードを作る
アジる学生、旗の数々、バリケードの中の学生
隊列を組む学生､ﾏﾝﾎｰﾙの蓋を踏む隊列
東京帝国大学と記されたマンホールの蓋

毎日ニュース  No．７２３ 1968.10.9 メキシコの学生騒動 国際 反政府の気勢をあげる学生と軍隊が衝突、
双方で銃撃戦の大規模な流血事件に発展。 一万人の学生と警官、軍隊の市街戦

学生のデモ隊
発砲する軍隊
逃げ惑う学生
銃を持った軍人
逃げる学生

迷事一〇〇年 世相 今年でめでたく百歳を迎えた東京。
百年経てばすべては漫画、明治１００年裏通り。 杖を持つ佐藤孝三郎は今年で100歳

乃木大将の銅像、銅像制作屋さんは大繁盛
西郷隆盛像、犬、明治百年記念風俗パレード
旅姿の男たち、吉原の花魁姿、アメ売り屋
見物客、官軍、騎馬隊、歩兵隊、カフェのウエー
トレス、戦時中のモンペ姿、駅の現代風俗
東海道新幹線、窓越しの見送り、見送られ
関西線でD５１復活、明治情緒一杯
ハカマの着付けを年寄りに直される娘さん
演歌師のバイオリン弾き、付け髭の警察官
弁当を食べる、ヒゲが落ちる、ｻｰﾍﾞﾙの男
明治村はかきいれ時、現代の人力車、芸者
さんをお座敷に運ぶ、お座敷はエレキギター
下町の薬売り、エレベーターガール
マンモス大学の授業、クラーク博士の銅像
幼稚園でアイロン掛け、食器洗う男性
料理教室の男性、コーヒーのおいしい入れ方
習う中年男性、ミス・インターナショナルの車を
押す男性、ドッグショーの犬、飼い主の夫人
モンキーズの来日、公演に沸く女性
レビューのカンカン踊り、観客」、なつメロ舞台
桃華楽堂、東御苑の一般公開
明治時代の元勲は千円札に収まる
伊藤博文、板垣退助、青島幸男はＴＶカメラの
前で収まる、軍人ゴミ屋さんはラッパを吹き
廃品回収をする、株取引所、平和９円高の表示

毎日ニュース  No．７２４ 1968.10.16 体操祭ひらく スポーツ 10月10日は体育の日、東京国立競技場では
およそ２万人が集まり体操のページェント。 レオタードの女性たちの体操

ランニング姿の男性
体力測定をする男性
園児の入場、バトンを使った体操
レオタードの婦人の体操
幼児のバトン体操
スタンドの人達も一緒に体操

学生デモ、大荒れ 社会、争議 羽田闘争から一年目の新宿周辺は米軍タンク
輸送阻止の学生と機動隊の激しい市街戦。 山崎博明君追悼集会

集会からデモそして新宿駅へ
ホームの赤旗群、線路に降りる学生たち
機動隊が来る、逮捕される反帝学評
虐殺抗議の横断幕と遺影、デモ隊激化
東口は騒然追う機動隊と逃げる学生
顔面血がらけの学生、投石に下がる機動隊
繰り返される攻防

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
都会の子ら 社会、遊戯 ビルに囲まれたコンクリートの上、

雑踏と騒音の都会が子供たちのふるさと。 ビルを打ち壊す鉄の球
コンクリートの上で遊ぶ女の子
泥んこ遊びをする子供、釣りをする子供
池で遊ぶ、鮒を持つ子供
ビルを打ち壊す鉄の球
コンクリートの校庭で野球
マンホールの蓋がホームベース
ホームベース、校庭の廻りはビルばかり
高速道路の下の遊び場
団地の壁の横で独楽まわし
工事現場が遊び場
竹馬で遊ぶ
スクラップ工場、車の渋滞
自転車は道路の隅っこへ
地下鉄の換気口や通風口で髪をなびかせる
踊るサンダル、紙テープが虹のように踊る

毎日ニュース  No．７２５ 1968.10.23 川端さんにノーベル賞 文化、褒章 ストックホルムのスウエーデン・アカデミーは
今年のノーデル文学賞を川端康成氏に決定。 鎌倉の自宅の縁側の川端氏

川端氏のインタビュー
カメラマンに注文を付けられる撮影
著書の表紙
駐日スゥエーデン大使のお祝いを受ける
著書の中表紙にサインをする川端氏
嬉しそうな大使
沢山のマイクロフォンに囲まれる川端氏
嬉しそうな川端氏

光のパレード 世相、商法 大銀座祭のフィナーレを飾る光のパレードは
斜陽化を噂される銀座の客寄せ作戦の成功。 子供が通行人に配る

雑踏
夜店を見て歩く女性
外人の男女
光のパレードのプラカードを持つ女性
キラキラ光る衣装の女性、光るネオンサイン
踊る女性、トラックの上で演技する人
観客、ビルから紙ふぶき、花束渡す沿道の人
チューイングボンの車、パレード

メキシコの祭典 スポーツ ラテンアメリカでは初めてのオリンピックは８万人
 第１９回オリンピック 五輪 の大観衆を集めて花やかに開幕。 メキシコシティー

朝早くからスタジアムに詰め掛ける市民
五輪の風船が空に上がるスタジアム
メキシコの看板
スタジアムの大ロング
入場行進、チェコスロバキヤ
日本は遠藤幸雄が旗手で入場
羽織袴の応援団
ＶＩＰ席
舞い上がる風船、聖火入場、聖火走者
聖火台登り点火、観客拍手、双眼鏡で見る
１万は沢木バテバテ、トップはケニアのテム
男子100ｍスタートからゴール迄ハインズ優勝
砲丸投げ、女子槍投げ、重量挙げ
三宅義信が金、弟義行は銅、大内が銀
２００ｍで米黒人スミス金メダル
表彰台のスミスとカールスは黒い手袋

毎日ニュース  No．７２６ 1968.10.30 明治百年を祝う 文化 今年は明治と改元して百年目。近代日本の
百年とこれからの百年の祝賀一色の記念式典。 天皇皇后両陛下入場

常陸宮ご夫妻
ステージから客席にパーン
佐藤総理大臣挨拶
天皇陛下お言葉、聞く人々
斉藤精一郎の誓いの言葉
拍手する参加者
日本体育大学の体操模範演技
佐藤総理大臣万歳

躍動する力の美 スポーツ 太陽の国でのオリンピック・メキシコ大会第ニ報
  メキシコ・オリンピック 五輪 聖火台

レスリング会場、外人の戦い、フライ級中田
フェザー級金子、バンタム級上武 、金３個
水泳、女子１００ｍ平泳ぎ中川清江
男子１００ｍバタフライ丸谷惜しくも５位
ラッセル、スピッツ、ウェールズ米国トリオ
重量挙げヘビー級はソ連のｼﾞｬﾎﾞﾁﾝｽｷｰ
陸上走高跳びは背面飛びのホスベリー
走り幅跳びはビーモンの世界新
嬉しさで泣くビーモン選手
マラソンのスタート
走る君原、頭に水をかける
トップはエチオピアのマモー
ゴールインするマモー
ウイニングランをするマモー
君原がスタジアムに戻ってくる
君原２位の銀、宇佐美は９位
表彰台のマモー、君原
メダルを貰い観客席に手をあげる君原

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７２７ 1968.11.6 京の秋 観光、季節 年中観光客の絶え間のない京都。

京の秋は喧騒のうちに深まる。 百年とこれからの百年の祝賀一色の記念式典。
柿の実、落柿舎の風景
京都御所の壁に注ぐ日差し、女性客
観光客を案内
三条大橋の日本人ハイカー
地蔵さんなめのブルトーザー
武士の格好をした七五三の子供
織物師の機織り機、手織り部分は川で
桂川の友禅流し、修学旅行のバス

精根つきた、第二の心臓医療、技術 わが国初の心臓移植手術を受けた宮崎信夫
君は介抱もむなしく息を引き取りました。 宮崎信夫君の遺影、通夜の客、焼香する客

和田寿郎札幌医大教授、信夫君の母親
お悔やみを言う和田教授、遺体を搬出
無言の帰宅、記者会見の和田教授
花束を贈る和田教授
遺体に話し掛ける和田教授
泣く母親
遺体に取り縋る和田教授

万国博 あと五百日 文化 日本万国博覧会の開催まであと五百日目に
あたる日に全国で入場券の前売り開始。 万博まで４９９日の掲示板

有楽町の臨時発売所で前売り開始
呼び込み、買う客
佐藤総理も３００枚購入
参加国の掲示板のスイッチを押す佐藤総理
千里が丘会場は工事が急ピッチ
走るブルトーザー、パワーシャベル
パビリオンの模型

善戦した日本チーム スポーツ 五輪旗が降ろされ、静かに消えて行く聖火。
 メキシコ・オリンピック 五輪 １０月２７日メキシコ・オリンピックが幕を閉じた。 体操会場のロング、観客

加藤沢男の床、観客、演技のスローモーション
吊り輪は中山が金、平行棒も金、鉄棒も金
ボローニン、観客、
ソ連クチンスカヤの平均台は金
チャスラスフカの床、観客、個人総合４つの金
閉会式、旗手の入場
オリンピック旗降、聖火消える
夜空に広がる花火

毎日ニュース  No．７２８ 1968.11.13 基地闘争のゆくえ 政治、軍事、 全国に散在する米軍基地は１４７個所。
騒乱、選挙 周辺では基地公害、返還、撤去等の争いが続く。 B５２爆撃機の離陸沖縄からベトナムへ
防衛 米軍基地内を走る装甲車

エンタープライズ、離陸するファントム
防衛庁に抗議する全学連
砂川基地、王子野戦病院
広島弾薬庫前のデモ隊
御堂筋を埋め尽くすデモ隊
北富士忍野地区の団結小屋
ヘリが飛ぶ、のろしを上げる基地反対住民
東富士演習場での自衛隊突撃訓練
実弾訓練の隊員、落下地点の土煙
観閲式の佐藤総理大臣、戦車隊行進
歩兵隊と佐藤総理、学徒出陣のフィルム
反日共系全学連新宿駅に殺到
催涙弾を撃つ機動隊
新宿駅ホームの衝突、機動隊員群に投石
南口階段から火の手上がる
警視庁は騒乱罪を適用、学生を検挙
基地反対闘争の反日共系全学連
佐藤総理の演説の声に画面は新宿騒動
横須賀の繁華街、燃料輸送車
検挙された男、
ジョンソンが北爆停止
ニクソン当選
沖縄首席公選は屋良朝苗氏が当選
沖縄から飛び立つ米軍戦闘機

織る 産業、文化、 筑波山の麓に広がる結城紬の里では「はたし」
工芸 とよばれる木製の機織り機の音が響き渡る。 安井さんの顔、機を織る手元、紬の糸作り

紬を織るおばあさん、その手元
夜、おばあさんの部屋に灯かりが灯っている
喜寿を迎えたおばあさんの顔
指先が真綿から細い糸を紡ぎ出す
糸を束ねる
かすりに縛るのはおじいさんの仕事
機織り機
糸をなめるおばあさん
細かい絣の線を手際良くならべる
織り込む手元
裸の木々のインサート
線路のインサート
稲の刈り跡
おばあさんの手元
糸車
糸車の陰
織り上がりで経糸を切る
結城紬の製品数々
逆光の綿花

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７２９ 1968.11.20 東大生同士が乱闘 教育、紛争 依然として紛争収拾への手がかりがつかめない

でいる東京大学で又学生同士の大乱闘。 封鎖された校舎の前の学生集会
実力で解除しようとする日共系
東大生同士の乱闘
本郷キャンパスで激しく激突
角材で激突
消化器で応戦
乱闘、ケガ人続出
乱闘、乱闘、乱闘

湾のみえる丘 社会、健康 真珠のふるさと三重県鳥羽市に健全な娯楽と
観光 心身の保養が目的の保養センターが完成。 鳥羽湾遠景

鳥羽簡易保養センター建物
落成式当日の玄関先、式典
小林郵政大臣出席、挨拶
参加者拍手
鳥羽湾とセンター外景、センター内部
休憩所、センター内を廻る郵政大臣
ゲーム機が並ぶ、アコヤ貝を模した風呂
鳥羽湾の夕景

新宮殿 拝見 建築、皇室 昭和３９年に着工してから４年４ヶ月、
工費１３０億円をかけた皇居新宮殿が完成。 新宮殿への道、新宮殿

宮内庁職員、天皇皇后両陛下を迎える
シャンデリアの南溜に入る両陛下
２階には「朝明けの潮」の絵
宮殿ベランダ
豊明殿の明かり
宴席を見る両陛下
豊明殿から正殿へ
雨どい、瓶、表御座所
南庭から見る千草の間、千鳥の間
ベランダを歩く両陛下
山口画伯の「楓」と橋本画伯の「桜」
松の間で行なわれた大殿祭
落成式
天皇皇后両陛下と皇太子同妃両殿下
天皇陛下のお言葉
参加者万歳
雅楽の演奏

毎日ニュース  No．７３０ 1968.11.27 東大、停戦はいつ 教育、紛争 東京大学は紛争の主導権争いが頂点に達し、
全国から学生を動員構内はヘルメットで埋る。 竹竿で武装した学生

デモする学生、一般学生
我が子を捜す母親
１５００人の動員(ﾍﾙﾒｯﾄと角材で埋まる）
革マルのアジ演説、夜の武闘訓練
丸太など武器が運び込まれる
日共系の集会
一般学生が暴力反対を叫びデモ隊に向かう
衝突が回避された

ある予備校 教育 東京のある予備校。朝８時入り口のシャッターが
閉まり遅刻者は締め出しされる。 小鳥が木の実をついばむ

予備校生が登校、新宿予備校の看板
授業風景、生徒、講師、生徒
早稲田大学の講堂インサート
黒板をオペラグラスで見る学生
午後部の学生と入れ替え
テレビモニターを見る学校管理者
遅刻者をシャットアウト、授業
受験の注意、校長の進路指導

歳末をうつす 世相 クルマ社会ニッポンの年の瀬をクルマに映る
逆立ちした世相を映し出す。 街を走る車

銀座４丁目の交差点が車体に映る
バックミラーに和光の時計塔が映る
ショーウインドーの中の商品
バックや通行人が映る
タイヤのホイルキャップに安売りのストーブ
マネキン、待ち人、クリスマスの飾り付け
おばあさんのしめ縄づくり、二の酉の賑わい
新巻き鮭を売る人、歳末の通り

毎日ニュース  No．７３１ 1968.12.4 礼宮さま三歳に 皇室 礼宮さまは満３歳を迎えられ、身長、
体重とも標準を上回るご成育ぶりです。 和服の文仁親王

東宮御所の階段で浩宮殿下と遊ぶ礼宮殿下
庭のブランコで皇太子同妃両殿下と遊ぶ
切り株から飛び降りる礼宮殿下
飛ぶ浩宮殿下
飛ぼうとする礼宮殿下
見守る皇太子同妃両殿下

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
火災シーズンです 防災 本格的火災シーズンを迎えて、消防庁は

統一標語のもと全国で防火キャンペーンを展開。 町内会の掲示板に貼られたポスター
有楽町の高層ビルから出火
想定で訓練、走る消防自動車
見上げる野次馬、発煙筒から煙
救助する消防士、避難袋から滑り降りる
簡易消火器の使いかたを教える消防士
消火の見本、見る女性、試す婦人
消火器の安全弁が外れない
地面に置いて安全弁を外す
時間を量る消防士
消火器噴射したまま逃げる
和泉雅子の一日署長
並ぶ消防隊
デパートの１１９円コーナー
キャバレーは１１９番作戦
お客さんに灰皿プレゼント
寿司屋さんでは鉄火丼の替わりに１１９番丼
木枯らしの公園、走り去る消防自動車

佐藤さんの実力 政治、選挙 総理大臣にそのままつながる自民党総裁の
椅子争奪戦は予想通り佐藤さんが獲得。 自民党総裁の椅子

競馬場の穴場、束ねられた札束
三木武夫総裁選出馬表明
前尾繁三郎総裁選出馬表明
佐藤栄作総裁選出馬表明
川島副総裁ボウリング
耳を掻きながら福田赳夫のいる部屋へ
三木と前尾と会う川島、佐藤にも笑顔
吉田茂の遺影
佐藤、前尾が拝礼、三木は笑顔
入ってくる田中角栄
田中角栄と保利茂
佐藤車から降りる、福田と談笑
藤山愛一郎を抱きこんだ反佐藤連合
三木挨拶、聞く海部俊樹
前尾繁三郎記者会見
競馬の穴場〆きり
自民党大会
総裁選の投票
投票する佐藤栄作
開票、見る前尾、三木、二階堂
指で○印で合図、佐藤笑顔
保利新官房長官が閣僚名簿発表
派閥均衡内閣誕生
競馬のインサート
記念写真の佐藤栄作

毎日ニュース  No．７３１ 1968.12.11 歳末パトロール 防災、季節 毎年暮れになると増える犯罪を防ごうと
パトロールの強化に努める警察の光る目。 銀座の車のライト、ツリーのネオン

巡回するおまわりさん
違法駐車が沢山
凶悪犯の手配ビラ
シンナー族
トレビの泉まがいの池
サンタのぬいぐるみ
パトカーが走る
師走の町主観移動

世界地図のなかで 社会 政治 人々が幸多かれと祈った１９６８年、
国際 だが今年も多事多難の年であった。 正月の大雪
文化 医療 金嬉老の寸又峡温泉で人質事件
教育　騒乱 ファイティング原田王座奪われた昭和元禄
選挙　紛争 サイケ、ハプニング、フーテン
スポーツ 北海道十勝沖地震

函館の倒壊したビル、マグニチュード７．８
ラインダンス
値上げ反対のおしゃもじおばさん
参議院選挙、社会党惨敗
青島幸男の参議院選挙運動
石原慎太郎は佐藤栄作と握手
社会党再建大会は醜い派閥大会
明治百年式典で万歳する佐藤総理大臣
札幌医大の和田教授の心臓移植手術失敗
川端康成ノーベル文学賞
Ｂ５２爆撃戦闘機離陸、北爆
ベトコンのテト明け一斉攻撃に米軍敗走
北爆部分停止、米国内の反戦デモ
キング牧師暗殺、ロバートケネディー暗殺
ブラックパワー
メキシコオリンピックのハインズの抗議行動
佐世保入港のエンタープライズ　
基地反対闘争激化
燃料タンク車、九州大学に落ちたファントム
日大使途不明金から古田体制打倒へ発展
学生を追う機動隊、捕まる学生、東大紛争
メキシコの学生運動、パリ紛争
テェコの民主化を武力で制圧したソ連
新宿騒乱の学生に騒乱罪適用
返還された小笠原
沖縄屋良主席誕生
北爆全面停止したアメリカ・ジョンソン大統領
ニクソン大統領誕生
佐藤栄作３選
海岸に寄せる波

© 毎日映画社



ニュース名 年月日 ﾆｭｰｽ項目 キーワード 概　　要 映 像 内 容
毎日ニュース  No．７３３ 1968.12.18 坂網猟 動物、捕獲 石川県加賀市では市の無形文化財に指定

されている名物の坂網猟がさかんです。 鴨池、猟師たち池を見つめる
飛ぶ鴨の群れ、夕方餌をあさりに来る
坂網を作る猟師たち、坂網を持って出かける
低く飛ぶ鴨に坂網を空に投げる
網に鴨が入りかかる
落ちた坂網を拾う
網の中に捕らえられた鴨
捕らえた鴨を手に喜ぶ猟師

藤、タイトル失う スポーツ 藤の大和魂か、ローチエの技巧か世界
ジュニアウエルター級タイトルマッチの勝敗は？ 試合前の赤コーナーの藤

青コーナーのアルゼンチン、ニコリオ・ローチエ
ゴングが鳴る、両者リング中央へ
４回、藤、勢い余ってスリップ・ダウン
１０回、藤の顔が腫れる、目が塞がる
観戦するファイティング原田
藤試合放棄
ローチェＫＯ勝ち、喜ぶローチェに抱きつく
泣く藤

国際人権年を祝って 社会、人権 世界人権宣言が国連で採択されて２０年、
人類の平和を願って記念式典が行われました。 函館、旭川、釧路の参加者席

皇太子同妃両殿下
佐藤総理大臣式辞
挨拶に立つ西郷法務大臣、参加者
佐藤総理から人権擁護に尽くした５人に賞
皇太子同妃両殿下拍手
大浜英子さん賞を受ける
オペラグラスみる参加者
佐藤総理記念品を渡す

三億円どこに 社会、事件 現金輸送車が白バイを装った若い男に襲われ
ギャング映画をもどきの三億円強奪事件。 新聞の見出し、警視庁の捜査課情報

刑事出動、府中刑務所の塀主観移動
刑務所の見張所、目撃した肉屋さん
おばさんの目撃証言
盗んだバイクを白バイに改造
雨の日の聞き込み
２００人の刑事を動員
新聞記事

毎日ニュース  No．７３４ 1968.12.25 日溜り 世相、動物 東京烏山の小さな池。熱心な餌付けに成功して
毎年秋になると渡ってカモのお客さん。 団地に囲まれた小さな池

沢山の鴨が来始めた
登校前の子供たちがパン屑を与える
カルガモやコガモが餌を食べる
有馬さんが熱心に餌付け
猫が池の橋を渡ると一斉に泣き出す
杭に止まって休む鴨

伝統のなかで 産業、 碧い眼のオースチンさんは刀鍛治、日本酢仕込
伝統工芸 み職人は石川さん、受け継がれる伝統です。 林の中で居合道に励む袴姿の外人

米国人オースチン・キースさん
ふいごで鋼を焼く、鋼を取り出す
槌をうつオースチンさん
短刀を研磨するオースチンさん
研磨の手元、研磨した短刀を見つめる
新作名刀展に入選した刀を取り出す
タンポで刀身をたたく、刀身を見る顔
酢製造工場の流れ作業
ビンにラベルが張られて行く
川沿いに建つ酢工場、樽の栓を打つ
この道４０年の石川芳平さん
酒粕から生れた酢の原液を濾過する作業
バルブをまわす、パイプから液が出る
原液に植えつけた麹菌
発酵槽一面に花びらのような紋を描く
上澄みを取り除く、かわら屋根に雨
雨の日、傘を差して発酵所を観て回る
酢の味見をする石川さん

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容
毎日ニュース第735号 1969  皇室の初春  皇室  １９６９年の新春。忙中閑ありの天皇ご一家  両陛下及び皇太子ご一家、常陸宮ご夫妻。

1.3  妊娠中の美智子さまは編み物。
昭和44年  陛下と将棋をさす浩宮。見守るご一家。

 礼宮は３才になったばかり。

 とり年  動物  干支にちなんで、高知の尾長鶏、鹿沼のキビ  尾長鶏(オナガドリ) は別名・長尾鶏(チョウビケイ)。
 ガラ鶏の２題。  長い尾を持つ男。座敷の舞台でマイクを持っ

 て尾長鶏を披露する。
 大阪ＭＢＳのスタジオで自慢の尾を披露。
 空港。箱入りで飛べない鳥の空の旅。
 尾長鶏のふるさと（原産地）土佐・高知。
 ヒヨコにエサやる窪田正さん。
 雉、山鳥、東天紅の交配で生まれた尾長。
 （特別天然記念物。 原因は突然変異とか。)
 近頃売れない箒に悩む鹿沼市の青木さん。
 箒の材料でキビガラ細工を思いついた。
 赤いトサカを付けて鶏の出来上がり。

毎日ニュース第736号  1969.  とり年の招待  トピックス  酉年生まれの各界名士を招いて新春恒例の招  晴れ着の女４人、ＪＡＬタラップへ。
 　1.9  待飛行。竹田ＩＯＣ、木村俊夫、東郷青児。  前之山、チロリアンハットらみな酉年生。

 コックピット。乗務員も全て酉年生。
 ５２人の招待者に挨拶する松尾社長。
 和服のスチュワデスがおとそのサービス。
 東郷青児、木村俊夫（内閣官房副長官）。
 眼下に硫黄島。
 花菱アチャコ、宍戸錠、仲宗根美樹ら。

 日本隊、南極点へ  トピックス  第９次南極越冬隊は１２月１９日、南極点の  南極点到達の村山越冬隊長以下１１人。
 南極  米アムンゼン・スコット基地に到着の偉業。  氷点下６０度の中、昭和基地から2500キロの

 白い大陸を踏査（内陸調査旅行隊）。
 南極点に翻る日章旗。喜びに沸く隊員達。
 白瀬大尉から５６年、世界８番目の偉業。

 アポロ、月から生還  宇宙  ボーマン、ラベル、アンダース３宇宙飛行士  ３飛行士とアポロ８号が太平洋上に着水。
 米国  のアポロ８号は月周回飛行から無事帰還。  ヘリがアポロ８号を吊り上げ。

 宇宙船から出て手を振る３飛行士。
 上官と握手。

 ただいま特訓中  トピックス  万博のエスコートガイド嬢、フトン学校、歌  大阪万博の宣材配る女性たち。
 手のタマゴたちの本番間近の特訓風景。  外国人にガイドする女性。

 万博  これはエスコートガイドの特訓の一コマ。
 飲み物をサービスする練習。指導の教官。

 訓練  パビリオンの位置関係も教わる。
 スチュワデスの訓練。
 設計デザイナーたちも熱っぽい討論。
 こちらフトン学校も詰め込み式。
 校長は元海軍大尉さん。
 針さす生徒。綿を詰めた布団を糸止め。
 長い廊下や便所掃除も生徒の日課。
 フトン屋魂を説く校長に正座する生徒。
 ヘソ丸出しは歌手養成所。
 ハラに人を乗せて発声訓練。
 リズム感養う体操。ムチ振る先生。
 よつんばい背中に仰向けで歌う生徒。

毎日ニュース第737号 1969  雪国からの終着駅  交通  裏日本、東北地方の大雪で国鉄ダイヤは大混  上信越線は運休続出。
1.15  乱。雪国の玄関上野駅の悲喜交々の表情。  東北線青森発一番列車はまだ着かない。

 季節  出迎えのおばさん大あくび。
 雪を大量に付けて入線する列車。
 骨折して降りるスキー客。
 切符の発売停止。払戻窓口のスキー客。
 置かれた大荷物。弁当食べて帰る客。
 雪の特急着。客は値上げと二重に悲鳴。

 傷だらけ東大入試  大学  入試を前に東大存亡の岐路の七学部集会が開  東大解体と書かれた本郷正門。
 かれた。激しく対立する民青系と全共闘。  （空撮）安田講堂。

 紛争  反日共系全共闘の集会。民青系のデモ。
 夜の安田講堂。緊迫の度増す。
 教育学部校舎を襲う反日共系。
 鉄パイプ、角材の乱闘に負傷者続出。
 ２千人の機動隊導入。
 １０日午後、青山の秩父宮ラグビー場で機動
 隊に守られ７学部集会（民青系）。
 ７千人の学生、千人の教職員、着席する加藤
 総長代行。
 反日共２部隊が会場にデモ。
 大学側が学生要求の１０項目を認める。
 駒場の代議員大会はスト解除を決議。
 封鎖状態の本郷。割れたヘルメット。
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース第738号 1969  ひとりぼっちの分校  教育  福井市から約１５キロ戸数８戸の奥平部落。  カンジキで雪踏む吉沢康暢先生(23)。
1.22  先生一人生徒一人の過疎の分校を訪ねる。  福井市から１５キロの過疎、奥平部落。

 奥平分校。山本明美ちゃん３年生と先生のた
 った二人の分校。吉沢さんの 初赴任地だ。
 朝、今日も「雪」と日誌に書く明美ちゃん。
 同級生の山崎君は雪降る前に離村した。
 新年のカルタ会も二人だけ。
 久し振りの晴れ間、二人で校庭のブランコの
 雪掻き。
 ある日母も登校し校舎の掃除を手伝う。

 　3'06  春。明美ちゃんは４キロ先の本校へ行く。

 拠点  大学  全国大学紛争の拠点東大紛争は入試問題にす  全共闘が占拠する安田講堂。
 り変わり、ついに最後の安田講堂攻防戦へ。  本郷午前７時過ぎ。８千人の機動隊導入。

 紛争  ガス弾や放水で攻撃する機動隊。
 屋上から火炎ビン投げる全共闘系学生。
 工学部棟では学生が放火。
 なだれこむ機動隊。重傷学生をロープで吊り
 下ろす。屋上で制圧の合図する隊員。
 女子ら含め３０人逮捕。２２か所の封鎖を解
 除。
 講堂屋上へ放水。パチンコで応戦。
 火炎ビン投下。ヘリから消火剤。
 ガス弾と火炎ビンの応酬。
 加藤代行の説得に、アジる学生。
 屋上でデモる社青同。
 ３階までバリ撤去。中核系３００人逮捕。
 キズだらけの学生たち。
 加藤代行が講堂内を見回る。
 佐藤総理、坂田道太もくる。
 その夜、政府は東大入試の中止を決定。

 毎日ニュース第739号 1969  文化財を守ろう  文化  １月２６日は文化財防火デー。昭和２４年の  寺の瓦や柱、壁画、仏像。
1.29  火災  法隆寺金堂消失に因み３０年からスタート。  水溜まりに映るくたびれた文化財の寺。

 稲荷神社。防火デーのポスター貼る神職。
 消防車が来て訓練の放水。
 屋根の自動撒水装置。
 重要文化財の箱を持ち出す人々。
 今年中には全建造物に撒水装置取りつけ。

 ニクソン政権  米国  １月２０日米第３７代ニクソン大統領の就任  連邦議会議事堂前で大統領就任式。
スタート  政治  式。ベトナム、人種差別など問題山積。  ウォーレン 最高裁長官を前にニクソン宣誓。

 ７万の観衆を前にニクソン大統領演説。
 周囲の人々と握手するニクソン。

 みごと有人ドッキン  宇宙  １月１４日ソ連はソユーズ４、５号を打ち上  打ち上げ準備のソ連の宇宙飛行士たち。
 グ　－ソユーズ 4・5号－  ソ連  げ、有人ドッキング、宇宙遊泳に成功した。  ソユーズ４、５号の打ち上げ。

 宇宙船内の飛行士。
 二つの宇宙船が史上初の有人ドッキング。
 ５号から４号に乗り移り宇宙遊泳。
 テレビ画像見て拍手するモスクワ市民。

 氷上に競う  スポーツ  ２０日、富士スバルランドで行われたインタ  ピストルを合図に次々氷を蹴って飛び出すス
 スケート  ーハイスケート。解説なし現実音で構成。  ケーター。

 鋭いエッジの音。転ぶ選手。滑る足。
 懸命に応援する顔。ムシロ被って観戦。
 優雅なフィギュア。激しいアイスホッケー。
 弁当食べる女子学生。
 男子１万メートルに呼吸荒く心臓弾む。
 メダル取って破顔一笑。

 毎日ニュース第740号 1969  山寺のカントリー  トピックス  茨城県利根町。円明寺住職の大竹さんは老人  ゴルフクラブを肩に円明寺へ集まる老人達。
2.5  を集めて今日もゴルフのお稽古。  大竹住職、老人にクラブの振り方を指導。

 老人  手振りでスウィングするおばあさん。
 ボールの行方を目で追うおじいさん。
 ゴム長、地下たびスタイルで珍プレー続出。
 大竹さんの模範パット。
 お墓もビックリのおばあさんショット。
 ホール寸前で止まる玉。笑う老人たち。
 ショートパット外して最後のカップイン。

 東名高速道路  交通  東海道メガロポリスの大幹線、東名高速の静  東名高速ハイウェーの空撮。
 　　　静岡－岡崎が開通  建設  岡－岡崎が２月１日開通。  高速橋にハイウェー略図スーパー。

 ２月１日開通式。おはらい。
 道路公団の富樫総裁が玉串献納。
 テープカット。２００台の祝賀パレード。
 沿道に大勢の見物人。
 １番乗りの車に花束贈呈。拍手でスタート。
 小坂トンネル。天竜川橋。
 この区間、４年で総工費1030億円。
 ハイウェー遠望。全線開通は５月末予定。
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 ハダカっ子  トピックス  広島・坂町の松谷さん夫妻はハダカ育児を実  ＴＶの音に炬燵からムックリ起きる裸の子。
 践。冬でもパンツ一枚で風邪ひとつひかず。  ４才の行晃君と３才の典枝ちゃん。

 子供  母のひざでＴＶ見る裸の二人の子。
 広島県安芸郡坂町の風景。松谷家。
 焚き火の回りで遊ぶハダカっ子。
 食事は生ニンジンに麦ごはん。
 母・美智枝さんと裏山散歩。
 美智枝さんは保母の資格をもち、絵も得意。
 海岸の３人。乳児たちの太陽保育が母の夢。

 毎日ニュース第741号 1969  木地山こけし  民芸  白一色の秋田県木地山高原。近江に故郷をも  湯沢市から２０キロ、雪の木地山高原。
2.12  つ木地山こけしの伝統を守る小椋さん一家。  こけし制作に取り組む小椋久太郎老人。

 雪に覆われたイタヤカエデを伐採する。
 乾燥させたイタヤカエデの白い肌に電動ロク
 ロを入れる。
 流れるような縞模様。しだいに人形の形が。
 側で木取り（概形）する５代目宏一さん。
 カンナで木肌を削る６代目の孫。
 縞模様がカンナで滑らかに。
 孫娘を偲び、白い顔に目や髪を入れる老人。
 簡素な人形。秋田おばこの祭の晴れ着姿だ。

 ある青春  大学  闘争２５０日。展望の開けぬ闘いに疲労する  全共闘本部に「恐怖を乗り越えよ」の文字。
 　－日大全共闘の学生たち－  日大全共闘。バリケードの中の青春を追う。  バリケード、立て看板。秋田明大議長。

 紛争  卒業のための講義うける学生たち。
 落城する安田講堂。
 バリ内の討論。展望が開けない焦りが滲む。
 東大理工学部の封鎖を解く機動隊。
 日大文理学部は学生が再び結束。
 子猫と遊ぶ学生。250 日の闘争に疲労感。
 久し振りの集会。終わってバリケードに駆け
 込む秋田議長。

 毎日ニュース第742号 1969  そーめんづくり  トピックス  奈良県桜井市、三輪山のふもとでは、いま三  桜井市の農家の庭先に白いそーめん簾。
2.19  輪そーめんづくりが最盛期。  白タビ草鞋ばきのだんご練りが早朝から。

 風物  だんごが機械の中でしだいに細くなる。
 干す。奈良盆地の厳しい冷えが作業に最適。
 そーめん同士くっつかないように分ける。
 干したそーめんを一定の長さに切り箱詰め。
 奈良の春はそーめんの簾に明ける。

 パキスタンで暴動  世界  学費値上げ反対、寮施設改善要求に始まった  カラチ。時計台のある建物。
 暴動  パキスタンの反政府運動が激化している。  反政府暴動は軍、野党も加わって激化。

 投石する市民、炎上する車。死者６０人に。
 10年目のアユブカーン政権は重大な危機に。

 建国を祝って  祭事  制定３年目の建国記念日。  皇居前で礼をとる年輩者。
 神宮外苑に建つ建国記念塔。神職祝詞奏上。
 日比谷公会堂では奉祝国民大会。
 各地で様々な建国記念の催し。

 マイホームの夢  世相  世は住宅難か、需要に追いつけぬほどのマン  分譲地案内バスの表示板。客と営業マン。
 ションブーム。分譲地巡りのバスは大繁盛。  バスのなかの客と営業マン。

 建築  長太郎団地。看板前の営業マン。
 思案中の新婚さん。
 バスの中の営業マン、売り手市場をＰＲ。
 崖前の新築一戸建。客にお茶のサービス。
 また移動。モデルルーム玄関は靴の山。
 足場の悪い建設中の家見回る客。
 建てつけ検べる客。隣は牛の牧場。

 毎日ニュース第743号 1969  ヘンなお雛さま  トピックス  人形作家・金林真太呂さんは世相をテーマに  セット価１千万円の段飾り。
2.26  した変わりビナを作って３０年になる。  この道５０年の金林真太呂氏の制作風景。

 工芸  布を切り、髪を梳き、平安女性を思う。
 ヘンな人形も作る。これはピンキラ雛。
 ノーベル賞の雪国雛、伊豆の踊り子雛。
 アポロ雛、全学連の留年雛。

 鉛の海  世相  旧島民は拿捕の危険のある北の海へ出る。残  ノサップ岬の海。海から見たノサップ集落。
 る家族には鉛のように重いノサップの海だ。  陸に上がった漁船。風に晒された洗濯物。

 領土  流れ昆布を拾う姿もなし。
 岩に「千島を帰せ」の文字。

 季節  ゴヨウマイ海峡を隔てて歯舞群島、貝殻島。
 水晶島にはソ連の監視塔が見える。
 北洋漁業の根室港も結氷。寒々しい灯台。
 早朝、スケソ船に活気づく花咲港。
 人々の健康診断。島よ還れの旗。
 遊ぶ子供に拿捕漁民の家族の声。
 尾岱沼に遊ぶ白鳥。
 雪をかぶった国後島。
 ウニとり舟に寄せる流氷。
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第744号 1969  山に生きる  産業  零下１５度の凍てつく国有林で秋田杉を伐り  雪を掻き分けて山にはいる男たち。
3.5  木材  出す人々。  唸るチェーンソー。倒れる木材。

 ワイヤロープで木材下ろす。
 山男の手なぐさみはこけしづくり。

 駅前交番  世相  日本一の盛り場新宿の東口派出所には色々な  交番で道訊く人。場外馬券、ポスト、借金、
 人が尋ねてくる。  朝ブロ、酔っぱらい、ボラれた、家出など。

 フォークの若者たち。シンナーにラリる男。

 サイクル・サッカー登場  スポーツ  自転車の曲芸に見えて、じつはれっきとした  自転車ダッシュしてストップの繰り返し。ま
 スポーツ、サイクル・サッカー登場。  るで曲乗りのようなサイクル・サッカー。

 自転車と一体化する練習。
 自転車は競技用に作られたもの。
 前輪持ち上げウィリー。ウィリースカット。
 ボールをパスしながら進む。
 シュートの練習。倒れる選手。
 室内２人制の試合風景。

 毎日ニュース第745号 1969  春雪模様  トピックス  啓蟄をまえに、３月４日の東京は時ならぬ春  春の吹雪に見舞われた街の情景。
3.12  季節  の吹雪。  外見る喫茶店の女ふたり。傘振る女。

 ミニスカート。ショーウィンドウの雪だるま。
 花屋のガラス越しの雪。
 屋根に雪を置いた車。スリップ事故。
 団地ゲレンデでスキー。雪合戦する子ら。
 溶けはじめて光まばゆい道。春近い道。

 閉山  産業  北海道、筑豊の産炭地に石炭合理化（閉山）  ボタ山。雪の北海道の産炭地は閉山つづく。
 石炭  の嵐が吹く。去るも残るも地獄の現状。  大手の明治鉱業は北海道、筑豊で閉山提案。

 不安気な坑夫たち。行き交う石炭籠。
 雪に埋もれた沼田町は炭鉱に依存してきた。
 空撮。筑豊炭田にもエネルギー革命の嵐。
 遠賀川の黒ずんだ流れも今は清水に。
 蒸気機関車の姿も少なくなった。
 作業する老人。荒廃と貧困と老人が残った。
 カラの石炭トロッコ。古河サガノオ鉱は補助
 金目当ての閉山か。崩壊寸前の炭住独身寮。
 独自に採炭を続ける組合。
 明治平山鉱は北海道と呼応して閉山提案。代
 理会社も不安あり、去るも残るも地獄だ。
 山田市は住民の３割が保護世帯に転落。
 飯塚市も自衛隊を誘致、若者獲得に大童。
 ひとり賑わうオートレース。
 坑口からでる人、交代で入坑する人。

 毎日ニュース第746号 1969  動物園の春  動物  恋あり、風邪ひきあり、赤ちゃん飼育あり、  おサルの電車、あそぶ子ザル。
3.19  季節  賑やかさをます動物園の春。  放し飼いのヤギとあそぶ幼児、女子中学生。

 飼育係からミルク貰うのは人口飼育中のカン
 ガルーの赤ちゃん。今春一番の人気。
 風邪マスクをしたチンパンジー。
 象はジャンボなお見合い中。
 大あくびのアザラシ。

 花やかに万国博デー  万博  万国博まであと１年。大阪・千里、御堂筋で  千里丘陵では330 万平方米の“未来都市”建
 は万国博デーで盛り上げ。  設が急ピッチ。

 3.15日は第３回万国博デー。籤抽選、踊り。
 御堂筋のエキスポ・パレード。鼓笛隊。

 夢をつくる  産業  ここは「おもちゃのまち」駅。栃木県壬生町  おもちゃの列車がおもちゃのまち駅に停車。
 の輸出玩具工場団地には夢がいっぱい。  輸出玩具工場団地に合わせ、「おもちゃのま

 ち駅」が開業した。
 自転車、マイカーの通勤者。
 バンダイ工業のおもちゃ組立ライン。
 撃ちまくるモデルガン製造所。
 尻尾振る犬、機関車、歯車などのおもちゃ。
 宇宙ものは時代の反映？
 おもちゃ箱詰めライン。夢運ぶ機関車。

 毎日ニュース第747号 1969  ああ酷電  交通  朝の国電はホームも車内も殺人的ラッシュ。  駅員のロープを先頭に階段降りる大勢の客。
3.26  スト  更にストと値上げのダブルパンチが襲う。  ホームは降りる人乗る人で大混雑。

 駅前も改札口も超満員。踏まれた靴拭く女。
 国会も運賃値上げ法案で超揉み合い。
 駅屋根のカラス。規制綱突破する客。
 通勤客の潰れそうな背中。押し込む駅員。

 春がきた  季節  暑さ寒さも彼岸まで。ようやく都会にきた春  水ぬるむ春。ボートを楽しむ人々。太公望。
 。  空に早くも鯉のぼり。プールには子供たち。

 デパートには巨大な蝶のディスプレー。
 ビル街の菜の花畑。
 都会地の貸し庭園を楽しむ団地族。
 噴水にきらめく光と風。

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 若い顔  スポーツ  監督の叱咤。ボールに食らいつく若者。セン  ベースに滑り込む選手の足。
 若者  バツ東京代表・荏原高校野球部の特訓風景。  守る選手、投げる投手、打つ打者……荏原高

 校野球部の特訓。
 監督の執拗なノック。ボールに飛びつく男。
 「なんでよけるんだ！」監督の罵声にへとへ
 との野手。
 「グローブはずせ！」ポケットに手をしまい
 ボールにぶつかる野手。殆どグロッキー。

 毎日ニュース第748号 1969  砂丘の春  季節  鳥取砂丘に見る砂と波と早春の影。  砂丘に打ち寄せる荒波。風が起こす砂嵐。
4.2  砂嵐のなかを歩いてくる人。空にトンビ。

 砂上にアベック。淡い光に草花の芽生え。
 ストッキングで歩く女性の足。春の感触。
 風紋は春が最高。砂上に足でデッカイ落書。

 ５分間の宇宙旅行  トピックス  宇宙の神秘を体感させる全天映画館が富士急  富士急ハイランドのジェットコースター。
 遊戯  ハイランドにできた。  奇妙な形の宇宙船旅行館、テープカット。

 乗り物内、周囲の壁がせり上がり全天スクリ
 ーンに。そして始まる５分間の宇宙旅行。

 踏切  交通  守も攻めるも踏切の…。事故が絶えない踏切  警報器が鳴り電車がくる。単線の踏切。
 をめぐって客と駅員の攻防戦。  一斉に渡る人、車。踏切内に立ち往生の車。

 電車と車の衝突事故。調べる警官。
 集団で踏切突破、駅へ殺到する通勤者。
 踏切左右に剣山を仕掛けた駅。
 東武野田線踏切に掲げられた巨大な幽霊。
 北鎌倉。踏切横から次々ホームへ上がる客。

 毎日ニュース第749号 1969  きょうから一年生  教育  入学式シーズン。子供の少ない都心部、大人  誓いのことばの１年生。
4.9  １年生  数の郊外団地に一様に１年生になった喜び。  港区桜田小１８人の新入生に嬉しい教科書。

 八王子では身障児に教科書配付。週２回の巡
 回授業始まる。
 マンモス団地の保谷第一は 324人の新入生。
 トイレも廊下まで行列。友達もいっぱい。

 おめでとう  皇室  皇太子ご成婚１０年を記念した特集。  婚約発表時の記者会見で美智子さま「ご誠実
 皇太子さま美智子さま  でご立派で……」

 ご成婚朝の正田家玄関でのお別れ。
 賢所の儀。おすべらかしの美智子さま。
 馬車パレード。手を振る天皇ご一家。
 葉山、軽井沢でのテニスのお二人。
 浩宮ご誕生。清宮貴子内親王ご婚約。
 米国訪問でアイクと会談の皇太子ご夫妻。
 １歳の浩宮。葉山で遊ぶ皇太子ご一家。
 美智子さまが描いた浩宮の絵。
 浩宮、学習院幼稚園へ。
 国内外で歓呼に応える美智子さま。
 義宮が津軽華子さんとご結婚。
 東京オリンピックで開会宣言の天皇陛下。
 礼宮ご誕生。
 浩宮、初等科ご入学。軽井沢の４人。
 そして１０年。浩宮と将棋さす天皇陛下。

 毎日ニュース第750号 1969  鉄の構図  万博  大阪千里の万博会場は建設急ピッチ。そこに  巨大な鉄骨のオブジェのパビリオン建設。
4.16  展開する多様な鉄骨の構図。  千里丘陵には様々な鉄のモンタージュ。

 鉄の逞しさに柔らかな竹のニュアンス。
 双眼鏡で覗く万博建設現場。

 議員たちは、いま・・・  選挙  解散総選挙まじかで金帰火来に大忙がしの議  ここは議員会館前。
 員さんたちにインタビュー。  小渕恵三「勉強する時間がほしい」

 国会  議員Ａ「金帰火来は励行中。解散は秋頃か」
 車から下りた議員Ｂ「金帰火来やってない」
 小宮山清四郎「４年任期に解散は問題あり」
 麻生良方「解散は佐藤さんに聞いて」
 塚田亨「いつもニコニコつかだとおる」
 議員Ｃ「解散はない。土帰月来かな」
 議員Ｄ「選挙資金は１千万から２千万必要」
 ３年生議員Ｅ「野党の暴力がこわい」
 議員Ｆ「選挙区で女房が。頭上がらない」
 大隅半島の１年生議員の選挙用ポーズ。

 毎日ニュース第751号 1969  内親王ご誕生  皇室  ４月１８日、美智子さまは初めて内親王をご  編み物する美智子さま。
4.23  出産。  夜の宮内庁病院。8:36　内親王ご誕生。

 両陛下に報告にゆく皇太子殿下、ご乗車。
 喜ぶ侍従と報道陣。
 翌19日剣賜の儀。守り刀と袴が届けられる。
 お祝いの記帳者達。お見舞いにゆく浩と礼。

 建造すすむ原子力船  交通  建造すすむわが国初の原子力船、8350トン。  建造中の原子力船。
 原子力  船名「むつ　」の発表会も開かれた。  4.19　大手町産経ホールで「むつ」を発表。

 船中に原子炉を格納する場所。厚い遮蔽壁。
 廃棄物の濾過装置。溶接風景。
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 国際親善コーヒーショー  トピックス  コーヒーの消費を盛り上げる「国際親善コー  東京プリンスホテルで「国際親善コーヒーショー 」
 ヒーショー」が開かれた。  挨拶する生産国代表。デュークエイセス。

 東北、北海道へ出発するキャラバン隊。
 キャラバン隊福島へ到着。コーヒー試飲に殺
 到する人々。

 閉店１時間前  世相  デパート閉店間際の食料品売り場。値下げす  デパート、閉店１時間前の安売り大作戦。
 る店員と待つ客、虚々実々の駆け引き。  値札書く店員。混み合う食料品売り場。

 まとめ売りする店員。客との駆け引き。
 閉店30分前。更に値を下げると飛ぶように売
 れてゆく。更に値下げ待つ客。
 慌ただしく品物包む店員。レジの女性。
 閉店した食料品入口。

 毎日ニュース第752号 1969  捨てられた村  過疎  丹後は宮津の木子部落。大火、豪雪、無医…  村全景。ここは７００年の平家落人部落。
5.1  過疎の条件がそろい次第に朽ちはててゆく。  ６本のＴＶアンテナが僅かに都市と繋がる。

 残っているのは６世帯２４人。
 閉鎖した分校。廃屋。火災豪雪で離村進む。
 僅かな農地にしがみつく。煙草吸う老農夫。
 墓地もさびれる一方。
 近くの海にはモーターボート。
 雨に崩れゆく藁葺き屋根。

 都会の影  都市  ビルの無機的なデザイン。鉄とコンクリート  幾何学的なビルの影。
 の生活空間  仰アングルで回転するビル

 街をゆく。駅のターミナル。屋上で休む。
 噴水。タクシー乗り場に並ぶ。
 交差点。ビルと車に挟まれる。
 奇妙な空間にうごめく人々。

 大荒れの沖縄デー  事件  反安保の今年前半のヤマ場４月２８日の沖縄  隊列行進する学生たち。
 沖縄  デーは反日共系と警官の衝突で大荒れ。  上陸する祖国復帰協代表団。

 法政大にバリケード作り立て籠もる学生。
 機動隊、法大へ先制攻撃。火炎ビン押収。
 金網で防護された霞が関一帯の建物。
 早稲田大学から出発する反日共系。
 神田路上で旗振る学生。投石、放水の応酬。
 学生、東京駅を占拠。線路で石集め。
 線路上で揉み合い。ガス銃で排除する警官。
 線路から高架下へ飛び下りる学生。
 4.28沖縄デー。中央集会に入場する代表団。
 新橋から銀座へ広がるデモ。学生投石。
 ガス弾のつるべ撃ち。９００人検挙。
 燃える鍛冶橋交番。

 毎日ニュース第753号 1969  煤煙の町  公害  京浜重工業地帯の中心・川崎市の煤煙公害は  煙突からはきでている煤煙。
5.7  産業  深刻の度を増している。  青空のない京浜工業地帯、川崎の市街。

 遊ぶ子。煤煙。雨戸を閉めたままの家。
 枯れた街路樹。トラックの排気ガス。
 煤煙に囲まれた小学校の校庭。
 川崎市公害部。大きな集じん機のある工場。
 病院のぜんそく患者。

 ドゴール大統領辞任  政治  地方制度と上院の改組をめぐってフランスの  ドゴール大統領のテレビ演説。
 選挙  国民投票はノン。ドゴール時代は終った。  フランス国旗、ポスター「non か ouiか」

 4.29  投票所。投票するポンピドゥ氏。
 ノン圧勝でドゴール辞任。
 車に乗るポンピドゥ。大統領選出馬表明。
 テレビのドゴール。第５共和制の終わり。

 宇宙を着る  流行  布でなくアルミと皮を使ったドレスのファッ  色のスポットライト、仮面をつけて踊る女。
 服装  ションショー。宇宙への夢がテーマとか。  バイオリンの女。最先端のファッションショー。

 ジャズを演奏する男。水着、つなぎ服の女。
 金属とプラスチックで洋服の概念を変える。

 毎日ニュース第754号 1969  母の日に  祭事  ママ、おふくろ、かあちゃん、様々な日本の  病院にならぶ新生児。
5.14  お母さん。  赤ちゃん受取りおっぱい飲ませる母。

 公園で子と遊ぶ母。バーゲンセールの母。
 働く母（かつぎ屋、田植え、靴みがき）。
 ビルのゴンドラ事故。葬式、結婚式の母。
 学生運動に子を探す母、刑務所を訪う母。
 おしっこさせる、縫い物する、妊娠の母。

 水曜コンサート２０年  トピックス  警視庁音楽隊の「水曜コンサート」が２０年  関係者挨拶。花束受ける音楽隊。
 を迎えた。  ３８６回目の演奏会。指揮者。観客。

 日の丸農場  農業  岩手県の浄法寺経営伝習農場では日の丸姿も  寮から飛び出してくる若者たち。
 若者  りりしく自主性、規律、協同も研修する。  国旗掲揚、日の丸鉢巻きで体操。

 ここは通称・日の丸農場。
 トラクター運転、乳搾り、水汲み、水撒き。
 菜の花畑を耕す女生徒。
 スコップを担いで山へ。土を掘り起こす。
 モッコ担いで開拓者精神を養う。
 風渡る農場で茶をたてる女生徒。
 一斉に剣道の素ぶり。
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第755号 1969  風かおる  季節  街は初夏のよそい。  初夏の街の風景。ミコシがゆれる。
5.21  公園でサイクリング、スポーツ……

 金魚、水辺、夜の街……

 海を眺めて  保養  茨城県大洗海岸を見下ろす高台に近代的な簡  大洗海岸、家族づれで水遊び。
 建物  易保険・大洗保養センターができた。  簡保の大洗保養センター外景、屋内。

 大洗海岸ふかん。

 東京地下街  地下街  東京八重洲の地下街は似た通りで迷子続出。  東京駅八重洲ふかんと地下街の雑踏。
 一方雑多な人間が占拠する新宿西口広場。  ショッピング、散策。猪のハナさわる人。

 案内板に首かしげる人々。地下交番の迷子。
 新宿西口広場。カンパ、署名を求める人。
 ティーチインの若者広場。
 通行人に道きく警官。抗議する若者。

 毎日ニュース第756号 1969  紛争を呼ぶ大学立法  大学  全学集会と大学立法で緊張する東大構内。統  全学集会を前に学生が集結する東大構内。
5.28  紛争  一行動日の２３日明大通りは大荒れとなる。  教室を破壊し、卒業試験に抗議する全共闘。

 ２３日、武装しデモ行進する反日共系。
 大学立法粉砕を叫ぶ神田・明大前路上。
 警官隊と衝突。大学屋上から投石する学生。
 ガス弾撃つ警官。
 バリケードで開放区作る学生。警官放水。

 高速道路  交通  ４年掛かり全線開通した東名高速の造形美。  東名ハイウェーの造形美。
 建設  全長３４６．７キロ。総工費３４２５億円。  高架橋、トンネル。

 山峽をはしる高速道路。

 ああ戦国ダービー  スポーツ  本命ワイルドモアの不出走で混迷の第３６回  雨の東京競馬場。ラッパに急ぐ１５万人。
 競馬  日本ダービーはダイシンボルガード優勝。  横一線でスタートした２８頭。

 見守る観客の表情様々。
 馬券手に遊具に乗る子供。居眠りの警官。
 ダイシンボルガード優勝。
 レース後のドロドロの足元。

 毎日ニュース第757号 1969  一人か二人か  交通  機関助士の廃止で対立する国鉄労使。５月３  「機関助士廃止で安全可能。国鉄近代化、合
6.4  　　－機関助士の廃止－  国鉄  ０日動力車労組の全国ストで乗客大混乱。  理化の一環だ」と語る国鉄側。

 「整理反対」という労組側インタビュー。
 一人乗り抗議で集結する労組。
 スト前夜、乗務員奪いあいの操車場。
 応援の学生と機動隊のもみあい。
 抗議する乗客。
 駅（上野駅）はスト突入で大混乱。
 払戻の乗客。不満をぶちまける。

 空の１１９番  自衛隊  災害発生時の大きな力、自衛隊の特別救難隊  救難要請を受ける本部。
 医療  は、海・陸両部隊で編成されている。  ヘリコプターで出動する特別救難隊。

 緊急患者ををヘリに移す。
 海自の救難ヘリの救助訓練。
 海から人を吊り上げるヘリ。

 ポスターは訴える  事件  遺留品の多さが特異の３億円事件も既に半年  ３億円事件の遺留品ポスター。
 が過ぎた。手配ポスターから事件を見る。  捜査陣。見つかったジュラルミンの箱。

 ５百円札の番号。
 犯行に使われたカローラ。
 犯人のモンタージュ写真。

 毎日ニュース第758号 1969  特集・沖縄からの報告  沖縄  動き出した沖縄返還交渉。米基地に依存する  5.31羽田を出発する愛知外相。
6.11  生活と経済。祖国復帰は容易ではない。  那覇空港。那覇市遠景（“奇跡の1マイル”）。

 政治  賑わう国際通り。軍用道路１号線。
 “太平洋の要石”の米軍車。ファントム。

 日米  慰霊碑。
 嘉手納基地。サメの尾鰭のようなＢ-52 。
 Ｂ-52 の下で農地耕す人。
 金網のなかであそぶ米軍の子供。
 混血児アザマレイコはスプリンター。
 「アメリカは父の国だけど嫌いだ」と語る。
 米軍基地に依存する労働者。
 実戦訓練の米特殊部隊。ジャングル の海兵隊。
 横文字が氾濫するコザの町。
 基地撤廃反対の大会。
 ゴーストタウンと化した街。
 飛び立つＢ-52 。
 那覇の泊港から南米移住の家族。「基地経済
 は不安。沖縄に未練ありましぇん」
 基地内の黙認耕作地で働く農民。
 葬列。墓地は金網のなか。
 耕作地から外へ出る農民。夕刻金網閉まる。
 夕日を背景に離陸するＢ-52 の影。
 新聞記事「米、沖縄の軍事面を強調」

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第759号 1969  大空に賭ける  自衛隊  静浜航空自衛隊基地。民間パイロットの卵た  静浜航空自衛隊基地の朝。

6.18  交通  ちがここで厳しい訓練を受けている。  練習機の整備、座学指導。
 フライト実習。
 飛び立つ練習機Ｔ-34 。
 空撮。街の上空をとぶ。編隊飛行。

 ハイウェーの新幹線  交通  全線開通した東名高速に高速バスがお目見え  渋谷駅で初運行式。見送る五島昇の顔。
 した。「東名急行バス」は日に５０本運行。  風船上がってバス出発。

 多摩川の東名入口から時速２００キロに。
 事故を横目に快適な車内。富士の景観。

 あと１年  政治  安保改定１年前、早くも防備する国会、防  防備を固める国会議事堂。
 　－７０年安保を前に－  衛庁。６．１５集会には大勢の市民が集う。  防衛庁ではデモ乱入に備え警備隊の訓練。

 6.15反戦・反安保・沖縄闘争勝利の集会。
 民間団体、高校生、浪人、山谷、ベ平連…
 ベ平連の小田実。
 山本義隆東大全共闘代表の演説。
 樺美智子遺影を先頭にデモ行進。
 ゲバ、政党なし、新橋埋めるフランスデモ。
 国会を囲む有刺鉄線。

 毎日ニュース第760号 1969  ある委員会  国会  ６月１９日の内閣委員会。防衛二法案審議の  席につく佐藤総理。
6.25  政治  応酬を録音構成で。  佐藤「急に自主防衛論者になった訳じゃない」

 大出「軍備を押しつけられたんじゃないか」
 佐藤「他国の脅威も防衛も兵器は紙一重だ」
 大出「紙一重だと言いながらエスカレートさ
 せた」
 佐藤「日本の中の米兵は事前協議の対象だ」
 大出「日本の国益に関係なければノーと言っ
 てほしい」
 佐藤「極東のことに日本が巻き込まれる恐れ
 は絶対にない」
 大出「兄の岸総理が治安出動をと言ったとき
 あなたも賛成したが制服組が止めた。武器を
 持てば出たくなる」
 佐藤「ご注意はご注意として弁解しません」

 建設急ピッチ  万博  建設進む万国博会場。参加国視察団もひっき  工事中のモノレール。会場建設中。
 　　　　－万国博会場－  りなし。大屋根リフトアップも始まった。  全国自治体の広報担当視察。

 建設中のパビリオン。ヘルメット の丹下健三氏。
 お祭り広場の大屋根持ち上げ始まる。

 ぼくらは重役  産業  あるおもちゃメーカーが企画した子供重役。  車で出勤する子供重役。重役任命式。
 子供  子供の奇抜なアイデアに本物重役も苦笑。  まずはコマーシャルの勉強。

 デパートで市場調査へ。
 売り場主任と名刺交換。売れ筋を質問。
 社内での昼食は豪華弁当。
 新製品の名前で議論する子供重役たち。
 「大人はこういうの浮かばないんだよ」
 本物重役も苦笑い。土産もらってご帰還。

 毎日ニュース第761号 1969  椅子  世相  総裁のイス、学長のイス、サラリーマンのイ  社内風景。椅子の形で位がわかる。
7.2  ス。権力の象徴の椅子をめぐる悲喜劇。  天下りでもめているある外郭団体。

 労組側「渡り鳥の退職金稼ぎ反対」
 会社側「いや天上がりだ」
 都議選の受付。街頭演説スタート。
 選挙カー。耳ふさいで電話する市民。
 ゴミの山に鎮座する椅子。

 女子大の内と外  大学  キリスト教の東京女子大にも紛争の渦。学生  東京女子大のキャンパス。
 紛争  規定の白紙撤回を掲げて学長に詰め寄る。  構内の女子学生と大学立法反対の立看板。

 教授会室前へ押し掛け、ドア前でスクラム。
 大衆団交。学生の追及に学長立ち往生。
 煙草吸いながら議論する女子学生。
 ヘルメット姿で集会に参加するが、機動隊に
 恐れをなす女子学生。「中教申ハンターイ」

 毎日ニュース第762号 1969  空飛ぶスキー  スポーツ  新しい夏のスポーツと意気込んだスキーグラ  水上スキーグライダー組立。観光客注視。
7.9  イダー。結果は無残な姿に。  ウェットスーツでテスト飛行に臨む男。

 ボートに引かれ水面滑走するグライダー。
 飛び上がる予定が転覆するグライダー。
 ２回目の挑戦でついに真っ二つ。
 がっくりパイロットとメーカー。

 脇役の候補者たち  選挙  都議選の遊説合戦。人気のある美濃部都政を  選挙カーの上で演説。
 どう評価するかが争点。  社党成田書記長「社党が美濃部を支えてきた」

 共産党「みのべ都政の先頭に立つ」
 無所属候補もみのべ都政を評価する。
 民社佐々木良作「是々非々で」
 公明党「みのべは期待に応えていない」
 自民以外はみのべ、みのべのオンパレード。
 街をゆく美濃部スマイル。

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第763号 1969  新宿警察日記  世相  夜の新宿には非行の芽がいっぱい。屯する若  街をゆく様々な生態のカップル。
7.16  者たちに婦警さんの心は重い。  屯する、ショーウィンドーに目をやる若者。

 地下通路で段ボール寝の人々。
 シンナー遊びの子に話し聞く少年課婦警。
 家出の１８才の女子に話し聞く婦警。

 靖国神社  世相  「靖国法」が国会に上程された。戦後２４年  大村益次郎像を背景に砂利道をくる少女。
 宗教  、英霊を祀る靖国神社への思いは多様だ。  神社、遺族会の提灯。声「横暴だ。犠牲者は

 あの人たちだけじゃない」
 お辞儀して通る小学生。観光の外国人。
 参詣の老女。声「戦争賛美の拠点になる」
 肉弾三勇士など銅版彫刻。七五三の親子。
 声「戦死した人を祀るならいい」
 右翼団体。ニューギニアの戦友たち「亡くな
 った英霊たちに申し訳ない」　雨の靖国。
 １３日みたままつり。創立100 年。日清日露
 から太平洋戦争まで250 万の犠牲者を慰霊。

 毎日ニュース第764号 1969  世界一の大屋根  万博  大阪万博の建設地ではシンボルゾーンの大屋  完成まじかの万博会場。
7.23  根のリフトアップ工事が着々と進行中。  パビリオン、モノレール、道路整備。

 シンボルゾーンの大屋根の工事。溶接など。
 重さ4800トン。１日に上がるのが７・。

 人類、月に立つ  宇宙  ７月２１日アポロ１１号月面着陸。地球の憂  フロリダのケネディ宇宙センター。
 いをよそに日本もアポロブームに沸く。  東京、36階ビルの庭にアポロ11号モデル。

 世相  発射準備のアームストロング、オルドリー、コリンズ ３飛行士。

 東京、飛行士に扮して愛嬌ふりまく男。
 7.16 PM10.32（日本時間）発射。
 上昇続けるサターン５型ロケット。
 宇宙船から見る地球。その地球では……
 連なる車列。ベトナムの悲惨。反戦騒動。
 アポロブームの日本、沖縄の現実、公害。
 狭い団地、あくび、交通スト。
 7.21 AM11.56　月面に降りるアームストロン
 グ船長とコリンズ飛行士。
 「粉のような感じ。ブーツの跡が分かる」
 悲惨なベトナム、アフリカの子供たち。
 （月に残した文字『惑星地球よりの人間ここ
 に最初の足跡を記す。我等は全人類を代表し
 て平和を懐いてここに来た。』）

 毎日ニュース第765号 1969  真夏の球宴  スポーツ  7.22　第４０回都市対抗が開幕。スタンドで  開会式。入場行進する選手たち。
7.3  野球  は郷土色豊かな応援合戦。  姫路市より優勝旗返還。選手宣誓。

 スタンドでは戦国武将、獅子舞、花笠音頭、
 八木節、沖縄踊りなど郷土色豊かな応援。

 トリオ・ザ・ゴリラ  動物  名古屋の東山動物園ではゴリラの運動不足解  観客におじぎする３頭のゴリラ。
 ゴリラ  消に愉快なショーを開催。浅井園長の発案。  浅井力三さん。椅子にすわるゴリラ。

 柵越しにリモコン指示する浅井力三さん。
 水浴び、逆立ち、タイヤにぶら下がる３頭。
 浅井さんの拍子木でゴーゴーダンスの３頭。
 シャワーで手を洗いエサ食べる。
 エサ放る浅井さん。上手に受けるゴリラ。
 食べ終わったゴリラにエサゆずるゴリラ。
 お尻にシャワーしてもらう３頭。

 毎日ニュース第766号 1969  クジラの町  動物  クジラ博物館で人気の和歌山県太地町にクジ  太地町のクジラ博物館。駐車場は満員。
8.6  クジラ  ラの大群が押し寄せた。  クジラプールのクジラたち。

 クジラ漁の模型。
 見張り櫓でクジラを見張る男。
 クジラの群れがきた。舟こぐ男たち。
 岩場に集まる群衆。海に入って鯨追い込む。
 網からクジラ上げて注射。
 余ったクジラは伝統の銛突きショーに。
 ひっくり返る小舟。

 両陛下と黒獅子旗  スポーツ  都市対抗の９日目、両陛下をお迎えした。  待つ関係者。車から下りる両陛下。
 野球  並ぶ選手。手を振る天皇。

 天覧は大阪市（日生）対太田市（富士重）。
 双眼鏡でご観戦。大阪のホームラン及ばず。
 盛り上がる応援。太田市の勝ち。

 都会のトンボ  流行  いま街では顔の半分も占めるサングラスが大  都会で昆虫採集する子供たち。
 世相  流行。丸でトンボのような若者たち。  デパート屋上の昆虫館。

 街をサングラスで歩く女性たち。
 ショーウィンドーのサングラス。試着する。
 氾濫するトンボ・サングラス族。
 サングラスしたまま泳ぐ女。プールサイド。
 昆虫採集する子供の傍を颯爽とゆくサングラ
 ス。まるで都会のトンボ図鑑。

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第767号 1969  佐藤首相の弁明  国会  第６１通常国会は大学法を含めて強行採決１  佐藤首相の記者会見。
8.13  政治  ９回の異常さ。佐藤首相はこう弁明した。  参院本会議、大学法強行採決、新聞記事、デ

 モの写真を挟み込んで…
 佐藤「議会政治の危機だというが全貌を捉え
 ていない。自民・政府の責任は承知している
 が与党だけの責任じゃない。それが民主政治
 だ。野党の責任はどうなのか。予算案はでき
 たが222 日間も費やしていくら法律ができた
 か、どんな審議が行われたか。」
 傍で聞く保利官房、木村副長官。
 佐藤「そこへくるまで与党は辛抱した、ケガ
 しながら。政党だから譲れないところはある
 。学長さんは介入を嫌うが国家権力を行使す
 る気は毛頭ない。」

 われらハンパク  トピックス  大阪城公園でベ平連、反戦団体らの「反戦の  梅田・阪急デパートの万国博残暦時計。
 世相  ための万国博（ハンパク）」が開かれた。  千里丘陵の万国博建設地。

 大阪城公園のテント張りのハンパク会場。
 準備中。九大ファントムの残骸片も展示。
 バラバラのマネキン人形。反戦パチンコ。
 フォークソングを歌い踊る裸の若者たち。
 夜のアングラ芸術劇。
 朝の飯盒炊飯。
 ハンパク演説。そして粉砕デモ。

 毎日ニュース第768号 1969  夏休みと子供たち  子供  楽しい子供たちの夏休み。海外に、強化合宿  羽田空港待合室の親子。
 夏休  に過ごし方はさまざま。  ハワイ行きの説明する添乗員。出発。

 自衛隊体験中の子供たち。
 止血など屋外生活の指導を受ける。
 バレーボール、キャンプファイアー。
 信州に缶詰の子供たち。ラジオ体操。
 早朝授業。朝食後また猛勉強。
 テストを受ける。結果を見る。
 休憩時間は外出禁止。室内ではしゃぐ。

 父と子の対話  世相  断絶の時代といわれる中、戦中派と戦後派の  父50才大学教授、長女21大４、長男19大１。
 溝は埋まるか。父と子の対話で考える。  長女「卒業が目的じゃない。無能な教授に教

 わったって」
 父「専門科学をばかにしちゃいかん」
 長男「教授は一科学者として社会に責任があ
 ると居直る」
 長女「学問が政治と関わらないで何故できる
 のか判らない」　父「学問には知的興奮、探
 究心がある。科学には良い面悪い面あり双刃
 剣だ。イデオロギー抜きで中国人１千万人殺
 した。明白な加害者だ。道義的に何もしてな
 い。戦争は被害者が加害者になりうるからち
 ゃんと整理しておかないと」

 毎日ニュース第769号 1969  大学法をめぐって  教育  大学運営措置法は政府と大学の溝を深めてい  （写真）広島大学の機動隊と学生の攻防戦。
8.27  大学  る。秋の佐藤訪米に暗雲が漂う。  閉じられた門。東工大では迷路のような入口

 紛争  で出入りをチェック。
 神戸大は夏休み返上で講義。壁の張り紙。
 坂田文相「国大協はもっと大人になれ」
 京大は文部省に非協力と決議。
 横浜国大は「難破船にボートというが温かさ
 に欠ける」
 荒廃したままの東大安田講堂。

 コンピューター時代  科学  「コンピューターとのより豊かな対話」をめ  情報時代の主役、電子計算機応用の画面。
 世相  ざすコンピューターショーが開かれた。  な画面。

 コンピューターショー。
 端末をいじる。コンピューターが描く絵。
 ドットで描く。
 コンピューター占いを見る人。
 音声識別コンピューターとジャンケン。
 コンピューターと囲碁の対戦。
 電車運転能力テスト。

 毎日ニュース第770号 1969  防災の日  防災  ９月１日は防災の日。４６年前の関東大震災  シャッターをチェインソーで切る消防士。
9.3  を思い起こし各地で熱心な防災訓練を施行。  消火の泡の中を確認する消防士。

 はしご車、吊り下げなどの救助、避難訓練。
 防災活動協力者の表彰式。佐藤総理から。

 棋士と自転車  トピックス  日本棋院の若手棋士たちが修善寺の自転車学  伊豆修善寺の自転車学校。
 校を訪問し交歓回を行った。  自転車の調整。ヘルメットの女性。

 走り出す棋士たち。
 坂道を自転車押して登る有段者たち。
 あおむけに引っくり返る棋士たち。
 囲碁の指導する棋士たち、神妙な生徒。

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 続・議員たちはいま  選挙  選挙近し。議員達は国会報告に駆け回る。右  路上で演説する自民・中村喜四郎代議士。
 も左も大学法強行採決のあと始末。  大学法を言い訳して回る選挙カー。

 地元民家や工場食堂で演説する社党議員。
 組合大会で講演する自民代議士。
 街頭で団地で演説する社党・帆足計代議士。

 毎日ニュース第771号 1969  ヘンリー・ムーアの世界  芸術  イギリスの彫刻の巨匠ヘンリー・ムーア展が  ７１才を迎えたヘンリ・ムーアの大理石、ブ
9.1  彫刻  国立近代美術館で開かれた。  ロンズ彫刻の数々。

 近代彫刻にロダンとは違った新しい息吹を与
 えたモダンな作品群。

 結婚シーズン  結婚  シーズンとあって結婚バスが大盛況。婚約指  結婚式場めぐりバスの若いカップル。
 世相  輪にはダイヤモンドが人気。  アントワープ市から表彰を受けた大沢商会。

 ダイヤ研磨機。58面体カッティング。
 婚約指輪を選ぶカップル。
 模擬音楽結婚式を見るカップル。
 ボーリング場で、プロボーラーの結婚式。

 統一された全共闘  大学  学期明け早々、早大のバリケード落城。５日  大隈講堂屋上の立つ革マル派。
 紛争  の全国全共闘結成大会は１万人を集めた。  9.3 校舎に向かって走る機動隊。

 屋上へ激しい放水。投下される火炎ビン。
 背後に応援の学生がバリケード築く。
 講堂屋上に梯子でよじのぼる機動隊。
 逮捕された学生たち。時計台にまだいる。
 火炎びんで燃える第２学生会館（全共闘）。
 屋上で棒振り回し抵抗する学生。
 梯子下りて捕まる学生。殺人未遂で逮捕。
 日比谷公園で検問受け入場する学生たち。
 東大全共闘山本代表逮捕。
 大会会場を埋め尽くした１万人の学生たち。
 １１月の佐藤訪米阻止を誓う。

 毎日ニュース第772号 1969  ある報道橋  交通  過密都市が生んだ奇妙な構図、水のない橋、  街のなかの真四角な歩道橋。
9.17  歩道橋。  鉄骨の構図。渡る人もそのアングルの一つ。

 下ゆく車。路地から見た橋。
 渡る小学生。橋上の親子。サラリーマン。
 橋上に花が供えられている。
 喪服姿の人達。その下ゆく霊柩車。

 ことしの秋  世相  都市には様々な秋がやってくる。高原の秋、  ススキミミズクつくるおばあさん。
 季節  旅行の秋、マンガの秋、値上げの秋……  街でリンドウくばる地方の娘ら。

 マンガ学校が倒産した…。歩くパンタロン。
 肉屋の店頭に渋い顔の客。故物屋は繁盛。
 駅に「幹事さんの窓口」ができて大賑わい。
 オーディションあり、世界美女コンテストあ
 り、演説する右翼あり。
 コーヒー、床屋、風呂屋、タクシーなど軒並
 み値上げ。威勢のいいみこし。
 京都のスーパーの投げ売り合戦。走る主婦。
 男たちはお酒の立ち飲みで憂さ晴らし。

 毎日ニュース第773号 1969  敬老旅行　－紀勢線－  交通  久し振りの南紀旅行におおはしゃぎのお年寄  南紀の海岸線をゆく紀勢線「長寿号」。
9.24  敬老  りたち。これは国鉄のイキなプレゼント。  窓の外は橋杭岩の奇景。

 停車駅で駅員からお茶のサービス。
 車内での昼食はまるで女学生のよう。
 紀伊勝浦駅。那智の滝。
 お滝水飲んで、札所めぐりの階段登る。

 毎日観光まつり  観光  毎日旅行主催の「毎日観光まつり」。バスガ  踊る観光バスガイド。
 イドたちがお国自慢を披露。  お国自慢のうぐいす嬢たち。

 案内する、歌うたう、拍手するお客さん。

 運転受験者  交通  増える交通事故に比例して増える運転免許者  運転免許試験場待合室。
 事故  。交通事故写真を目にしたかれらの感想。  事故の写真見て運転免許受験者の感想。

 「信じられない」「悲惨だ」「ベトナム戦争
 と違わない」「運転やりたくない」
 免許証の束。Ｑ免許とったら？「何がしたい
 って別に」「遠乗り」「スピードが魅力」
 「レジャー」「女の子乗せる」「運転レース」
 タイヤ検査。試験問題。
 合格者の掲示板。結果に喜ぶ人。
 免許証発行のようす。日に５千枚発行。
 交通事故現場。「走る凶器」「歩いててもつ
 っ込んでくる」「運転の確信もてない」
 客を手招く写真屋がいっぱい。
 「毎日こんな人数がきて車は増える一方」

 毎日ニュース第774号 1969  一日内閣ひらく  内閣  過疎化の島根県伯太町。足立定則さんは一日  収穫の時期を迎えた田に若者の姿がない。
10.1  行事  内閣で過疎対策の重要性を訴えた。  畦道を歩く足立夫妻。老人と話す足立さん。

 松江市での国政に関する公聴会＝一日内閣。
 佐藤総理、大平、原健三郎の顔。
 過疎対策を訴える足立さん。
 佐藤「開発を広げ過疎の言葉を一掃したい」

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 マ王女、英国展へ  日英  対日輸出振興策のひとつ「英国フェア」が開  佐藤首相の夕食会のマーガレット王女。
 王室  かれ、マーガレット王女もご来場になった。  日本武道館の英国フェア。ロンドン街再現。

 フェア見て回る王女。
 街をゆく２階建てバス。街の英国旗。
 デパートの英国物産を見て回るマ王女。

 ゲバ棒ぬきで  スポーツ  ７０年安保を前に若い独身警察官を慰めるた  駒沢競技場。大学生ブラスバンドの入場。
 トピックス  め大学生との集いが開かれた。  拍手する機動隊員たち。

 剣道。ゲバ棒で装甲車叩くパフォーマンス。
 ４７士の討ち入り風。
 女子学生と踊る秦野警視総監。

 西本対三原  スポーツ  パ・リーグの首位争いの天王山、阪急対近鉄  ３連戦に闘士燃やす三原、西本両監督。
 ３連戦は感情的な西本と沈着な三原の対決。  近鉄先制点。

 西本ハッスル。逆点に次ぐ逆点。
 雨が降っても闘士衰えず、初日近鉄の勝ち。
 乱数表の三原。
 長池ホームランで阪急の勝ち。
 第三戦、打ちまくる阪急。喜ぶ西本。
 怒る近鉄ファン。グランドで警官騒ぎ。
 がっくり首垂れる三原。

 毎日ニュース第775号 1969  ＬＬサイズの悩み  健康  肥満の悩みはスポーツサウナと美容教室で解  体重計に乗る男。体力トレーニングの男。
10.8  消。民間スポーツブームのおはなし。  ここは国立競技場のスポーツサウナ。

 必死に漕ぐ太鼓腹。ボート、自転車、走り。
 渋谷の美容室に集まった肥満女性たち。
 転がり、スパーリングし、涙ぐましい運動。
 最終コースはサウナ風呂。再度体重計に。

 日本の翼豪州へ  交通  日本航空が南半球回りシドニー路線を新設。  羽田での就航式（日本航空）。
 １番機が飛び立った。  １番機ＤＣ－８に乗り込む招待客。

 滑走路に向かう１番機。

 三里塚無番地  建設  空港建設反対を叫んで三年。決起集会も反対  三里塚の田では収穫の時期。
 紛争  同盟も土地を失う農民にはどこか遠く響く。  傍らの空港反対団結小屋。火のみやぐら。

 反対派の決起集会。
 安保反対、沖縄返還の声のみ高い。
 延々と長い反対派のデモの列。
 千葉県議会に陳情。会う友納知事。
 荒廃する農地。あがる野火。大仏。
 民家の婆の声「これひったくられたらヨウ、
 ゴー腹だヨウ」

 毎日ニュース第776号 1969  新左翼が初の統一  新左翼  羽田闘争２周年記念の新左翼初の統一行動デ  10.10 日比谷公園。集会前の厳しい検問。
10.15  反戦  ー。高校生も独自集会で安保の秋始まる。  羽田闘争２周年全国青年総決起集会。

 一万人を前に反戦青年委員会のアジ演説。
 清水谷公園では高校生二千人が独自集会。
 ベ平連、全国全共闘、反戦青年委、組合労働
 者ら大同団結でデモ行進。
 夜、一部機動隊と衝突。

 島よ還れの願い  漁業  北方領土問題対策協会が設立。根室のキャラ  北方領土問題対策協会の設立総会。
 領土  バン隊が名古屋の北方領土展で訴える。  根室市キャラバン隊、熱田神宮で参拝。

 名古屋市のデパートで北方領土展。

 グランプリ  スポーツ  年に一度、カーレースのおまつり、日本グラ  レーシングカー３１台、スタート。
 車  ンプリ。  巧みなコーナーリング。直線のスピード。

 観衆。
 追い抜く。ヘアピンカーブ。
 うどんすする若者。
 リタイアする車。
 チェッカーフラッグ。黒沢元春優勝。

 毎日ニュース第777号 1969  都会の晩秋  季節  喧噪の都会に見つけた晩秋。  ビル街。ショウウィンドーのマネキンも衣替
10.22  え。水玉マフラーのおねえさん。

 デパートに下がった広告を口あけて見る男。
 日展搬入。
 デパートでは秋の豊年祭り再現。稲こき。
 交通事故予防に借り出された案山子。
 運動会の子供たち。電車と花。

 「荒い海」試写会  映画  製作期間１年２か月、スケールの大きい日活  試写会場前の雰囲気。
 トピックス  映画荒い海」の試写会が行われた。  捕鯨船のもようを描いた映画の１シーン。

 渡哲也ら出演。

 万国博への道  万博  万国博もあと１４０余日。立ち退き問題、交  万博建設会場。奇抜な建造物の数々。
 世相  通渋滞などトラブルも大きい万国博への道。  モノレール、電気自動車。

 残暦時計「あと１５０日」。
 街も高速道路も工事中。
 工事で渋滞する道。
 もめる池田市、路上の垂れ幕。
 工事に追い立てられる遺跡発掘。
 ついに頭にきた最新ヘアモード「万博刈り」

© 毎日映画社



ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容
 毎日ニュース第778号 1969  原子力の日  記念  １０月２６日は原子力の日。東海村では原子  皇太子、東海村の原子力センターご視察。

10.29  原子力  炉を、東京豊洲では原子力むつを公開。  実験用原子炉を見学する女子中学生。
 東京豊洲では原子力むつを披露。
 心臓部、原子炉室。
 むつ全景。

 反戦デーの断絶  反戦  １０．２１国際反戦デー。社会・共産の一日  サラリーマン通勤の朝。
 共闘と反日共系と機動隊の一日の騒動。  防御体制をとる国会周辺。官庁街も自衛。

 新宿では学生検問始まる。
 サラリーマン会社に着く。
 早くもゲリラ行動開始。火炎ビン、投石。
 新宿では野次馬整理。
 社共統一行動集会、全国で８０万人動員。
 昼食とるサラリーマン。
 壇上で吠える成田「沖縄返還に国民的結集」
 サラリーマンは得意先まわり。
 止まった電車。投石学生と機動隊。
 広い通りにバリケードきずく。
 機動隊の放水車。炎上する車。
 夜、いっぱいやるサラリーマン。
 ガス銃と火炎ビンの応酬。
 逮捕学生のタバコに火をつけてやる機動隊。

 毎日ニュース第779号 1969  同じ文化財だが  文化  同じ文化財でも県指定と国指定では補助金待  県重文・神辺本陣の朽ち果てたようす。
11.5  遇が大違い。泣く広島県神辺町の神辺本陣。  長い土塀。見学にくる小学生たち。

 西国大名の名札、ここは札の間。
 子孫の生活は極めて窮屈。
 対照的な国重文・矢掛の本陣（岡山）。
 広島県庁では「価値の問題で国だと50～90%
 みてくれる」
 神辺本陣１６代目当主「文化的なものとは関
 係ない考え方だ」
 半ば崩れた軒と塀。

 一年目の三島司令官  世相  揃いの制服の民間防衛組織といえば御存知三  国立劇場玄関で出迎える楯の会のメンバー。
 トピックス  島由紀夫の「楯の会」。その１周年披露。  指図するのは作家・三島由紀夫。

 屋上で会員のパレード。
 来客の村松剛、英子兄妹、細川護煕ら。
 キビキビしたパレードは民間防衛の実験組織
 とか。三島司令官に向かって行進。
 パーティで話す三島「自分も一緒に日本の武
 の伝統を復活したい」

 食品恐怖時代  健康  人工甘味料チクロ、グルタミン酸ソーダが健  発癌性ありと米国でチクロ使用禁止の新聞。
 食品  康に害ありと槍玉に。食品添加物受難時代。  食品倉庫。これで損害１億円。

 陳情受ける田中厚生大臣。
 主婦連「後手後手の厚生省がこんなに早く立
 ち上がるとは」
 厚生省「アメリカが動いたからではない」
 スーパーのようす。グルタミン酸ソーダも摘
 発の対象に。
 国立衛生試験所のネズミ検査風景。
 都の食品監査係が店頭調査に。
 三木トリロー「糖尿患者には参ったね。アッ
 と驚く三木トリロー！」

 毎日ニュース第780号 1969  小林四たび防衛  スポーツ  世界ジュニア・ライト級チャンピオン小林弘  11.9  日大講堂。
11.12  拳闘  は挑戦者アルゼンチンのカネラを降す。  多彩な攻撃でカネラを追いつめる小林。

 声援おくるＦ原田。
 １２Ｒ．小林の執拗なボディ攻撃にカネラ、
 ロープ外に転落。
 小林、判定勝ち。白井、原田と並ぶ防衛タイ
 記録。

 ようこそ月の使者  宇宙  アポロ１１号の三飛行士が来日。銀座で熱狂  飛行機から降りるアームストロング、オルド
 皇室  的な歓迎をうけ、文化勲章受賞。  リン、コリンズ３宇宙飛行士。

 飛行士会見「国境を見るのは不可能だった」
 銀座通りのパレード。１２万人の大歓迎。
 両陛下に会う３飛行士。
 佐藤首相から文化勲章受ける３人。

 恐怖の「営倉」  文化  ある劇団の「営倉」の迫真の稽古風景。  狭い部屋で煙草吸いながら議論する劇団員。
 戦時中の営倉の様子を再現。
 怒鳴る、殴る、整列させる。
 殴られては起き、起きては殴られ……
 マジでケンカになる団員。
 指導する女監督。恐怖の稽古風景。
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第781号 1969  おきなわの一週間  外交  沖縄返還交渉のための佐藤訪米前、揺れ動く  西村栄一、佐々木良作と握手する佐藤総理。
11.19  日米  １週間を追う。  マイヤー駐日米大使と握手する佐藤総理。

 沖縄  タラップ降りる屋良首席。会見。
 反戦  各党挨拶回りの屋良「佐藤首相に望む」

 ニクソンのＴＶ演説「ベトナム撤退せず」
 ベトナム戦争の映像。
 大山朝常コザ市長談話「基地依存の方々は反
 対しますがね」
 反首相訪米に大規模な労働者統一スト。
 沖縄では10万人参加のスト（総決起集会）。
 基地の金網引き倒す人々。
 米国反戦運動の高まり。
 女子バレーボール選手権。
 反日共系学生スト。学生ゲリラ銀座街で火炎
 ビン闘争。銀座の路面が火の海。
 学生Ａ山田房子「人々の沖縄理解に違和感感
 じた」
 アポロ１２号打ちあげ。
 七五三参り。南極観測船ふじ晴海に帰港。
 佐藤総理、ＴＶ演説前の化粧。
 学生Ｂ（宜保利治）「沖縄では虫ケラのよう
 にされる」Ｃ「本土の沖縄化の方が大きい」
 声張り上げる成田委員長（訪米抗議集会）。
 国電蒲田駅。8000人の学生と２万人の機動隊
 の衝突。荒れ狂う火炎ビン。火の海の路上。
 雨の官邸庭から自衛隊ヘリに乗る佐藤総理。
 羽田空港から出発する佐藤総理。

 毎日ニュース第782号 1969  新しい街を  都市  無計画に膨張を続ける東京の住宅事情。  郊外の新興住宅地。渋滞の道、混雑する駅。
11.26  世相  デパートでの「住まいと街づくり展」。

 モデル住宅の模型。
 無計画な建売住宅ラッシュ。狭く猥雑な街。
 ベッドタウン化を奨励する関係者。
 都心の豪華なマンションブーム。
 ビルに囲まれた保育園には日が当たらない。

 沖縄の復帰きまる  外交  ワシントンでの佐藤・ニクソン会談で「沖縄  ホワイトハウスの庭で佐藤首相歓迎式典。
 　　　－日米共同声明－  日米  返還」の共同声明が出された。  ニクソン大統領と佐藤首相。

 日系２世から移民百年記念メダルを贈られる
 両首脳。
 二人だけの首脳会談。
 万博アメリカ館の模型見る佐藤首相。
 日米共同宣言を発表した両首脳。
 第３回会談で核ぬき本土なみ返還決定。

 りえちゃん  教育  増える自閉症児が問題になっている。りえち  作文を読む子供「目がギョロギョロしてイス
 疾病  ゃんは人形を仲立ちに皆の仲間入りした。  にすわろうとしませんでした」

 クラスの中のりえちゃん。
 本当の教室は自閉症児学級。
 人形と遊ぶりえ。かごめかごめ…傍らに立っ
 ているりえ。
 クラスの遠足。りえ弁当食べず、笑わず。
 給食当番のりえ。作文「給食当番も図工も皆
 と一緒にやれるようになりました」
 少しずつ友達と遊ぶりえ。
 他にもいる自閉症児。
 人形にカリントウ食べさせるりえちゃん。

 毎日ニュース第783号 1969  またも川続の悲劇　－大阪－  事故  大阪の尻無川水門工事現場で生き埋め事故が  夜の尻無川の事故現場。
12.3  あり、出稼ぎ１１人の遺体が収容された。  駆けつける被害者の家族。

 昼の現場。ケーソン工法のパイプ破損。
 生き埋め遺体の収容作業。運ばれる柩。
 合同葬（東本願寺別院）。悲しみの遺族。

 「ふじ」南極へ  科学  第１１次南極観測船ふじは気象観測機器など  ふじへ機材の積み込み。
 南極  を積み込み１１月２５日晴海を出航した。  吊り上げられる雪上車。

 気象観測用Ｓ－160 型ロケット２基積載。
 激励する坂田文相。
 船上に整列した松田観測隊長ら４０隊員。
 花束受け、家族と別れの隊員。
 見送る家族。波うつ紙テープ。ふじ出航。

 佐藤さんの証言  政治  訪米から帰国した佐藤総理の帰国報告、記者  11.26 タラップ上で手を振る佐藤総理。
 外交  会見。総理の帰国で政界は解散へ一直線。  羽田空港で沖縄返還を報告する総理。
 沖縄  ヘリで官邸へ帰った総理は記者会見に。

 佐藤「本土と同じく沖縄にも事前協議あり」
 自民党両院議員総会で握手攻めの佐藤総理。
 屋良首席と会談。
 臨時国会で所信表明「７０年以降も安保堅持
 を確認した。中国、韓国など周辺の安全はわ
 が国の安全に関わる。」
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ニュース名　 封切日 ニュース項目　  キーワード 概　　要 映　像　内　容

 毎日ニュース第784号 1969  新鋭ドレイトン優勝  スポーツ  日本選手権をかねた第４回国際マラソンでは  雨の競技場をスタート。
12.1 －福岡国際マラソン－　  マラソン  伏兵ドレイトンが優勝、谷村３位。  自費参加のドレイトン独走で折り返し。

 新鋭谷村と英国ヒルの２位争い。
 ドレイトン（カナダ）優勝。ヒル２位。

 選挙参謀  選挙  国会解散から選挙へ。早くも終盤戦と言われ  臨時国会代表質問（川島、西村、竹入）。
－火がついた歳末選挙－　  国会  る選挙の手綱を握る選挙参謀に焦点。  成田「日米共同声明に隠された異常な事態」

 佐藤「歴史を知らないにもほどがある」
 保利官房長官が解散証書を議長に渡す。
 解散証書読む松田衆院議長。
 激戦・東京４区。ある選挙事務所。
 激励にきた成田委員長。
 ビル屋上で選挙運動の練習。指導する参謀。
 候補者のテレビ放送に立ち会う参謀。
 静岡・保守党候補の事務所。
 時局講演会。名刺頼りに歩く参謀。票読み。
 選挙公示。各党党首街頭演説へ。
 沖縄、安保、大学が焦点。
 静岡・事務所開きで第一声。
 腕組みで考え込む参謀。

 毎日ニュース第785号 1969   '６９から '７０へ  東大紛争に明け、解散総選挙に暮れた１９６  東大紛争のヤマ場、安田講堂落城。
12.16  ９年を回顧する。  紛争の現場に立つ加藤学長代行、佐藤総理、

 坂田文相。
 北海道、九州に閉山の嵐。
 基地の重圧の沖縄。
 4.28　沖縄デー大荒れ。
 坂田「大学法は救命ボートだ」
 早大落城。
 全国全共闘結成。
 山本義隆議長逮捕。
 アポロ１１号、月面着陸。
 日本へきた３宇宙飛行士。
 東名高速全線開通。
 反戦のための万国博（ハンパク）。
 相次いだ誘拐。
 頻発する交通事故。
 チクロ有害（厚生省）に驚く三木トリロー。
 難航する３億円事件。
 走る米軍弾薬列車。
 10.21 国際反戦デー。
 佐藤訪米反対デモ。
 佐藤首相とニクソン大統領の会談。
（７２年沖縄返還決定。） 
 衆議院解散、総選挙。
 投票箱アップ。

 毎日ニュース第786号 1969  仕上げに入った万国博  万博  万国博まであと僅か。完成近づくパビリオン  斬新なデザインが勢揃いした万博会場。
12.24  。日本政府館ホステスもミニスカで訓練中。  完成した動く歩道。モノレール。

 コンパニオンたちの護身術訓練。
 日本政府館ホステスのユニフォーム披露。
 ミニスカ、ブーツ寸法とり。
 ガードウーマンのお化粧。
 太陽の塔。

 上と下  交通  首都高５号線が開通した途端大渋滞。地下鉄  東京オフィス街で歩道橋へあがる人々。
－のびる過密都市の足－　  千代田線開通して長いエスカレータが評判。  交通量の多い道路。

 ビルの間を縫って走る高速道路。
 首都高速５号線開通式。
 たちまち渋滞の５号線。
 渋滞に整理の警官も縁にあがってお手上げ。
 地下鉄も通勤ラッシュ。
 地下鉄千代田線開通式。
 深く長いエスカレーター。途中で休む人。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ﾆｭｰｽ第787号 1970  新春の天皇ご一家  皇室  天皇ご一家の新春は新しく紀宮さまが加わっ  お孫さんで賑やかな天皇ご一家。

 1.3  ていっそうお賑やか。  誕生８か月の紀宮さま。

 昭和45年  皇太子ご夫妻、常陸宮ご夫妻、浩・礼両宮。

  
   ドライブイン・シアター開幕  トピックス  静岡県磐田市の国道沿いに日本初のドライブ  静岡県磐田市を走る国道１号線。

   映画  イン・シアターが誕生。  沿道のドライブイン・シアター（日活）。

   パーキングスペースの小型スピーカなどを車

   内にセット。総工費４億５千万円。

   スクリーンは普通の３倍。楽しさ３倍。

  
  自民圧勝、社党百議席割る  政治  総選挙の結果は自民党が圧勝、公明、共産も  北海道、東京を走り回る候補者。野末陳平。

   選挙  大幅に伸びたが、社会党は地滑り的敗北。  演説して回る成田委員長。電車で移動。

   12.27 投票日。投票する野坂、佐藤夫妻。

   現状維持で喜ぶ民社党。

   リボン満開に喜ぶ公明党第３党に（竹入）。

   ３倍以上の共産党（宮本、野坂）。

   自民圧勝で余裕の佐藤。

   沈滞ムードの社会党（成田、江田）。

   （青森、福島、山口、奈良で社党全滅）

   成田委員長会見「率直に敗北を認める」

   そのバックに欣喜する各党。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第788号 1970  空からおめでとう  トピックス  戌年生まれの名士を招待した日本航空恒例の  羽田空港で飛行機に搭乗する人々。

 1.9  新年  新春招待飛行が行われた。  戌年生まれの祝賀飛行。空からの景色。

   機内。屠蘇飲む椎名悦三郎、藤原義江。

   屠蘇注ぐスチュワデスも戌年生まれ。

  
   原田、三階級制覇ならず  スポーツ  ファイティング原田は三階級制覇を目指すも  リングに上がる原田。

  －世界フェザー級－　  拳闘  ファーメションにＫＯ負け。  挑戦者Ｊ・ファーメション（豪）にラッシュ

   戦法の原田の激しい打ち合い。

   ５回、両者スリップダウン。

   １０回、原田の右フックにファーメションが

   ダウン。

   １４回、原田ロープダウンでＫＯ負け。

   立てない原田に喜ぶ挑戦者。

  
   新春スキー場は花ざかり  行楽  スキーのメッカ志賀高原に、ゲレンデいっぱ  若者がスキーを担いでやってくる。

   季節  い若さを追う。  リフトに乗るスキーヤー。

   スキー風景。豪快に、よちよち、尻すべり。

   子供のスキー教室。登れない子供。

   ソリにのる子供。

   日光浴、ゲレンデファッション花ざかり。

   上手にすべる人。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第789号 1970  エベレスト隊勢ぞろい  スポーツ  エベレスト南壁初登頂をめざす日本山岳会エ  富士山で装備テストを行うエベレスト隊員。

 1.15  登山  ベレスト隊が富士山で装備テストを実施。  酸素ボンベを着け登攀（本番は 350本に）。

   滑落した隊員を救助。

   新開発のビバーク用ハンモック。

   唯一の女性隊員渡辺さん。

   加圧テントを試す隊員。ふぶく雪山。

  
   ハッスル婦人自衛官  トピックス  陸自札幌駐屯地に婦人自衛官６４人が着隊。  札幌駐屯地。官舎から出てくる女性隊員達。

   自衛隊  慣れない雪国のスキー訓練に精を出す。  号令で整列。婦人自衛官64人の特訓はスキー

   演習。担ぎ方、スキーの付け方の初歩から。

   転んで立ち上がるのにひと苦労。

   雪上をスキーで歩くのもたいへんだ。

  
   金の卵か月の石か  労働  中卒の就職試験が解禁。貴重な若年労働力は  働く“金のタマゴ”若年労働者たち。

   世相  売り手市場とあって事業所は右往左往。  1.10　就職試験解禁で中卒採用試験風景。

   スマイルで面接試験。昼食のサービス。

   職安の求人求職コーナー。

   適職テスト、職場定着指導風景。

   中学校でも生徒たちに就職対策、指導。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第790号 1970  冬の風物詩　ハナマガリ漁  トピックス  宮古市の津軽石川では南部ハナマガリ漁の最  鳥が飛ぶ津軽石川。遡るハナマガリ鮭。

 1.21  季節  盛期。サケの人工ふ化も行われる。  見物人たちの注目を集めるサケ漁。

   漁業  力を入れて網をたぐる男たち。

   鮭はセリに。川原はたちまち朝市になる。

   鮭をしょってゆくおばさんたち。

   イクラをひろう人もいる。

   人工ふ化の風景。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

  
   ７０年スタート  世相  組閣に始まった７０年。若者はいま政治に何  新年の挨拶する佐藤総理。

   政治  を期待するか。  登院する新議員たち。新バッジ付けて貰う。

   官邸入りする佐藤総理、田中幹事長。

   第３次佐藤内閣を発表する保利官房長官。

   保利「神経使わせたが私も神経使った」

   明治神宮。成人の初詣の若者たち。

   神社の新成人の声「政治には悲観的だ」

   機動隊の訓練、そして警察学校卒業式。

   隊員「人間機動隊になりたい。ハンカチ貸し

   てやるとか」

   小林法相「厳正な態度で臨む」

   成田空港闘争。集う若者、長靴デモ。

   若い労働者、パブや喫茶店の若者「政治が分

   からない、期待するものがない」

   就任会見する中曽根防衛庁長官。

   ボウリング場で「自民党が佐藤的なので何を

   言っても」

   過激派学生「断固としてやるだけ」

   黙って笑う佐藤総理。

  
  
 毎日ﾆｭｰｽ第791号 1970  中曽根長官　北海道へ  政治  中曽根防衛庁長官は就任早々千歳基地に飛び  千歳空港の雪を片づける自衛官たち。

 1.28  自衛隊  、隊員と語り合う型破りの視察を行った。  T-33ジェット練習機に乗る中曽根長官。

   千歳基地。儀仗隊の栄誉礼を受ける長官。

   中曽根挨拶「気は優しくて力持ちがいい」

   戦車隊など第７師団のパレードみる。

   食堂。セルフサービスの列に並ぶ中曽根。

   隊員達とせんべい食べながら会話「君は前橋

   か、俺の選挙区でなくて残念だな」

   雪降るの中、千歳を去る長官。

  
   都電第二の人生  世相  時代の流れに消える都電だが、診察室や音楽  走るチンチン電車。渋滞に巻き込まれる。

   交通  教室などドッコイ第二の人生を生きている。  利用する人々。さてその廃車は・・・

   港の荷役事務所になった都電。

   交通公園ではマンガ図書館と悪戯道具に。

   庭先で音楽教室になった都電。

   まだ走っている都電では・・・

   桂川車掌の名調子「線路の曲がり方は去年と

   おんなじです……」

   笑いを乗せてゆく葛西橋路線。

  
  
 毎日ﾆｭｰｽ第792号 1970  都会の鳥  動物  都会は鳥たちにとって住みにくい場所になっ  パンク寸前の夢の島に群がる鳥。海辺の鳥。

 2.4  た。最近の東京の鳥事情。  皇居の堀と土手はまるでユリカモメの花畑。

   皇居から下町の保育園に逃げた白鳥。

   不忍池に集まる渡り鳥。エサに群がるカモ。

  
   永田町界いわい  政治  永田町は政治の中心地。予算分捕りに燃えあ  永田町１丁目１番地は尾崎記念館。

   がる傍らメーデー事件有罪の一審判決が。  首相官邸は２－３。国会議事堂は１－７。

   自民党本部前で叫ぶ陳情団。

   上京した陳情団に挨拶する国会議員。

   靖国神社に必勝祈願の遺族会。

   永田町小学校の屋上の交通庭園。

   陳情者たちは議員会館へと動き回る。

   新横綱が首相官邸に佐藤総理を訪問。

   議員に拝み倒しの陳情団。

   メーデー裁判の一審判決。

   大蔵大臣に押し掛ける大臣たち。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第793号 1970  西城、３度目の防衛  スポーツ  世界フェザー級チャンピオン西城正三はチリ  リングに上がる西城とスチーブンス。

 2.11  　　－世界フェザー級－  拳闘  のスチーブンスを下し、三度目の防衛。  西城の鋭いパンチにたじたじの挑戦者。

   見つめる海老原。したたかな挑戦者。

   最終ラウンド。挑戦者、初めてのダウン。

   西城、判定で３度目の防衛。

  
   「センバツ」メンバー決まる  スポーツ  発表された選抜高校野球の出場校のうち初出  雪の中で練習する網走南ケ丘高校部員。

   野球  の網走南ケ丘とベテラン東海大相模を紹介。  雪上で盛んなすべりこみ。

   昨年優勝の東海大相模の練習風景。

  
   受験シーズン  教育  大学は１．５倍の狭き門。追い込みの受験生  模擬試験を受ける予備校生たち。

   受験  にとって最後の綱は神だのみ。  予備校の「日々是決戦」の札もらう受験生。

   受験生インタビュー。

   デパートの各大学願書コーナー。

   葛飾“しばられ地蔵”に願かけする受験生。

   削られる“鬼薊清吉”の墓。

   とぶように売れるお札。特別祈願。

   大盛況の湯島天神。一願成就の絵馬売れる。

   満開のおみくじの花。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

  
毎日ﾆｭｰｽ第794号 1970  工事進む山陽新幹線  建設  東海道新幹線を新大阪から博多まで延長する  新大阪－博多間 562kmの山陽新幹線工事。

 2.18  交通  山陽新幹線工事が着々と進んでいる。  2.10　関門海峡で岡山－博多間の起工式。

   磯崎国鉄総裁の鍬入れ、挨拶。

   山陽新幹線の新型車両 250K/H 。

   新幹線を整備する作業員。高架。

  
   わたしは“副大臣”  政治  大臣の陰にかくれている政務次官に焦点。そ  Ｑ政務次官て何？に答える新政務次官たち。

   の一人小渕恵三郵政政務次官を追う。  山口シズエ「大臣の女房役」

   西岡武夫「与党と議会との調整」

   山村新次郎「行政の潤滑油」

   ＴＶのモーニングショーに出演の次官たち。

   藤原弘達「政務次官は盲腸だという人も」

   仕事する小渕恵三郵政政務次官(32)。

   花押のサイン。井出郵政大臣と話す。

   郵便局視察に向かう小渕。

   田中幹事長の自宅へ。角栄と話す小渕。

   地元で雪と小旗の歓迎を受ける小渕。

   地元で次官就任の祝賀会で「その上をめざし

   て」と挨拶。次は飲み会に出席。

   役所で陳情団に会う。

   特別国会での橋本、西岡、小渕並び。

   部屋で帽子を色々被ってみる小渕。

  
  
 毎日ﾆｭｰｽ第795号 1970  強制測量終わる－成田空港－  交通  反対派が頑張る成田空港建設は土地収容法に  新空港建設地にトラクターが走り、直線道路

 2.25  建設  基づく強制測量が終わり新しい局面に。  ができる。

   均されたかつての農地。

   自宅の棟上げ式を行う反対同盟・石橋さん。

   モチ拾う反対派学生たち。

   2.19  天神、天浪、駒井野反対派拠点を強制

   測量する空港公団。

   砦の中から怒る農民。杭打ち、測量作業。

  
   「富士山頂」チャリティ・シ  トピックス  石原裕次郎主演の「富士山頂」チャリティ・  チャリティショーに来る浩宮、秩父宮妃。

   ョー  映画  ショーに浩宮さま、秩父宮妃もご出席。  浩宮に裕次郎、星百合子ら出演者が挨拶。

   舞台挨拶の石原裕次郎。

   映画見る浩宮、秩父宮妃ら。

  
  
  
  
   国体スキーひらく－倶知安－  スポーツ  常陸宮さまをお迎えして国体スキーが北海道  倶知安で開かれた第25回国体スキー。

   国体  の倶知安でおこなわれた。  ジャンプを見る常陸宮さま。

   そり遊びの子供たち。

   豪快なジャンプ、失敗して転倒する選手。

   ワラを敷き、酒で温まる観客。

   大回転競技。

  
   ママ、迎えにきて  世相  高度成長の陰で親の蒸発や離婚が頻発。子捨  母と遊ぶ赤ちゃんの表情。捨て子の新聞。

   子供  て、置き去りがあとをたたない。  子を抱く看護婦。乳児院に収容された子ら。

   警察少年係「保護者遺棄罪、殺人罪に該当」

   施設では「乳児院は満員、年令超過が多い」

   乳児院「親子の断絶がみられる」

   看護婦「多いと世話も機械的になりやすい」

   責任者「親が悪いから仕方ないと子供には絶

   対いえない」

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第796号 1970  万国博、秒読み  万博  大阪千里の万国博会場では各国のパビリオン  完成まじかの万国博会場。

 3.4  も完成。開会式のリハーサルが真っ最中。  完成した各国のパビリオンと工事中。

   準備するコンパニオン。

   報道関係者向けおひろめ会。

   太陽の塔下のおまつり広場では「ミニ万国博」

   という名のリハーサル。

   リハーサル参加の子供、各国コンパニオン。

   各国旗の入場、その並び。

  
   フクちゃん５０００回  トピックス  毎日新聞の名物マンガ「フクちゃん」が５０  パーティ入口で挨拶する作者・横山隆一。

   ００回を迎え記念パーティが開かれた。  乾杯。挨拶に立つ横山氏。

   アラクマさんの仮装で祝福する漫画集団（馬

   場のぼる、近藤芳郎ら）。

   新聞のなかの「フクちゃん」（昭和31.1～)

   執筆する横山氏。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

  
   団地はだんだん遠くなる  世相  職住近接の公団住宅は近頃遠くなるばかり。  千葉県のある団地に待つタクシー。

   交通  不自由な足と混雑電車にはうんざりだ。  バス停に並ぶ人々。

   ５人相乗りでタクシー出発。

   あっちのバス、こっちのタクシーに走る人。

   定着した白タク。

   混雑する乗換え駅。

   マイカーの無料駐車場はたんぼの真ん中。

   足元は泥んこ道。

   脱兎の如くかけあがる階段。

   ホームは満員。電車も満員。

   夜は夜でまた並ぶ。終バスに駆け足。

   値上げを待つタクシー（現在１４０円）。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第797号 1970  四十階からの眺め  世相  最高層の世界貿易センタービル完成を機に、  世界貿易センター展望台より四方を眺める。

 3.11  地上４０階からの眺望を試みた。  首都高、勝鬨橋、東京湾、築地魚市場。

   モノレール、浜離宮では人は輪になって。

   眼下のビルの屋上で球技するサラリーマン。

   洗濯物干す男。小学校の校庭。霞が関ビル。

  
   民家をのこす  文化  川崎市の「日本民家園」は古い民家を移築復  古い民家を復元中の川崎・民家園。

   工芸  元するユニークな試みだ。  窓がなく台所は外という民家。

   三百年前の民家の床は竹格子。

   見学する子供たち。

   曲がり木材を巧みに組み合わせた梁。

   九十九里浜の網元の家。簡素なシルエット。

   富山県の合掌造り。

  
   羽田空港国際線  交通  万博とジャンボ機が同時にやってくる羽田空  大型機が次々に着陸する羽田空港。

   航空  港は拡張工事に増える乗客にてんやわんや。  ２分おきの離発着に多忙な管制塔。

   着陸するＰＡＮＡＭ機。到着した外国人。

   送迎でごった返す国際線待合室。

   忙しい税関。通関を待たされる人々。

   佐藤空港長「成田ができるまで工夫で我慢」

   拡張工事すすむ空港。

   万国博国賓第１号（コスタリカ）到着。

   忙しいコントロールタワー。万博とジャンボ

   機で羽田はパンク寸前。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第798号 1970  万国博ひらく  万博  「人類の進歩と調和」を掲げるアジア初の日  完成した建造物をオブジェ風に構成。

 3.18  本万国博覧会が３月１４日大阪千里で開幕。  お祭り広場の入場パレード。テープカット。

   （空撮）会場全景。

   各国旗入場。石坂会長の顔。

   天皇皇后両陛下。天皇陛下のおことば。

   皇太子殿下、開会のスイッチ押す。

   紙吹雪舞い、風船あがる。

   開会式のアトラクション。子供みこし。

   一般公開はじまる。

   超満員のパビリオン入口。

   思案の外人、地図広げる人、ゴンドラから。

   全天周マルチスクリーン、命の水、噴水。

   ソフトクリームなめる外人、物食べる人。

   子供たちの絵、タイムカプセル。

   鉄の空間の構図。遺影掲げる人。

   ジェットコースター。

   月の石のアメリカ館。

   宇宙ロケットのソ連館。

   テーマ館（生命の進化）の紹介。

   目を輝かす子供たち。迷子センターの親子。

   夜の会場は光の乱舞。

  
  
 毎日ﾆｭｰｽ第799号 1970  はじめて参考人出席  事件  公明党の出版妨害事件を調査する有志議員の  出版妨害事件を調査する有志議員の集会。

 3.25 －出版妨害事件－　  出版  会に初めて藤原弘達氏ら参考人が出席した。  麻生良方議員の質問。

   答弁する藤原参考人「竹入は田中はオッチョ

   コチョイで勝手にやったと言ってるが、竹入

   が田中に頼み田中と清新で会った。田中は竹

   入を呼ぼうかと言った。藤原カズマサは交通

   事故に気をつけろと脅しをかけてきた」

  
   社業は特訓から  教育  千葉のある石油会社では働きやすい職場を目  新しい生徒はＧＳの主任さん。千葉県のある

   企業  指し全国支店の新人教育を実施中。  石油会社の特訓場。

   教室に貼られた教育勅語。

   講義、試験の毎日。店主・店員の別なし。

   早朝起床、慌ただしい準備。マラソン、旗の

   掲揚、朝食。早食いも特訓のうち。

   実習を受ける従業員たち。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

  
   ２５年目の卒業式  教育  戦争のどさくさで卒業できなかった当時の小  母校を娘と散歩する栗山ヒデオさん。

   世相  学生たちが２５年ぶりの卒業式に集まった。  小学時代の写真（卒業できなかった昭和20年）

   アルバムを頼りに旧友を訪ねる栗山さん。

   できあがった名簿。

   卒業証書を書く相馬先生。

   卒業式に集まる同級生たち。握手、握手…。

   懐かしい笑顔。白髪の先生がくる。

   卒業式。恩師に名前を呼ばれ証書を受ける。

   校庭で記念撮影。小学時代の写真とダブる。

   娘と校庭で遊ぶ栗山さん。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第800号 1970  ７０年の青春  世相  １９７０年代に足を踏み入れた今、様々な場  1960（昭35).6 安保闘争時の写真フラッシュ。

 4.1  若者  面で若者たちの思いをさぐる。  首都高、街行く人々、太陽の塔。

   高層ビル建設現場で平沢慧一郎君「現在の繁

   栄を是認するのでなくよりよいものを」

   就職船で着いた沖縄の若者「沖縄を差別せず

   平等にやってほしい」

   甲子園で真和志高校「一勝したい」

   雪の兵庫県過疎村の農業青年「７０年代農民

   の考えを一転したい」

   療育院で身障児の世話する間山比佐子、森和

   子、山口智江さん「子供たちに社会保障を」

   文楽に取り組む吉田簑太郎君「古いものを今

   まで以上に伸ばして」

   ロックのガリバー君「今口では言えないこと

   が起こっていることを知るべきだ」

   砲撃訓練の米海兵隊員。

   ベトナム人留学生チュン君「サイゴン政権を

   認めないので帰国徴兵命令を拒否した」

   ベトナム人留学生支援集会で演説するチュン

   君、聴く支援学生たち。

   訓練中の５機隊員「自分の個性を大事に」

   行進する防大生「自衛隊幹部として力いっぱ

   いやりたい」

   最年少の社会党員・渡辺新作君「職場から若

   い労働者を結集していく」

   混雑する万国博会場。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第801号 1970  国際映画祭ひらく  トピックス  第１回日本国際映画祭が４月１日から大阪で  大阪フェスティバル・ホール。招待者。

 4.8  映画  開かれ、１９か国の作品が参加した。  挨拶する今文化庁長官。

   大川映団連会長がクラウディア・カルディナ

   ーレを表彰し、作品上映。

  
   １２２時間目の帰還  事件  ３月３１日日航機よど号が乗っ取られ、福岡  会見する日航関係者たち。

  －よど号乗取り事件－　  航空  、金浦、平壌経由で１２２時間ぶりに帰還。  よど号離陸(JL727) 「ベルトを外した途端ヒ

   コーキ強盗だ！と…」

   新聞のフラッシュ。走る機動隊。

   福岡に着陸するよど号「操縦席から、北朝鮮

   に行ったら解放すると…」

   参院予算委で乗客救出を審議。

   福岡空港ロビーの家族、野次馬。

   犯人と交渉する警察。

   タラップ上で刀ふりかざす犯人。子供、病人

   を解放。

   北朝鮮へ向けて飛び立つよど号。地図。

   慌ただしい金浦空港。取り囲む軍隊。

   山村運輸政務次官の会見。韓国へ立つ次官。

   金浦空港へ向かう橋本運輸相、松尾日航、社

   党阿部代議士。見送る中曽根ら。

   ７９時間ぶりに解放された乗客、乗員。

   山村を人質に平壌へ向かうよど号。

   福岡へ着いた飛騨号。家族と再会する乗客。

   犯人（赤軍派幹部）の顔モンタージュ。

   122 時間ぶりによど号羽田へ。出迎えを受け

   る山村次官、乗員ら。山村、保利、橋本。

   会見する乗員たち。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ﾆｭｰｽ第802号 1970  ２分７秒９に２１億円  スポーツ  東西の駿馬１２頭が争ったさつき賞レースは  第３０回さつき賞スタート。

 4.15 －第３０回さつき賞－　  競馬  写真判定でタニノムーティエが優勝。  直線に迫ってくる馬群。

   アローエクスプレスとタニノムーティエのデ

   ッドヒート。

   ハナ差でタニノムーティエ勝つ。

  
   密集地帯の惨事  事件  ４月８日夕刻大阪・菅栄町の天六工事現場で  （空撮）燃え盛る爆発現場。

  －大阪・ガス爆発－　  災害  ガス爆発が発生、死者７５人の大惨事に。  天六停留所の爆発現場。ガスの火柱。

   タンカーに乗せられる死傷者。

   噴きあげる炎。役にたたない放水。

   現場は菅栄町の密集地帯。地を這うケガ人。

   市の対策本部に被災者の氏名。

   火元？大阪ガスのパトロールカーの残骸。

   施主大阪市交通局・施工青木建設の看板。

   宮沢通産大臣が現場視察。救済の総指揮に。

   翌朝、成田委員長ら議員団視察。

   現場の惨状。吹き飛んだ敷石、廃墟となった

   付近のビルや民家、折れたガス管。

   病院の負傷者「運輸、通産、建設の責任だ」

   万国博のガスパビリオンは一日閉館。

   悲惨な現場の調査。告別式。

  
毎日ﾆｭｰｽ第803号 1970  とう  世相  山形県最上郡古口村は出稼ぎの村。父と交代  日本の繁栄を象徴する都市の喧噪、工場。

 4.22  父は帰ってきた  に中学を卒業した息子が都会へ出てゆく。  出稼ぎで働く伊藤周作さん。

   戸沢中学校の卒業式の伊藤功君。

   行きの最上川。古口村へ父が帰ってきた。

   風呂に入り、背中を流してもらう父。

   食事時、功君が卒業証書見せる。

   投網する父。父に代わって息子が都会へ。

   弟とスキーする功くん。

   出発準備の母。トランクに守り札入れる。

   朝、舟に乗り近所の人と分かれる功君。

   長い雪道を駅へ向かって歩く。

   集団就職列車が出発する。

   縫い物する母。

   工場で働く功君。

   炊事する母。ネオン街歩く功君。

  
   白サギと老人と  動物  埼玉県浦和市野田のサギ山は年々寂しくなる  白サギ飛ぶ浦和市野田。

   環境  。それでもサギと久蔵老人との交流は続く。  サギ山の看板。茅葺きの民家。縁側で煙草吸

   う久蔵老人「春の彼岸から秋の彼岸迄だな」

   白サギ、ツクシ、農作業。

   「農薬で泥鰌がいなくなった。ここまで飛ん

   できて落ちちゃう」

   飛ぶサギを数える老人「きれいだなあ…」

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第804号 1970  転機に立つ社会党  政治  総選挙惨敗の社会党再建大会は反戦青年委と  大会に反戦青年委が押し掛け警備側と衝突。

 4.29  の断絶、執行部留任、左右両派対立で幕。  成田委員長挨拶「敗北で反動化が強まった」

   発言する地方代議員。缶詰になって熱心な討

   論。考え込む江田。

   役員選出、執行部留任。笑う佐々木。

  
   お元気に６９才  皇室  天皇陛下は６９才になられ、いよいよお元気  両陛下、身障者代表と会う。

   です。  表御座所の庭をお散歩の天皇陛下。

  
   ベトナム人虐殺事件  世界  政情不安が続くカンボジアでベトナム人捕虜  カンボジアのベトナム人強制収容所プラハウ

   　　　　－カンボジア－  アジア  の大量虐殺事件が発生した。  ト。ベトナム人虐殺事件の現場。

   ベトコンと間違えて殺害したもの。病院。

   ベトナム人民家に放火するカンボジア兵士。

   逃げ惑うベトナム人。

  
   もぐら農民  農業  横浜市瀬谷の米軍電波基地周辺では様々な制  横浜市瀬谷の米軍電波基地のアンテナ。

   世相  限があり、地下で苦肉の農業を営む。  電柱立ち並ぶ下で肥料まき、穴掘る農民。

   制限区域外で遊ぶ子供たち。

   今まで鍬を振ることも制限されていた。

   ゲートの鍵あける農民。電波塔下の地下農場

   でウドの収穫。

   栽培状況を見る農民。生い茂る白いウド。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第805号 1970  ハイウェー・ドライブ  交通  ハイウェー時代のドライブは正しいスピード  東名高速の料金所。

 5.6  感覚と正しいマナーから。  スピード出す車。高速上の事故車。

   警視庁のハイウェーパトロール。事故車。

   スタンドの車両点検サービスでチェック。

   ハイウェー眺める芝の上のアベック。

  
   神戸っ子のカーニバル  トピックス  毎日新聞と神戸市共催の神戸カーニバル。万  あいにくの雨の中、第４回神戸カーニバルの

   祭事  国博ホステス、インド軍楽隊も特別参加。  パレード。

   青い目が着物姿で。騎馬。

   万博ホステスのパレード。

   子供みこし、裸のゴーゴー踊り。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

   万博パパさん  世相  ゴールデンウィークは万博で家族サービスの  万博会場へ走る人々。太陽の塔見上げる。

   万博  お父さん。大混雑の進歩と調和に草臥れた。  お父さんの視線はミニスカートの女性。

   子供とぬいぐるみと乳母車押すパパ。

   パビリオンはどこも行列。

   動く歩道はストップしたまま。

   乳母車は壊れてしまった。

   ミルク飲ませるパパはお疲れ。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第806号 1970  日本国際美術展ひらく  美術  毎日新聞主催の第１０回日本国際美術展（東  ツルハシ振るって溝を掘り、鉄の環を埋めこ

 5.13  京ビエンナーレ）が上野で開幕。  むリチャード・セラ。

   部屋一面に白布敷き詰める人。

   何でも包む梱包芸術のクリスト。

   鉄棒、鉄板、墨、石、管…の素材で制作。

   絵具の上を美女歩く。

   訳の分からぬ芸術を鑑賞する人々。

  
   米軍カンボジアへ侵攻  世界  ４月３０日ニクソン大統領は米軍のカンボジ  衆議院本会議。米軍のカンボジア侵攻で質問

   戦争  ア侵攻と北爆を命令。米国内に抗議行動。  に立つ江田書記長「アメリカは正しいという

   米国  のが佐藤総理だ」

   バックに戦車戦闘、空撮。

   佐藤「ベトコンがカンボジアの一角から南ベ

   トナムへ攻め込んでいる」

   米戦闘機から爆撃、侵攻。

   ニクソン大統領のテレビ演説。

   米国内でもニクソン戦争に抗議行動。

   ケント大学の学生と州兵が激突。

   日本。インドシナ侵略弾劾の全学連デモ。

   沖縄の米基地。

   自衛隊射撃訓練。

   佐藤「ベトナム戦争がどうなろうと沖縄は帰

   ってくる」

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第807号 1970  夏を呼ぶ三社まつり  祭事  賑わいは江戸の誇り－江戸三大祭のひとつ浅  浅草三社まつりの準備。

 5.2 －東京・浅草－　  トピックス  草三社まつりで夏の幕開け。  ハッピ姿、山車の上で太鼓叩く子供。

   芸者らのおねりは江戸情緒たっぷり。

   みこしもむ刺青男、女若衆。

  
   におい高き文化  世相  今やトイレは排泄のみにあらず。事務所にな  洋式トイレ、デパート女子店員が実演説明。

   文化  ったり図書室になったり…現代トイレ考。  便所の中で電話する社長。

   トイレが書斎代わりの人。アイデアは録音。

   泡で流すパールトイレ。

   便器のなかで残飯を焼くデストロイレット。

   トイレ文化を主張する人「トイレをビジネス

   マンの憩いの部屋にしたい」

   移動用ポッテ。

   ある重役さんの家ではトイレに美術品装飾。

   デザイナー長沢節氏の朝。テレビ、電話をト

   イレに持ち込んでひと仕事。

   鴨居羊子さんはトイレが金魚鉢。「囲いがあ

   った方が出やすい」

   天野家ではイスが便器、子供用便器は木製自

   動車風。未来型のモダンな椅子トイレ。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第808号 1970  風かおる緑の祭典－磐梯山－  皇室  第２回全国植樹祭は磐梯山に両陛下をお迎え  磐梯山での全国植樹祭に両陛下お着き。

 5.27  環境  して開かれた。  国土緑化功労者を表彰。

   両陛下がアカマツの苗を植樹。

   生徒、一般参加者が植樹。

  
   ダービー・にっぽん  スポーツ  ダービー接近に日本中大騒ぎ。俄かスクール  名馬ヒンドスタンの剥製飾ったデパート。

   競馬  、コンピュータ予想、便乗商法目白押し。  本屋の店頭には競馬必勝法がズラリ。

   商法  評論家のダービースクールも盛況。

   競馬教室で大川慶次郎が講義。

   頼りはコンピュータ予想。

   競馬場行きバス、駐車場は満杯、即席有料駐

   車場は大繁盛。

   パドックのタニノムーティエ、アローエクス

   プレス。本命が固い“退職金ダービー”。

   １２万の観衆注視の中スタートする２２頭。

   街頭テレビを見守る人。

   ダテテンリュウと競り合ってタニノ優勝。

   初の１億円馬誕生。悠々道を横切る馬。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ﾆｭｰｽ第809号 1970  富士山麓－にっぽん新調査－  山岳  孤高にして日本の象徴富士山もその麓は傷み  水車が回る忍野村は田植えが真っ盛り。

 6.3  環境  切り刻まれ汚され変貌著しい。  裾野の開拓村の牛牧場。「富士山」の鳥居。

   世相  東名高速から見た富士山。

   スバルラインと樹海。

   ５合目にバスで外国人観光客。

   中腹の店で愛嬌売る子熊。観光乗馬の女性。

   土産店には空気の缶詰、富士の水の壜詰め。

   ミネラルウォーター風呂でご満悦の客。

   別荘地。京王富士スバル高原、富士桜高原。

   大沢崩れ、スバルラインで枯れた樹木。

   静岡側の工業煙突。汚染の川で富士市悪臭。

   東海道新幹線の鉄橋は砂利採取被害でテトラ

   ポット補強。

   日蓮正宗総本山大石寺。

   創価学会の巨大な建造物。

   レジャーランド。人工富士山に登るミニスカ

   ート。ジェットコースター。

   モーターボート、水上スキー。

   富士の絵を書く人。雉がいる。

   山麓の陸上自衛隊演習地。軍用ヘリ。

   火炎放射器、戦車、ライフルがうなる。

   富士山に向かって飛ぶ戦闘機。

   富士山を眺めて日米両国旗。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第810号 1970  大きいことはいいことか  世相  ジャンボ機時代を機に街にデッカイ話を集め  格納庫からはみだしたジャンボ機Ｂ-747。

 6.1  てみた。  刃物店の看板。大釜で調理。

   上野動物園。ゾウとカバの巨大な歯ブラシ。

   ＬＬサイズの婦人達のエアロビクス。

   紳士服店の超大型ズボン。ジャンボ靴。

   ジャンボ麻雀。ホステス付でパイと格闘。

  
   列車番号４２１  交通  スピード時代にどっこい生きている４２１夜  22時39分、上野駅出る長距離夜行 421列車。

   世相  行列車。上野－青森２３時間の世相を追う。  大宮駅を過ぎて検札。埼玉県を過ぎれば鼾列

   車に。寝過ごす乗客。

   黒磯駅で新聞の束降ろす。

   宇都宮駅でそば立ち食い。急行過ぎてゆく。

   須賀川で夜明け。ホームで洗顔。車内掃除。

   福島駅で東北・奥羽本線分岐。機関車交代。

   車中に行商のおばさん。車内入れ代わる。

   板谷峠駅。女子高生集まって通学列車に。

   米沢駅で水補給。山形駅で車掌交代。

   車窓に田植えが見える。

   秋田駅で４０分停車、機関車交代。

   車内はすでに帰宅客に。すれちがうＳＬ。

   大館駅。D-51と連結。デゴイチが後押し。

   日が沈む。車内は酒盛り。

   21時56分、ようやく青森駅着。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第811号 1970  千代田の森の守人  皇居  皇居を守る皇宮護衛官を紹介する。  二重橋から宮殿南車寄せに車止まる。

 6.17  警察  敬礼する皇宮護衛官。

   パトロールに出発。東御苑で道案内。

   皇宮警察学校で応対教育、電話のかけ方。

   音楽隊の訓練、雅楽の練習。

   済寧館で武道訓練、剣道、逮捕術。

   護衛官の交代。

  
   スタートしたダイニチ映配  映画  大映と日活の映画を配給するダイニチ映配が  発足記念パーティー。

   発足。  大映、日活スターの出迎え。鏡割りで乾杯。

   松山社長挨拶。

   談笑する和泉雅子、本郷功次郎、藤巻潤、

   江波杏子。

   餅つく小林旭。

  
  
  
   札幌五輪あと６００日  五輪  冬季五輪の建設すすみオリンピックムード高  五輪まであと600 日に迫った大通り公園。

   まる札幌の近況。  大倉山シャンツェの施設整備。

   屋内スケート場の工事。

   真駒内スピードスケート場の工事。

   藻岩山観光道路アーチをオリンピックアーチ

   に改装。その式典。

   オリンピック施設めぐり観光バス運行。

   6.13　大阪万博会場でスズラン娘がスズラン

   配って札幌五輪をＰＲ。仏大使にも配る。

   ブラスバンドでパレード。

   北大構内に新設したトレーニングセンターで

   夏季合宿する複合ジャンプ陣。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ﾆｭｰｽ第812号 1970  エベレスト隊帰る  スポーツ  東南稜からエベレスト登頂に２度成功した日  エベレスト隊３６名とシェルパが帰国。

 6.24  山岳  本山岳会エベレスト登山隊が帰国した。  大塚登攀隊長の記者会見。

   （写真構成で）カトマンズ出発。クレバス。

   遭難者を慰霊。

   女性隊員渡辺節子さん、女性最高の7985米に

   到達。

   第１次アタック隊松浦、植村両隊員。

   5.11、12両日、エベレスト登頂に成功。

  
   マイカーで海外旅行  交通  日本初の外洋国際フェリーで、下関と釜山を  初の国際フェリー「フェリー関釜」就航。

   むすぶ関釜フェリーがスタートした。  待合所。マイカーが乗り込む。

   出国審査。人が乗り込んで出航。

  
   “声なき声”１０年  政治  安保は自動延長された。激動と混乱と経済成  街ゆく人に岸元総理の声「声なき声に耳を傾

   　　　　にっぽん新調査  長の十年を経て先細る反安保の行く末。  けなければ…」

   ６０年安保闘争、国会南通用門倒すデモ隊。

   学生と警官隊の激突。

   樺美智子の遺影を先頭に抗議デモ。

   ７０年６月、ビル街、国会、高速道路、交通

   戦争、公害煙突など現代の映像。

   雨の国会正門で樺美智子１０周忌。花を捧げ

   る母。

   安保反対の座り込み。鶴見俊輔。機動隊が抱

   きかかえて排除。

   保利官房長官の政府声明「引き続きこの条約

   を堅持する。

   東大。安保反対の集会「形式的だね」の声。

   安保粉砕ジグザグデモ。赤軍の集会、デモ。

   全学連のアジ「後退をよぎなくされた」

   ベトナム戦争の写真とインタビュー。

   買い物の女性「安保の意味わかンない」

   銀座の男性「学生時代と社会人になってギャ

   ップ感じる」

   人通りに藤圭子の歌。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第813号 1970  なんでも売ります  商法  空前のボーナス景気に目の色変えて何でも売  デパートの中元セール。ＰＲのフラダンス。

 7.1  世相  りまくるデパート商法。  下着の特売場。庭も売る。

   瀬戸物タヌキ16,000円。安全ピン２０円。

   ゴッホ２億円。仏壇、カツラ。

   カラクタ市で千両箱35,000円。

   軍艦旗に飛行機まで売り出す。

  
   飛鳥の里　にっぽん新調査  観光  観光客と宅造ラッシュに悲鳴をあげる飛鳥の  奈良の寺に観光客が絶えない。

   建設  地を佐藤総理が訪れた。  橿原市は住宅建設ラッシュ。

   政治  明日香村の観光客。

   天武・持統天皇陵。

   甘橿丘から見た明日香村。石舞台、亀石。

   大和三山から橿原市の宅造地を望む。

   飛鳥寺。一弦琴ひく僧。無料休憩所は禁止。

   藤原宮跡の市営住宅建設に中止命令。

   ビニールハウスも家の改築も駄目。

   明日香村の青年達と尊重の会議「人が住んで

   る限りはメシ食わなきゃならん」

   考え込む村長。

   造成工事は孝謙天皇陵近くまで。

   開き直る工事者「ここは買っていかんと前か

   ら言ってくれなきゃ」

   明日香村長「抜本的な方針を示してほしい」

   甘橿丘から国見する佐藤総理「明日香一帯に

   保存のアミを」と言明。

  
  
  
  
  
毎日ﾆｭｰｽ第814号 1970  島よ還れの声をのせて  領土  北方領土の返還交渉が進まないなか、今年も  納沙布岬。ガイドが観光客に北方領土を案内

 7.8 －貝殻島・コンブ漁－　  漁業  貝殻島周辺のコンブ漁の季節がきた。  する。貝殻島へ出漁する昆布漁船。

   ソビエトの監視船。

   街の歩道橋に「島よ還れ」の幕。

   根室市では職員の名刺、湯飲み、酒屋の暖簾

   にも「島よ還れ」の印刷。市の旗にも。

   灯台付近から昆布漁見る。

   総出でコンブ干す漁民。

  
   西城、やっと４度目の防衛  スポーツ  世界フェザー級チャンピオン西城正三は米の  西城対クロフォード（米）の１５回戦。

   拳闘  クロフォードに判定でやっと４度目の防衛。  １回、西城ダウン。

   中盤、コーナーに追い詰める西城。

   観客席の海老原。

   １５回、果敢に攻めるクロフォード。

   西城、辛うじて判定勝ち。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

   “自然”売ります  商法  都会に住みたい、自然が欲しい…土一升金一  新宿駅前デパート屋上にある貸し農園。

   世相  升の都会では自然もどきが商売になる。  水を与え手入れする人（高村久子様札）。

   環境  中野区では５坪のにわか農夫。

   全国の土を売る商売。

   ビルの中の１８ホールのゴルフ場。

   校庭には用務員のおじさんが作った野草園。

   床屋の狭い土地にミニ庭園。

   イミテーションの燈籠。庭石も軽々と。

    100万円の池はビル 5階。鯉にエサやる人。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第815号 1970  もうすぐ夏休み  夏休  杉並区の教育委員会が夏休みを前にカナヅチ  ママの水泳教室。まず準備体操。

 7.15  世相  お母さんたちの水泳教室を開いた。  水に慣れる。バタ足で皆幼稚園みたい。

   大きいおばさんが水に浮く。乳がポロリ。

   思い切って飛び込む。ふるえが止まらない。

  
   うなぎ騒動記  世相  ３年続きの不漁と奇病による大量病死。土用  うなぎ屋のようす。並５００円は高い！

   漁業  の丑の日を前にダブルパンチのうなぎ業界。  浜松の鰻養殖場。エサに群がるウナギ。

   品不足に日本養鰻組合長「３年間の種子の不

   足と新しい病気が原因」

   ウナギの出荷。選別。

   静岡県水産試験場では「冷水塊のせいでシラ

   ス貝が川に上れない」

   天然ウナギ漁。武庫川のシラス取り。

   鰻問屋は品不足に青息吐息。

   ウナギの加工作業。加工組合「野菜みたいに

   去年できたから今年もとはいかない」

   エサに食いつくウナギ。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第816号 1970  ウミネコのいる風景  観光  岩手県宮古の陸中海岸はウミネコの群生地。  天然ワカメを干す宮古市陸中海岸。

 7.22  　　　　　－陸中海岸－  動物  これを餌づけして観光に利用している。  リアス式海岸をゆく観光船。

   地元はウミネコの餌づけに成功。ウミネコパ

   ン１袋５０円也。

   船の上から観光客の差し出すパンを争って食

   べるウミネコ。

  
   海の記念日  祭事  ７月２０日は第３０回海の記念日。  東京湾は海上交通ラッシュ。

   海  海の記念日式典に皇太子ご夫妻出席。

   表彰する橋本運輸大臣。

   港の陸揚げ。木の筏がゆく。

   巡視艇「あまかぜ」の巡視。

  
   オールスター夢の対決  スポーツ  オールスター第１戦は打撃戦全パがを制す。  美濃部都知事の始球式。

   野球  １回表、パは長池の２塁打を皮切りに猛打爆

   発。セの投手交代。

   セ、田淵ホームラン、走る長嶋。

   ６回。パは太田がマウンドに。王の２塁打な

   ど両軍２９安打。１３－９でパが先勝。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第817号 1970  都市対抗花やかに開幕  スポーツ  第４１回都市対抗野球大会が３１チーム参加  7.23  夜の後楽園球場。

 7.29  野球  で開幕。  都市対抗の開会式。選手入場、札幌拓銀、高

   松・四国電力、電電関東入場。

   昨年優勝の電電関東・佐藤主将から梅島会長

   へ優勝旗返還。

   日通・浦和の佐藤主将が選手宣誓。

   始球式する美濃部都知事。

   多彩で花やかな応援合戦。

  
   “夏休み”万国博  万博  本格的な夏休みシーズンを迎えた万国博。観  万国博に子供釣れが押し掛ける。

   夏休  客は混雑と暑さのダブルパンチだ。  光る太陽の塔。カメラ構える人々。

   暑い！日差しよけの帽子ファッション。

   かき氷、水飲み場の人だかり。傘さす人。

   木陰で休む。手持ちのイスで休む。

   迷子センターで遊ぶ子供。

   エキスポランドの乗り物。池ではチビッ子が

   裸でおおはしゃぎ。水上カーニバル。

   親も子もぐったり、あくび、昼寝のオンパレード。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第818号 1970  みちのくギャンブル旅行  世相  世は競馬ブーム。東京がだめなら地方がある  競馬バスが出発。車内ではレース研究会。

 8.5  競馬  さ。２泊３日の福島競馬バスツアー。  旅館の帳場で競馬新聞買って。

   ガラガラ競馬場をまず下見。

   宴会場では解説付きで明日の予想。

   部屋でも一心不乱に予想に没頭。

   いざレース。負けた…そううまくはなァ…

  
   「戦争と人間」完成  映画  空前の邦画巨編「戦争と人間」第１部が完成  筑波山麓。「戦争と人間」のロケ現場。

   トピックス  した。製作費３億５千万円。  戦闘場面を演出する山本薩夫監督。

   完成試写会。家永教授の顔。舞台挨拶。

   原作者・五味川純平氏の挨拶。試写。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

   歩行者天国  世相  道から車を閉め出して過密東京に出現した日  銀座通りの車の流れ。

   曜だけのパラダイス。歩行者天国スタート。  銀座、新宿、浅草に「歩行者天国」誕生。

   新宿で本多警視総監のテープカット。

   銀座の歩行者天国は大混雑。

   ラムネ飲む老人たち。写生大会。乳母車。

   ヘルメット学生は脇役。座り込む男。ハダシ

   の男。

  
毎日ﾆｭｰｽ第819号 1970  海中水泳  スポーツ  高まるスキンダイビング人気。スキンダイバ  伊豆の海。

 8.12  海  ーの特訓が行われている南伊豆を訪ねた。  東京のスキンダイバークラブの特訓。

   ウェットスーツを着て、いざ海中へ。

   海中を魚のように泳ぐ。水中銃で魚とる。

  
   １セット千円のニッポン  商法  日本の伝統文化をセットにした外国人観光客  純日本風の庭を外国女性観光客がくる。

   観光  向けアートコースが大うけ。  お辞儀の仕方から。茶道、折り紙、水墨画を

   体験。

   足崩す女。粋な格子戸を出てくる女性たち。

   １セットしめて千円也。

  
   富士登山者  山岳  戦争末期Ｂ２９は富士山を目標に飛来した。  車で富士登山口へ。。車場は満員の５合目。

   ８月１５日富士登山者の感慨は。  記念写真のおばさん「B29 が富士山めがけて

   飛んできた」

   サンダル履く人。馬で登る人。下山する人。

   空き缶の山を運び下ろす人。

   頂上に立つ人。それぞれ「8.15」を語る。

  
毎日ﾆｭｰｽ第820号 1970  こどもの夏  子供  夏は子供の天国か。英才教育、受験修行、万  新宿の予備校の夏期講座。700 人の子供が通

 8.19  教育  博見物にさぐる。  っている。

   世相  ママたちのバイオリン教室。幼児開発協会で

   のバイオリン教室、絵画教室。

   高尾山薬王院で座禅。滝修行にブルブル。

   万博広場でタイの象２０頭大行進。

   象と綱引きする子供たち。

   神宮の杜ではボーイスカウトのキャンプ。

   下町のガラクタ公園。ポンコツバス、タイヤ

   で遊ぶ、ビルの傍で昆虫採集。

   昆虫採集列車が上野駅を出発。

   子供解放区では自転車遊び、野球。

   地下鉄空気孔でスカートめくり。

   黒んぼコンテスト。ダッコちゃんとお遊戯。

  
毎日ﾆｭｰｽ第821号 1970  小林、５度目の防衛  スポーツ  世界Ｊライト級小林弘は挑戦者１位アントニ  8.23の後楽園ホール。

 8.26 －世界Ｊライト級－　  拳闘  オ・アマヤを降し日本人初の５度目の防衛。  小林対アマヤ戦。１回、アマヤの左ジャブ。

   ９回、バッティングで小林血だらけ。

   両者互角で１５回。小林の判定勝ち。

  
   ハイウェー・ドライバー  交通  ８月１５日交通事故死者は最悪の１万人を突  名神高速道路のようす。故障、割り込み、事

   事故  破。警察庁は無謀運転一掃に乗り出す。  故車……

   8.15交通事故死者１万人突破（新聞）。

   警察庁は道路交通法改正で対応。

   パーキングで車点検。警告うける運転者。

   名神京都南インターチェンジに無料自動車検

   査所が誕生。車両検査。

   高速道路の車。ドライバーの声に安全意識の

   希薄さが……

  
毎日ﾆｭｰｽ第822号 1970  公害でもうけます  環境  今日も東京は光化学スモッグ。新鮮な空気が  工場の煤煙、垂れ流しの川、車の排気ガス。

 9.2  商法  ほしい人々に耳寄りの商法。  本屋の公害コーナーに並ぶ本。

   世相  酸素発生器の販売。

   酸素自動販売機に３０円入れて吸う。

   酸素マスク着用の個人タクシー運転手。

   全社で携帯用ボンベ使用。

   活性炭入りスモッグマスク売り出し。

   マスクして歩く女性たち。

  
   航程３万４千マイル  自衛隊  今春江田島の幹部候補生学校を卒業した実習  江田島の幹部候補生学校卒の３尉１６１名の

  －海上自衛隊－　  海  幹部の１４２日間世界一周航海が始まった。  遠洋航海（海上自衛隊）。

   海に花を捧げる候補生たち。

   ロープで船に乗り移るハイライン訓練。

   アメリカ橋くぐってパナマ。

   パナマ市内見物。スペイン統治時代の遺跡。

   パナマ運河を渡る。

   挨拶の大砲。ノーフォーク軍港で交歓会。

   アーリントン国立墓地で故ケネディ大統領の

   墓詣で。

   リンカーン・メモリアル、ホワイトハウス。

   再び航海。いざ航程３万４千マイルへ。

  
毎日ﾆｭｰｽ第823号 1970  スズメ狩り　－春日井－  動物  稲穂に雀は大敵。春日井市の猟友会が竹藪に  春日井市郊外。

 9.9  トピックス  網を張り寝静まった雀を一網打尽に。  竹藪で雀狩りの準備する地元猟友会。

   夜。竹をゆすり眠った雀を網に追い込む。

   網にかかった雀の大群。

   一網打尽で１５万円の収入。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

   多摩川点描  自然  山梨県東部の大菩薩嶺付近から関東平野を南  多摩川上流。吊り橋、渓谷、鱒釣り、バンガロー。

   環境  流し東京湾に注ぐ多摩川を点描する。  玉川兄弟の像。羽村の取水口。

   川で水メガネ覗く。投網うつ。

   渡し船。片道20円、自転車25円。

   汚染流れ込む川。（空撮）泡だらけの川。

   土手でサイクリング。川原でバイクとばす。

   ゴルフ無料練習場で出勤前のひと振り。

   競走馬の早朝調教。

   （空撮）下流は京浜工業地帯の煙。汚染の多

   摩川。朽ちた漁船。

   ヘドロでゴカイ捕る漁民。先に羽田空港。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第824号 1970  落アユ　－揖斐川－  季節  落アユを楽しむ揖斐川のスケッチ。  揖斐川のヤナ場。落アユを手づかみする浴衣

 9.16  行楽  の観光客。子供も手づかみ。

   塩焼きするおじさん。食べる男。

  
   万国博終わる  万博  日本万国博（エキスポ '70) は入場者６千万  万国博閉幕を宣言する佐藤総理。

   人突破、史上最大の記録を残し終幕した。  国旗引き継ぎ。さよならのコンパニオン。

   万国博最後の日の人々の表情。

   不満を述べる男客。守衛とトラブル。

   外国人ホステス「万博素晴らしいが人多い」

   「日本人イイひと」

   ごみの山。延々並ぶ行列、車の列。

   日本人ホステス「マナーがわるい」

   最後の日の物凄い人の波。

   石坂会長「政府に頼まれた覚えはない。これ

   だけ残りました。さよなら」

   誰もいない万国博会場。太陽の塔。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第825号 1970  “公害”が焦点に  公害  宇都宮市で開かれた一日内閣。１５才の高校  宇都宮市での一日内閣。佐藤総理入り。

 9.23  内閣  生が公害について質問した。  山中総務長官の挨拶。横川栃木県知事挨拶。

   政治  アクツスマコさんが公害質問。

   オオブチカンジさんは総合農政を質問。

   クルスシンジさん「公害から生命を守れ」

   「政府は人間を家畜視しているのでは」

   佐藤総理「産業が生活を破壊することはあっ

   てはならない」

  
   中東情勢再び緊迫  世界  ヨーロッパでの連続ハイジャック犯アラブ・  パレスチナ民族解放戦線(PFLP)のハイジャッ

   紛争  ゲリラを軸に中東情勢が緊迫している。  ク事件を伝える。

   密室に閉じ込められた乗客。

   女性ゲリラ、ライラ・ハレド。

   カイロ空港で解放される人質乗客。

   ゲリラに爆破され炎上するＢＯＡＣ機。

  
   ぶどうの里の客引き合戦  観光  勝沼のぶどう郷は今がさかり。観光客目当て  山梨のぶどうの里は交通ラッシュ。

   商法  の呼び込み合戦が一方の名物だ。  ぶどう狩りの観光客。

   沿道でぶどう娘が客引き。

   たわわなぶどうをもぎ、食べる。ぶどう酒飲

   む。耕耘機でご帰還の客。

   客引き娘のウィンク。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第826号 1970  厚かった“宇宙の壁”  科学  「４段目のロケット点火せず」 わが国初の

 9.3  　　－内の浦ロケット－  宇宙  科学衛星は１０度目の失敗。  わが国初の科学衛星ミュー-4S１号機発射準備。

   風船飛ばして風速測定。

   秒読みで緊張するコントロールセンター。

   スイッチオン、発射。のち点火系統故障。

  
   深みゆく秋　－北海道－  季節  秋を迎えた北海道では名物ポンキンカボチャ  厚別町では家畜用ポンキンカボチャの収穫。

   トピックス  の採り入れ、泥炭掘りにおおわらわ。  大きなお化けカボチャ、二人がかりで担ぐ。

   石狩平野の泥炭掘り（ウィスキーの原料いぶ

   すピートに使う。

  
   誇り高き商法  商法  誇り高きデパートも万国博の残り備品に墓石  肌もあらわに踊る外国人女性たち。

   棺桶まで何でも取り揃えて様変わり。  一流デザイナーのファッションショー。

   北欧木工細工の実演。

   焼き物ろくろの実演。美濃焼茶碗即売会。

   食堂前には稲穂。新潟の新米。

   万国博備品の展示・処分市。

   立派な棺桶、プラスチック製の墓石。

   デパートの案内もマネキン人形に。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ﾆｭｰｽ第827号 1970  ボーリング界の花  スポーツ  女子で日本初の３百点ボーラー、中山律子の  中山律子のボウリング教室。松原智恵子と投

 10.7  を追う。  げる。

   別のボウリング場回り。ファンにサイン。

   ショッピングの中山。

   ボウリング場のオープン。女子エキジビショ

   ンで投げる中山のストライク。観客大勢。

   ２度目のパーフェクトで須田開代子と握手。

  
   動物貸します  動物  映画やテレビに引っ張りだこの動物タレント  動物タレント。インコ、アナグマ、サル、ヤ

   商法  プロダクションの日々。  ギ、イヌ、カワウソ、ニシキヘビ……

   私設動物園のような動物プロダクション。

   映画出演に出張のヤギ、イヌ。健康管理も万

   全。

   ロケ地でイヌのタレントぶり。殴られたり、

   投げられたり、死んだフリまで。

   テレビ局で粋なチョッキを着たイヌ。

   動物タレントの予備軍、子犬、サル、クマ。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第828号 1970  ロッテ優勝  スポーツ  １０年ぶりにペナント優勝を飾ったロッテ。  打ちまくるロッテ選手。

 10.14 －１０年ぶり３度目－　  野球  ２千人のファンで球場は大混乱に。  試合前東京球場を訪れ必勝を祈る永田オーナー。

   入場。チビッコ応援団。ロッテ濃人監督。

   ロッテ対ライオンズ戦。ロッテ小山投手。

   ６回代打江藤のホームラン。

   アルトマン、ホームランで逆点。

   最終回、木樽投手でゲームセット。

   グラウンドになだれこむファン。

   優勝の表彰状貰う濃人監督。永田胴上げ。

  
   人も車も安全に  交通  交通事故死者は１万２千５百人を越し史上最  車行き交う。事故写真。タンカーで運ぶ。

   安全  悪を更新したが打つ手なし。  12,000人突破で史上最悪に近づく。

   次々発行される運転免許証。

   事故車の山。新車の販売。

   交通安全呼び掛け。

   女性ドライバーの運転教育。

   通学路のお巡りと子供。

   通学路から車を締め出す。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第829号 1970  ファッション・アラカルト  流行  ミニだ、マキシだ、パンタロンだ、いやいや  マキシ売り場。「間が抜けてるみたい」「い

 10.21  世相  何でもありのファッション・ゲリラが流行。  やマキシは新感覚」「マキシは色気ある」

   そこで巻き返すミニ。

   通りを行き交うゲリラファッション。

  
   凶器といわれても  交通  凶器が代名詞の砂利ダンプ。無謀な積載オー  凶器のダンプカー走る。

   産業  バーに警察は特別取締班を繰り出すが。  採石場。ダンプへ積んでピストン輸送。

   積載量をチェック。

   ダンプ専門の特別取締班がダンプを止める。

   積載量を秤る。殆どがオーバー状態。

   オーバー分を下ろさせる。

   相変わらずスピードで走るダンプ。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第830号 1970  少年自衛官  自衛隊  横須賀市にある陸上自衛隊少年工科学校では  少年工科学校の朝、乾布摩擦。国旗掲揚。

 10.28  約２千人の中卒者が学科・訓練に励む。  服装チェック。銃を担いで行進。

   高校一般の授業。英語、国語。

   戦闘訓練。教官と話す少年たち。

  
   九十年のツメ跡  公害  公害の原点、栃木県の　　　　　緑を生やさ  足尾の鉱山。鉱害は今も続いている。

   鉱業  ない山、煙害に泣く住民。鉱毒は今も続く。  汚水が流れる。

   田中正造翁と稲刈りのフラッシュバック。

   足尾銅山と無縁仏。僧侶「トタン屋根はたち

   まち腐食する」

   鉱山住宅。洗濯。鉱業所裏で遊ぶ子供。

   ズリ山。土砂崩れ防止策。

   旧谷中村。山々に緑を蘇らせようと雑草の種

   を集める人々。

   砂が流れる谷、ズリ山、荒廃した山。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第831号 1970  “外人”売ります  商法  クリスマス、年末商戦のさなか、外人専門の  所属タレントは外国人のみモデルクラブ。

 11.3  プロダクションがうけている。  下着姿の子供から大人の外人女性まで。

   外人モデルの撮影。

   次は服着てスイス時計もデモンストレーショ

   ン。街頭歩く舶来モデル。
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ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

   佐藤総理を４選  選挙  ４選成った佐藤総理。党・内閣人事は据え置  自民党臨時大会。三木、井出の顔。

   　　　　－自民党大会－  きで、公害問題に意欲を示す。  三木が手を挙げて投票、開票。

   三木 111票、佐藤 353票。

   川島、赤城、佐藤。佐藤総裁の演説し万歳。

   山中総務長官は公害対策本部長に。

  
  
  
  
   カー '７１  交通  史上最大規模の東京モーターショー。公害に  東京モーターショー。並ぶ新車。

   ショー  も目配りした今年のテーマは車と人の調和。  国産、外車 792台勢揃い。車の断面。

   ミニガイド嬢に見惚れる男たち。

   交通ラッシュ。事故車の写真。

   新車に集まる人びと。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第832号 1970  トンだレース  動物  千葉県鹿野山麓のマザー牧場では毎日曜子ブ  マザー牧場で子ブタのレース準備。

 11.11  行楽  タのレースが人気だ。  スタート。まともに進まぬ子ブタに開く戦苦

   闘する人間。

   ブタの尻押してゴール。

  
   もうすぐお正月  映画  大映・日活の若手女優の晴れ着撮影会。  大映・日活女優の撮影会。和泉雅子、松原智

   恵子、渥美マリ、関根恵子。

   羽子板ポーズ。福笑いでポーズ。

   晴れ着女優全員の立ち姿。

  
   厚かった壁－日本シリーズ－  スポーツ  １０年ぶりシリーズ進出のロッテに対して６  日本シリーズ第１戦。川上、濃人監督。

   野球  連覇をめざす巨人の壁は厚かった。  永田雅一、岸信介。

   先発、堀内投手、木樽投手。

   11回、黒江のサヨナラホームランで先勝。

   第４戦。高田、長嶋ホームラン。

   その裏、ロッテ井石のホームランで逆点。ロ

   ッテ連敗を脱するも１勝のみ。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第833号 1970  寒さに負けるな  教育  幼稚園では外気のなかで体をきたえる教育が  板橋区の小桜幼稚園では町内一周マラソン。

 11.18  健康  効果をあげている。  教室で乾布摩擦。

   静岡の野中保育園では裸で泥んこ遊び。名付

   けて大地保育。

   ギンレイ幼稚園のチビッ子サッカー。市内の

   保育園ではサッカーがおおはやり。

   チビッ子サッカー大会。雨に震えるママ。

  
   よみがえる旅籠  観光  中仙道の木曾谷に残る妻籠宿。明治百年を期  木曾谷の石だたみをゆく。

   伝統  して宿場の保存に努め観光客を集めている。  中仙道妻籠宿の佇まい。石畳。

   老人だけの宿場町。

   長野県が妻籠宿保存工事。

   バス停で待つ人。しょいこ爺さんの立ち話。

   諸人御宿。声「木曾11宿中木曾福島に次ぐ大

   きな宿場だった。街道がここで交差した」

   観光客ゆく。昔ながらの屋号、家並。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第834号 1970  鳥は知っている  動物  狩猟ブームと都市化で池や沼に鳥の姿が減っ  富士山の雪化粧。

 11.25  環境  た。カラスも上野から小石川に移動して。  夢の島はカラスに占領された。

   上野の五重塔のカラス。

   小石川植物園のカラス。水戸黄門ゆかりの茶

   屋の茅葺き屋根はカラス被害でボロボロ。

   水鳥。

  
   かたすみの芸術家  芸術  職人三人の趣味を紹介しよう。漆喰工芸、タ  杉並区の堀江ヤタロウさんは左官が仕事。

   趣味  コ作り、水墨画。  コテと漆喰で絵を書く堀江さん。

   作品の鳥、面、左官。

   下町の太田カツヒサさんは刀剣師。

   竹ヒゴしごく太田さん。実は凧作りの名人。

   ミニタコ、大タコを造る。

   井頭公園で水墨画を書く佐藤さんは、公園の

   四季を絵巻風にした。解説する佐藤さん。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第835号 1970  今世紀最大の災害  事件  １１月１３日東パキスタンを猛烈サイクロン  （空撮）サイクロンによるベンガル湾一帯の

 12.2 －東パキスタンに台風－　  災害  が襲い高潮で２０万～５０万人が死んだ。  被害。死んだ家畜を犬が食おうとしている。

   ハチヤ島の被災者３０万人。

   救援物資が空港に着く。

   救援物資をヘリで投下。

   復興に立ち上がる人々。

  
   観測艦「ふじ」南極へ出発  科学  第１２次南極観測艦「ふじ」が３０人の越冬  南極観測船ふじに資材積む。

   南極  隊員を乗せ３万５千キロの途についた。  壮行会。激励する坂田文相。

   晴海埠頭で出発式。小口隊長らに花束。

   越冬隊員ら家族とわかれ。

   三万五千キロめざして出航。

  

© 毎日映画社



ﾆｭｰｽ名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

   自決した三島由紀夫  事件  １１月２５日作家三島由紀夫は自組織「楯の  陸自市谷駐屯地に三島由紀夫らが乱入。

   訃報  会」と共に自衛隊市谷に乱入、自裁した。  東部方面総監室前の警官隊。カメラマン。

   自衛隊  バルコニーから檄をとばす三島「オレは四年

   待ったんだよ！」

   野次とばす自衛隊員たち。

   三島の自決（写真）。乱れた総監室。

   生前の三島。映画のロケで銃持つ三島。

   「楯の会」での三島。

   檄文。辞世句。

   東大生を前にした三島の言葉「暴徒を鎮圧す

   るのは自衛隊の任務。私が行動を起こす時は

   諸君と同じ非合法でやるしかない。非合法で

   人を殺したら自殺する」

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第836号 1970  “夢の対決”小林が判定勝ち  スポーツ  Ｊライト級小林弘対フェザー級西城正三の世  東京両国の日大講堂。

 12.9  拳闘  界チャンピオン同士の対決は小林に凱歌。  小林対西城の世界チャンピオン同士の対決。

   最終１０ラウンド。小林の判定がち。

  
  
   　　　  と や し  動物  滅びゆく野鳥をめぐって岐阜県東濃地方では  岐阜県東濃地方の山々。

   はびこる鳥屋師  紛争  日本野鳥の会とカスミ網猟者が対立。  カスミ網の密猟者を捜す刑事たち。

   密猟の跡を見つける。

   木の根っこは鳥屋師の目印。

   鳥屋場に入る刑事たち、密猟の形跡見る。

   鳥屋日記あり。

   カスミ網擁護派の多治見市長「何百年の伝統

   を無視するのもどうか」

   鳥屋師、見つかって暴れる。

   東京の鳥屋で販売されているカスミ網。

   東濃地方の山

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第837号 1970  雪の荒野ＳＬは行く  交通  道南・大沼湖畔の函館本線は蒸気機関車の撮  国鉄函館本線。雪の中をＳＬがゆく。

 12.16  ＳＬ  影スポット。ＳＬマニアが追いかける。  ＳＬマニアバスで撮影スポットへ。

   ３重連のＳＬ。ＳＬ(19650) が近づく。

   カメラはＳＬ同乗。石炭くべや、窓外に待ち

   構えるＳＬマニアを捕らえる。

   野を越え山を越え、あるいはバスで、ＳＬマ

   ニアは次のスポットへ移動。

   ＳＬＤ-512265 来る。ＳＬ同士すれちがう。

  
   子ザルの入学  動物  岐阜県揖斐郡の坂内小学校に子猿が入学。群  岐阜県坂内村の小学校で学ぶ子ザルの太郎。

   教育  れから離れた子猿を先生が餌づけしたもの。  はぐれザルの「太郎」。餌づけした先生に甘

   える太郎。

   坂内村は雪かきにおおわらわ。

   山から駆け降りてきた子ザルが児童たちと一

   緒に登校。

   教室で子ザルは人気者。

   ５年松岡教諭の授業中に遊ぶ子ザル。

   授業中。ひとけのない廊下をウロウロ。

   ドア開けて入室。先生に縛られる子ザル。

   校庭で子供たちと遊ぶ。鉄棒は大得意。

   職員室でいたずら。抱かれて寝る子ザル。

  
  
毎日ﾆｭｰｽ第838号 1970  プレ五輪迫る  スポーツ  札幌市・真駒内スケートリンクではこけら落  ジャンプ台などプレ五輪待つ協議施設。

 12.27  五輪  としの全日本選抜。迫るプレ五輪。  真駒内スケートリンク。５万人収容のマンモ

   ス屋外スタンド。屋内競技場。

   氷を積み重ねてボブスレーコート造り。

   特別強化合宿。宮の森シャンツェでも。

   徒歩でジャンプ台の雪固め（大倉山）。

   真駒内スケートリンクで、第５回全日本選抜

   スピードスケート競技会。

  
   お地蔵さんは見てござる  世相  事故に公害、万博騒ぎにハイジャック…経済  茅葺き屋根のある田舎のお地蔵さん。

   事件  大国日本の歪みをお地蔵さんはどう見たか。  頭巾をかぶった地蔵さん。子供と遊ぶ。

   公害  万博。太陽の塔と人波。

   地蔵のカットバック。

   よど号ハイジャック。乗客下ろす。

   頭巾の地蔵さん。

   市谷自衛隊のバルコニーに立つ三島由紀夫。

   歩行者天国。

   ボロボロの交通安全地蔵。

   海見る地蔵。

   『汚染源工場は操業停止せよ』の海上デモ。

   漁民の集会。

   富士のすそ野。汚染された川、死んだ川。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースNo８３９ 1971.1.3  天皇家の春  皇室  新年におそろいの天皇ご一家。  新年に天皇ご一家の団欒。

昭和46年  季節  皇后と紀宮と美智子さまが本ご覧。

  カルタ取りする皇太子と浩宮。

  読み手は美智子さま。

 

  剣の里・柳生  観光  柳生新陰流で名高い剣の里、奈良県柳生。歴  奈良市柳生。水車回り、蕪洗う女。梅の花。

   世相  史の里も観光地に変貌中。  柳生十兵衛の生家、屋敷。

  芳徳寺にある柳生家の墓。

  柳生新陰流の道場、木刀、抜刀術。

  遺跡・十兵衛杉。

  柳生寿司、十兵衛うどん、民宿看板。

  十兵衛食堂の暖簾掛けるおやじ。観光客。

  小学校教室のなかの防具。

  放課後、剣道練習。

  石段のぼるチビッ子剣士たち。

 

 

毎日ニュースＮｏ８４０ 1971.1.9 動物は友だち 猪、シャチ、熊、ツバメ、丹頂鶴　動物と 湯ヶ島のイノシシ公園、穴の中のイノシシ、イノシシの芸の訓練

 人間の心のふれあう姿を年頭に贈る 観光客が餌やる

 鴨川シーワールドのシャチ２頭の演技、トレーナーとじゃれるシャチ、

 シャチが指導者を乗せて水中散歩

 群馬県宝川温泉露天風呂に入る熊と小野産のスキンシップ

 飲み物ねだる熊、背中に乗ってじゃれる熊

 浜松市の河合さん宅にツバメが冬を過ごす（越冬ツバメ）

 夜明け戸を開けると飛び出すツバメ、大空をツバメの群が飛ぶ

 北海道阿寒町、丹頂鶴が飛んでくる、

 雪の田ぼの丹頂鶴の群れ

 山崎さんが夜なべして餌づくり（トウモロコシ）、

 ツルと２０年のつきあい、餌を蒔く老人に感謝のツルダンス　　　　　　　　　　　　

 

 

毎日ニュースＮｏ８４１ 1971.1.15 新空港の建設進む 交通 千葉県成田の新東京国際空港の建設が 新東京国際空港の建設、ブル、ダンプが走り回る

 急ピッチで進む ターミナルビルの鉄筋工事

 反対同盟の団結小屋も健在

 賛成派の新築した家、滑走路の空撮

 

 下町のおもかげ 世相 東京下町を流れる隅田川を浅草から浜離宮 浅草寺、托鉢、ハト舞う、隅田川を水上バスが行く

 まで水上バスがゆく　沿岸に流れる下町。 吉原の花魁ｼｮｰ、橋の下くぐる水上バス、駒形どぜうの建物

 力士が歩いていく、木場の川波、材木、日干しする木板

 佃大橋をくぐると佃島、小船、路地、佃ばやし

 佃煮づくりの田中屋、もやっている船

 勝鬨橋を潜る、浜離宮着。降り乗る人

 

毎日ニュースＮｏ８４２ 1971.1.21 成人を祝う 祭事 １月１５日は成人の日。 成人の日で賑わう明治神宮。全国で２１６万人が成人。

 明治神宮の成人詣、青年の集い、 都の青年の集いに皇太子ご夫妻が出席（日比谷）

 雪中ラグビー大会、空の成人式を描く 殿下のお言葉、青年の誓いの言葉。

 成人記念雪中ラグビー大会をする陸自北部方面隊の隊員たち

 甘酒を飲む隊員

 日本航空では勤労青少年を招き、空の成人式に招待

 

 房総の春 世相・季節 千葉県房総半島から、 温かい潮風と花の香りを伝える。房総半島の海岸。荒波と漁船。

 温かい潮風と花の香りを伝える。 勝浦港に陸揚げされる魚、担ぎ屋が来る。

 勝浦の朝市の賑わい、明るい老婆たいの表情、

 波静かな内房では海苔の養殖がさかん煮干しづくりの女たち

 千倉海岸を牛に車を引かせて、砂利すくい

 荒波に打ち寄せられる砂利.お花畑、きんせん花、菜の花摘み

 お花畑、きんせん花、菜の花摘みフラワーラインで売る

 冷たい海でサーフィン、ウェットスーツを着て波に乗る

 砂の上を走る若いカップル

 

毎日ニュース№８４３ 1971.1.27 剥製づくり３０年 動物 埼玉県川越市の犬竹病院は剥製病院 川越市の犬竹病院。猿、鳥らの剥製に囲まれた待合室

 珍しい鳥獣の剥製作りが趣味の院長 診療室の犬竹院長

 死んだ動物を はくせいにしたのがヤミツキで１０００点以上作った

 看護婦がｷｼﾞの剥製をもって病室へ

 犬竹院長が鹿の剥製づくり

 

 奥日光のウサギとカメ スポーツ 日光の戦場が原にウィンタースポーツ 男体山麓戦場が原

 季節 のニューフェース、スノーモービルが登場 スノーモービルが雪原を走る

 直線なら時速６０ｋｍ

 スキー客が転び転ぶシーン

 

 陶器の町 世相 伝統の美濃焼にも機械化の波。 岐阜県の土岐市の美濃焼の古里。濁った川の色

 ー岐阜・土岐市ー 一方でお客さんの手ロクロが評判を呼ぶ。 美濃焼の発掘物展示、見る観光客

 陶器工場は機械化され、オートメーションの流れ作業

 手ろくろの工房では陶器教室が行なわれる

 悪戦苦闘の成形,教わったら土練りする若者
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース№８４４  1971.2.3 エキスポ、夢のあと 世相 大阪の万国博覧会場も今は解体工事が進 日本万国博覧会会場の６４００万人をのみこんだ夢のあと

 み、展示物は街に姿を変えて生きている。 解体工事のパビリオン、エキスポランド。鉄塊を打ち砕くコンクリート

 ダンプで運ぶ残骸。大阪市内に生きている万博の時計ポール

 工場の応接間に飾られた電気自動車（エキスポタクシー）

 レストラン前にはフランス館の人形

 お寺の再建にブリティッシュコロンビア館の大木

 パビリオンが鉄骨と化す。無残なエキスポタワー

 

 五輪迎える札幌 スポーツ 冬季五輪札幌大会wo 成功させようと。 北大構内のポプラ並木。市は来年の冬季五輪大会の看板で溢れる

 冬の札幌市はあつく燃えている 札幌雪祭りの開会式。雪祭りの作品群。ビル工事。ラッシュ

 商店街に外人の姿がめだつ

 屋内スケート場（空撮）メイン・スタジアム、練習風景

 自衛隊員のプレ五輪開会式のリハーサル

 ９０ｍ級純ジャンプ台。整備する自衛隊員。７０ｍ級純ジャンプ台

 笠谷ら練習に向かう。高速軌道、空撮と地下

 自衛隊員による北海自衛太鼓。スベリ台で子供達すべる

 毎日協賛の眞駒内会場は遊ぶ雪像

 通りを外人が行く。雪の時計台

毎日ニュース№８４５  1971.2.10 札幌プレ五輪開く スポーツ 来年の冬季五輪のリハーサルを プレ五輪。札幌国際冬季スポーツ大会開会式

 五輪 兼ねたプレ五輪の開会式、 皇太子ご夫妻、三笠宮席へ。２３ｶ国選手入場

 スキー女子滑降を伝える。 お言葉、旗、豆スケーターのパレード、風船、宣誓

 皇太子ご夫妻、揃ってスケートされる

 スキー女子滑降、優勝のアニー・ファモーズ

 

 拾い屋さん 交通 危険な東名高速道路で 東名高速道路の落とし物を拾う清掃作業の男たち

 清掃作業パトロール隊の活躍。 東名を走る沢山の荷物車、黄色いトラックが着て落とし物を拾ってゆく

 これは清掃パトロール隊、必死に道路を横断して拾う

 紙、バケツ、サッカーボール、毛布、チューブ、ダンボール

毎日ニュース№８４６  1971.2.17 平穏に「建国の日」 世相・祭事 ２月１１日は５回目の建国記念の日、赤坂 ５回目建国記念の日。日枝神社で奉祝国民大会

 日枝神社で奉祝国民大会が行われた。 日の丸パレード。三島由紀夫、本の宣伝コンパニオン

 神社、ハトと遊ぶ幼児

 

 プレ五輪終る スポーツ プレ五輪第二報の各競技の日本選手の プレ五輪。男子滑降競技。富井はゼッケン３６

 五輪 活躍、閉会式を伝える。 ５位にくいこむ健闘。男子５０ｋｍ距離競技

 女子フィギア、米口のホームズで優勝。ヘミル。山下一美２位

 男子スプリント５００ｍ、肥田組がスタート。ベルエス優勝、肥田２位

 ボブスレー４人乗り。女子大回転ファモーダ優勝

 ジャンプ場に常陸宮ご夫妻到着。９０ｍ級純ジャンプモルク優勝

 笠谷幸生ジャンプ勝てず。今野は２位

 閉会式、入場行進、メダル授与、花火

 

 

毎日ニュース№８４７ 1971.2.24 おウマの機関車 動物・交通 北海道の国鉄手宮駅で貨車を引っぱる。 馬の“春風号”と小口勉さん

 馬の“春風号”。がんばれ１馬力 小樽市手宮駅にＳＬの貨車が引込線に入る

 その貨車を馬が倉庫までひく

 一日４０両の貨車を引く１馬力の春風号

 

 まず人命尊重を 交通 交通事故は最悪で、救急病院はいつも満員 交通事故を語る救急病院長。被害で治療受ける交通事故の患者

 ー交通事故ー 歩道橋ができて事故が減ったところもある。 子事故車両。駅前商店街の混雑する狭い通りをバス、車がとおる

 排気ガスあびて通行する人。事故車両。通学路を集団登校する子供達

 バイパスを車が飛ばす。信号機のない歩道（埼玉県北本町）

 女性にインタビュー「9～10人位なくなっている」

 歩道橋を自転車で通行。赤坂の手術室

 入院している女性は10歳のときから

毎日ニュース№８４８ 1971.3.3 野鳥の楽園 動物・鳥 スモッグの広がる東京で、作曲家の清水 野鳥の楽園の様な庭。清水脩さん作曲中の部屋

 脩さんの家はまるで「野鳥の楽園」 群がってエサをついばむ小鳥

 オナガ、ヒヨドリ、シジュウカラ、スズメ、ハトら数種類

 水をのんびり浴びたり

 

 成田のトリデの代執行 交通 新東京国際空港建設予定地の一部にある 新東京国際空港建設予定地内の一坪運動予定地。農民に高まる緊張

 “一坪運動予定地”に第一次代執行。 反対同盟が守る。空撮。空港予定地。反対同盟のトリデ

 ２月２２日代執行来る。追い返して喜ぶ反対同盟

 ２３日予定地に燃えあげる焚き火。反対同盟、学生たちシュプレヒコール

 強制代執行、クイ打つ。学生と執行もみあう。機動隊と農民

 学生。農民が機動隊にくってかかる。竹やり先頭の学生たち

 機動隊にくってかかる婦人たち。少年行動隊ともみ合う

 砦の立ち木に鎖で身体をしばりつける婦人たち

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース№８４９  1971.3.10 “夢の名車”勢ぞろい 交通 日本で初めての世界クラッシク・ 初の世界クラッシクカー・フェスティバル会場

 フェスティバルが開かれ、欧米の名車３０台 リューリヨンブートンの三輪車　１８９９年製

 が勢揃い ブガッティ・ロワイヤル（２億４千万）

 リンカーン１９２７年製。ロールスロイス１９３８年製

 

 

 ヤマが消える 世相・炭坑 福島県の常磐炭礦磐城礦業所が。 常磐炭礦磐城礦業所の石炭を貨車に積み込む坑員

 ー福島・常磐炭礦ー いま８８年の歴史を閉じようとしている 平塚マサハルさんにインタビュー「親子３代にわたって世話になった。」

 トロッコ入坑。安全点検する平塚さん。上がってくるトロッコ

 硫黄が混ざった公害炭で経営不振に常磐炭鉱労働組合の

 委員長インタビュー「運転手当に死力を。転職が楽ではない。」

 閉山提案の会社との団交。炭住街、路地で子どもが遊ぶ

 常磐ハワイアンセンターのフラワーダンス・ショー

 岩鉱からの廃場を利用した温泉もストップに

 学校に家庭に配られた湯。湯を浴びる競走馬

 （中央競馬会研究所）福島労災病院のリハビリにも活用

 閉山した坑口。寒々とでてくる坑夫たち

毎日ニュース№８５０ 1971.3.17 “進歩と調和”の記録 万博 日本万国博覧会の公式長編記録映画が。 大阪万博会場、開会式を回顧して。東京劇場入口

 ー万国映画完成ー 映画 完成。試写会に皇太子ご夫妻もご出席 看板、が外国大公使入る。皇太子ご夫妻入り

 皇室 着席。佐藤総理も並んで。公式長編記録映画「日本万国博」上映

 

 

 あちら開通、こちら廃止 交通 群馬県の吾妻線は３月７日に開通、政治駅 国鉄吾妻線、畑の中を走る。（３月７日開通）。群馬大津駅、電車止まる

 が二つ誕生。太子線の廃止でさびれる村。 先生と児童たち散歩。地元インタビュー「地元も知らなかった政治駅」

 袋倉駅、電車が行く。スキー客、バス

 地元の人「地元の焦りもあって、福田・中曽根先生に頼んだ」保線工事

 駅の通勤客、鉄橋。廃線の太子線、線路が切れて無くなっている

 （昭和４５年１１月１１日廃止）太子駅はさびれてガランとしている

 中年の女性にインタビュー「代わりのバスは年寄りには苦労だ」

 線路を歩く男。「太子」行きバス来る

 廃墟の家。中年の女性がたきぎを拾う

毎日ニュース№８５１ 1971.3.24 姿消す利根の渡し 世相・交通 埼玉県の上仁平の渡し船は、近くの上流 埼玉県上仁平の利根川の平漕ぎの渡し船

 に坂東大橋が出来て４月に廃船になる 茂木さんが窓から川を見る。木を割る老人

 

 

 マイホームは遠く 世相・交通 東京都心へ向かうマイホームは遠い郊外。。 早朝、新興住宅地を自転車をこぐサラリーマン達。

 ここでのマイカーはみんな自転車だ 町をゆく自転車の集団。

 駅前の自転車預かり所は大繁盛。

 団地の駅前広場が青空駐車場に。満車。

毎日ニュース№８５２  1971.3.31 センバツ開幕 スポーツ 第４３回センバツ高校野球大会が。 第４３回選抜高校野球大会開会式  箕島高校入場

 野球 全国２６校の選手入場で幕をあけた 芦別工高

 東邦高校

 普天間高校入場

 簑島高校の松本主将が優勝旗を田中大会会長へ返還

 始球式。田中会長

 第一戦、平安高校対東邦高校戦

 

 

 岬の分教場 教育 壷井栄の小説と映画「二十四の瞳」の舞台 香川県小豆島。

 となった小豆島の岬の分教場の廃校式。 苗羽小学校田ノ浦分校の体操、授業

 女性の太田先生と２０人の子供たちうたう。

 男性の先生と授業

 老婆にインタビュー「もう子供に別れてしまうみたい。先が案じられる。」

 観光船が着く。

 「二十四の瞳」の像

 お遍路さん

 漁網を修理する老人

 廃虚の家、路地を行く老婆

 太田先生に連れられて絵を描く生徒たち。

 分校の廃校式。みんな声をそろえて「本当にありがとうございました」

 太田先生インタビュー、「第二第三の田ノ浦が出ないように」

 廃虚の家、船。

 堤防で遊ぶ先生と子供、ハーモニカで吹く少年。誰もいない教室。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース№８５３  1971.4.7 のびゆくハイウェー 交通 高速道路は現在総延長６４９．７ｋｍ。 首都高速道路、向島方面。

 なお、次々と新設延長されている カーブで何本も重なる。立体交差。

 料金所

 一般道路と高速道路の渋滞。

 交通情報センターの情報収集。

 高速道路の信号機。

 高速道路の延長工事。

 首都高速道路３号線と東名高速道路接続工事。

 隅田川を渡る首都高６号線。

 

 日中の対決 スポーツ 世界卓球選手権の日中の男女団体決勝。。 世界卓球選手権大会、団体戦決勝。

 ー世界卓球選手権ー 卓球 女子は日本、男子は中国に凱歌 女子決勝、小和田対林慧郷の長いラリー

 小和田、３－１で勝つ。

 男子決勝  長谷川対李  長谷川負け

 河野対荘則棟  河野勝つ

 伊藤対李

 李が勝つ（中国が５対２で勝つ）

 

 

 

毎日ニュース№８５４  1971.4.14 プロ野球開幕 スポーツ ４月１０日、セ・パ両リーグが開幕。 プロ野球開幕

 野球 巨人対広島の第1戦とロッテ対近鉄の第２戦。 始球式

 巨人対広島の第１回戦、渡辺 オープニング投手

 広島 第一打者 三村  ３球目をホームラン

 広島 大石 オープニング投手

 王  凡打

 長嶋三振（広島勝つ）

 ロッテ対近鉄 第２回戦、チビッコ応援団

 ロッテ小山投げる、（ロッテ勝つ）

 

 東京 政治・選挙 美濃部対秦野の都知事選対決を中心に、 ビル街、交通、人々

 都市問題を描く。女子は日本、男子は中国に凱歌 都知事選挙、美濃部演説

 秦野演説

 長屋のドブ川渡る親子。

 夢の島のごみ処理

 ゴカイ取り、川の汚染

 保育園、キャッチボール

 煙突の煙、歩道

 秦野、美濃部演説

 鯉幟、野菜づくり、団地で売る、子供が野菜を運ぶ。

 美濃部、秦野演説

 投票と家、団地、保育園のフラッシュ

 美濃部、手を振る（４月１２日、美濃部再選される）

毎日ニュース№８５５ 1971.4.12 両陛下原爆慰霊碑で 皇室 両陛下は広島の原爆慰霊碑ご参拝 お召し列車が広島駅到着、両陛下下車。

 ご参拝 行幸啓 原爆養護ホームに慰問された 両陛下歓迎にお出迎え。

 両陛下原爆慰霊碑でご参拝

 広島原爆養護ホーム、ベッドに横たわる患者たち。

 両陛下慰問されて御見舞のお言葉。

 両陛下広島市街地をごらん。

 原爆ドーム

 

 観光シーズンを待つ 季節・動物 北海道は遅い春を迎えた。登別温泉の 北海道の山、雪解け水とフキのとう

 クマ牧場、小樽市のトドの特訓風景。 熊牧場のでの訓練、クマの計算、ボール遊び、逆立ちして回るクマ

 小樽の水族館ではトドの特訓、飛び込み訓練

 エサをもらってはダイブするトド

 

毎日ニュース№８５６ 1971.4.28 出漁を待つ 漁業 今年の日ソ漁業交渉は例年になく厳しい。。 釧路港はカニ漁の出漁準備で活気。

 カニ漁船は各港でクギづけのまま 流し網のつくろい、積み込み

 函館港の大漁旗、洗濯、カニ缶

 食事、つくろい

 日ソ漁業交渉の結果を待つ漁民たち

 

 観光ブームの中で 世相・観光 柳生の里の休日はＤ５１柳生号が走る。。 蒸気機関車Ｄ５１柳生号が駅に着く、観光客

 自然破壊の観光公害も乗せて 柳生の里、花、水車、柳生うどん、十兵衛うどん

 かつらを付け、武士姿の観光客

 バスが止る、観光客下りる、ゴミの山、駐車場、工事

 声「便所貸してと民家へやってくる。観光公害だ。」

 十兵衛杉

 古代茶屋

 家老屋敷の石垣に登る男

 芳徳寺の柳生一族の墓

 観光客が花を折って持ち去る。

 柳生の生家

 観光客の足の列

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース№８５７  1971.5.5 町の発明家 世相 狭い建築スペースを工夫で有効活用３題 三方を崖と民家に囲まれた日暮里のレストラン。

 タラップ式非常ハシゴを考案

 客が出入りに使用している。

 ガラス屋の倉庫はビルの屋上。滑車にロープで椅子を釣り上げる。

 太陽のとどかない家は、３枚の鏡で太陽光を反射させる。

 鏡をモップで拭く、縁側で編み物する主婦。

 

 繁栄のかげに 世相 経済大国日本。その陰の零細企業の 高層ビル、回転ドアから出てくるサラリーマン

 人たちとメーデーを描く。 零細企業の一つ、共伸精機製作所、部品を造る作業

 陳情団（米価）が幅をきかす 

 大企業のレクリエーション大会

 共伸、将棋さす４人 社長の声「賃上げなんてとてもとても」

 メーデーの行進「春闘なんて大企業のもんだ」

 共伸と遊園地の乗り物のフラッシュバック

 「我々の力あってこそ大きな会社は栄える。」

毎日ニュース№８５８  1971.5.12 母はつよくたくましく スポーツ 家庭婦人バレーボール大会の東京予選 主婦の着替え風景。

 バレーバール 元気なお母さんたち。 家庭婦人バレーボール大会東京予選。

 パパと子供の声援をうけて入場

 試合にハッスル

 まとわりつく子供を背負う主婦

 試合、ころぶ

 写真とるパパ

 
 スガモは消える 世相・歴史 巣鴨プリズンとして戦犯を収容していた。 巣鴨の東京拘置所の建物、内部

 建物 東京拘置所はこのほど小菅に移転した 東条元首相らの処刑場所、東京裁判の写真

 歴史を語る拘置所の映像。 便所、風呂、板の落書き

 大学紛争の写真（紛争学生も拘置されていた）

 室内、面会所

 体操場、廃屋となった建物。

毎日ニュース№８５９  1971.5.19 技能五輪めざして 世相 第２０回技能五輪国際大会日本代表を 第９回技能五輪全国大会、開会式

 決める第９回全国大会の模様。 競技、工場電気設備

 施盤、フライス盤

 機械組立

 審判の目、製図に取り組む女性

 ノミ、ノコギリをふるう建設工

 溶接工

 配管に腕を競う若者

 教育
 ジョッキーの卵たち スポーツ 日本中央競馬会の長期騎手講習会。 世田谷の馬事公苑

 競馬 中学卒業まで２年間騎手教育をうける。 騎手講習会、厩舎の掃除、わら干し

 体重測定、食事、少年の声「トーストを１枚にして体重を調節する」

 朝礼乗馬訓練

 馬に乗るのが一苦労

 教官の厳しい声

 休み時間に教官と腕相撲

 馬の手入れ、声「一流の騎手になって母さんに孝行したい」

毎日ニュース№８６０ 1971.5.26 チョンマゲ礼賛 世相 床屋の磯部さんは、７年前、前頭部が 磯部さんがチョンマゲ姿で毎日新聞を配達して回る。

 薄くなりチョンマゲを結ってみたら大評判 子供にチョンマゲをさわらせる磯部さん

 奥さんにチョンマゲ結いをさせる磯部さん、パチンコをしながら

 床屋、サインの色紙、若者とヘアスタイルを語る

 チョンマゲ族からの便りを見る磯部さん

 
 姉弟四人の学校 教育 北海道襟裳町立苫別分校。 苫別分校へ 姉弟４人が通学

 先生２人、生徒４人の学校。 襟裳岬の苫別分校にはいる４人

 薪をストーブにくべる

 斉藤先生（男）と勉強、久美、司

 坂田先生（女）の担当、幸代、絵を描く、忠行コンパス

 幸代 絵を斉藤先生に見せる

 全員で体操、飛び箱

 花いじり、サラダづくり、校外でパーティ

 全員で遊ぶ

毎日ニュース№８６１ 1971.6.2 芸術とは？ 文化・芸術 ベルギー超芸術主義の芸術家ルネ・ 東京近代美術展でのルネ・マグリット展。

 マグリット展、現代日本美術展の芸術２題 幻想的な絵の数々。

 都美術館での第１０回現代日本美術展。

 奇妙な素材の作品群。

 ゴムを干す、客の写真をとるのも作品のうち。

 寺田武弘「樹・人」、丸太を鋸で輪切りにするのが美術作品

 
 遠くなった海 漁業・世相 千葉県浦安のベカ舟が、京葉臨海地帯 浦安のベカ舟が運河に保留

 の拡張で昭和５０年には消える。 貝をとる漁民

 京葉臨海地帯の拡張工事

 網をつくろう漁民

 異常繁殖の赤虫取り

 金魚すくいする子供達

 貝とりのベカ舟が運河をゆく

 貝をトラックへ積みかえ

 貝むき（埋立補償一人８５０万円）

 拡張工事、漁民、トラックのフラッシュバック

 ベカ舟と漁民

 

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース№８６２  1971.6.9 ムツゴロウらの無人島記 世相・人物 畑正憲さんことムツゴロウ一家が、北海道 厚岸の無人島

 厚岸郡の無人島“険暮帰”に移住して２ヶ月 畑正憲さんことムツゴロウ。畑仕事

 奥さんが野菜をつまんで洗う。

 船で子供が引越ししてくる

 一家三人の団欒

 畑さん読書

 一家で海藻を拾う

 畑さんがヒグマのドンベエと遊ぶ

 畑さんと娘さん、馬の親子

 
 尾瀬を守る 自然 早春の花の季節を迎えた群馬県 尾瀬が原の水芭蕉、大勢のハイカー、山小屋の賑わい

 尾瀬が原を守る保護管理員の活躍 保護管理員の星野さんが木道を調査

 湿原に入っているハイカーに注意する

 叱られる無法者

 中に入って写真とる男

 名札をたてる３人

 棚づくり

 木道づくり

 木道で昼寝するハイカーたち

 一服して、星野さんらパトロール

 
 

毎日ニュースNo８６３ 1971.6.16  ヒカルイマイに栄冠  スポーツ  第３８回日本ダービーは東西の精鋭２８頭  日本ダービー、スタート。

 －日本ダービー－　  競馬 が勢ぞろい。関西馬ヒカルイマイが制覇。  ゴール直前にヒカルイマイが抜け出す。

  ヒカルイマイ優勝。２冠馬に。

 
  ある漁師町の政争  世相  茨城県那珂湊市。ガードマンの臨時職員  那珂湊市の漁港。魚の陸揚げ。

  選挙 雇用問題に端を発した市長選の攻防。  那珂湊駅前。リコール派の呼びかけ「今はバ

  カみなとと呼ばれている」

  選挙管理委員会。リコール署名1/3 以上に。

  薄井市長派のビラ張り。「反感分子のしわざ

  だ」

  薄井市長の演説。狭い漁師町を車が移動して

  まわる。

  街角で訴えるリコール派。

  市民（インタビュー）は困惑の表情。

  薄井市長の選挙カー。審判は６／２０だ。

毎日ニュースNo８６４ 1971.6.23  沖縄  政治  ６月１７日の沖縄返還協定調印式を中心に  沖縄の基地。軍用機飛び、トラック走る。

  外交 み た沖縄の現状。  首相官邸の沖縄返還協定調印式場。

  調印阻止のデモ。

  （米側）調印式場へ愛知外相到着。

  マイヤー駐日米大使、佐藤総理式場へ。

  激しい反対デモ。

  （米側）ロジャース国務、愛知外相が着席。

  車炎上。

  毛筆でサインする愛知外相。（佐藤総理の声

  流れる。）

  日米中継画面。署名するロジャースと愛知。

  万歳する南方同胞援護会。仲吉良光氏の顔。

  署名するマイヤー大使。

  愛知外相、協定書を交換。

  デモ。ガス弾打つ機動隊。

  挨拶する佐藤総理とデモ隊のフラッシュ。

  沖縄米軍基地の訓練風景。

  佐藤総理の音頭で一同乾杯。

  米施政権下の沖縄の生活。

  米軍機飛ぶ。修理工場。ネオンの看板。

  街、トラック、金網越しの子どもなど。

  佐藤総理の声「沖縄の皆さん、永い間ご苦労

  さまでした。」

  ニクソン大統領の声「今日この日をつよく誇

  りにする」

毎日ニュースNo８６５  1971.6.30  ツユのあい間  季節  夏の盛りを前に海はもう若者達の世界。  ヨット遊びの若者達。

  若者  夜明けを海岸で過ごす若者。ビキニ女性。

  ヨットを巧みに操る。

 
  東海自然歩道  自然  厚生省が工事を進めている東海自然歩道。  東海自然歩道の高尾をハイカーがくる。

  行楽  東京高尾から大阪箕面までカメラは歩く。  高尾－箕面1380キロの案内板。

  忍野村。洗濯、水車、田植えなど。

  四日市市。煙をはきだす工場。

  三上田上信楽県立公園の看板から歩道へ。

  信楽のまち。タヌキの置物。

  宇治川を逆上ると天ケ瀬ダム。

  京都の大原女。

  箕面お野生サル。案内図。ハイカー。

  箕面の山里。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

 

毎日ニュースNo８６６ 1971.7.7  タライで川下り  観光  静岡県伊東市の松川で恒例のタライ乗り競争  芸者さんのタライ乗り競争スタート。

  がおこなわれた。  しゃもじの櫂で掻きながら次々出発。

  転覆、衝突の珍プレー続出。

 
  ゴミに悩む  政治  荒川周辺はごみの山。７月１日環境問題の切  佐藤総理から辞令受ける山中貞則総務長官。

  環境  札、環境庁が発足。初代長官に山中貞則。  環境庁発足。山中初代長官の訓示。

  ごみ場で遊ぶ子ども。

  埼玉県インタビュー「厳しい処理基準であっ

  てほしい」

  ごみ山をブルドーザーで整地。

  荒川沿岸にごみ処理業者が大量に出現。

  朝霞警察の注意看板。ごみ燃える（埼玉）。

  板橋区公害課の注意看板。ごみ。

  女性「こちらにごみが全く入らなくなった。

  無認可の埼玉にみな行ってしまう」

  河川敷のごみの山。トラックが運ぶ。

  地元市長「罰金で済むような法律でなく、も

  っと厳しく」

  環境庁の看板かける山中長官「人間を守ると

  ころから出発する」

 

毎日ニュースNo８６７ 1971.7.14  海をきれいに  環境  海洋汚染の増大に海上保安庁は６月２１日か  海上保安庁の巡視艇「いそかぜ」。

  海洋  ら「海をきれいにする月間」で取締る。  海のごみ、工場排水。

  「海をきれいにする月間」キャンペーン・パ

  レード。

  船が行き交う。

  ヘリから違反船を巡視艇に通報。写真投下。

  写真を見て巡視艇が急行。

  違反船に指導。

 
  旅客機の事故から  事故  ７月３日札幌丘珠空港から函館へ向かった東  7.3 「ばんだい号」墜落。現場の供花。

  航空  亜国内航空が墜落し６８人死亡。  現場検証（七飯町横津岳山腹）。

  寺での合同葬。声「人災だ。操縦が乱暴」

  墜落現場の写真と実写。「副操縦士任せ。北

  海道の気象を甘く見ている」

  現場での遺体収容作業。

  柩。遺族の不満の声。

  ローカル空港。函館空港の管制。

  東亜国内航空機「あわじ号」がオーバーラン

  事故。

  空港工事、管制塔工事。

  ローカル空港。牧場の近く牛と並ぶ飛行機。

 

毎日ニュースNo８６８ 1971.7.21  夢の球宴  スポーツ  オールスターゲーム第１戦。セ・リーグ先発  オールスターゲーム第１戦。花束。

 #NAME?  野球  の江夏は投打の活躍でワンマンショー。  パ・リーグ米田投手の子ヒロシ君始球式。

  米田投げ、王打つ。

  セ・リーグの江夏は３回まで９連続３振。

  ２回、江夏３ランホーマー。

  パの大沢投げ、長嶋３塁ゴロ。

  パの張本、ショートライナーでセのノーヒッ トノーラン。

 
 
  “ナニワ節”北をゆく  芸能  浪曲師たちの北海道巡業を描く。  浪曲師の巡業バスがゆく。

  伝統  静内町の浪曲ポスター。

  バスから下りる浪曲師。

  楽屋で休憩。三味線調整、化粧など準備。

  身支度して、さあ舞台（春日井梅鶯）。

  バスの中。車窓よりＳＬ、牛牧場。

  食事の一行へ新弟子志願あり。

  ラーメンすする浪曲師たち。

  浪曲名人大会に会場いっぱいの聴衆。

  終わると次の会場へ車で移動。

  バスに乗る一行。

 
 

毎日ニュースNo８６９ 1971.7.28  暑球　  スポーツ  第４２回都市対抗は３２チームが勢ぞろい。  開会式。美濃部都知事が始球。

 ー第４２回都市対抗ー  野球  応援合戦を中心に描く。  大昭和対電電の試合と応援のフラッシュ。

  ホットパンツに、チビッ子ラッパ手。

 
  プール繁盛記  季節  真夏。汚れた海に背を向けて大小様々なプー  校庭をプールに見立てポンプ車のシャワー。

  世相  ルが各地に誕生。  その中でどじょうすくいする子どもたち。

  デパートでは紫外線ランプで日焼けするサン

  ルーム。

  ビルの屋上のスカイプール。

  プールサイド。

  上尾の水上公園。波乗り、滑り台。

  但し料金所、ロッカールーム、食べ物屋で金

  がかかる。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースＮｏ８７０ 1971.8.4 自衛隊機民間機に衝突 事故
 全日空機162人死亡 航空
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７１ 1971.8.11 世界の少年の祭典　 世相
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ヒロシマ 世相
 祭事
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７２ 1971.8.18 いい湯だゾウ 動物
 
 
 
 
 
 荒れる奥多摩 世相
 林業
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７３ 1971.8.25 ふるさとの祭り 祭事
 芸能
 
 
 
 
 
 
 
 観光ブームの中、歌謡曲"知床旅情”の
 "知床旅情”の決算 世相 ヒットで知床半島は観光客で大賑わい。
 観光
 
 
 
 
 
 
 

 
知床の海に立った"知床旅情”の歌碑。
観光客が次から次へと来る。
知床五湖めぐりのバス、乗り込む、バスの中、ハイカー。
漁師町、バスの観光客。
男インタビュー「知床はひとつ」。
歌碑を見る観光客。ウトロ、斜里の本家争いも休戦。
ウトロの民宿、食事。
カニ族がバスのモーテル（250円）で寝る。
カムイワッカの露天風呂に入る男達。観光船に乗る。

 
青森から沖縄まで郷土色豊かな日本の伝統芸能「日
本の祭り」が明治神宮外苑で行われた。

 
明治神宮外苑で日本の祭り。
石川県の御陣乗太鼓、金魚すくい、看板。
沖縄の鳩間節。
青森のねぶた祭り。 秋田のなまはげ。
長崎の竜踊り。
茨城の綱火。
徳島の阿波踊り

 
8月6日、26回目の原爆記念日に佐藤首相は現職首
相として初めて式典に出席。

 
広島の町、原爆の時の写真をフラッシュバック。
新左翼系の首相出席阻止の波状デモ。佐藤総理が広島駅下車。デ
モ隊、逮捕者。佐藤首相が車に乗る。
式典、佐藤首相出席。
被爆2世の少女が自宅で書く、写真、花を持って墓へ向う。
佐藤首相が慰霊碑に献花。少女が墓に水。「あなたを怒りを持って迎
える」 佐藤首相に飛びかかろうとした女性をボディガードが運ぶ。
平和の碑、線香、男の逮捕者、雨と佐藤総理。
「安らかに眠ってください」献花する人々。
普通の平和記念公園。原爆ドーム、少女の像、ハト、路地、原爆患
者、千羽鶴。佐藤総理の声「被爆者の福祉の増進をはかる」

 
北海道長万部町の二股温泉で湯治するインド象の花
子さん。信田さんの看護で回復する。

 
インド象の花子をトラックに乗せて二股温泉に向う。
ゾウが鼻で温泉の湯を吸い上げてふりかける。
信田さんエサを刈る、湯ノ花を取ってゾウに擦り付ける。
夜の見回り。靴をつける。
ゾウが立ち上げる。喜ぶ信田さん。

 
世界のボーイスカウトの祭典。日本では初めての大
会に

 
朝霧高原に世界ジャンボリー大会のテント村。ボーイスカウトが食事
作り。団員達が集まってくる。皇太子ご夫妻がボーイスカウト達を激
励。   各国のスカウトが特技を披露。イラン隊員歌う。ナイジェリアは
踊り。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　ニュージーランドは
マオリ族の踊りを披露。皆が踊るあちこちで交歓会。

 
東京奥多摩は林業の町。だが輸入材に押されて、林
業は不振。人は去り、山は荒れ始めている。

 
奥多摩のハイカー。
川遊び。
杉林、切りだし風景。
絹笠地区の廃屋、離村。
セメント会社の採掘現場、車、ハイカーが谷川で遊ぶ。
山の守り手、タケダキンゾウさん三の木戸へ向う。
奥多摩町長インタビュー。
キャンプファイヤーの若者。
老人、サトイモ畑から沢を見る。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースＮｏ８７４ 1971.9.1 全日空機遭難者の 事故
            合同慰霊式
 
 
 
 
 
 
 開発を待つ陸中海岸 世相
 開発
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７５ 1971.9.8 拝啓　秋です 世相
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７６ 1971.9.15 アイデアで乗りきろう 世相
 
 
 
 
 
 
 山下清の世界 世相
 人物
 芸術
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７７ 1971.9.22 ‶青年の船″ 政治
 東南アジアへ
 
 
 
 
 
 
 大詰めにきた新国際空港 交通
 －成田－ 建設
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
岩手県の宮古市北の地域に鉄道と国道45号線が通
ることになりました。

 
リアス式海岸にさわぐ海島たち。
田老町の漁民のコンブ干し。
漁港で鈴木善幸代議士に陳情する漁民達。
国道45号線と鉄道工事。
田老町長「受け入れたほうがいいような気もするが」
鉄道工事、リアス式海岸の荒浪。
田野畑村長インタビュー「都市部への接近が出てくるので過疎化に歯
止めが」
ウニ漁、ウニのカラムキ。観光客がウニを食べて船に乗る。
美しい北山崎の断崖。

 
十勝川のアキアジ漁。
プレス工場、インタビュー「かえって薬になるんじゃないかってね」
自動車の玩具組み立て作業をする女工員。
地震避難訓練、集合、歩く、放水。
美濃部都知事視察。女性の声「渋滞する車は火の帯になる」
防災用具展示、消火器、ナワ、梯子、マスク。
オランウータンの赤ちゃんにミルク。
世界フェザー級チャンピオン西城対ゴメス、2回、5回に西城ダウン。
合気道する女性「まあ美容体操のつもりで」
かつらでめかす女性達。
宝くじを買う人。「この際カアちゃんと別れよう」の垂れ幕。
銀行の電話口、電話で当選者に答える女性。
禅寺で座禅「欲を持ってはいけない」
交通整理のお巡りさんが踊るように車をさばく。鈴なりの見物人。

ドルショックの日本の秋。様々な世相を各方面から伝
える

 
明治百年記念で始まった第5回青年の船の結団式と
出港風景

 
第5回青年の船結団式。
佐藤総理の激励、団旗を渡す。
山中総務長官の激励。応える若い女性団員。
晴海ふ頭で松本さんが団員を代表して挨拶。
出港セレモニー。
さくら丸に乗り込む団員達、紙テープ飛ぶ。
東南アジアへ向うさくら丸。

 
成田市三里塚の新国際空港敷地内の反対派拠点に
対する第2次強制代執行。

 
新東京国際空港。砦のような反対派の団結小屋。
第2次強制執行の警官隊。公団側に来て代執行を読み上げる。
団結小屋。駒井野、天浪。機動隊の放水。
反対派の投石、火炎瓶、警察車が炎上。
パワーショベルで小屋を潰す公団側。
反対派との激しい攻防、動隊突入。
祈る女性、なだれ込む機動隊。
砦の中の子供の姿。
支援学生が火炎ビンを警官隊に投げる。攻防。
3警官殺さる。駒井野団結小屋が落ちる。
見晴台倒される。
農民放送塔が落ちる。
泣き崩れる農婦。
空港予定地全景の空撮。

 
7月30日岩手県雫石町の上空で自衛隊機と全日空機
の衝突、162柱の式。

 
雫石の空中衝突犠牲者の合同慰霊祭に集まる遺族。
西村防衛庁長官着席。
丹羽運輸大臣の慰霊の辞。
佐藤総理の辞「安全対策に全力を傾ける」
雫石の全日空ボーイング727型機の残骸。
合同慰霊祭佐藤総理の献花。
献花の列。

 
山下清は昭和46年7月12日、脳溢血で49歳で亡く
なった。遺作展を中心に人物を描く

 
山下清死去。
山下清遺作展、作品と人々。
精神薄弱施設「八幡学園」。
思い出を語る職員インタビュー「孤独の中に何か感じていた」
作品と山下、園児の食事、貼り絵する園児。
インタビュー「放浪には悩まされた」
遺作展、想い出を語る職員インタビュー「放浪が治ったら一軒の家で
絵を描こうと思うとはがきをよこした」
山下の写真、園児が貼り絵。
遺作展会場でインタビュー「彼と話しているとどちらが馬鹿かなあと思
う」
皿。
俳優小林桂樹インタビュー「一瞬自分が死んだような気がした」
航空自衛隊で山下清が制服を着て敬礼。
遺作展。東海道五十三次の作品。
死後のアトリエ、本、服、五十三次の作品、｢花火」の画
貼り絵をする子供。

 
長髪族の増加で苦難の時代の床屋さん。アイデア商
法で乗り切ろうと頑張る。

 
マッサージ装置を取り入れた床屋。
客の頭，背をゆすりまくる。
新橋の早くて安い床屋さん。17分で１丁あがり。
浜松町の｢進取の気象」女性の美容室。
銀座では男性専科の美容室。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースＮｏ８７８ 1971.9.29 天皇皇后両陛下 皇室
            ご訪欧の途に
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８７９ 1971.10.6 皇室
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースＮｏ８８０ 1971.10.12 宮崎で「一日内閣」 政治
 
 
 
 
 
 
 皇室
 
 
 
 
 
 
 
 
 

毎日ニュースNo８８１ 1971.10.2  両陛下元気にご帰国  皇室  両陛下は１０月１４日ご訪欧から帰国された  お召し機羽田着。両陛下ご訪欧よりご帰国。

 ヨーロッパご訪問の旅  外交  。オランダ、スイス、ドイツでのご様子。  タラップ降りる両陛下。
  オランダ、スキポール空港ご到着。
  街全景。抗議のプラカードを胸に吊るす男。
  アムステルダム動物園へ。カバ、ジュゴン。
  ホテルで在留邦人とご会見。
  反日抗議のなか、お車通りすぎる。
  スイスのレマン湖へドライブ。
  ホテルで一休み。庭からレマン湖をご覧。
  ヨーデルの歓迎を聞く。
  西ドイツ、ケルン・ボン空港ご着。閲兵。
  コシュニック大統領代行主催の晩餐会へ。
  ライン川船着場で少年少女のダンスをご覧。
  ローレライ号でライン下り。
  古城、ローレライに日の丸。
  お車が首相官邸へ。
  ブラント首相夫妻、両陛下手を振られる（午さん会）。
 
  ケルン・ボン空港をご出発。
  両陛下、ご帰国。皇族方にご挨拶。
  陛下の帰国の御言葉。
 

毎日ニュースNo８８２ 1971.10.27  平安彫刻一堂に  文化  平安時代の仏像、神像、仮面など約１４０点  陳列された平安仏教美術を代表する彫刻。
 －東京国立博物館－　  仏教  の彫刻展が開かれた。  福島県ホウヨウ寺の金剛力士立像。
  高さ５ｍを越す馬頭観音立像。
  秘仏も展示。
 
  こども預かります  世相  最近の奥様族は忙しい。そこで赤ちゃんを預  赤ちゃんのホテルへ車で預けにくる主婦達。
  子ども  かるサービスが各地に登場した。  ホテル。寝かす、遊ぶ、哺乳、食事などの世
  話する女性。
  ハタ・ボウリングセンターはマイクロバスで
  母子を迎える。
  子どもは保育サービス。母はボウリング。
  キャバレー・ハワイのホステスが子どもを私
  設保育園に預ける。
  働くホステス母。
  そのころ私設保育園では食事、寝る子。
 

 
両陛下ヨーロッパの旅
ーパリ・ロンドンー

 
両陛下のご訪欧。今回はフランスとイギリスをご訪問
のもよう。

 
両陛下はヨーロッパ７カ国を親善訪問するため、９月
２７日から羽田空港を出発された。

 
日本航空格納庫でお召機の整備、手回り品の積み込み。
厳重な検問（羽田周辺）。
天皇訪欧決死阻止のデモ。
両陛下、皇居表御座所をご出発。
お見送りの皇太子ご夫妻はじめ皇族方（羽田）。
お見送りの旗が振られる中、両陛下お車が着く。
貴賓室に向かわれる。
両陛下が訪問国の駐日大使らに挨拶。
お立ち台に立つ両陛下。
佐藤総理の挨拶。
陛下のお言葉（声）「只今からヨーロッパ諸国訪問に出発します」
両陛下が皇族方に挨拶してタラップへ。
お召し機飛び立つ。

 
両陛下ご訪欧のうち、アラスカ、デンマーク、ベル
ギーご訪問のもよう。

 
両陛下、アンカレッジにご到着、ニクソン大統領夫妻出迎え。
歓迎式、ニクソン挨拶。
天皇陛下答礼のお言葉。
ニクソン大統領夫妻とご会見。
デンマーク、コペンハーゲンの両陛下。
人魚姫の像をご覧。
クロンボー城の庭を散策。
秋の居城でフレデリック国王夫妻と庭を散策。
皇居では皇太子殿下が告示行為代行。書類に印と署名。
ブリュッセル空港にご到着、ボードワン国王夫妻の出迎え、閲兵。
無名戦士の墓に献花。
パレード、グラン・プラスは歓迎の人波。
市庁舎のバルコニーからギルドの旗の妙技を御覧。民族舞踊オメガ
ングを御覧。
フランドリア号に乗船。
アントワープ市で下船されてお車で市内へ。

特集　両陛下ヨーロッパ
の旅

両陛下、パリのオルリー空港にご到着。
エッフェル塔、ＴＩＭＥの表紙に陛下の写真。
エリゼー宮にご到着。　両陛下ポンピドゥー大統領夫妻と握手。
モンマルトルの丘のサクレクール寺院。
ルーブル美術館でミロのヴィーナスを御覧。
フォンテンブローで池の白鳥にエサを与えられる両陛下。
両陛下は英国ビクトリア駅にご到着、エリザベス女王御夫妻と握手。
馬車パレード、バッキンガム宮殿へ入る。
ウェストミンスター寺院の無名戦士の墓へ献花。アボット主祭長の案
内。
陛下が杉の若木を記念植樹。
パンダを御覧になる両陛下。

 
政府が年に一度、地方で催す国政に関する公聴会
「一日内閣」。今年は宮崎市

 
宮崎市の風景。
「一日内閣」（市民会館）。
佐藤総理席へ、そして挨拶。
山川ソウテツさん発言、屋良琉球政府主席聞く。
山中総務長官の答弁、女性の発言。
大石環境庁長官答弁。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースNo８８３ 1971.11.4  自衛隊２１歳の観閲式  自衛隊  自衛隊記念日恒例の観閲式。  千駄ヶ谷で行われた自衛隊観閲式。
  政治  佐藤総理、西村、船田ら出席。
  佐藤総理の祝辞。
  栄誉礼受ける佐藤総理。
  陸自音楽隊を先頭にパレード。
  ３自衛隊行進。オートバイ、戦車、機械化部
  隊、ミサイル……
 
  食べ物屋繁盛記  世相  安くて旨い店は口コミで広がる。作家・深沢  マクドナルド・ハンバーガーショップ前で立
  食物  七郎さんの今川焼きもその一つ。  ち食いの女性たち。
  人物  ハンバーガー焼く、店内、外で食べる。
  サラダ専門店の階段に行列つくる女性たち。
  大盛りサラダをむしゃむしゃ食べる。
  52種類のドーナツ専門店。
  女性群に混じっておじさん一人黙々と。
  今川焼「夢屋」に買物籠下げて主婦並ぶ。
  深沢七郎が焼いている。「１個でも２個でも
  買えるのがいい」
  深沢が主婦、女学生に売る。食べる学生。
  深沢「おーい奥さん、まんじゅう忘れたよ」
 
 

毎日ニュースNo８８４ 1971.11.1  サラブレッドは  商法  競馬ブームに乗って北海道日高のサラブレッ  世は競馬ブーム。
 デパートで  世相  ド２１頭をデパートが販売。  競走馬を売り出したデパート。
  即売会で引き馬を見る客たち。
  客の真剣なまなざし。契約する人。
  売り馬と客。
 
  最後の開拓軌道  交通  北海道の根釧原野を走る浜中町営の軽便鉄道  根釧原野の牛牧場。
  鉄道  が歌登、別海、標茶に次いで廃線に。  浜中町営の軽便鉄道が西円と茶内間を走る。
  牛乳を積む。輸送、ポイント切替え、また牛
  乳積む。
  工場で缶おろす。工場の中。
  中学生たちが乗ってくる（無料）。
  茶内で学生たちが降り、学校へ向かう。
  大人たちが乗り込む。切符切り（６０円）。
  乗客一人。牛牧場見ながら走る鉄道。
  マイカー利用の農婦。
  学生たち、車内を掃除。
  寂しげに走る軌道車。
 

毎日ニュースNo８８５ 1971.11.17  ポルノ時代  世相  ポルノ解禁の噂のなかで羽田税関、警視庁、  羽田空港。
  風俗  映倫、ポルノショップの攻防戦。  羽田税関、原総括係長にインタビュー「ポル
  ノだけ目をつけてるわけじゃない」
  旅行者、税関、ポルノ本。
  ポルノ雑誌店の繁盛ぶり。
  ピンクのデパートの大坪さん「セックスを解
  放しろと騒ぐと政府はムキになる」
  ポルノ館の蝋人形。サディストの拷問などの
  生々しさ。
  警視庁保安第１課、中村課長「一部の業者で
  国民全体の声じゃない。外国の水準に達して
  いない」
  証拠品の本の山。
  映倫管理委員会「苦肉の策でケミカル処理を
  やっている」
  映倫事務所の内部。台本チェック、許可印。
  ポルノ喫茶オープン。１インチビデオ画面。
  女性用のバーでショーやる男。
  高校の先生にインタビュー「性教育の受け止
  め方に大きな開きがある」
  フラッシュバックで、羽田で荷物受け取る、
  ポルノ、老人。
 

毎日ニュースNo８８６ 1971.11.24  ゴヤ展開幕  美術  スペインの画家フランシスコ・ゴヤの名作を  ゴヤ展。高松宮さまテープカット。
  文化  日本で初めて紹介する。  田中香苗・毎日新聞会長の挨拶。
  作品「竹馬」。見る今日出海。
  「着衣のマジャ」「裸のマハ」
 
  マットの上の青春  スポーツ  赤城マリ子、１７歳、１ｍ50、49kg。女子プ  都内を歩く赤城マリ子。
  プロレス  ロレスラー全日本軽量級チャンピオン。  靴を履く。化粧すれば女子プロレスラー。
  激しいレスリングの試合。喜ぶ観衆。
  赤城マリ子の試合。
  レスリングの練習。
  地方巡業の予定表。
  マリ子、犬のぬいぐるみを抱く。
  登場してマント脱ぐ赤城。
  悪役との試合。必殺技で赤城勝利。
 

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースNo８８７ 1971.12.1  三島一周忌  法事  三島事件から一年の１１月２５日、第２回憂  市ヶ谷自衛隊のバルコニーで檄とばす三島。
  事件  国忌が行われた。  総監室、楯の会の写真。
  人物  街頭で演説する赤尾敏。
  出入りをチェックする自衛隊。
  第２回憂国忌。三島由紀夫追悼の夕べ。
  神職、空手、剣道。壇上の五味康祐。
  献花する人々。生前の三島の姿。
 
  女性だけの・・・  世相  女性上位のご時世、銀行、ホストクラブ、マ  夜の銀座の銀行はホテルのロビーなみ。
  女性  ージャンなど遊ぶ婦人が増えている。  大金をバッグに夜の街へくりだす女。
  ホストクラブで遊ぶ女性。
  マージャンする女性。麻雀教室は大繁盛。
 

毎日ニュースNo８８８ 1971.12.8  赤字線を守る  交通  鳥取と東津山を走る赤字線、国鉄因美線の４  ローカル色豊かな因美線。
  世相  つの駅を農協が引取り民間駅長が誕生した。  茅葺屋根の農家前を走る、トンネルくぐる。
  土師駅に電車くる。
  土師サービス・ステーションと改名した駅。
  今は農協の経営だ。
  吉田名誉駅長。食事、電車見送る。
  吉田さんの本職は住職。農家を訪問。
  因幡社駅で切符を売る。雑貨も売る。
  下田さんの本職は理容師。子どもの散髪。
  因幡社駅に荷物持ってくるおばさん。
  ポイント係の職員が一人運行をみる。
  下田さんはお客さんの散髪。
  下田さんが伝票整理して一休み。
  那岐駅。老人が待ち、電車来る。
  山陽新幹線の線路、バイパスの車道。
  因美線の駅舎。
 

毎日ニュースNo８８９ 1971.12.15  師走  季節  今年も師走。公務員のボーナス、デパート、  師走。公務員のボーナス支給。
  世相  特別警戒、手相、不景気風が吹く。  デパートの朝礼。売場。100 億円の売上金。
  警視庁の特別警戒。酔っぱらい保護。
  鉄道公安員の警備。酔っぱらい起こす。終電
  車見送る。
  新宿から青梅まで４３キロを歩こうと出発。
  歩く大勢のマスク姿。
  手相見に集まる女性たち。「お嬢さんは金遣
  いが荒い」
  町工場、玩具の自動車の組み立て。
 

毎日ニュースNo８９０ 1971.12.22  ただいま桜は満開  季節  群馬県鬼石町の桜山。国定天然記念物の寒桜  鬼石町の桜山。
  トピックス  が満開で花見客で大賑わい。  寒桜の花見に観光客が集まる。
  おでん屋の出店、おにぎり坊や、写真とる父
  など、寒桜の下で憩う人々。
 
  郵便ラッシュに備えて  年賀  １５日から全国の郵便局で年賀はがきの受付  年賀はがきの受付。広瀬郵政相が視察。
  トピックス  が始まり、大臣が視察した。  手で種分け。機械による消印押捺。
  職員大勢で積込み。
 
  サッポロは招く  五輪  来年の冬季オリンピックを前に札幌市は五輪  五輪ムードの札幌の街。
  スポーツ  ムードいっぱい。  地下街に噴水がおどる。
  狸小路商店街のにぎわい。
  手稲山の大回転競技場の雪を自衛隊員が踏み
  固める。
  宮の森ジャンプ場でも自衛隊員が雪の張りつ
  け作業。
  アイスアリーナの建物。
  スピード・スケート場で氷のコンディション
  調整。
  子どもたちがスケート楽しむ。
  出来上がった選手村の建物、その全景。
 

毎日ニュースNo８９１ 1971.12.29  湯気のたつ町  世相  兵庫県美方郡温泉町。町名のごとく炭酸泉を  街中に湯気が立つ兵庫県美方郡温泉町。
  温泉  噴き出し町中湯に包まれている。  中央の川の横で洗濯風景。
  湯が吹き上げる湯元。
  松葉ガニや貝をゆがく。
  街中に温泉のパイプが張り巡らされている。
  家庭の台所にはお湯。
  湯をはったタライで子どもが入浴。
  別の家庭ではマイホーム温泉風呂。
  牛も湯に浸かってご機嫌。
  床屋も温泉の湯でシャンプー。
  湯村温泉病院では温泉療法でリハビリ。
  共同浴場の豊富な湯。

 湯の川で洗濯する女性たち。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

1972
毎日ニュース第８９２号 昭和47年  天皇家の初春  皇室 新春におそろいの天皇ご一家。  陛下７１歳、皇后６９歳。ご一家団欒。

1.5 今年陛下７１歳、皇后６９歳、  本をご覧の皇太子と浩宮。
紀宮さま３歳に。  吹上御所の庭。紀宮を抱く浩宮。

 鯉をご覧のご一家。

 わが世の春  動物 ネズミ捕り専門業者がいれば、  ネズミの表情。

 世相 ネズミ研究の博士もいる。  飲み屋で遊ぶネズミ。
今年ネズミ年あれこれ。  ネズミ捕り業者がネズミ追う。

 ネズミの研究所。

 農林省林業試験場の宇田川博士あるく。

 研究する宇田川博士「江戸中期以前はヨメ、

 オフクと呼んで可愛がられた。ネズミの嫁入

 りはそこからきた」

 ネズミのグッズ。ネズミ姿の車。

毎日ニュース第８９３号 1972  オリンピック序曲  五輪 札幌オリンピックまじか。  札幌オリンピック会場を空撮。

1.12  スポーツ ギリシャで採火式が行われ、  ギリシャで聖火の採火式。
選手も最後の練習に余念がない。  巫女役のモシュリューさんの手で反射鏡から

 採火。

 アポロンの火を運ぶ巫女たち。

 クーベルタン記念公園で儀式。

 第一走者に点火され、アテネ空港へ。

 東京・国立競技場で聖火到着式典。

 ブラスバンド。武田派遣団長から聖火が植村

 ＪＯＣ会長へ手渡される。

 聖火走者田中タカユキの手で聖火台に点火。

 聖火が山梨県富士吉田を通過。

 別のランナー。

 富士山をバックに走る。

 スキーアルペン競技の練習に励む富井。

 アルペン女子の沖津が練習。

 ジャンプ陣、笠谷幸生、菊地清二、藤沢。

 スピードスケートの練習。鈴木正樹、肥田隆

 行、鈴木恵一。

 女子フィギュアの山下一美。

毎日ニュース第８９４号 1972  ゲームの変わりダネ  遊戯 パラシュートを使った体操、スクァッシュ、  体育にパラシュートを取り入れる。

1.19 フィールド・アーチェリーなど新スポーツ。  横浜のスクァッシュ・クラブ。

 アーチェリー・クラブの真剣なまなざし。

 フィールド・アーチェリー。山野の的に矢を

 放つ。矢さがし、また矢を放つ。

 雨、泥んこの熱戦  スポーツ ラグビー日本一を決める第９回日本選手権。  日本選手権は早稲田対三菱自工京都。

－早大、ラグビー日本一－  ラグビー 早大が２年連続で日本一に。  前半戦、泥んこで早稲田リード。

 後半は、一進一退の攻防戦。

 三菱の逆点及ばず、早大再逆点で優勝。

毎日ニュース第８９５号 1972  おヘソに太陽を  健康 豊橋市の仔羊幼稚園では園児たちが  仔羊幼稚園の通園バス。降りる園児。

1.26  教育 真冬でもパンツ一枚の  教室で裸になり外へ飛び出す園児たち。
「はだか教育」を実践。  庭で準備体操。あとはやりたい放題。

 跳び箱、大玉を跳ぶ、ゴム輪を引っ張る…。

 滑り台、トランポリン。

 教室。裸のまま絵を書き、給食。

 土手を走るハダカッ子たち。

 自然を守る  環境 滋賀県の琵琶湖は汚染が進み、  琵琶湖の漁船が港に着く。
大石環境庁長官も環境保全を訴える。  水揚げ、小魚がすこし。

 シイタケ栽培に切り換えた杉本さん。

 杉本さんは水鳥のエサを持って県の監視員と

 船を出す。渡り鳥が水面にあそぶ。

 大石長官「鳥も虫も自然の要素だ」

 中学生が汚れた水を見にくる。

 県の水産試験場の水質検査。

 ボートで水鳥を観察する中学生たち。

 観察、記録する生物クラブ。
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

毎日ニュース第８９６号 1972  “雪と氷の祭典”迫る  スポーツ 札幌オリンピックの聖火は北海道にはいり、  聖火が雪のなかを走る。

2.2  五輪 各国の選手団も入村。  南、北、東のコース2400キロを走る聖火。

 スキーで走る。雪まつり会場の横を通る。

 雪まつり。五輪マーク入りの雪像。

 見物の外国人。

 真駒内ではスピードスケートの練習。肥田隆

 行、鈴木恵一、鈴木正樹。

 宮の森シャンツェでジャンプ練習する笠谷。

 手稲山でリュージュ練習は大高優子、渋谷。

 選手村。外国選手にサインをねだる子ども。

 パチンコする外国選手。

毎日ニュース第８９７号 1972  笠谷らメダル独占  スポーツ アジアで初の雪と氷の祭典・  開会式。選手団入場。

2.9 －７０メートル級純飛躍－　  五輪 第１１回冬季オリンピック札幌大会が  両陛下、ご覧。
開幕した。  日本選手団入場。旗手はマシコ・ミネユキ。

 天皇陛下、開会宣言。

 聖火入場。辻村いずみさん（札幌北高）。

 聖火最終ランナー、高田君。点火。

 鈴木恵一選手が宣誓。

 豆スケーターが五輪の風船を放す。

 真駒内。スピードスケート、男子500 に日本

 振るわず。

 西独エアハルト・ケラー、２連勝。

 〃1500　オランダ、アルト・シェンク優勝。

 恵庭岳。アルペン女子滑降。スイス、マリテ

 レーゼ・ナビス（17才）が女王に。

 宮の森。70ｍ純ジャンプ、今野２位、青地３

 位、笠谷優勝。

 喜ぶ３人。日の丸３本あがる。

毎日ニュース第８９８号 1972  さよなら！サッポロ  スポーツ 札幌オリンピック後半の競技と閉会式。  ９０ｍ級純ジャンプ。ポーランドのフォルト

2.17  五輪  ナが優勝。笠谷は失敗で７位。

 女子フィギュア。オーストリアのベアトリク

 ス・シューバが優勝。山下一美は１０位。

 男子回転。スペインのオチョアが優勝。

 閉会式。皇太子ご夫妻がご出席。

 ブランデージＩＯＣ会長が閉会を宣言。

 五輪旗下ろされる。「ＳＡＹＯＮＡＲＡ」の

 電光掲示板。

 選手団退場。マグヌセン（加）、ジャネット

 ・リン（米）の顔も。

 選手団がバスで帰国へ。サインをねだる子ど

 もたち。金網越しにサイン。

 空港から帰国する選手たち。

毎日ニュース第８９９号 1972  神、仏さまの季節  受験 受験シーズン。大阪府堺市の家原寺は  受験シーズンで家原寺（えばらじ) へお願いにく

2.23  世相 知慧文殊がご本尊。  る受験生たち。
いわばお寺の天神さまだ。  願いを書く、お堂の回りを歩く。

 「おびんずるん」の頭をなでる。

 文殊菩薩に祈る。住職の祈祷。

 おみくじに群がる。

 チョークで欄干に志望校を書く人。

 大空に舞う  スポーツ  女性スカイダイバー飯島るり子さん２２歳は  調布飛行場の一角。

 人物 ダイビングを始めて２年生。  飛び下りる練習の女性たち。

 飯島るり子さんがスカイダイビングの地上練

 習に励む。

 パラシュート背負って飛び立つ軽飛行機。

 母親と林のなかを散歩。

 生け花するるり子さん。

 降下。多摩丘陵を降下するパラシュート。

 着地するるり子。

 地上で走り込み。ダイブ練習。

毎日ニュース第９００号 1972  にわとり家族  動物 夜店で岩下さんに買われた鶏のトコちゃん。  岩下さんの背にニワトリが止まる。

3.2  トピックス 今は一人っ子として育てられている。  奥さんの背からテレビ見るトリ。

 奥さんの買物に一緒に行くトリ。

 ニワトリが玉子焼き食べ、ファンタ飲む。

 枕付きで寝かせてもらうニワトリ。
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

 泰子さん無事に救出  事件 連合赤軍が軽井沢の保養所・  浅間山荘の泰子さんに呼びかける肉親。

－軽井沢・連合赤軍事件－  赤軍 浅間山荘（河合楽器）に  連合赤軍が閉じ籠もった浅間山荘。
管理人の妻を人質に立てこもった。  管理人・牟田郁男さんの妻泰子さんの写真。

 長野県警機動隊が山荘を包囲してゆく。

 クレーン車で２トンの大鉄球で壁に衝撃。

 高圧放水。銃声が聞こえる。

 負傷者をタンカーで運ぶ。

 犠牲になった内田警視（写真）。

 負傷者搬送。犠牲の高見警視（写真）。

 催涙弾を撃つ。割れたガラス窓。

 山荘３階いちょうの間の乱雑。

 人質・牟田泰子さん救出のタンカー。泰子さ

 んの顔写真。

 逮捕された吉野雅邦、坂東国男、坂口弘ら。

毎日ニュース第９０１号 1972  火災にそなえて  火災  春の火災予防運動。消防団の訓練。  消防訓練。ハシゴ車きてビルへ。

3.8  予防  消火訓練。消火器で消す。放水。

 消防研究所で延焼実検。火柱が円筒を上昇。

 鈴木さんは職場の傍ら消防団で活躍。

 消防車に乗る。ホース担いで放水訓練。

 大場、花形に打ち勝つ  スポーツ  日本人同士の世界フライ級タイトルマッチ。  挑戦者、花形進。

－世界フライ級－　  拳闘  チャンピオン大場が判定勝ち。  チャンピオン、大場政夫。

 日大講堂でゴング。

 １５回、大場の判定勝ち（３度目の防衛）。

毎日ニュース第９０２号 1972  さっそうと騎馬警官  交通  警視庁の交通騎馬隊が６年ぶりに  警視庁交通騎馬隊の４頭。

3.15  動物 皇居前広場 にお目見え。  馬事公苑の厩舎から車に乗せられる。

 皇居前へ向かう馬。

 皇居前広場を警備。子供たちにさわられる。

 馬糞をチリトリで集める。

 交通整理もあざやかに。

 マイホームの道通し  住居  老朽住宅、カプセルマンションを逃げ  密集地帯を早稲田行きの都電がゆく。

 交通 出したが、ニュータウンは陸の孤島だった。  老朽アパート。路地。

 世相  カプセル・マンションの内部。タイプライタ

 ー、テープレコーダー、トイレが狭いところに

 ぎっしり。

 多摩ニュータウン。サラリーマンが走る。

 バス待ちの陸の孤島。

 建設省インタビュー。建設工事。

 奥武蔵高原の一角、日高町。水が出ない。

 日高町立高根小学校の校門。

 人のいない公園。畑のなかを電車がゆく。

毎日ニュース第９０３号 1972  沖縄復帰あと２か月  政治  沖縄返還協定の批准書交換式は  沖縄返還協定の批准書交換式。

3.22  外交  ３月１５日に行なわれた。  批准書交換調書に署名する福田外相とマイヤ

 沖縄  ー駐日大使。

 交換し、挨拶する福田とマイヤー。

 佐藤総理の音頭で沖縄特産の泡盛で乾杯。

 アメリカ側と日本側の握手。

 春の小豆島  季節 香川県小豆島にお遍路さんがくると  小豆島をお遍路さんがゆく。

 観光 もう春。過疎の島は観光で生きる。  過疎の港町。

 「二十四の瞳」前で記念撮影。

 廃校になった岬の分校。絵、机など。

 農村歌舞伎の稽古。

 舞台の写真、荒れた舞台。

 霊場巡拝の貸切りバスにお遍路さん乗る。

 砂ぼこりかぶる路傍の石仏。

 水かけてもらえる霊場の仏。

 土庄の港。フェリーボートでマイカーが島へ

 渡る。

 交通事故の車。

 愛の泉にコイン投げる観光客。

 サルの王国。歩く観光客。

 観光船「まや丸」から客降りる。
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

毎日ニュース第９０４号 1972  センバツ開幕  スポーツ  第４４回選抜高校野球大会。２７校、９日間  選手入場。日大三高、名護高ら２７校。

3.29  野球  の熱戦開幕。  日大三高の吉沢主将が優勝旗返還。

 山本大会会長挨拶。

 日大桜ケ丘・トキタ主将の宣誓。

 高見文相の始球式で、名護VS松江商業。

 ＳＬ商法  交通  蒸気機関車もあと２年で姿を消す。  蒸気機関車が走る。

 商法  依然人気のＳＬ商法。  霞が関ビル３６階でＳＬ模型が子供乗せて。

 ＳＬ  走るＳＬ。

 レストランでドイツ製ミニチュアのＳＬが飲

 物運ぶ。喜ぶ家族連れ。

 こちらＳＬ酒場。ＳＬ部品を店内に飾りつけ

 て。酔ったら寝台車へ。

 駅ビルの福引一等賞はＳＬで木曽路へ招待。

 公園に置かれたＤ５１は子供のお相手。

毎日ニュース第９０５号 1972  クレイのＫＯ不発  スポーツ  日本初のプロボクシング、ヘビー級ノンタイ  プラカード掲げ５回ＫＯを予告するクレイ。

4.5  拳闘  トル、クレイ対フォスターの１５回戦。  ゴング。クレイとフォスターの撃ち合い。

 ５Ｒも互角。

 15Ｒ。ノーガードで打たせるクレイ。

 クレイの判定勝ち。

 招かれザル客  世相  千葉県高宕山の天然記念物、  ニホンザルが茅葺き屋根に上り、屋根はボロボロ。

 動物  野生ザルの害に迷惑する地元の人たち。  家のなかに入り悪戯するサルたち。

 仏壇荒らす。障子はボロボロの無法ぶり。

 畳を拭くおばあさん。

 すべり台で遊ぶサル。公園で我が世の春。

 千葉県林務課長「餌付けしたのがまちがい」

 花を食い荒らす。木の枝を猿のように飛び回

 るサルたち。

 竹箒で追う農婦にサルは平気でシラミとり。

 電線に噛みつくサル。声「鉄砲もダメ。ほん

 とに憎らしい」

毎日ニュース第９０６号 1972  雨のプロ野球開幕  スポーツ  プロ野球ペナントレース、セ・パ両リーグ同  マウンドに勢揃いするロッテ、近鉄チーム。

4.12  野球  時に開幕。  パ・リーグ岡野会長の開幕宣言。

 チビッ子投手の始球式。

 鬼太鼓の応援団。

 近鉄先発は鈴木。

 ロッテ、アルトマンの２ランでロッテ先勝。

 チビッ子応援団。試合。

 「いらっしゃいませ」の電光板。

 長嶋のキャッチボール。

 川上監督、炭火をいじる。

 巨人対広島戦、雨で中止。

 ご進学の春  皇室  ４月８日、浩宮さまは学習院中等科、  学習院制服姿の浩宮、礼宮。

 　　－浩宮、礼宮さま－  教育  礼宮さまは初等科の１年生になられた。  庭散策のおふたり。

 礼宮さまが皇太子ご夫妻と学習院初等科へ。

 初等科の入学式。

 浩宮さまの学習院中等科入学式。

 参列する皇太子ご夫妻。

毎日ニュース第９０７号 1972  紀宮さま３歳に  皇室  紀宮さまは４月１８日満３歳のお誕生日を  東宮御所の庭で３歳の紀宮と美智子さま。

4.19  迎えられた。  花冠づくり。走る紀宮。

 和服姿の紀宮。ハサミで切り紙。

 順法闘争  国鉄  国鉄動労はマル生紛争にからむ  シグナルが鳴って電車停まる。

 交通  処分に抗議。  動労のＡＴＳ闘争に駅で待つ乗客。

 紛争 全国的無期限ＡＴＳ順法闘争に突入した。  山手線が新宿駅に到着。大混雑の電車。

 事故の写真。

 当局側「サボタージュだ」

 事故車両。

 中央執行委員長「サボと言われようと見込み

 運転はしない」

 組合集会、デモ。

 鶴見の貨物列車（貨物滞貨）。

 野菜市場のセリ。

 線路と乗客。
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

グアム島の元日本兵 グアム島の元日本兵横井庄一はグアム島から帰国後
毎日ニュースＮｏ９０８ 1972 横井さん故郷へ 人物 横井庄一さんが帰国後、 初めて病院より外出より外出。

4.26 世相 初めて外出し、皇居や靖国神社へ参拝 皇居広場で報道陣にもみくちゃ。　

二重橋、宮殿東庭で陛下の御座所に向かって最敬礼。

帰国報告「陛下様…」　

靖国神社の参拝、報道陣と野次馬でもみくちゃ。

木の上でカメラを構える男。病院で記者会見する横井さん

「もっと自由にしてほしい」と話した。

そして２５日に故郷名古屋へ帰った。

北海道円山動物園で雪かき、早くも鯉のぼり、

春の動物園 動物 家族連れ来る。オットセイ、象、オランウータン、キリン。

世相 上野動物園は開園９０周年を迎えて家族連れが入る。

クモザルの赤ちゃんは飼育係からミルクを飲ませてもらう。

マントヒヒの家族。
小ヤギ、象を囲む子どもたち。小ヤギ、象を囲む子どもたち。

バルコニーで山河に応える天皇陛下。
毎日ニュースＮｏ９０９ 1972 天皇さま７１歳に 皇室 陛下信任状捧呈式のようす。陛下、読書。

5.3 両陛下、皇居内で野鳥観察。

交通ゼネスト中の車庫。

交通 「スト決行中京王帝都労働組合」の張り紙。

労働 無人のホーム。職場集会、デモ学生と警官隊。

新宿駅は改札止め、電車に乗り込むラッシュ。

池袋駅前でトラックに乗り込むサラリーマン、

都営バスに行列。空撮、車の渋滞。　

日光街道も車の渋滞、人は歩く。

ゴールデンウィークの家族連れ歩く。
毎日ニュースＮｏ９１０ 1972 行楽シーズン 世相 高速道路の料金所。車渋滞。空撮、渋滞、子ども歩く。

5.1 行楽 観光地の駐車場は満員。モーターボート、

水上乗り物を漕ぐ。高速道路の走行。

高速道路のパトカー事故車、大混雑の高速道路の車。

テレビ時代劇、木枯らし紋次郎ブームに 上州無宿の木枯らし紋次郎の登場。観光協会の会議。

オラが町を観光名所に 世相 あやかろうと町の観光協会は知恵を絞る。 駐車場で客を迎える。パンフレット渡す。

観光 みやげ品を並べて売る。紋次郎まんじゅう、

飛ぶように売れる。紋次郎茶屋。通行手形売り。

毎日ニュースＮｏ９１１ 1972 沖縄、祖国に帰る 政治 沖縄が５月１５日祖国日本に復帰。 沖縄の街の風景。

5.18 沖縄 この日東京と那覇では日本政府主催の 陸軍病院第三外科職員の碑

式典が行われた 祭壇に山中総務長官が挨拶

屋良さん来る。英文のプレートはずす

「沖縄県庁」の石碑を少年が除幕

沖縄復帰記念式典（日本武道館）

佐藤総理の挨拶。街頭テレビを見る人々

戦闘機をバックに働く農民。軍トラックのタイヤ

佐藤総理、沖縄訪問

デモ、警官ともみ合う

沖縄主席公選で屋良朝苗氏当選

ゴザ事件の写真

沖縄返還協定調印

愛知外相とマイヤー大使

沖縄の海岸。国際通りを行き交う人々。ひめゆりの塔。
毎日ニュースＮｏ９１２ 1972 世がわりの島沖縄 政治 ５月１５日、沖縄返還により日本国民として 国際通りの米兵、街裏の廃屋。嘉手納の米軍空軍基地。

軍用地の農民（黙認の耕作地）。5.24 沖縄 の権利を回復したが、沖縄は課題山積

サッカーの王様、ブラジルのペレを

毎日ニュースＮｏ９１３ 1972 スポーツ 迎えての国際交歓サッカー。

5.31

ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニール）の ネズミを実験台にＰＣＢの研究。ＰＣＢの新聞記事。　

広がるＰＣＢ汚染 世相 汚染が全国的に広がっている。 コンデンサー工場から汚染水流れ出す。

健康 汚染された田、婦人、米。休耕田を見る農民。

カネミ油症の婦人。ＰＣＢの研究（東京都衛生所）、ネズミ。

ペレ、神技を披露
－国際サッカー－

サッカーの王様ペレを囲んで大騒ぎ。
ブラジルのサントスＦＣ対全日本戦。
ペレの神技、釜本の力才、ペレのシュート
試合は３対０でサントスの楽勝。

奪われた“足”
－交通ゼネスト－ 春闘最大のヤマ「交通ゼネスト」が４月２７日、国

労、勤労、私鉄総連を中心に行われた。

今年のゴールデンウィークは家族連れや若者た
ちで賑わう。車中心に描く。

雪の残る北海道の円山動物園、東京の上野動
物園にも春が来た。

４月２９日は天皇陛下満７１歳の誕生日。６月２３
日に最長ご在位タイ記録。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

大杉勝男東映一塁手の記者会見。
毎日ニュースＮｏ９１４ 1972 スポーツ 東映対ロッテ戦、大杉凡打、凡打。

6.7 延長１１回、大杉、八木沢からホームラン

（月間本塁打１５本のタイ記録）

銀座通りの駐車。ミニパトカーの出動、婦警パトロール。

駐車違反検挙作戦 交通 違法駐車に白墨でチェックしていく。　レッカー車を呼ぶ。

レッカー車が来て運んでゆく。路上に出頭命令を書く。

持ち主に注意する婦警。レッカー車で移動。　　　　　

有料駐車場へ。

ＳＳＴ超音速旅客機コンコルドが飛来。
毎日ニュースＮｏ９１５ 怪鳥コンコルドがきた 交通 英仏両国共同開発のＳＳＴ超音速旅客機 機首を下げて着陸。乗員にインタビュー。鈴なりの観客。

1972 航空 コンコルドが羽田空港に飛来 機首をもどしたコンコルド。

6.14

台風シーズンに備えて水防総合訓練。

台風シーズン 災害 台風シーズンに備えて、水防総合訓練及び ヘリコプターで移動。流された家屋の人をボートで移動。

ガケ崩れゼロメートル地帯の危険を描く 夜の台風の波をインサート。土のうを作り、積む人海戦術。

気象庁のレーダー、記録。新興住宅地のガケくずれ、

危険な住宅。夜の公園の風をインサート。

毎日ニュースＮｏ９１６ 1972 佐藤さんの最後っぺ 政治 不信任を否決した佐藤総理は６月１７日退陣 国会、ヒナ壇に並ぶ佐藤総理、福田赳夫蔵相等。

6.21 国会 を表明。会見で新聞を閉め出す 内閣不信任案投票する佐藤。

廊下で佐藤総理がカメラにもみくちゃ。

自民党衆参両院議員総会で佐藤総理は退陣表明。

「こりゃ立派な花道が出来た」レセプション、

佐藤、福田、田中、竹下、松田議長の顔。　

記者会見で佐藤「偏向的な新聞は帰ってください」

空席の部屋で演説。

インド・ニューデリー空港近くで日航機４７１便が墜落、

空の惨事相次ぐ 事故 残骸。五十嵐機長夫人ら現地へ向かう。

航空 日航記者会見、五十嵐機長夫人。

ニューデリーの事故現場。ＪＡＬのマーク。死傷者。

キャセイ航空機墜落の新聞記事。

墜落現場（南ベトナム）　　　　　　

キャセイ航空側記者会見「ベトナム上空で…」

毎日ニュースＮｏ９１７ 1972 リンちゃん旋風 人物

6.28 スポーツ

紙芝居人生 世相

人物

毎日ニュースＮｏ９１８ 1972 ただいま１１人 世相

7.5 トピックス

禅に生きるパリ娘 トピックス

警視庁の駐車対策課では違法駐車のクリア作
戦を展開

大杉、土壇場の一発
－本塁打月間タイ－

パ・リーグの怪物、東映の大杉勝男一塁手、乾
坤の一発

札幌オリンピックのフィギュアスケートで活躍した
ジャネット・リンの来日騒動。

ジャネット・リンがタラップを下りる。
人に囲まれるリン。
映画館、自分の広告にサインするリン（Peace＆Love）
記録映画「札幌オリンピック」の完成試写会に出席。
水戸へ向かう列車の中のリン。
水戸駅前で人々に囲まれるリン、車に逃げ込む。
靴屋、ハイヒールを選ぶリンにカメラの嵐。

川見深一さんが拍子木を鳴らす、紙芝居をする。
自宅で準備、自転車押して出発。
神社の境内でアメを売り、紙芝居の名調子。
喫茶席が紙芝居小屋に早変わり。
子どもに絵を教える村沢さん夫婦。
公園で村沢夫妻がギターをひきながら紙芝居。
自転車押して帰る村沢夫妻。

ニューデリー空港で日航機墜落。南ベトナムで
はキャセイ航空が空中分解。

各務原市のカトリック信者、森さん夫婦は１７年
で１０人の子持ちだ。

子福者の森康子さんが大漁の洗濯物を干す。
夫の則雄さんが自転車で買い物から帰る。
家族１１人の表札、大量の靴、自転車、はみ出す料理。
家族全員で食事する。
康子さんの大きなおなか。
家族でサイクリングに出かける。

雲水姿のムリエールさんとアラン君が永平寺別院へ来る。
禅修業する二人。
弟子丸泰仙師が指導。
棒で打たれる二人。
庭の掃除をする二人。
仏空軍将校だったアラン。
ムリエールさんが縫い物。

パリジェンヌのムリエールさんは僧名「空光」。ア
ラン青年と禅の修業に励む。

今年８０才の川見深一さんは紙芝居の道４０年。
他に紙芝居する人々紹介。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

毎日ニュースＮｏ９１９ 1972 田中新内閣スタート 政治 第２７回自民党臨時大会の三角大福。
福田赳夫、三木武夫、大平正芳、田中角栄。7.12 組閣 田中角栄が福田赳夫を破り新総裁に選出された。

7年８カ月にわたった佐藤内閣に幕。

田中新総裁は第６９臨時国会で総理大臣に指名され、

ただちに組閣に着手、7日に閣僚名簿を発表した。

しかし、福田派の有田喜一、三池信の二人が入閣を固辞。

２つの閣僚ポストが空白のままスタートした。

政治一新とはいうものの日中問題や物価問題をはじめ

内政・外性両面にも問題が山積し、前途多難。

高等小学校卒業で天下を取った「人間角さん」

さて「庶民内閣」が立派に国民の期待にこたえられるのか

どうか。

毎日ニュースＮｏ９２０ 1972 石狩の夏 世相

7.19 生活

美智子ちゃん、元気に 世相

医療

毎日ニュースＮｏ９２１ 1972 スポーツ

7.26 野球

森林を守ろう 世相

環境

毎日ニュースＮｏ９２２ 1972 スポーツ

8.2

スポーツ

野球

毎日ニュースＮｏ９２３ 1972 スポーツ

8.9 五輪

第４３回都市対抗野球大会が開幕。

ミュンヘン五輪へ、マラソン陣の北海道合宿。
宇佐見、君原のトレーニング。
レスリング陣の合宿、八田会長。
グレコローマン６２K級藤本のトレーニング。
女子体操平島の自主練習。
男子バレーボールの公開練習（南、大古、森田、横田、猪田ら）
柔道トレーニング西村「打倒外国！」

オリンピック・ミュンヘン大会に出場する選手団
の最後の仕上げ。

都市対抗野球大会開会式、オール那覇を先頭に選手入場。新
日鉄広畑が優勝旗返還。土佐主将から山本大会会長へ。山本
大会会長の挨拶、選手宣誓。
スタンドの応援合戦と試合のフラッシュバック。

菊地美智子ちゃんが中学校の授業を受けている。
尾久消防署の献血提供者２人にインタビュー。
新聞記事、手術（４人の消防マンより献血）
母親と話す美智子ちゃん。
尾久消防署にお礼に来る美智子ちゃん。
中学校の校庭でバレーボールを見る美智子ちゃん。
日本赤十字社の移動献血車、献血、呼びかけ。

石狩川と小舟。牛牧場、釣り家族など川の風景。
砂浜、ハマナス、海水浴客。
灯台、ニシン漁の廃船。
さびれた石狩の町なみ。
完成した石狩河口橋。
全国で唯一の国営渡船。
積んできた車降りる。

オールスター・ゲーム第１戦。王一塁へ。
成田投げる。長嶋ショートゴロ。
ロバーツが返って一点。
１回裏、福本２塁。張本、野村のヒットで福本生還。
３回裏野村が２ランホーマー。
５回裏長嶋がコーチボックス。
田淵がホームラン、長嶋と手を合わせる、ホーム。

森、キャンプ場でバーベキューを食べる。
「富士山自然休養林東京営林局」の看板。
ハイカー、巣箱、木の名をメモする子供たち。
山林乱伐、チェンソー、切り出し。
林野庁の森林監視員が見て回る。
災害を伝える新聞記事。
森林監視員が木をチェック・・・

夢の球宴、プロ野球オールスター・ゲーム第一
戦。全パ勝つ

東京荒川の中学生菊地美智子ちゃんは生来心
臓が悪く、消防署員の愛の献血で助かった。

　小樽市の海水浴場の若者たち。
パラセーリングのパラシュートを付ける。
モーターボートでパラシュートが次々に夏空に舞う。
女性が宙に昇っていく。
海へ不時着。

新しい海のレジャースポーツ、パラセーリングが
北海道小樽の海水浴場に登場。

“実力の全パ”連勝
－オールスター戦－

田中角栄氏が党大会で総裁に選出され、国会で
首班指名ののち組閣した。

石狩河口橋が完成、二期工事完成後に国営渡
船は廃止になる

田中角栄氏が党大会で総裁に選出され、国会で
首班指名ののち組閣した。

夏空に舞う

黒獅子旗めざして
－都市対抗野球－

ミュンヘンめざして

日本の国土の３分の２は森林。自然保護はレク
リエーション。災害防止に大切にと説く。
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

おばけ稼業 世相

商法

毎日ニュースＮｏ９２４ 1972 世相

8.16

“幸せ”を売る 世相

商法

毎日ニュースＮｏ９２５ 1972 世相

8.23

ある変身 世相

人物

毎日ニュースＮｏ９２６ 1972 世相
8.30 人物

軍用道路「国道十六号線」 交通
基地

毎日ニュースＮｏ９２７ 1972 国際

9.6 政治

スポーツ

五輪
各国選手入場行進
日本選手団行進、篠巻旗手
少年少女のマスゲーム

ハイネーマン西独大統領の開会宣言

メキシコの民族舞踊、五輪旗が市長に渡される

鳩が舞い上がる
聖火が登場し

毎日ニュースＮｏ９２８ 1972 スポーツ
9.13 五輪

渡辺ゆかりさんは尼僧で司会者、スナックバー
のマダムにモデル。どれが本業やら。

ミュンヘン五輪第２報。イスラエル選手村にアラ
ブゲリラ侵入。

血ぬられたオリンピック

ミュンヘンオリンピックは８月２６日から９月１１日
まで開催。

日米関係、新段階に
－日米首脳会談－

田中総理は就任後初めてニクソン大統領とハワ
イで会談を行う

日米首脳会談へ出発する田中総理、大平外相。
ハワイ着、ニクソン米大統領の出迎え、儀伏兵。
第１回の会談の田中、ニクソン、食事会。
田中、大平、ニクソン、ロジャース会談。
戦没者に献花する田中、大平。
田中・大平記者会見、大いに笑う。

オリンピック・ミュンヘン大会、男子体操団体、中山の吊り輪。
塚原の鉄棒、月面宙返りのウルトラC。
加藤の平行棒、３人のメダル。
青木まゆみが女子１００ｍバタフライで１分３秒３の世界新、メ
ダル。男子１００ｍ走ボルゾフが金。
棒高跳び、ノルトウィヒが金。男子幅跳び。
女子走り高跳びマイファルトが金。中距離走ビレンが金。

ミュンヘンの祭典
－第二十回オリンピック
－

医は“忍”術 接骨医初見良昭氏は伊賀・戸隠流忍法３４代宗
家。その訓練は厳しい。

東京、神奈川、千葉、埼玉の１都３県を結ぶ国道
１６号線は米軍基地を結ぶ線だ。

占い教室、ゼイ竹操作の女性達。
隠し芸教室、踊り、皿回し、どじょうすくい。
ヨガ教室、インド人の先生。

南川さんシナリオ執筆中。
南川さんら防空壕を家々にセールスして回る。
部屋で会議、模型、セールスへ出かける。
自民党の都議会議員の自宅の庭に防空壕の計画。爆撃の
シーン有。　レジャー用のセカンド・ハウスを作って売り出してい
る会社。「同期の桜」昔の防空壕を飲み屋に改造（札幌）南川さ
んら防空壕を売り歩く、フラッシュバック。

国道１６号線沿いの横田基地周辺。
散策する米軍人家族。
草刈り、米軍輸送機の離発着。
相模原補給しょう、戦車が走り回る。
革新団体の集合、警官と衝突。
横須賀のネオン街、ベトナム帰還兵が歩く、踊る。
横須賀基地の米軍艦。

全国戦没者追悼式両陛下着席。
田中総理の式辞。
黙祷。
お言葉。
遺族代表福島さんの追悼の言葉。献花。

反戦を訴えながら防空壕を売る若者たち。その
名もハッピーシェルター。

夏の間、おばけ稼業で稼ぐを紹介

政府主催の全国戦没者追悼式が１５日、両陛下
をお迎えして行われた。

世は教室ばやり。占い教室、隠し芸教室、ヨガ教
室を紹介。

第２０回オリンピック・ミュンヘン大会開会式。
モナコのグレース王妃の顔。

渡辺ゆかりさん尼僧姿で歩いてくる。
應慶寺でお経を上げる、掃除。
商品キャンペーンの司会者のゆかりさん。
化粧してスナックバーのマダムのゆかりさん。
お盆に檀家まわりするゆかりさん、経を読む。
水着姿のモデルに変身「一生懸命にぶつかるのが尊い」
経を読むゆかりさん。

初見接骨院で治療する初見さん。
忍者道具を準備。
近くの裏山で忍者訓練。
木登り、手裏剣、格闘、眼つぶし、大砲。
奥さんはくの一忍者。
矢、鎖鎌、跳躍と激しい訓練。

林の中からおばけの面が出る。
おばけ屋の会議。
面作り、音響部の集録。
おばけ作りにいそしむ若者たち。
おばけ大会の積み込み、コンテナー、会場でセット。
世界のおばけ大会、入場、内部は「ワーキャー」のオンパレー
ド。事務所で神棚に手を合わせるスタッフ。

平和への誓い新たに

“教室”繁盛記

© 毎日映画社



ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

毎日ニュースＮｏ９２９ 1972 世相

9.20

さよならミュンヘン スポーツ
五輪

毎日ニュースＮｏ９３０ 1972 政治
9.27 外交

塁から塁へ走り回る背番号７（福本豊・阪急）。
走るスター、福本 スポーツ 阪急対近鉄２３回戦、福本がフォアボール。

野球 福本２塁盗塁。１０４盗塁（世界タイ記録）に喜ぶファン。
人物 翌対近鉄戦。初回に福本ホームラン。

４回、鈴木からフォアボール。鈴木の牽制に危うくセーフ。

盗塁アウト。ダブルヘッダー２回戦。福本２塁でアウト、
３振。新記録ならず。

日中国交を樹立して帰国した田中、大平、二階堂氏。
毎日ニュースＮｏ９３１ 1972 政治 出迎えの議員らと握手。北京空港到着、

10.4 外交 周恩来首相と握手する田中総理。車の中から天安門。
周恩来は握手し、椅子を勧める。
第１回会談、田中総理と周首相握手、
会談、全員の記念撮影。
周首相主催の歓迎夕食会（人民大会堂）
日中共同声明に調印する田中総理、周首相。
声明文の交換、乾杯。上海人民公社の綿つみを見学、
田中総理、周首相。
上海で少年少女らの踊り、周首相の見送りで一行帰国へ。
閣議、三木と話す田中。記者会見。
大平、二階堂を従え、田中総理は満面の笑み。
自民党の議員総会、藤山の顔。
目白の自邸へ戻った田中総理は孫を抱き上げて、乾杯。

北海道の秋。ポプラ並木。
毎日ニュースＮｏ９３２ 1972 風物 羊ヶ丘展望台から羊牧場を見る観光客。

10.11 季節 ススキ。サケ採卵場のインディアン水車で親ザケをとる。

教会で結婚式。羽生市の集団見合いで自己紹介。

結婚シーズン 世相 フォークダンス、カップルでボート遊び、

男同士のがっかり組。「走る！結婚ライブラリー」

式場巡りの無料バス。ホテルからホテルへ。
神前結婚式。ハネムーンに新刊背に乗り込む。万歳。

鼓笛隊パレード。オリンピック記念塔の贈呈式。神主。
毎日ニュースＮｏ９３３ 1972 スポーツ 除幕式。最終聖火ランナー辻村いずみさん、

10.18 トピックス 高田英基君が記念時計塔の序幕。

地下鉄真駒内駅前の時計塔。
冬季オリンピック札幌大会開会式、日本選手団行進、
風船。真駒内スピードスケート場はテニスコートとして
開放。宮の森シャンツェは
札幌スキージャンプ少年団が練習に励む。

オカ蒸気から 交通
      リニア超特急へ 鉄道

毎日ニュースＮｏ９３４ 1972 スポーツ １９７２年度プロ野球日本シリーズ第１戦

10.25 野球 巨人対阪急

ミュンヘン・オリンピック大会の第３報。競技と閉
会式。両陛下、メダリストに会う。

札幌オリンピックの記念塔が札幌市に贈呈さ
れ、記念時計塔に生まれ変わった。

日本シリーズ第１戦巨人阪急。
花束を受け取る川上。
美濃部都知事の始球式。
１回表堀内の球を住友がホームラン。
１回裏、山田投げる。高田デッドボール、２塁へ盗塁。
王、末次ホームラン連打で逆転。
４回表長池の２ランホームランで・・・

幕開く、日中新時代
－田中首相訪中－

阪急ブレーブス、福本豊外野手は１０４個の盗塁
世界タイ記録樹立。

田中首相は日中国交正常化への国民の期待を
背に北京へ向かった。

「オカ蒸気」が走って今年で１００年。進むスピー
ド化と反対に懐かしいＳＬ。

９月２９日、日中両国首相は日中共同声明に調
印し国交を樹立。

結婚シーズンを迎えて集団見合い。式場巡りの
無料バスなど紹介。

巨人阪急五度目の対決

京都梅小路蒸気機関車館、Ｄ５１他展示。鉄道ファンの前でＳＬ
走る。　　ＳＬに触れる子どもたち。汐留の絵、ＳＬ展示。鉄道１０
０年を祝う紙吹雪。記念列車Ｃ５７７貴婦人発車。　シルクハット
の磯崎国鉄総裁が見送る。ＳＬマニアが線路沿いに。車窓、新
幹線とすれ違う、ＳＬ。
鉄道技研ではリニアモーターカーの浮上テスト走行。

“白い想い出”永久に

ストップ・ゴミ ゴミで作られた日本列島。紙屑、空缶が作った電
車。奇抜な展覧会「ストップ・ゴミ展」

オリンピック・ミュンヘン大会、入口の厳重な検問。
男子バレーボール、日本対東独決勝。日本３対１でオリンピック
初優勝。
アーチェリーは５２年ぶりの復活で男女とも米。
重量挙げスーパーヘビー級アレクセーエフが金。
男子１１０ｍハードル、ミルバーンが金。
女子砲丸投げ、チジョワアが金。

日中国交回復へ。肖向前東京駐在代表。
羽田へ着く総理一行の車。
田中、福田と握手。
田中総理、大平外務大臣、二階堂官房長官、見送りに　　挨
拶。超党派の見送りを受け、タラップに上る。
竹下、橋本、佐々木良作ら見送る。

日中復交成る

秋深まる 秋深まる北海道。月寒の羊牧場、千歳のサケ採
卵場の風物詩。

夢の島のごみの山。
拾ったゴミで作った「恐怖」。
ゴミで作った電車イラスト。日本ゴミ列島。
アーティスト・グループのゴミ公害作品群
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

ミニ・戦争ごっこ 世相

毎日ニュースＮｏ９３５ 1972 世相
11.1 芸能

ようこそパンダちゃん 世相
動物

毎日ニュースＮｏ９３６ 1972 事件

11.8 航空

人物

毎日ニュースＮｏ９３７ 1972 スポーツ
11.15 競馬

教育

毎日ニュースＮｏ９３８ 1972 交通

11.22

世相

毎日ニュースＮｏ９３９ 1972 スポーツ

11.29 競馬

鉄道

子供のドイツ軍と連合軍勢揃い。ミニチュア模型を使った　戦争
ゲーム。　ドイツ軍と連合軍に分かれて戦う。
「日本コンバットクラブ」のメンバーがバスに乗り込む。
車中、顔に墨を塗る一行。
荒川の川原で白兵戦を展開。
廃車も用意されて撃たれて死ぬ様子も見事。

ロンドン動物園のパンダをご覧の両陛下。
田中総理とパンダの写真。上野動物園虎舎を改造。
ヒマラヤ産のレッサーパンダ。
ぬいぐるみ工場でパンダ作りに大忙し。
デパートのパンダ売り場。
日航特別機で羽田に着くパンダの入った箱。
上野動物園へトラック。

蓮沼君たちが説教浄瑠璃の練習。
八王子の川。茅葺き屋根の農家。
人形を準備、練習。
説教浄瑠璃を練習する蓮沼君、師匠の石川さん。
昼、洋服店で働く蓮沼君、「志望者があれば教えていきたい」夜
説教浄瑠璃の練習。

北国の女性だけの駅 北海道の国鉄夕張線の南清水沢駅は駅長を始
め、皆若い女性の駅員である。

国鉄夕張線南清水沢駅に雪の中をＳＬが来る。
女性駅員が切符を売る。
及川尤子駅長他３名すべて女性。
町、朝６時、朝の準備。

大波乱の天皇賞
－ヤマニンウェーブ優
勝－

第６６回天皇賞。ゴール前からヤマニンウェーブ
が抜け出す

第６６回天皇賞スタート～ゴール。
ヤマニンウェーブ優勝。

いつ止む交通戦争 交通戦争は今年も深刻。三悪の一つは酔っぱら
い運転。反則金は２４億を越す。

お寺異変 竹づくしの精進料理が評判の埼玉県の天王寺
竹寺。京都では反戦平和の浄瑠璃。

天王山竹寺の住職が庫裡で竹づくしの精進料理の準備。
竹林、いたずら書、人々来る。竹の盃作り。
大野住職の説法で料理を食べ、酒を飲む。
浄瑠璃寺、佐伯住職が経を読む。
人々来る。若い人々が読む。

狭い道を人と車が行き交う。
ネオン街。
取締り、風船をふくらませる、メーターで調べる。
並ぶ違反者。
安全運転学校行政処分課に違反者があふれる。
事故の写真。
婦人警官が子供たちの交通整理。

東京八王子の蓮沼君が洋服業の傍ら説教浄瑠
璃の後継者として頑張っている。

戦争を知らない世代の金のかかった戦争ごっこ

イシノヒカルに栄冠
－菊花賞－

第３３回菊花賞が京都淀競馬場で行われ、イシ
ノヒカルが１着。

第３３回菊花賞、スタート～ゴールイン。
ゴール前イシノヒカルが抜け出し優勝。

学園祭は花ざかり 各大学の学園祭は花ざかり。今年はロマン・ポ
ルノが流行。

学園祭。「教授と語ろう」芝生の上でビールを飲みながらの対
話。東京水産大学はカッターレース。
文化服飾学院はファッションショー。
日本女子大学は日活ロマン・ポルノを上映、画面。
学習院大学でもポルノ上映、内ゲバ騒ぎ。
東京農大は男子学生の女装コンテスト。

幡新美保子さんが結婚式場熱田神宮へ車で来る。
横井庄一さんと美保子さんが記者たちの前に立つ。
披露宴での横井夫妻、ローソクに火をつける。
空港、遺骨タラップを下りる（小塚金七さんの遺骨）
横井夫妻の会見「そんなイジメんでねーて」
ルバング島小塚金七元日本兵捜索の写真
「南海のわが友よ…」

会見する男（三田明）。
ハイジャックされた日航機、警備。
国際線のＤＣＩ８型機の準備。
２００万ドルと食料、爆弾カバンをつみこむ。
犯人を説得する小田切運行本部長ら。
犯人、人質を解放。犯人逮捕（ロス在住中岡達治４７歳）

おめでとう・横井さん

１１月６日福岡行きの日航機がピストルを持った
男に乗っ取られ、羽田に引き返し逮捕された。

グアムの元日本兵、横井庄一さんと幡新美保子
さんが結婚

ハイジャック騒動　－羽
田－

日中復交を記念して中国側からプレゼントされた
珍獣ジャイアントパンダ。

郷土芸能に生きる
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ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　　　映　像　内　容

毎日ニュースＮｏ９４０ 1972 皇室

12.6

世相
自然

毎日ニュースＮｏ９４１ 1972 世相
12.13 福祉

政治

選挙

・札幌五輪、聖火が高田英基君により点火。
毎日ニュースＮｏ９４２ 1972 世相 　７０ｍ級純ジャンプ笠谷優勝。金メダルの３選手。

12.2 スポーツ ・連合赤軍の浅間山荘事件、警官隊近寄る、
五輪 　殉職者をタンカで運ぶ。
政治 　逮捕された吉野雅邦、板東国男、坂口弘。　
沖縄 ・ミュンヘン五輪開会式の空撮。
国際 ・選手村にアラブゲリラがイスラエル選手団を襲撃、警備。
動物 ・5月沖縄本土復帰。
人物 ・佐藤総理退陣記者会見「新聞嫌い、テレビ好き」
事故 ・三角大福が大戦争。田中角栄が総理大臣に。
選挙 ・パンダブームと帰還兵の横井さん
競馬 ・日本航空の墜落事故

毎日ニュースＮｏ９４３ 1972 交通
12.27

世相 石焼きイモを売り歩くオドたち。
売る山形さん。
下宿で仲間と日本酒を飲む。
石焼きイモ屋の準備。「土方よりは気楽だ」
屋台にイモ積んで売り歩く。子供に、親子に、女性に。
下宿で唄う山形さん。１日１０時間の営業。お客は女性と子供、
ネオン街を帰るオドたち。

急行列車が通り過ぎる。
上野駅にスキーヤー、車内、発車。
トンネルのつららを落とす。線路の氷を割る保線作業。
北陸トンネル内で「急行」燃える。新聞記事と写真。
車輌点検。
急行が通り過ぎる。

年末年始の安全輸送 年末年始の国鉄の長距離列車。北国での保線
作業や点検と安全輸送に懸命。

津軽のオドは働き者 東京の下町をゆく石焼きイモ屋さんは青森県北
津軽郡からの出稼ぎ、オド。

舌戦区 第３３回衆議院総選挙。激戦区東京２区の石原
慎太郎候補を追う。

総括’７２ １９７２年の総集編。札幌オリンピック、沖縄復
帰、日中国交回復、パンダブーム．．．

緑の味 サラリーマンやオフィスガールが昼休みにすごす
都会の中の公園、３題。

車とスモッグだらけの大阪。
都心のビルの屋上庭園。体操、散歩、バドミントンを楽しむ会社
員。東京銀座の三愛のビル。ショールームで人口太陽で植物を
栽培。ミニの女性店員たちが水をやる。
ビルの屋上でミツバチの巣箱からロイヤルゼリーを採る　　社
長さん。ビルの谷間のミツバチ農園。

恵まれない人に愛の手
を

歳末助け合い運動あれこれ。 歳末助け合い運動。夜の銀座通り。
救世軍の社会鍋。「愛の泉」にコインを投げ込む。
パンダ風船。
婦人団体が身体の不自由な子供たちを招いてのクリスマスの
集い。人形劇、ショー。
施設の子供たちを訪ねて散髪の無料奉仕。

礼宮さま七歳に １１月３０日、礼宮さまは満７歳の誕生日を迎え
られた。今年４月に学習院初等科へ入学。

礼宮さま７歳に。
東宮ご一家でハニワをご覧（美智子さまと紀宮さまは和服姿）。
兄弟３人でマット運動。
庭で兄弟３人でマット運動の宙返り。

衆院選東京２区。
石原慎太郎候補の演説「国会議員の平均年齢６５歳。日本だ
けのバカげた現象」
石原裕次郎氏が応援演説。
宇都宮徳馬候補の演説「若いだけならネリカンに行けばいくら
でもいる」石原候補人々と握手。
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 　　ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　映　像　内　容

1973 ７２歳の天皇ご一家の新春。
毎日ニュースＮｏ９４４ 昭和48年 皇室 をご覧の両陛下、皇太子ご夫妻、常陸宮ご夫妻。

1.3

末広湯寄席の舞台作り。

世相 月に３度の定休日の１日は末広寄席に変身。

夜に開演。舞台は木戸口になる。落語家２人。

宝寿司を握る高田さん。

第５回落語と寿司を楽しむ会、準備。　　　　

寿司を食べる客、三遊亭円窓が来る。

レコードの出囃子付き。

１０００円ぽっきりで出演料なし。
ロバの“ドンキー君”をふく岩本先生。　　　

毎日ニュースＮｏ９４５ 1973 動物 甘えるロバ。

1.10. 獣医として働く先生の診察風景。　　　　　　

ロバにリンゴを食べさせる先生。

ロバにまたがり往診の特訓。歩道で特訓。
どこへ行くかはロバに聞いて。

京都・西陣の屋並。　杼を作る職人。　

世相 西陣織の工房、若い職人に教える。　

伝統 西陣織の訓練所、青年たちが自動織機を学ぶ。
友禅染工房で先生の講義。　

古い文献を見る若者。　　　

手描き友禅、型付

猛烈シツケ教育の六甲学院中学校。　　　　
毎日ニュースＮｏ９４６ 1973 教育 男子全校生徒が裸で体操、英語教育。　

1.17 シュバイツェル校長インタビュー、　

教育方針は「つらい方が将来のためになる」

生徒が裸になり、校庭を駆け足。　校長のアップ。

「便所掃除も当然のこと」　

授業が終わると生徒が裸で便所掃除。
便器を丁寧に磨く。

新東京国際空港近くの農婦が草取り。　

交通 空港設備、舗装道路工事。周辺に廃屋。

完成したコントロールタワー、旅客ターミナル。
機乗路もできたが…。

高速道路、地下鉄道も完成。

モダンな電車も雨ざらし。　　　

　ゴミ焼却施設も開店休業。　　　

着飾ったおばさんたちが集まってくる。　　　　　　　　　　
毎日ニュースＮｏ９４７ 1973 神事 駒形大神社の祭りの準備。

1.24 「にらめっこ　おびしゃ」祭りの始に餅つき。

つきたての餅を投げ合う村人たち。
酒を飲み、にらめっこ、笑った方が大酒を飲む。
負けて大盃呑むおじいさん。

三重県伊賀町春日山の山岸会。

春日山の“理想郷” 世相 養鶏場、豚小屋、卵を集める主婦。

新島淳良氏が「ヤマギシズム研鑽学校」で講義。
新島先生インタビュー、
「食べてみなければわからない。
これは一つの生き方」食事風景。

新島が大人たちに教える。

インタビュー「過去を調べたが問題ない」

ベトナム和平協定喜ぶ在日ベトナム人留学生。　
毎日ニュースＮｏ９４８ 1973 国際 アメリカ艦の艦砲射撃。　北ベトナム大砲撃つ。

1.31 戦争 マクナマラ国防長官会見。

外交 北爆を開始する米ヘリコプター、

爆撃の中逃げるベトナム人。

テト攻勢で米大使館を占拠する北ベトナム。

解放戦線の容疑者を射殺するシーン、

死体、戦闘、炎上する町。

アメリカでの反戦運動行進

（ワシントン大行進）。

踊る米兵と日本人女性。

にらめっこ　おびしゃ 千葉県市川市の駒形大神社で村人の安全と後刻豊
穣を願う「にらめっこ　おびしゃ」

伊賀は春日山の山岸会。カメラはこの独特の要警報
を基盤に「無所有」理想社会をめざす団体に入った。

京都の伝統産業の一つ、西陣織は手仕事の誇りを
持って現代に生きる。

開港遅れる成田空港 新東京国際空港はほぼ完成。だが航空燃料輸送が
ネックで開港遅れ。

猛烈シツケ教育 神戸の六甲学院ではドイツ人校長の教育方針で全校
生徒が裸で駆け足、便所掃除の実践。

ベトナム和平成る １９７３年１月２７日、ベトナム和平協定は調印され
た。６４年からの戦争回顧。

新春の天皇ご一家 天皇ご一家の新春。陛下はこの春７２歳、皇后さまは
３月に古希。

片隅のミニミニ寄席 風呂屋で寄席、寿司屋で落語と庶民の憩いの場を描
く

“ドンキー先生”特訓中 スペインから輸入したロバを往診の乗り物にと特訓を
続ける獣医さん。

伝統工芸のふるさと
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第２４回さっぽろ雪まつりの大通公園の雪像。
毎日ニュースＮｏ９４９ 1973 世相 巨大な「ウェディングケーキ」、

2.7 祭事 ＳＬに乗った「パンダ」「天安門」。

真駒内会場「牛若丸と弁慶」

「土蜘」「首里城正殿」「シートピア」。

子供遊園地の雪滑り台。

ミニＳＬＤ５１が煙を吐いて。

高速道路をデラックスなサロンバスが行く。

交通 車内でマージャン，ビールにダンス。

レジャー グリーン車のお座敷列車に乗り込む。
宴会、トランプ、唄って疲れてゴロ寝。

初めて「若い根っこの会」を訪問した
毎日ニュースＮｏ９５０ 1973 世相 坪川総務長官と小宮山副長官。

2.14 若者 会員たちと炉端で食事しながら話す。

坪川長官が講演、ハッピ姿でフォークダンス。

葛飾区の密集した家並み。関東大震災の写真。
世相 葛飾区役所の倉庫の災害救助用品の点検。

災害 防災用具庫から縄梯子、医薬品を出す。
ヘルメットかぶる会社員たち。

和達清夫博士インタビュー

（東京都防災会議地震部会専門委員）　　

新潟地震、地割れした道路、

石油タンク爆発

毎日ニュース№９５１ 1973 インコのくる家 動物 東京世田谷の秋山紋兵衛さん宅は小鳥 7000平方メートルの自宅敷地は欅、樫、
椿が鬱蒼としている。

2.21 鳥 のパラダイス。 様々な小鳥がやってくる中、
最近は野生のインコが多い。

南方産のツキノワインコ。

環七公害 公害 環状7号線のひどい公害の状況に警鐘を 大気汚染にかすむ環七。
世相 鳴らす。 大型トラックの振動で建てつけが狂った家。

汚れた空気の中の保育園ではうがいが日課。
主婦たちの「環七を考える会」の区役所批判。
東大で開かれた都市集会で訴える主婦たち。
桜台陸橋脇の和田さん宅では
振動で人形が次第に後ろを向く。

毎日ニュース№９５２ 1973 健やかな“東宮” 皇室 浩宮13歳の誕生日。 父皇太子（明仁）とテニスに興じる浩宮。
2.28 のご兄弟 浩宮はスキー3級、水泳は４ｋｍ完泳。

礼宮は学習院初等科1年生で、
学芸会に初出演。

“指名犯”を追って 事件 変質者による少女殺しが続いている。福 殺害現場の自宅。
生市の自宅で13歳少女が殺された事件 刑事たちの聞き込み捜査。
で犯人を追う刑事たち。 嘆く山田美樹ちゃんの両親。

容疑者沖野武(34）が名古屋で自首し、
東京へ護送される。
船橋では小5の少女、
横浜では小３の少女が変質者の手にかかった。
今全国の指名手配容疑者9000名に近い。

毎日ニュース№953 1973 “鍛錬道場”繁盛記 世相 サラリーマンの体験入隊で賑わう、富士山 富士山麓のヨガ道場。
3.7 ろくのヨガ道場。 玄米菜食をひたすら噛む修業。

荒療治の“体験入隊”。

危ない踏切 交通 調布市の国領第1踏切でサラリーマンが 東京都調布市の国領第1踏切で出勤途中の
世相 はねられた。危険な踏み切りに警鐘。 サラリーマンが電車にはねられて死亡した。

線香を焚くおまわり。
障害物競走並みに踏切を越える通勤通学者ら。
遮断機も警報機もない踏み切りは
全国で約2600箇所。
その一つ北区中里第1踏切。横断する親子。
北区区長の話。

毎日ニュース№954 1973 講談でしのぶ 観光 講釈師とめぐる江戸名所が大当たり。 皇居（江戸城）松の廊下から
3.14 　　　　“江戸八百八丁” 世相 出発する江戸ゆかりの地。

泉岳寺、愛宕山ほか。

“子連れ”ブーム 動物 赤ちゃんラッシュの動物園。 多摩動物園はベビーブーム。
シロオリックス、キリン、ライオン、チンパンジー

働く若者の休日 埼玉県川越市の「若い根っこの会」へ坪川総務長官
が訪問した。

地震に備えて 大地震６９年周期説がある。関東大震災なみの地震
に備えて防備のあれこれ。

白い芸術 例年にない雪不足の中、第２４回さっぽろ雪まつりが
開催された。

旅は快適に レジャーブームの波に乗って、サロンバスや国鉄の
お座敷列車が登場
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毎日ニュース№955 1973 死球禍 スポーツ プロ野球でデッドボール禍が続いている。 野球ボールと骨折の関係。
3.21 野球 打球の圧力はどのくらいか、実験する。 その圧力実験（東大医学部）。

ゴルフ ゴルフボールの場合は２６０ｋｇの圧力で骨折。

１3カ国124選手が競う国際大会。
苗場に競う スキー アルペンスキーワールドカップ苗場大会。 男子大回転、ホーケル（ノルウェー）優勝。
スキーワールドカップ スポーツ ヒンタゼア2位。柏木10位。

女子回転、マリリン優勝、プレル総合3連覇。
男子回転、オジェール優勝、
トエニ転倒、柏木10位。

毎日ニュース№956 1973 マリンレジャーへの夢 レジャー 第12回東京モーターボートショーの模様。 晴海での水着とボートショー。欧州各国からの
3.28 乗物 売り込み目立つ。ヨット７８隻、

ボート モーターボート167隻。デラックスなキャビン。
ショー 8千万円の国産ボート。

水先案内人 仕事 横浜港での海の玄関番、パイロット船の 外国船に乗り込む竹田盛和さん。
港 仕事。 船長と話し、岸へ導く竹田さん。

ガイド 「濃霧時は神経を使う。1万回が目標」と語る。

毎日ニュース№957 1973 センバツ春に競う スポーツ センバツ第45回記念大会のもよう。 ３０港417人が入場行進。
4.4 センバツ 昨年優勝の日大桜ヶ丘。

野球 奥野文相始球式。

廃品回収“物理学” 教育 横浜翠嵐高校の大野直良教諭の廃品を 登校の途中、廃品をあさる大野先生。
廃品 活用した物理の授業は「バタヤ物理」と大 戦利品のナベを持って学校へ。
物理 人気。 物理の実験室では、「運動量保存の法則｣

｢流体力学」などの言葉が飛び交う。

毎日ニュース№958 1973 “初陣”横浜高に凱歌 スポーツ センバツ第45回記念大会決勝戦。 広島商業対横浜高校の決勝戦。
4.11 センバツ 広商･佃投手（準決勝で江川を降す）、

野球 横浜・永川投手。０－０で延長戦。
佃の暴投で横浜1点先取。
その裏広島1点返して１－１。
11回、横浜富田ツーランで広商を突き放す（３－１）。

豆舞妓はん 芸能 祇園甲部の新人舞妓の生活。 京都祇園の歌舞練場。
舞妓 楽屋（置屋？）で化粧する新人舞妓。
踊り お披露目の初舞台（歌舞練場）。

毎日ニュース№959 1973 プロ野球開幕 スポーツ セ・パ両リーグ開幕のもよう。 セ・巨人－ヤクルト、パ・南海－日拓戦
4.18 野球 長島スリーランＨ、張本ツーランＨ

札所巡り 観光 浅草仲見世2世たちが取り組む新札所め 浅草寺は坂東三十三ヶ所の内十三番の札所。
札所 ぐりの復活。 若者がそろいのハッピ姿で札所巡りに。

長谷寺ほかで、高所に自分の“お札”を貼る。

毎日ニュース№960 1973 家出の季節 少年 春は家出の季節。上野駅での補導風景。 上野駅でウロウロする家出少年たち。
4.25 補導 待ち構える手配師たち。補導する警察官。

世相 警視庁少年保護センター。

道路に穴を開け、
ハナのサラリーマン 職業 “鼻”を利かせる様々な職業。 ガス漏れ点検中のガス会社の社員。

仕事 多摩川浄水場の水質検査は鼻が一番。
都公害局のにおい袋作戦は、
苦情地の空気を嗅ぎ分ける。

毎日ニュース№961 1973 天皇さま72歳に 皇室 72歳の昭和天皇。歴代最長に。 吹上御苑の生物学研究所。
5.2 昭和天皇 皇后から貰った顕微鏡でヒドロゾアの研究。

一般参賀に4万人。

明るくのびのびと 児童 赤ちゃんを預かる乳児院・カリタスの園。 赤ちゃんを預ける夫婦。預かるシスター。
養護 最近は親の蒸発が多い。 親に引き取られてゆく子ども。

施設での生活（おゆうぎをしている）

東京・町田市にポニー・クラブが誕生。
毎日ニュース№962 1973 ポニーと親しむ ポニー

5.9 乗馬
座禅課長 座禅 東京・銀座のレストラン。座禅課長大野さんは閉店後に

社員教育として禅の指導をしている。
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毎日ニュース№963 1973 海上保安庁25周年 海保 開庁25周年観閲式 羽田で式典。
5.16. 運輸 海上保安大学校練習船「こじま」で

警察 巡視船パレードを観閲。
ヘリコプター救難、油火災消火デモ。

戦争で右手首を失った滝さんは
生きている私に香典を 「生前香典」を－千歳いずみ学園園長の 精神薄弱児者更正施設の園長さん。

奇抜なアイデア。 いずみ学園での生活。しいたけ作り。
「生前香典を施設運営に使いたい」と訴える滝さん。

旋盤、フライス盤、配管、電気溶接、
毎日ニュース№964 1973 腕を競う 五輪 青年技能労働者の祭典、技能五輪全国 ラジオ･テレビ修理など26種800人

5.23. 　　　-第11回技能五輪 技能 大会。 の若者が参加。8月のミュンヘン大会出場を
職業 賭けて腕を競った。
仕事

ある対立 合併 栃木県田沼町に発生した中学校統廃合 反対派の団結小屋に詰める主婦たち。
教育 をめぐる騒動。 西地区の新校舎。バス登校する生徒たち。

統廃合 もめる話し合い。
張り紙を貼る町側、はがす反対派。
大学生を臨時教師に独自に教室を開く反対派。

毎日ニュース№965 1973 ハイセイコー敗れる スポーツ ハイセイコーが出場した日本ダービー。 話題のハイセイコー3着に敗れる。1着はタケホープ。
5.30. 第40回日本ダービー 競馬

清掃工場の建設反対を唱える杉並区をエゴと断じ、
ゴミ戦争 政治 杉並ごみ戦争(杉並エゴ）に端を発した東 江東区が杉並ごみの受け入れ拒否を宣言。

ごみ 京ごみ戦争。 区長を先頭に実力阻止に出た。
都政 夢の島での阻止行動。江東区議と小松崎区長。

杉並区内はごみの山。
ごみ処理場候補地となった高井戸地区（反対派）。
杉並のごみ回収始まる。

理髪店を営む笠井栄一さんは
毎日ニュース№966 1973 バイオリン人生 人生 バイオリンが大好きな床屋さんの人生。 バイオリン大好き人間だ。

6.6. 床屋 バイオリンは新潟時代から。
ジャンバルジャンのように養護施設を作るのが夢だ。

東京湾 海 船宿の目から見た東京湾の汚れ。 芝の金杉橋の船宿「辰金」の主人、鈴木栄さん。
釣り宿 東京湾の漁風景。
公害 海の汚れとごみが悩みのタネだ。

毎日ニュース№967 1973 風水害に備えて 災害 東京消防庁の大がかりな水防訓練。 土嚢積み。救出訓練。消火訓練。
6.13. 防災 危険な崖。

ウミドリの島 離島 天売･焼尻の離島観光ブーム。 漁船の陸揚げ。コンブ干し。
鳥 観光船到着。

観光 観光スポットのウミネコ（オロロン鳥）乱舞。

警視庁交通管理官（竹内氏）が語る
毎日ニュース№968 1973 ８分３０秒ごとの惨事 交通事故 梅雨時の交通安全。 交通事故の状況。

6.20. 　　　　　　　－交通事故 タクシー会社の交通安全対策。
交通取締り風景（主にスピード違反）。

浅草に生きる 浅草寺の大提灯作り一筋。 浅草寺の大提灯作り一筋の五十嵐家。
その制作風景。

毎日ニュース№969 1973 もっと広い青空を 教育 都内の小学校の運動場はどこも狭い。 運動場が狭く、近くの公園で体操（台東区）。
6.29. 体操 1人あたりでは全国平均の3分の1． 八重洲のビルの谷間の小学校は屋上運動場。

雨天体操場も加えてマラソンする小学校。

北国の旅情 観光 函館はＴＶドラマの影響で大人気。 青函連絡船が函館に着く。
函館 ロープウェイで函館山へ。

エキゾチックな函館の街。
ハリストス教会、トラピスチヌ修道院など。

毎日ニュース№970 1973 トンネル火災に備えて 防災 北陸トンネル火災に教訓を得て、都市地 北陸トンネル火災の新聞記事。
7.4 下の防災訓練。 東京の広がる地下ルート。

国鉄職員、消防マン合同で総合防災訓練。

神様と競輪 職業 神主で競輪予想屋という変り種。 京都・向日町競輪場の予想屋、森本武夫さん(69）。
競輪 京都・河原町の市比売神社の神職・森本さん。
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 　　ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　映　像　内　容

環状8号線沿いの山本さん宅に棲みついた
毎日ニュース№971 1973 ヒヨドリ君の“独り言” 世相 道路沿いに棲み付いたヒヨドリの目を通し ヒヨドリ一家。

7.11 政治 た田中内閣1年目の采配ぶり。 都議選応援の田中角栄首相。
諸物価値上がりの街の様子。
石油ショックの余波（スーパーなど）。
大地震の予想（東大地震研の茂木先生）。
魚のＰＣＢ汚染騒ぎ。
魚屋さんの決起集会（東京武道館）

ボクラは窓ふき 東京　新宿 東京新宿の高層ホテル。ゴンドラで窓掃除する様子。
毎日ニュース№972 1973 ホテル　窓ふき

7.18 道路行政の谷間 道路工事 中央高速道路工事が世田谷区の住民の反対でストップし早３年。
調布インター 調布議会はインター閉鎖を決議、日本道路公団に迫った。

毎日ニュース№973 1973 夢の球宴　 スポーツ 日本野球100年を祝うプロ野球オールスタ オールスターキャスト勢ぞろいの夢の球宴。
7.25 　　　　－オールスター戦 野球 ー戦。

港の検疫官 検疫 厚生省横浜検疫所検疫官たちの活動。 横浜港。検疫艇で沖の船へ向かう。
予防 女性検疫官も外国船のタラップをのぼる。
港湾 コレラ、ペスト、天然痘、黄熱病の検査。

倉庫でネズミ捕り作戦。

毎日ニュース№974 1973 黒獅子旗めざして スポーツ 第44回都市対抗野球はじまる。 社会人野球日本一を決める舞台。
8.1 野球 美濃部都知事の始球式。

スタンドの応援合戦。

恐怖の８７時間 事件 日航機がアムステルダム離陸後、丸岡ら 羽田空港。救援１番機から降りる乗客９７名。
　　－日航機ハイジャック 航空機 にﾊｲｼﾞｬｯｸされた。乗員乗客は全員無事 記者会見する乗客たち。

ﾊｲｼﾞｬｯｸ に帰還。恐怖の８７時間を追う。 救援２番機でクルー帰国。
クルーたちの記者会見。

7.31ホワイトハウス歓迎式典。ニクソン大統領と
毎日ニュース№975 1973 日米“新提携時代”に 政治 ウォーターゲート事件のさなか、米国ホワイ 田中角栄首相。

8.8 外交 トハウスを訪問した田中首相。 アーリントン墓地・無名戦士の墓詣で。
日米 米国国会議事堂。

晩餐会に臨む。大平外相。
日米首脳会談。
ナショナル・プレスクラブでの田中。
お返し晩餐会。ライシャワー元駐日大使も出席。　
8.6帰国（羽田）

毎日ニュース№976 1973 マッチ棒の芸術 趣味 マッチ棒で創った桂離宮。 マッチ棒の桂離宮。
8.15 芸術 製作中の山本さん。

旅行する？ 旅行 街のあちこちに出現した乗り物利用の喫 新宿の喫茶店に吊るされた車のミニチュア。
乗物 茶店。 新幹線風の椅子にした喫茶店。

喫茶店 飛行機の機内風の喫茶店。
潜水艦を再現したパブ。

毎日ニュース№977 1973 平和への誓い新た 式典 第11回全国戦没者追悼式のもよう。 式典に臨んだ昭和天皇と皇后
8.22 戦没者 田中角栄首相あいさつ。

天皇おことば
遺族代表・竹之内てるのことば

大和堆をゆく 漁業 石川県水産試験場の漁業資源調査船。 大和堆、北大和堆で各県協力の漁業資源調査。
北陸能登半島沖をゆく白山丸。
スルメイカ釣り、水温調査。

毎日ニュース№978 1973 あなたも挑戦 ショウ アメリカ西部劇を再現したウェスタンショー 西部の街を再現。
8.29 ガンベルトにテンガロンハットのカウボーイたち

の早撃ちショー。
バッファローに乗るガンマン。飛び入りもあり。

機動隊スポーツ花ざかり スポーツ 機動隊の各種スポーツも訓練の一環。 ボート漕ぎ。相撲。アメリカン・フットボール。
警察 サッカー。

毎日ニュース№979 1973 黒い恐弾３1発 スポーツ 世界ヘビー級タイトル戦。 ジョージ・フォアマン対ジョー・キング・ローマン
9.5 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ フォアマンのＫＯ勝ちで、39連勝。

備えあれば 防災 防災の日の防災訓練のもよう。 市民の避難訓練。
坪川、金丸信、江崎真澄ら国会議員の顔。
防火、救難訓練。
防災（地震）会議。
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 　　ニュース名 封切日  ニュース項目  キーワード 概　　要  　　　　映　像　内　容

毎日ニュース№980 1973 特集「老人」 老人 敬老の日にちなんだ様々な老人の話。 千葉館山の相浜部落は長寿村。
9.12 敬老 平均の70歳の老人船団。今日も船を出す。

漁業 絵を描くおばあさん、関匡子（まさこ）76歳。
得意は若い娘のヌード。
奈良のポックリ寺はお年寄りでおおにぎわい。
坊主「年寄りは半分開けた米俵、
口は軽うて尻の重たさ」

毎日ニュース№981 1973 観光タクシー繁盛記 タクシー 名古屋市の個人タクシー山田さんは大の 書斎で文献調べる山田さん。
9.19 歴史好き。山田さんのガイドめあてに京都 駅前で客を乗せ、名古屋城を案内する

（ガイド料無料）
大阪からも客がやってくる。 熱田神宮へ、東山動物園へ

健康法あれこれ 健康 名古屋市からは道場をゴロゴロするだけで 畳の上でゴロゴロ寝転び筋肉ほぐす。
寝ている筋肉を覚ます法。 指導者の小原辰三さん。
東京からは骨矯正の荒療治。 殴って叩いて踏んだりけったりの治療をする

終点道場田中定雄さん。

毎日ニュース№982 1973 芸者学校花ざかり 芸者 磐梯熱海温泉の芸者学校　「ルピナス学 お座敷で芸修行、着物に靴でボウリング、
9.26 温泉 級」 着物姿でゴルフ講座

セックス講座、お座敷遊びの実習

交通戦争のかげに 交通事故 交通遺児の暮らしを通して交通事故撲滅 父を交通事故で亡くした蓼沼恵美ちゃん。
を訴える。 小学校での道路横断訓練。指導する婦警。

警察病院で働く母
交通遺児を慰問する婦警
炊事する恵美ちゃん

毎日ニュース№983 1973 コイン時代 世相 世はコイン自販の時代。 自動販売機あれこれ。
　　（音声なし） 10.3 駅のコイン券売機、飲み物自販機各種、

ティッシュペーパー自販機。
居酒屋、競馬場の馬券機、
神社のおみくじも自販機でどうぞ。

広がるカモの怪死 事件 カモが次々に死ぬ不思議。 沼へ降りるカモ。
動物（鳥） 浮かぶカモの死骸。

公害 都の衛生研究所が小舟で調査。

毎日ニュース№984 1973 航空ショー 乗物 埼玉県入間飛行場で開かれた国際航空 世界8カ国が参加した入間飛行場での航空ショー。
10.10. 飛行機 宇宙ショー。 里帰りした旧軍戦闘機「疾風」。

ショー ソ連の月面車。
自衛隊ヘリのでも飛行。

おごそかに万葉の古式 伝統 第60回伊勢神宮の式年遷宮のもよう。 20年に１度の式年遷宮に奉祝気分の伊勢市内。
　　　　　　　　－伊勢遷宮 神社 新しい社殿。

内宮遷御に向かう祭主鷹司和子さん（白装束）。
神官による式典のもよう。
夜の遷宮の儀。
外宮の遷御。

毎日ニュース№985 1973 多難な領土返還への道 外交 鳩山訪ソ以来17年ぶりの日ソ首脳会談。 北方領土の風景。
10.17 　　　　　　-日ソ首脳会談 領土 共同声明では「戦後の諸懸案の解決と日 ソ連のブヌコボ第2空港に到着した田中首相。

日ソ ソ平和条約の締結交渉継続」を謳い、安全 出迎えのコスイギン首相。ロシア市内の田中首相。
政治 操業問題は領土と別に話し合うことに。 邦人墓地に献花する田中、大平外相。
漁業 クレムリンで日ソ首脳会談に臨む。

登場のブレジネフ書記長。帰国した田中首相。
記者会見に臨む田中。北海道の出漁風景。

毎日ニュース№986 1973 優勝争い混戦－セリーグ－ 野球 阪神9年ぶり優勝をかけた対中日戦の模 ピッチャー江夏、ホームラン打たれる。
10.24 様。阪神負けて巨人Ｖ９の道開く。

下町の伝統芸能 伝統 深川名物、伝統の角乗り 角乗り、笛・太鼓、ハシゴのり、俵あやつり
角乗り 大勢の見物客

南海諸戦（初戦）を飾る 南海　巨人 １９７５プロ野球日本シリーズ南海対巨人の第１戦。エース江本が王に
毎日ニュース№987 1973 日本シリーズ プロ野球 ヒットを打たれたが後続打者を押さえ南海が逆転勝ち

10.31 創立２３年 自衛隊 埼玉・朝霞で自衛隊の創立２３周年を記念する観閲式開催。
自衛隊の観閲式 観閲式 田中首相が観閲。「ナイキ丁」「ホーク」などのパレード。
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毎日ニュース№988 1973 高速車から低公害車へ ショー 第20回東京モーターショーに国内外260 東京・晴海で開かれた東京モーターショー。
11.7 　　－東京モーターショー 車 社が参加。今年の目玉は低公害安全車。 ロールスロイス他。

電気自動車も登場。

今年も巨人 スポーツ 日本シリーズ第5戦。巨人9年連続日本一 巨人対南海戦。ヒーロー堀内投手。
野球 旗もらう巨人・川上監督。

毎日ニュース№989 1973 消えた“スマイル” 都政 ごみ問題で試練に立つ美濃部都政。 清掃工場用地（杉並高井戸）収用延伸の
11.14 政治 撤廃を宣言する美濃部知事。

ごみ 「杉並区のエゴ」を糾弾する江東区区議たち。
話し合う美濃部知事。都議会の美濃部知事。

ハイセイコー雪辱ならず 競馬 菊花賞にハイセイコー、ハナ差で負け。 第34回菊花賞に雪辱を期すハイセイコー。
　　　　　　　　　－菊花賞 スポーツ ゴール前の競り合い。ハナ差でタケホープに敗れる。

毎日ニュース№990 1973 止まるかブルドーザー 政治 列島改造のあおりで諸物価高騰にあえぐ 諸物価高騰に田中支持２６％に急落。
11.21 世相 日本列島。追い討ちをかける石油危機に 買い物カゴの主婦たち。

田中首相は国民生活耐乏論。 通産省内の古紙回収。
田中とキッシンジャー会談。
全閣僚懇談会で鳩首協議
（田中、大平、三木、二階堂ほか）。
二階堂官房長官が発表する「石油緊急対策要綱」
（国民生活耐乏論）。国民に怨嗟の声。

毎日ニュース№991 1973 出直した田中内閣 政治 物価に石油危機、難問山積の改造内閣。 愛知揆一蔵相急逝。弔問の三木武夫、
11.28 内閣 橋本登美三郎、大平正芳ほか内閣改造を発表する

田中首相（記者会見）。閣議。
組閣を待つテント村（首相官邸前）。
組閣名簿を発表する二階堂官房長官。
呼び込まれる中曽根通産相、
大平外相、福田蔵相ら。実力者内閣初閣議。
ひな壇に実力者勢揃い。

毎日ニュース№992 1973 アニマル商戦のかげに 事件 熊本大洋デパート火災、死者1０３人、 新聞写真・熊本の大洋デパートの火災記事。
12.5 　　 －大洋デパート火災 火災 史上最悪のデパート火災に。 東京のデパートを抜き打ち査察する東京消防庁。

扉の裏側は商品の山。店側のお粗末な防災意識。

転換期に立つ田中首相 政治 石油と物価で国民の協力を訴えるも列島 記者会見の田中首相。
物価 改造論に限界の兆し。政権末期の様相。 ティッシュペーパー、砂糖不足？

買い物に不満の声を聞く。
衆議院本会議場で協力を訴える田中首相。

毎日ニュース№993 1973 観光の目玉商品 乗物 大井川鉄道に明治大正生まれのＳＬ登場 大井川鉄道を走るＳＬ、コッヘル１２７型。
12.12 　　　　－大井川のＳＬ ＳＬ 大勢の観光客，ＳＬマニア。

走る距離は、千頭－川根間２．２キロ。

力自慢に人気 競馬 北海道の市営競馬場で人気のばんえい 岩見沢、網走、北見、帯広で開催の
　　　　－ばんえい競馬 観光 競馬。 重量感溢れるレース。４００ｋｇのブロックを積み、

距離２００ｍに２ｍの障害あり。迫力ある雪中の疾走。

毎日ニュース№994 1973 恐ろしい地震火災 火災 東京夢の島で科技庁と東消主催の地震 ごみの山に点火。延焼するごみ。
12.19 火災の実験。（路上車と延焼の関係） 燃える廃車の山。

都電 乗物 名物運転手にみる都電最後の光芒。 ヒゲの運転手、山崎さん。
都電 生きている都電は２７，３２系統のみ。

両系統が集まる王子駅、朝の通勤通学ラッシュ。
乗り降り、車内、沿線のスケッチ。

毎日ニュース№995 1973 歳末 世相 歌謡曲「ケチになりましょう」に併せて、きび 乳児院の幼児たち。
12.26 しい年の瀬の世相スケッチ。 老人福祉センターでは

石油不足でボイラー使えず、火鉢登場。
社会鍋の歳末助け合い。
録音スタジオ。歌謡曲「ケチになりましょう」に併せて
せちがらい世相の
スケッチ。
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ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容
皇室　天皇 天皇ご一家は新年を迎え、陛下はこの春７３才、皇后様は７１才にな

る。毎日ニュース 1974 初春の天皇ご一家 皇太子ご夫妻 皇太子ご夫妻は昨年オーストラリアをご訪問。
　　　　　№９９６ （昭４９） 浩宮　礼宮 浩宮様は今春学習院中等科３年、礼宮はやんちゃで人気者。

1.2 紀宮正月 紀宮様は幼稚園のお友達と仲良し。明るいお正月です。
‶益子焼〝に生きる 益子焼 栃木県益子町で６０年ろくろをまわし続ける本藤四郎さんにインタ

ビュー

毎日ニュース 1.9 ぼくは風の子 子ども 浦和のドライアイス業淺川さんちのふた 4歳の智（さとし）ちゃん、2歳の明（あき
　　　　　№９９７ 健康 りの子は、冬でもパンツ一枚のハダカの ら）ちゃんの兄弟が、外でもハダカで。

王様。

老人と人形 老人 東京田無市の今井三喜さん(73)は 今井さんの人形工房はおとぎの国のような部屋。
人形 会社員、議員の職を辞して人形つく 手で動かす人形で子どもと交流する今井さん。

40年になる。

毎日ニュース 1.16 大地のぬくもり 博覧会 東京で開かれた大シベリア博。 チュメニ油田、オーロラ、巨大ﾏﾝﾓｽの復元像、
　　　　　№９９８ ｼﾍﾞﾘｱ 豊富な資源と地下資源の全貌。 西シベリア製鉄所の模型など

東南アジア歴訪の 外交 東南アジア歴訪に出た田中首相。まず １．７　マニラ着の田中首相と真紀子。出迎えた
　　　　　　　田中首相 政治 フィリピンへ。 マルコス大統領ら。

ホセ・リサール碑に献花。
ラジャ・シッカーナ勲章受ける田中。マルコスと
イメルダも出て夕食会。
真紀子と令嬢たちの交歓。
田中・マルコス会談

毎日ニュース 1.23 問い直された東南 外交 東南アジア５カ国歴訪の田中首相。タイ、 1.17羽田空港。田中首相一行帰国。
　　　　　№９９９   　　　      アジア外交 政治 マレーシアで激しい反日デモに遭う。 タイ着。宿舎エラワン・ホテルを取り巻く反日・反米

（1.7－1.17） デモ大群衆。王宮と付属のエメラルド寺院。
戦勝記念塔。
日タイ首脳会談。
タイの学生代表と会う田中首相。
シンガポールで、リー・クァンユー首相と。
マレーシアのラザク首相と会談。
インドネシアのスハルト大統領と会談。
ジャカルタ市内の反日デモが暴動状態に。
日本車焼き討ち、日本大使館に投石。

毎日ニュース 1月30日 特集 政治 未曾有の経済危機に立つ日本。 悪性インフレに苦悩する市民。
　　　　№１０００ 経済大国への道 世相 戦後30年の大企業偏重政治の 焼け野原と厚木に着いたマッカーサー。

破綻の道をみる。 ミズーリ号上の降伏調印式
鳩山内閣。演説する石橋湛山。
マンボブーム、クイズブーム。
森永ヒ素ミルク事件
赤線廃止、ロカビリー旋風。
皇太子ご成婚とテレビ時代（街頭ﾃﾚﾋﾞ）
不景気に泣く労働者。伊勢湾台風。
安保騒動、刺された岸信介首相。
所得倍増政策の池田勇人首相。
止まった織機、三池争議
三河島電車事故、新潟地震
高速道路建設、自衛隊拡充、東京ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ
デパート火災のバーゲンに押し寄せた人々
浅沼社党委員長刺殺
自民党の強行採決
全日空機羽田墜落事故、水俣病
十勝沖地震
タレント議員誕生（慎太郎、青島）
成田空港闘争
大学紛争（安田講堂攻防戦）
大阪万博、沖縄返還
佐藤栄作首相退場（独り演説）
田中角栄登場、田中の外交（日中、日ソ）
ドルショックと石油ショック

毎日ニュース 2月6日 狂乱商法 国会 買占め、売り惜しみ、物不足、物価高･･･ 予算委の物価集中審議
　　　　№１００1 商社 インフレを作り出す商社の悪。マグロ 静岡県清水港

物価 「一船買い」の実態を暴く マグロの水揚げ、市場のセリ
市場関係者「資本力で抑えている。値が上
がるまでほうっておくし･･･｣
商社の買占めに不満を語る市場関係者。
船から冷凍マグロを陸揚げ。
ﾄﾗｯｸに積まれ倉庫へ運ばれる。
近郊の農家では貸し倉庫大繁盛。

© 毎日映画社



ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 2月13日 ストレス解消法 ｽﾄﾚｽ 不景気な世に社員のストレス解消策色々 自動車会社の一角に誕生したおでん屋、パ
　　　　№１００２ 健康 チンコ台、経済紙の会社に開設された社内

ｻﾗﾘｰﾏﾝ バー、バダカゲームで殴りあう社員たち

指名犯を追う 犯罪 現在全国の指名手配犯7600人にのぼる。 昭和46年、新宿追分派出所のクリスマスツ
警察 る。内最重要７人を公開捜査にした。 リー爆弾事件。その主犯熊谷と鎌田の手配
指名手配 ポスター。赤軍派梅内と竹内。

強盗殺人の片岡と山崎。
２月７日上野で一家5人惨殺事件発生の現
場。犯人徳永を全国指名手配。

毎日ニュース 2月20日 ありがたや 物価 モノ不足、物価高の一方で、再生屋が 団地をまわる再生屋。
　　　　№１００３ 　　〝モノ不足〟 大繁盛 傘修理、なべ修理、刃物砥ぎなど、依頼はヒキも

きらず。

東京霊験記 世相 狂乱物価のこのごろ東京では、イワシの 世田谷豪徳寺の猫塚、いっぱいの招き猫
宗教 頭も信心から 受験期大繁盛の亀戸天神

浅草の出世地蔵
台東区本覚寺の蟇大明神は縁結びの神様
水天宮はお産の神様
北区田端の仁王さまには病祈願の張り紙
葛飾のしばられ地蔵
巣鴨のとげぬき地蔵は「とが抜き地蔵」が起源。
水かけ、タワシでこするおばさんで長蛇の列

毎日ニュース 2月27日 ケチケチ選挙 選挙 物価高に四苦八苦の地方選挙の候補者 東京近郊の団地をまわる選挙カー
　　　　№１００４ 物価 達。 候補者乱立の選挙ポスターに看板

選挙事務所
紙不足でチラシをおじぎに切り替えた候補者たち
「せめて金をかけない明るい選挙に」

石油業界の弁解 物価 公取委に価格吊り上げの闇カルテルを 予算委の物価集中審議
カルテル 告発された石油連盟の苦しい弁明。 石油連盟と対決するインフレ国民共闘
石油 「去年11月になぜ大幅な先取り値上げをしたのか」

「カルテルしたことはないが、先取り値上げかどうか
検討中･･･」

毎日ニュース 3月6日 追及された 大企業 石油危機に便乗した大企業の悪徳商法 衆院予算委の業者喚問の様子
　　　　№１００5 　　　　　　大企業 悪徳商法 ぶりを追及する予算委の証人喚問。 質問者「大企業は物価釣り上げで摘発されている

物価 が、物価は置き去りだ」
証人喚問 参考人「脱税は捜査の最中」

質「昭和石油は知らないことにしようと申し合わせを
している」
参「価格協定ではない」
質「通産省の指導でやったということか」
参「それは捜査段階に入っている」
質「洗剤価格の釣り上げで主婦は泣いている」
参「なるべく姿勢を正していくのが我々業界の・・」

毎日ニュース 3月13日 皇后さま71歳に 皇室 3月6日、71歳におなりの良子皇后さま。 ステレオ聴く皇后
　　　　№１００６ 皇后 日本画の手慰み

京都国立博物館で絵の展覧会

東京の無人村 過疎 都心から75キロ、奥多摩町に過疎の 山深い氷川峰畑の集落
村落 現状をさぐる。 ワラ屋根の民家はすでに無人だ。
集落 細い道の奥にさらに５軒の民家、すべて無人だ。

山仕事に通ってくる人。枝落としの作業
さびしい墓地
早春の峰畑

毎日ニュース 3月20日 春は盆栽から 盆栽 大宮盆栽村の春。 丹精こめた盆栽芸術の数々
　　　　№１００７ 植木

趣味

２９年後の終戦 戦争 フィリピンのルバング島で旧日本兵・小野 フィリピンのルバング島。
　～小野田さん帰還 帰還兵 田寛郎さんが29年ぶりに救出された。小野 救出された旧日本兵小野田少尉(51)。

旧日本兵 「山を降りたのは谷口上官の命令があったから」
残置諜者 「戦友を失ったことが一番悲しかった」
終戦 マルコス大統領に軍刀を返還、同大統領は英雄を
ﾙﾊﾞﾝｸﾞ島 称え、刀を少尉に戻す。

羽田。タラップ上で手を振る小野田さん。続いて
発見者鈴木紀夫氏も。
出迎えの鈴木善幸、父親ら。
記者会見。「鈴木君とは友達に会ったみたいだっ
た。君のような英雄がいてくれて嬉しいと・・・」

© 毎日映画社
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毎日ニュース 3月27日 音の暴力 公害 大阪空港騒音公害訴訟で午後10時以降 大阪地裁前の原告団。
　　　　№１００８ 　　　　　～大阪空港 騒音 の発着は禁止されたが･･･ 大阪空港の発着風景。三方を山に囲まれた騒音

飛行機 まきちらしの地形。
空港 住民「朝はいちばんひどい。車の音が聞こえない

ので、子どもの交通事故が心配だ」
小学校の卒業式。中学校に行っても同じ悩みだ。
夜の発着風景。

手話通訳者 手話通訳 25万人のろうあ者をつなぐ手話通訳者の 公園で手話する人。
少なさを訴える。 電話交換の成田栄子さんは手話通訳者。

ろうあ者の家庭を訪問する成田さん。
鏡の前で練習する。
「せめて買い物先でお店の方が数字ぐらい話せ
れば・・・」という成田さん

毎日ニュース 4月3日 春はずむｾﾝﾊﾞﾂ 野球 第46回選抜高校野球大会が開幕。 開会式の行進風景。
　　　　№１００９ 高校野球 ３０校入場。 前年優勝の横浜高から優勝旗返還。

スポーツ

小野田さん 帰還兵 東京第一病院を退院した小野田さんは 帽子に背広で記者会見に臨む小野田さん。
　　人間ｼﾞｬﾝｸﾞﾙへ 旧日本兵 社会復帰へ。 小「ぜんぜん社会のことが分からない。どうしたら

残置諜者 いいか･･･｣
終戦 退院風景。「現地と厚生省に報告し終わったときが
ﾙﾊﾞﾝｸﾞ島 終わったと感じたときだった」
戦争 靖国神社へ。

千鳥が淵戦没者墓苑へ。
皇居二重橋で敬礼。
首相官邸へ。

毎日ニュース 4月10日 青春のドラマ 野球 センバツ決勝戦、報徳対池田で報徳優 シーソーゲームの決勝戦。制したのは報徳学園。
　　　　№１０１０ 高校野球 勝。

スポーツ

30年ぶりの里帰り 帰還兵 30年ぶりに故郷和歌山へ帰還した 新幹線で弁当食べる小野田さん。窓に富士山。
旧日本兵 小野田寛郎さん。 和歌山県庁前の歓迎の人だかり。
残置諜者 大橋知事の姿。
終戦 海南市の出迎えの人々。
ﾙﾊﾞﾝｸﾞ島 両親に帰還の挨拶をする小野田さん。
戦争 氏神様へ。

母に自決用の短刀を返す。
小「日の丸など広げてみることは出来なかったが」

毎日ニュース 4月17日 多摩川とサギ 川 蘇り始めた多摩川の春をスケッチ。 釣り、石投げ、多摩川と遊ぶ人たち。
　　　　№１０１1 野鳥 シラサギも遊ぶ。その数２００羽。

近くのサギ山へかえるサギ。

ゼネストの日 スト 全国８１単産、600万人の交通労働者が 電車が全面ストップした駅。
ゼネスト 参加した80時間全面ストの模様。 外は長蛇の通勤者。
通勤 ﾄﾗｯｸ、バス乗り込む通勤者。道路は渋滞。
電車 スト休で公園は親子連れの姿が。

会社まで線路内歩く人、電話す人。
ゴルフ練習場は賑わっている。
政府と労働者の交渉。

毎日ニュース 4月24日 夢広がるおもちゃ おもちゃ 「発明の日」にちなんだ優良玩具展と デパートで開かれた優良玩具展のもよう。、目をか
　　　　№１０１２ 玩具 おもちゃの病院。 がやかす子どもたち。

子ども 渋谷西武のおもちゃの病院（カルテもある）。

モナリザの微笑 ﾓﾅﾘｻﾞ モナリザがきた！上野の山はモナリザ一 上野の店はモナリザ一色。
色に。 田中角栄首相のテープカット。（挨拶の声）

モナリザ展の館内外は長蛇の列。
街にはモナリザのパロディがいっぱい。
「タバコを吸うモナリザ」はマッド・アマノの作。
ｺﾝﾋﾟｭｰﾀで作った＜モナリザ＞の声。

毎日ニュース 5月1日 日本の〝応接間〟 迎賓館 赤坂離宮を104億円かけて改修した迎賓本 新装成った迎賓館のたたずまい。屋根、内部。
　　　　№１０１３ 　　　　迎賓館完成 両陛下 館完成。 壮麗な朝日の間（謁見の間）。

ご覧になる両陛下。
田中角栄首相テープカット（ｗ/挨拶の声）。
まばゆいシャンデリア。庭の噴水。

青い目の奉仕者 外国人 汚い街をきれいにしようと立ち上がった外 教壇に立つアーネスト・スタンレーさん（71)。
奉仕 国人。 霞ヶ関３丁目の町会長に就任して1年目。
ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 出勤前、街角を清掃する日課。吸殻入れをきれい
環境 にし、ポイ捨ての吸殻をひろう。

入間市の汚い川を清掃するブルース・ニーベさん。
たくさんのごみを引いてゆくニーべさん。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 5月8日 ゴールデンウィーク ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝ 物価高の中、近間で過ごすのが今年の9 混む高速道路。行楽客の群れ。
　　　　№１０１４ 　　 ｳｨｰｸ 連休。 混雑の遊園地。

長期休暇 北海道の行楽地羊が丘展望台。
行楽地 ニセコは春山スキーのにぎわい。

おまたせしました 競馬 騎手ストで３週間延期のさつき賞。 府中の東京競馬場の大観衆。
　　　　　〝さつき賞〟 さつき賞 スタートからゴールまでのレース映像。

最後ギリギリ、関西馬キタノカチドキ７連勝。
風に舞い上がる馬券。

毎日ニュース 5月15日 Ｍ6.8 南伊豆を襲う 地震 ５月９日午前８時３３分、Ｍ6.8の大地震 崩れた灯台。
　　　　№１０１５ 自衛隊 は南伊豆町を中心に甚大な被害をもた 南伊豆町の大きな被害が生々しく･･･。

消防団 らした。行方不明２９人。 崩壊した家。
裏山が崩れた同町中木地区。
救出作業の自衛隊、消防団。遺体搬出。
一夜明けた崩壊現場。崩壊の中を行く遺体。

ダンプロード 交通 八王子市郊外に砂利採取場ができ、陣 八王子市郊外美山にできた砂利採取場。
ﾀﾞﾝﾌﾟｶｰ 馬街道はダンプ街道となった。 陣馬美山街道は、東京、神奈川、埼玉の建設現
交通事故 場へ運ぶ砂利トラックが数珠繋ぎになり、ダンプ
騒音 街道に変貌。

「朝の５時前から通り、寝てもいられない」
１日５０００台のダンプに戦々恐々の子ども通学。
川に沿って連なるダンプ群。被害住民７００００人。

毎日ニュース 5月22日 技能五輪 技能 第１２回技能五輪全国大会のもよう。 長谷川労働大臣が激励の挨拶。
　　　　№１０１6 五輪 千葉県中央技能ｾﾝﾀｰを中心に各地で 溶接、建築、大工、旋盤等２６種で技を競う。

７５０人が参加。 フライス盤操作、カンナ削り、大工仕事の全景。

我は海の子 地震 伊豆半島沖地震で壊滅的打撃を受けた 崩落現場や家屋の修復作業。
南伊豆町の復旧と住民のその後。 町と住民との話し合い。

自衛隊による行方不明者捜索。
崩れた家を掘り起こし犠牲者を探す家族。
花を手向けて祈る人。（捜索打ち切り）
学校近くに寄宿する子どもたち。食事風景。
民家で授業する子ども達。（「我は海の子」の歌）

毎日ニュース 5月29日 婦人交通指導員 交通 若い女性で組織する柏市の婦人交通 制服制帽で並ぶ婦人交通指導員。
　　　　№１０１７ 交通安全 指導員。深刻化する交通問題の一策。 子どもの登下校時のたくみな指導ぶり。

ぬいぐるみ着ての交通教室は市民におおうけ。
道路鏡を拭く指導員。
緑のおねえさんの交通整理に笑顔のドライバー。
婦「有難うといわれるとうれしいです」

コーネルが制覇 競馬 コーネルランサーが辛勝。 レースはｽﾀｰﾄからゴールまで。
　～日本ダービー～ 一番人気のキタノカチドキをコーネルランサーが

ハナ差でかわす。

毎日ニュース 6月5日 勉強アラカルト 受験 現代の風変わりな学習塾。 着物にはかま姿で授業するのは学習塾慶陽館。
　　　　№１０１８ 学習塾 座禅からはじめる塾生たち。

英会話 寺子屋と見まごう授業風景。
レコード回る･････
東京の英会話学校ではロックのリズムを応用。
個室で声を出して練習

ああマイホーム 住宅 辺鄙を厭わず建てたものの、足元から 雨の日、団地の草深い道をゆく通勤者。
ﾏｲﾎｰﾑ 崩れてゆく恐怖とおそまつ住宅行政。 未舗装の道路。自転車で駅へ急ぐ人も。

山奥の建売住宅群。草深い地に建築中。
外壁や土台が崩れた新築の家。
軟弱な道路には亀裂がはしる。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 6月12日 無関心時代 無関心 現代人は自分以外のことに無関心かど 公園のベンチに置き忘れたような荷物が･･･
　　　　№１０１９ 公園 うかの実験。 それにまったく無関心の散策者たち。

荷物を挟んで写真とる人。一瞥して通り過ぎる人。
さわって、振ってみる若者。怪しげな音を聞いてみ
るのはまだいいほうか。

大臣、ノーカーデー 環境 国連人間環境会議を記念して、世界で 朝、家を出る三木武夫、中村梅吉、山中貞則の各
ﾉｰｶｰﾃﾞｰ 一斉に行われたノーカー運動に大臣た 大臣。地下鉄に乗る奥野誠亮大臣。

ちの挑戦。提唱者三木環境庁長官。 市民の声「ラッシュの時間に乗ってもらいたい。選
挙前のパフォーマンスか」
批判する野末陳平議員。
役所に着いた大臣たち。
三木「環境週間は定着しつつある」

毎日ニュース 6月19日 舌戦 選挙 保革伯仲の中、注目の参院選〝七夕 自民の話（橋本登美三郎）
　　　　№１０２０ 参院選 選挙〟が始まった。 社党（石橋政嗣）

保革伯仲 公明（矢野絢也）
民社（？）
共産（不破哲三）
演説する成田知巳
同　　　竹入義勝
同　　　春日一幸
同　　　宮本顕治
同　　　田中角栄
野末陳平の話「一票をだいじに」

毎日ニュース 6月26日 パニックのあとに 石油危機 石油パニック以来高値の悪役といわれ 田中首相に陳情する木材業界。
　　　　№１０２１ 木材 た木材業界。買い占めた輸入木材が 深川木場の貯木場にあふれる木材。

不況に泣いている。 業界の話「7ヶ月後の手形で皆潰れかかっている」
別な業者「住宅建てるなら今がチャンス。大工も遊
んでるし」
草深い里に並ぶ建売住宅

伝統　～琵琶職人～ 伝統工芸 古典楽器・薩摩琵琶を作る唯一の伝承 薩摩琵琶の奏者。
琵琶 者は東京の上村勝雄さん。 製作技術を伝承する上村勝雄ｻﾝ(36)。

素材は３年乾燥させた桑の木。胴彫りにかかる。
（桑の木は三宅島、鹿児島まで探しに行く）
昭和初期までは後継者が居たが･･･
ヤキゴテで孔を開ける。
「音色は糸を張ってからのサワリが肝心」

毎日ニュース 7月3日 婚前教育 結婚 妊娠の条件も解らぬ若者が増殖中。性 街行く若いカップル。
　　　　№１０２２ 性教育 教育に立ち上がった諏訪保健所の先生。 長野・諏訪保健所の樋代匡平所長が行う婚前学級

級の風景。
「朝飯を食べないと血液が薄くなり、妊娠しても母
体も作れないし子が育たない。母乳も出ない。
「酒飲んで妊娠しても子は大丈夫だが、夫婦でア
ルコール漬けじゃだめだ。そこで排卵日の計算だが
が･･･」

伝統　～伝統の詩～ 伝統工芸 風鈴職人の伝統の技。 風鈴作り一筋の江戸川区の篠原健治さん（42)
風鈴 生きの吹きぐあいが音色に影響する。

家族で仕上げ作業。日に500～600個を生産。
「鈴虫の音色を求めてやってきた。魂がこのガラス
玉にこめられている」
1200度の窯にガラス材を投入。
ガラス吹く真剣なまなざし。

© 毎日映画社



ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 7月10日 落選 選挙 七夕選挙で東京地方区に挑んだ作家 当選した宮田輝、糸山英太郎ら。
　　　　№１０２３ 参院選 野坂昭如のたたかい。 立候補の弁を述べる野坂。

選挙カーで商店街を流してゆく野坂。
野坂「日本は憲法改正、靖国神社法などヘンな
方向へいっている。危機を感じて立った。」
立会演説会の野坂。「文学だけでは歯がゆいと・・」
と思った・・」
町で握手を求められる。
永六輔の応援の弁が聞こえる。
投票する野坂夫妻。
野坂「精一杯やってきた。悔いはない。選挙で
言ってきたことは責任もたなきゃいけないことは
確かだ」
53万票で落選し、タバコ吸う野坂。

毎日ニュース 7月18日 水害に備えて 水害 渡良瀬川沿岸で行われた水防訓練。 半鐘鳴って消防車くる。
　　　　№１０２４ 渡良瀬川原の土手で行われた水防訓練の様子。

堤防決壊を抑える作業。土留めの道具。
ヘリで空から指揮官が降り立つ。
自衛隊による被災者救助作戦（ボートによる）。
ラッパ吹き、ゴムボートこぐ。
避難用の仮橋つくり。それをわたる人、ﾄﾗｯｸ。

参院選挙〝伊勢の陣〟 参院選 迷惑の声まで出た水害被災地での参院 水害の後始末中の三重県伊勢市。
選挙 選。 胸の高さまで水に浸かった住民たちは後始末に
水害 追われる。

そこへ押し寄せた候補者たち。
8400票の争奪戦は手伝い合戦に。

毎日ニュース 7月24日 拝啓 内閣 参院選敗北に端を発した田中政権末期 官邸を去る福田蔵相。
　　　　№１０２5 　　田中総理大臣殿 参院選 の混迷。 田中総裁誕生（回顧）

田中と周恩来、田中とニクソン、田中とブレジネフ
反日の東南アジア訪問。
実力者をそろえた第二次改造内閣。
石油危機。
田中、大平外相とキッシンジャー国務長官。
参院選敗北。
辞任の弁を述べる福田蔵相。
二階堂官房長官の記者会見。
大平正芳（→蔵相）
木村俊夫（→外相）
細田吉蔵（→行政管理庁長官）
福田と三木（副総理・環境相）握手。
官邸に入る田中。

夢の球宴 野球 劇的オールスター戦。初出場のセ高井 投げる木樽、王の犠打で先制。
　　　オールスター戦 ｵｰﾙｽﾀｰ が代打逆転満塁ホームランは史上初。 田淵２塁打、王打って２点目。

その裏、長池打って福本生還。
土壇場でパの高井（初出場・初打席）が、代打逆
点満塁ホームラン。

毎日ニュース 8月1日 真夏の攻防 野球 第45回都市対抗野球のもよう。 応援合戦。
　　　　№１０２6 　　　　～都市対抗 都市対抗 三菱重工三原が昨年優勝の日本鋼管を破り、優

勝の日石が新日鉄八幡に敗れる波乱。

緑の楽園 公園 明治百年記念事業埼玉の森林公園は 埼玉の比企郡に完成した国営の森林公園。
森林 日比谷公園の20倍の広さ。 森林の中の散策コース。滝、吊り橋、大小の沼。
明治百年 中央広場の噴水。

林をぬうサイクリングコース。

© 毎日映画社



ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 8月7日 おかあさん 乳児院 恵まれない子どものお母さん代わりにな 幼児とあそぶ〝おかあさん〟代わりの保母・飯島
　　　　№１０２７ 保母 って働く若い保母さんのすがた。 美津子さん(22）。

幼い子どもたちがいっぱいの乳児院のようす。
その子らの相手をして、遊び、食事、入浴ときりの
ない仕事。でも笑顔を絶やさない飯島さん。
休日のショッピングは娘らしく洋服店へ。
面会日に親に甘える子。
迎えにきた両親と院を去るくはなこちゃん。
子らを寝かせて日記をつける。
見回る。本を読んで聞かせる。子どもと散歩する。

毎日ニュース 8月15日 じっとがまんの檻の中 動物 うだるような暑さの動物園スケッチ。 暑くてたまらぬ動物園の動物たち。
　　　　№１０２８ 動物園 見物人は日よけの傘さして。

寝るしかないのは動物も幼子もおなじ。
暑さにうんざりした動物たち。

夏祭り 祭り 富岡八幡宮の夏祭り。なつかしい露店 みこしを担ぐ人（深川の富岡八幡宮）
夏祭り の数々。 威勢よくもまれ、上下に揺れるみこし。
富岡八幡 参道の露店に遊ぶ人。お面、ラムネ、金魚すくい。

カルメ焼き、ようよう売り、浴衣の娘ら。

毎日ニュース 8月22日 戦後２９年　８．１５ 8月15日 戦争が終わって29年、戦没者310万柱 戦争体験を語る人、聴く人。（「8.15を考える日」）
　　　　№１０２９ 終戦記念日 を悼む式典が今年も行われた。 全国戦没者追悼式（日本武道館）。

敗戦日 田中首相あいさつ。（追悼式の意義を強調）。
男の声「一億総ざんげそのままだ」
女の声「靖国、黙祷など、暗示的だと思う」
女の声「この日だけの平和では、何も考えていな
いと同じだ」

水車 職人 多摩の珍しい水車職人前野清一さんの 多摩でただ一人の水車職人前野清一さん（88)
水車職人 仕事ぶりを見る。 製作中。11歳のときから水車職人に奉公。
水車 水に浸かるので、釘など金物は使えない。

今は民芸品ブームで飾り物の注文が多い。
老いの顔が嬉々としている。

毎日ニュース 8月29日 食品添加物 ＡＦ－２ 食品添加物 合成殺菌剤AF-2は動物試験の結果発 合成殺菌剤ＡＦ－２被害に悩む人。
　　　　№１０３０ ＡＦ－２ がん性ありと国立衛生試験所が発表。 その害でガンになり、死んだ妻。

手足が不自由になり、セキが止まらないと訴える
人。「ＡＦ－２以外は考えられない」
製薬メーカー上野製薬を訴えた家族。
豆腐、ハム、魚肉、ソーセージなどに使用。ＡＦ－
２は合成殺菌剤の傑作といわれた。
試験所の試験室。発がん性が疑われる結論。
厚生省の対策（各委員会立ち上げ）。
記者発表。ＡＦ－２の使用禁止、回収を打ち出す
厚生省。
上野製薬の話（電話）「人が死ぬようなことはない」
厚生省の話「宇都宮だけで起こったのが全面的と
いえるかどうか疑わしい」
学者が話す「役人とメーカーの癒着が･･･」
畳のヘリをまっすぐ歩けない人。

毎日ニュース 9月5日 恐怖の爆弾事件 テロ 8月30日午後零時45分頃、丸の内ｵﾌｨ 警察発表「爆発地点は植木鉢にところ。爆発物は
　　　　№１０３１ 爆弾 ス街の三菱重工ビルで強烈な爆弾テロ 時限爆弾」

が発生。死者8人の大惨事に。「東ｱｼﾞｱ メチャメチャに破壊された丸の内の三菱重工ビル。
反日武装戦線狼」が犯行声明。 窓ガラスが全部引き跳んでいる！

通行人の犠牲者。血痕･･･
ビルから搬出される犠牲者。死者8、重軽傷多数。
病院に収容される被害者。かけつけた家族。
そのときの恐怖を語る被害者。
現場検証。被害者の遺留品。
破壊されたタクシー。路上に散乱するガラス片。

アクション ジャッジ 野球 球場でおなじみ、露崎審判員の派手な 金田投手のオーバーなアクション。
審判 アクションは米軍キャンプ仕込み。 露崎主審のアクションつきジャッジ。

家出の露崎氏。
球場での同氏。先ず準備体操から。
鏡でシャドウジャッジ。振付けを研究する同氏。
マウンド上の村田兆治のまさかり投法。
元ボクサーの痛快なジャッジぶり。
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ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 9月12日 新しきかな人生 敬老の日 ダンスに生きがいを見つけた老人たち。 老人ホームの日常。
　　　　№１０３２ 老人 神奈川県の老人福祉ｾﾝﾀｰでは老人たちがダンス

の真っ最中。
平均年齢70歳の手習いです。

砂上の楼閣 台風 台風16号で多摩川堤防が64年ぶりに 台風で多摩川の狛江付近が決壊。家屋流失。
堤防決壊 決壊。民家19戸が流失し責任問題が浮 自衛隊らが堰を爆破するも流れ変わらず。
家屋流失 上した。 狛江市に流失家屋の補償を求める住民たち。

都営団地に引っ越す被災住民。
民「一挙にゼロになっちゃった。元の家を建てても
らいたい」
なすすべない都と建設省。
土台が崩れ川の上に突き出した家。
損保「損害が5割以上でも最大120万円だ」
家族で夕食の小西さんもあきらめ顔だ。

毎日ニュース 9月19日 野の味覚を楽しむ 味覚 茨城・千代田村は秋の味覚であふれん 屋外でバーベキューを楽しむ家族。
　　　　№１０３３ 園芸村 ばかり。 茨城・千代田村は果樹園芸村。

栗の木をゆすり、足でイガ剥く子どもら。
梨畑の梨狩り。食べる、食べる･･･

高らかにチンドン ﾁﾝﾄﾞﾝ屋 昔のﾁﾝﾄﾞﾝ屋も現代ではﾁﾝﾄﾞﾝ宣伝社。 ﾁﾝﾄﾞﾝ屋の有賀留喜さんは化粧にかかる。
宣伝 社長の有賀留喜さんはﾁﾝﾄﾞﾝ一代だ。 この道30年のベテランは軽快に町へくりだす。
広告 口上を述べ、子どもとたわむれる有賀さん。

神社でおひる。
畑の向こうを練り歩くﾁﾝﾄﾞﾝ一行。

毎日ニュース 9月26日 動物交番 交番 頼まれていやと言えぬ岩崎巡査は、とう 警視庁の機動隊。
　　　　№１０３４ 動物 とう動物交番と近所の評判になった。 違法駐車の牽引。

交番（大井警察森前駐在所）
岩崎巡査部長と様々な動物。
アヒル、ウサギ、イヌ、インコなど14種類もいる。
アヒルの散歩に付き合う岩崎さん。

田中首相４カ国歴訪 外交 中南米・北米4ヶ国へ資源外交の旅に 羽田をたつ田中首相。
外国訪問 出た田中首相。まずメキシコへ。 メキシコ着。陽気な歓迎陣と日の丸小旗の波。

ソンブレロかぶった田中。
独立記念塔に献花。
エチェベリア大統領を訪問。

毎日ニュース 10月3日 ４カ国訪問を終えて 外交 続いてブラジル（アメリカ）、カナダを訪 羽田、帰国した田中首相。出迎えた孫、妻ら。
　　　　№１０３５ 　　　　　～田中首相 外国訪問 問した田中首相。 ブラジリア空港着（ブラジル）。

軍事政権下のブラジル。

日本総領事館前で日系人が大勢出迎え。
盛大な歓迎会。
カイゼル大統領と会談。相互に勲章を贈呈。
アマゾン開発で意見一致。
カナダへ。トルドー首相出迎え。
国会議事堂で女性上院議長と懇談。
トルドー首相と会談。（石油資源開発協力で一致）
大学で名誉学位を受ける田中首相。
帰国後の記者会見。
（日中航空路線の開設をはさんで）
田中「公共料金を10月で上げざるを得ない」

毎日ニュース 10月10日 柴田、ＫＯで防衛 ﾎﾞｸｼﾝｸﾞ 世界Ｊライト級チャンピオン柴田はエクアド 第２ラウンド柴田の右ストレートでボラノス、ダウン。
　　　　№１０３６ スポーツ ルのボラノスに勝ち３度目の防衛。 最終１５ラウンド、レフェリーストップで、柴田ＴＫＯ

勝ち。３度目の防衛は日本人初。

伝統　　～糸を編む 伝統工芸 奈良時代に伝わったという組紐。 鉛入りの糸巻き玉が糸を垂直に引く。
組紐 編まれていく組紐の妙。その完成品様々。

（太刀緒、帯留、箱の装飾用など）
編みの種類は、組撚、編、裁、折、絎（くけ）、束
（つかね）の７種。
オートメが幅を利かす時代に、老女が粛々と編む
手さばきの妙。
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毎日ニュース 10月17日 ミスタージャイアンツ 野球 プロ入り17年の選手生活に別れを告げる 夕暮れの後楽園球場のマウンド上で、引退の挨拶
　　　　№１０３７ 　　　　　　現役を引退 長嶋茂雄 長嶋茂雄選手。 をする長嶋。

引退 ゲーム中の長嶋の姿をインサート。
天覧試合でホームランを打つ長嶋。
長嶋「･･･私は今日引退しますが、わが巨人軍は
永久に不滅です。」
花束と握手と涙･･･、マウンドを降りる長島。

「核」への疑惑 核疑惑 米国のラロック退役少将の「核持込」発言 裸の女性の歓迎を受けて入港する米攻撃型空母
外交 のさ中、空母ミッドウェーが横須賀へ。 ミッドウェー。核搭載可能のＦ４Ｅファントム80機も。
防衛 入港反対を叫ぶ野党革新団体。デモ行進。
米空母 機動隊に囲まれる全学連。

衆院外交委員会で答弁する木村外相。
核ありやなしや、無言の巨大空母。

毎日ニュース 10月24日 愛護とは･･･ 動物 「おサルの電車は動物虐待」との動物愛 檻の中でさびしそうなサル。
　　　　№１０３８ 動物園 護団体の抗議で電車を降りた3匹のサル 「おサルの電車」で颯爽としていた頃のサル。

おｻﾙの電車 の行方。 ３匹のうち1匹はサル社会に復帰。
インサート･･･大切に扱われる犬、競馬馬。
なじめない2匹のサルは、「動物愛護」という名の
〝虐待〟でさびしい毎日です。

伝統　　～夢を飛ばす 凧 江戸下町伝統の凧作りを継ぐ神野さんは 伝統の豆凧作りは竹ひご作りから。
豆凧 豆凧作りに挑戦している。 和紙にバレン刷りの墨絵を書くのは奥さん。
伝統 絵馬、浮世絵、べっかんこなど13種類をつくる。

完成した豆凧とたわむれる神野さん夫婦。

毎日ニュース 10月31日 自衛隊２０周年 自衛隊 石油不足と冷雨のなかの自衛隊20周年 冷雨の中の自衛隊朝霞訓練場。
　　　　№１０３９ 　　～冷雨の観閲式 観閲式 観閲式はなにやら暗示的だった。 整列の自衛隊員を前に訓示する田中首相。

車で観閲する田中首相と山中防衛庁長官。
行進はじまる。石油不足で北海道部隊は不参加。
初参加の74式戦車、多連装ﾛｹｯﾄ、155ﾐﾘ榴弾
砲･･･

日本一　カネやんロッテ 野球 ロッテ3勝2敗後の対中日第6戦で、ロッテ 中日松本、ロッテ村田で第6戦始まる。
　　　～日本シリーズ 日本ｼﾘｰｽﾞ 優勝。 ロッテ広田、打って先制点。3回には中日返す。

両チームホームランで延長へ。
10回、ロッテ広田が中日星野を打って勝ち越し。
村田完投して勝利。歓喜。優勝旗貰う金田。

毎日ニュース 11月7日 田中首相、第3次資源 外交 田中資源外交の旅はニュージーランド 10･29ニュージーランド着。
　　　　№１０４０ 外交へ 歴訪 から。 ローリング首相出迎え。閲兵。

　　　　～3カ国歴訪 外国訪問 在留邦人の歓迎。
政治 国会議事堂で首脳会談。（海洋資源開発で合意）

同国歓迎会。

秋 季節 秋景色の中の現代風景を詩に詠む。 月とビル街。
秋 値上げ反対のざわめき。

沈む夕日。
カマキリと稲刈り。
柿のあるワラ屋根。裏山の狐。
晩秋の海。浮かぶ空母の影とアサリ取りの影。
雪の札幌時計台・
裁きの場の糸山英太郎。
月光の海。
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ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 11月14日 田中首相第2次外遊 外交 揺れる政局のなか、起死回生の資源外交 オーストラリア訪問。
　　　　№１０４１ 　　　　～豪州・ビルマ 歴訪 に乗り出した田中首相。 ホイットラム首相と官邸の庭をあるく。

外国訪問 （日豪友好基本条約の締結を約束）
政治 鉱山露天掘り現場を見る田中。

（ウランなどエネルギー資源の長期供給を確約）
ビルマへ。少女の歓迎。
（首脳会談で65億円の商品借款を約束）
日本人墓地。戦没者慰霊碑に献花。

ゆれた田中政権 政治 金脈問題に追われる田中首相が、フォー 憂色濃い二階堂官房長官と橋本幹事長。
内閣 ド大統領来日を前に放った内閣改造の強 市民団体の田中金脈追及の決起集会。
政権 行突破。 南條徳男葬儀に集まった岸、佐藤、船田、福田ら。

記者会見で退陣と金脈質問に汗吹く田中。
田「私に代われというんでしょう。しかしね、人事の
一新となったわけです」
憂い顔の橋本、大平。
三木「人心が離れたらね」
福田「政治の信頼をどうやって回復するかだ」
大平「理解、同情、寛容がほしいね」
田中改造内閣発足。（官房長官に竹下登、二階
堂は幹事長に。

毎日ニュース 11月21日 告発、歯科診療 歯科 歯科は医師の数、保険、医療行政が人 暗いうちから歯科医院の玄関前に並ぶ患者。
　　　　№１０４２ 歯医者 口に追いつかず、お粗末な状態。 柏市の歯科医院はどこも予約で満杯。

歯科医院増設の要望書も不採用。
市「医師の確保すら難しい状況だ」
厚生省「まず虫歯の予防を」

フォード大統領来日 大統領 米国の歴代大統領として初来日したフォ 田中記者会見「日米安保はいまひとつ理解がね」
フォード ード大統領。取り巻く来日反対派。 羽田。大統領専用機から降りるフォード大統領。
外交 野党の集会、デモ。（田中内閣反対、ｲﾝﾌﾚ阻止、

フォード来日反対を叫ぶ。）
学生と機動隊が衝突するなか、ヘリで迎賓館へ向
かうフォード大統領。
迎賓館を取り巻く反対派。
フォードと天皇握手。

毎日ニュース 11月28日 フォード大統領の5日間 大統領 東京での主要日程と、関西での秋を楽し 警備の厳しい市街。学生と機動隊にらみあい。
　　　　№10４３ フォード むフォード大統領。 厳戒の迎賓館に到着した昭和天皇。

外交 フォード大統領と天皇の歴史的な握手。閲兵。
参列者に握手してゆくフォードとキシンジャー。
中で両陛下とフォード大統領。
宮中晩餐会。
迎賓館で日米首脳会談。（エネルギー問題）
スポーツ観戦のフォード。
ヘリで関西へ。
厳戒の古都の秋を楽しむフォード。
二条城、金閣寺、貫主と話すフォード。
22日、韓国へ離陸。後始末のおまわり。

毎日ニュース 12月5日 おとぼけ政変劇 政治 船出した田中改造内閣も金脈スキャンダ 内閣改造でごきげんの田中首相。
　　　　№１０４４ 　　　　～ポスト田中 政局 ルや金権選挙の批判に負け倒壊。椎名 椎名副総裁。自民党大会。

裁定でポスト三木迄のどたばた政局。 田中総裁辞任を読み上げる二階堂幹事長。
大平、福田、三木、中曽根らポストを窺う面々。
話す大平と石井、福田と西村。
椎名副総裁と二階堂幹事長が調整役で実力者に
会う。
インサート･･･田中政権の足跡。
中曽根会見「椎名裁定は三木」と発表。
不満の二階堂「責任負えない」
フラッシュ浴びる三木武夫。

毎日ニュース 12月 三木新政権誕生 政治 政界浄化一筋できた三木武夫氏に、37 衆議院の首班指名。前尾議長。
　　　　№１０４５ １２日 内閣 年ぶりに回ってきた総理総裁の椅子。 三木の生い立ち･･･30歳で政界入り。以来日本と

共にたどった道（回顧）。
自民党大会で挨拶する三木。
不景気のｱﾒ横、企業倒産日に30件のｲﾝﾌﾚ時代。
スト中の企業、スト乱立の中、三木内閣の船出。
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ニュース名  封切日 ニュース項目 キーワード 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース １２月 生活苦の中で 交通遺児 生活保護月僅か３万9千円。物価高の世 交通遺児と母親の全国大会。武井まえみちゃんが
　　　　№１０４６ １９日 　　　　～交通遺児 交通事故 に柱を失った交通遺児の家庭は悲惨だ。 父の思い出を発表。

小学校でのまえみちゃん。母の静恵さんは社員食
堂でパートに就く。
帰宅する母。母を待つ弟。父は仏壇の位牌に。
交通遺児は全国で6万人にのぼる。

歳末狂騒曲 歳末 不況の中の歳末を有馬記念レースに乗せ 演説する三木総理。
競馬 て送る。 有馬記念ｽﾀｰﾄ。デパートの売り出しｽﾀｰﾄ。
有馬記念 タニノチカラのレース（タケホープ、ハイセイコー敗

れる）
三木「政治の信頼取り戻したい」

毎日ニュース １２月 東京の酒蔵 伝統 都内唯一の酒蔵小山酒蔵は新年を前に 北区荒川沿いにある小山酒造。
　　　　№１０４７ ２６日 酒造り 仕込みの真っ最中。 早朝から仕込み中の杜氏。

日本酒 蒸し揚げた酒米を樽へ運び込む。
舌で味をみる杜氏。ここは都内唯一の醸造元。

ヤマは消えた 炭鉱 黒いダイヤともてはやされた石炭の時代 雪に包まれた岩見沢市の朝日炭鉱。11月30日に
閉山 は終わった。先行き不安のヤマの男たち。 閉山、67年の歴史に幕を引いた。
石炭 職安にかけあう労働者たち。

失業保険を受け取る小西和夫さん（35)
小西家の夕食。あしたの生活が心配だ。
坑口を塞ぐ男たち。
小西さんは幌内炭鉱に就職が決まったが、先行き
は分からない。男達は酒と歌で別れてゆく。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

1975
毎日ニュース 昭和50年 おすこやかに 皇室 昭和50年新春の天皇ご一家。 天皇ご一家。（皇太子一家、常陸宮夫妻）

　　　　№１０４８ 1月1日 　　　　天皇ご一家 昭和天皇 孫３人に囲まれて団欒のひととき。
庭での一家。秋に訪米を控えた天皇。

われら大根役者 劇団 舞台と客席の親密な交流をめざして旗 アマ劇団の真剣な舞台稽古。

演劇 揚げしたアマ劇団「よせあつめ」。 舞台の建て込み中。楽屋では化粧中。

役者 「瞼の母」のユーモラスな口上と舞台。

村芝居 舞踊中にお酒の差し入れあり。

毎日ニュース 1月9日 110番繁盛記 不況 繊維会社の不況対策、ナンデモ110番 不況のさなかにある足利市の繊維会社。

　　　　№１０４９ 繊維不況 が市民から引っ張り凧の大当たり。 操短で止まった機械。

繊維会社 余剰人員を活用した「ナンデモ110番機動部
隊」発足。
７つ道具を車に積み込んでいざ出動。
消防小屋の修理。
地下足袋に履き替えて、植木屋に変身。
ペンキ塗りもやります。

伝統　　～京扇 京扇 舞に欠かせない京扇の優美さはどこか 製作中の京扇。３枚の和紙を扇形に裁断。

扇子 らくるか、その製作過程に見る。 色彩豊かに絵付け。

伝統 扇面紙を折る。貼り合わせて穴をうがち、糊付
けしたヒゴを差し込む。
形を整えて完成。

毎日ニュース 1月16日 伝統　　～包丁の舞い 伝統 「包丁式」ともいわれる伝統の俎板開き 浅草・報恩寺の俎板開き。

　　　　№１０５０ 俎板開き が早春の浅草報恩寺で奉納された。 古式の包丁さばきを披露する日本料理の四条
流家元。俎板の鯉に包丁を入れる。
肴に手を触れず、包丁と箸のみで調理。
「梅見の鯉」の完成。

花のジャンパー スキー ノルウェー出身の女性ジャンパー、ア ジャンプ台の階段のぼるアニタ嬢。

　　～アニタ・ウォルド嬢 ジャンプ ニタ・ウォルドを迎えたジャンプ大会。 アニタ・ウォルドの見事なジャンプ。
父親と札幌市街をショッピング。日本人形、
羽子板に目を輝かすあどけなさ。
ジャンプ本番（90ｍの公式競技）
80.5ｍの女性最長不倒を記録。
優勝の笠谷と握手するアニタ。
芳紀18歳の豪快なジャンプ。

毎日ニュース 1月23日 成人 成人式 成人式を迎えた若者たち。中には重 皇太子ご夫妻を迎えて第27回「青年のつどい」

　　　　№１０５１ 症身障児施設で働く若者もいる。 ｲﾝﾀﾋﾞｭｰに答える着物姿の成人たち。
重症身体障害者児施設「島田療育園」に勤め。
る橋本仁美さんら３人の女性。
橋本「初めは仕事に驚いたが、今はまだやりた
いきもち」
アパート生活の３人。
青年のつどいで男性「よりよい社会の建設を手
伝わせてください」

毎日ニュース 1月30日 学園春闘 学園紛争 学費値上げ反対に揺れる私立大学。 私立大学に広がる学費値上げ反対の機運。

　　　　№１０５２ 　　　私大学費値上げ 大学闘争 値上げ後は4年間で100万円超。 ストとロックアウトの応酬。
反対ビラに囲まれた法政大学。
野次と怒号の中、団交が開かれた。
市街に繰り出す学生デモ。

ＳＬ雪原をゆく エスエル 明治5年鉄道開業103年で消える蒸気 雪の中ゆく蒸気機関車。
蒸気機関車 機関車。 岩見沢駅。機関士、保線員らの仕事。

石炭積み、石炭くべ、汽笛一声走り出す。
ＳＬ車内の車掌。
雪原をゆくＳＬの雄姿。

毎日ニュース 2月6日 雪と氷の祭典 雪祭り ことしの札幌行きまつり。 札幌の雪祭り会場。

　　　　№１０５３ 　　～さっぽろ雪まつり マンガの雪像と遊ぶ子どもたち。
雪の滑り台。ハイジ、白雪姫の雪像。
馬橇に乗る子どもたち。

伝統　　～和紙 和紙 埼玉県比企郡小川町は紙漉きの里。 埼玉県小川町は紙漉きの里。

紙漉き 和紙の手漉き職人、田中昭作さんの仕事。

伝統 （水でアク抜きしたあと）水にさらす楮の皮。
楮のちり選り。
繊維を細かく打ち砕く。
砕いた楮を糊と一緒に水に入れ、漉く。
漉いた紙を重ねる。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 2月13日 とどかぬ父母の声 原理運動 社会問題となった統一教会の集団結 「原理運動被害者父母の会」の親たち。

　　　　№１０５４  ～原理運動集団結婚 婚式。 渋谷の統一教会本部につめかけた父母たち。
文鮮明の統一教会日本人信者は20万人。
子を説得する親たち。
ソウルでの集団結婚式に旅立つ信者たち。

伝統　　～能面 伝統 この道43年のベテラン能面師。 杉並区荻窪の羽生光善さんは能面造り43年。

能面 寸法をとった丸太をくりぬいてゆく。
だいぶ彫りあがった面。更にこまかく削る。
目に墨を入れる。
舞台に舞う能面。

国電30円区間 国電 東京駅から３０円区間のキップを買い旅気分を味わった。

毎日ニュース 2月20日
　　　　№１０５５ 民話を訪ねて 民話　越後 一面の白い世界越後の冬。下条登美さんは数少ない民話の語り婆。

「雪むすめ」（越後） 新潟　雪むすめ 下条さんの知る約２５０話の中から「雪むすめ」を語った。

毎日ニュース 2月27日 迷子フェリー しれとこ丸 フェリー 日本沿海フェリーしれとこ丸が行方不無事 フェリーが迷子になった記者発表する、しれと

　　　　№１０５６ 船 明、帰還するまでの陳騒動。 こ丸関係者。
新橋の本社につめかけた乗客乗員の家族。
無事の連絡に沸く事務所内。
（嵐を避けて太平洋へ出たが、無線が届かな
かったのがその理由）
苫小牧の岸壁に接岸したしれとこ丸。
出迎えた家族と無事を喜び合う乗客。

あー!! 受験 受験 受験シーズン。悲喜こもごもの大学入 最後の神頼み。

大学入試 試。 試験会場に急ぐ受験生。問題に取り組む受験
生。外では不安な親たち。
発表に見入る受験生。張り出される合格発表。
受かった喜び、落ちた悲しみ･･･

毎日ニュース 3月6日 山の文化生活 農林業 静岡みかん畑のモノレールを仕事に生 埼玉秩父山中で暮らす島田穆彦さん一家。

　　　　№１０５７ 農家 かした島田さんのｱｲﾃﾞｱ林業。 みかん畑のモノレールを林業に生かしている。

モノレール １５０ｋｇの木材も運び出す。
奥さんが弁当をモノレールで届ける。
小学生の娘の送り迎えもモノレールで。

不発弾始末記 不発弾 静かな東久留米市の住宅街に起こっ 東京・東久留米市の住宅街に自衛隊の爆弾

自衛隊 た不発弾撤去騒動。 処理班出動。
探知機で宅地の地下の不発弾を探す。
地下５ｍに２５０キロ爆弾発見。床屋さんの地下
からも。おっと、スキヤキ鍋だった！
住民1700人避難してガラ空きの街。
緊張のなか、信管抜き取りに成功。
吊り上げられた巨大爆弾。

毎日ニュース 3月13日 特集　悪夢から半年 爆弾 間組本社で爆弾事件発生。未だ捕ま ２／２８、東京青山の間組本社で爆弾破裂。

　　　　№１０５８ 爆弾事件 らぬ三菱重工爆破犯。 丸の内三菱街のｻﾗﾘｰﾏﾝたち。
写真と映像で半年前の三菱重工ビル爆破。
被害者鈴木ひでおさんはまだ入院中
被害者・横浜の故長谷川健さん宅は無人に。
被害者・故二見さんの墓。（遺族の声）
捜査本部の会議。
遺留品ダイナマイト容器のペール缶で説明す
る捜査員。

毎日ニュース 3月20日 美濃部、石原、松下 選挙 三選辞退の美濃部が社共に押されて 都知事の椅子。

　　　　№１０５９ 都知事選 一転出馬をきめ、てんやわんやの知事 美濃部候補「石原のファシズムが･･･」
選騒動。 松下正寿候補。

石原候補「美濃部は独裁的だ」
社共トップ会談（不破と石橋、宮本と成田）
目パチクリの石原は中曽根詣で。石原と三木。
松下候補「美濃部は出る出ないと都民を愚弄
しておる」
美濃部は知事室で、石原は支持者まわり。
美濃部「革新都政を自民党には渡せない」
石原「都政の荒廃を立て直す」
民社・春日一幸と松下候補。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 3月27日 刑事 刑事 定年を延長し、時効間近の3億円事件 警視庁刑事・平塚八兵衛（61)が雑踏をゆく。

　　　　№１０６０ 三億円事件 を追う平塚八兵衛刑事。 3億円事件を追う平塚刑事の目。「この犯人は
警察官の信用度を利用している」
吉展ちゃん事件の回想。「私は人より遅く行っ
たことがない。殺しの刑事は泣かれて始まり、
泣かれて終わる」
吉展ちゃん地蔵に手を合わせる平塚。
夫婦の会話。
聞き込みに執念もやす平塚。

あすの国防をになって 防衛大学校 防衛大学校の卒業式。 訓示する三木首相。

　　　　　～防大卒業式 卒業式 校長猪木正道、卒業証書を授与。
校庭で行進。

毎日ニュース 4月3日 チビッ子勝負師 子ども 近頃の子どもの遊びに入り込む大人の 公園で遊ぶ子ども。

　　　　№１０６１ ゲーム 射幸心。 パチンコ台で遊ぶ子ども。
大人顔負けの射幸心をあおる機械が駄菓子屋
の店先に。

青春 センバツ センバツ開幕。初出場大阪初芝高校 第47回センバツ開幕の甲子園球場。

高校野球 の東投手は一球も投げずに去った。 初出場、大阪初芝高校入場。
田中香苗社長挨拶。選手宣誓。
対日大山形戦で完敗。
投げずに去るエースナンバー１・東投手。

毎日ニュース 4月10日 紫紺の優勝旗高知高に センバツ 東海大相模対高知高で白熱の決勝 東海大相模対高知高。

　　　　№１０６２ 高校野球 戦。軍配は高知に。 東海大相模の3番原がホームラン。

決勝戦 シーソーゲーム5対5で延長戦へ。
12回チャンスをつぶす東海大相模。
13回高知は一挙5点を挙げて勝負を決める。

日高の春 牧場 日高にのんびり種牡馬生活を送る怪物 日高連峰の裾野にようやく春が･･･

ﾊｲｾｲｺｰ ハイセイコー。 福寿草、小川のアヒル、ネコヤナギ･･･
新冠牧場で引退生活のハイセイコー。
牧場を周回する若駒群。

毎日ニュース 4月17日 そのとき石原氏は･･･ 都知事選 美濃部三選阻止で立ち上がった石原 車上で声を張り上げる石原候補。

　　　　№１０６３ 慎太郎の惜敗ぶり。 開票で右往左往する石原事務所。黛敏郎も。
記者連の間を走り回る事務所の女性。
次第に重苦しくなる事務所の表情。
松下候補は敗戦の弁。「都民に政治教育の必
要がある」
達磨に目を入れ万歳の美濃部陣営（ﾃﾚﾋﾞ）。
慎太郎敗戦の弁「必敗覚悟でやった。」

毎日ニュース 4月24日 〝浮かぶ都市〟沖縄へ イベント 沖縄海洋博のシンボル「アクアポリス」 広島から沖縄へ海上を曳航されるｱｸｱﾎﾟﾘｽ。

　　　　№１０６４ 構造物 が広島港で完成。沖縄へ曳航する。 空撮。広さ１００ｍ四方、高さ３２ｍはギリシャの

ｱｸｱﾎﾟﾘｽ 総工費123億円。 古代神殿のよう。
内部のマリノラマ。
丸ビルがｽｯﾎﾟﾘ入る世界最大の海洋構造物。
沖縄の本部半島沖に据えられる予定。

伝統　　　～書の心 伝統工芸 佐藤悦三郎さん75歳は東京の数少な 毛筆の製作に余念がない佐藤さん。

筆 い筆匠のひとり。 様々な動物の毛を、もみ、毛を梳り、不要な毛

毛筆 を取り除く。
単調な作業の連続から、強靭な毛並みがそろ
ってゆく。
書家のクセを理解して穂先を整える。
糊付け作業で完成。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 5月1日 天皇陛下満７５歳に 昭和天皇 75歳でお元気な（昭和）天皇陛下。 春の東御苑を散策される昭和天皇。

　　　　№１０６５ 皇室 大番所の両陛下。

身障者のために 身障者 わが国の身障者のための福祉設備は 第25回身体障害者福祉大会（日比谷公会堂）

福祉 緒についたばかり。 街の段差、トイレなど、身障者用の設備はまだ
少ない。
東京駅。車椅子利用者を新幹線の身障者専
用列車に案内する駅員。
養護学校の通学バス。車椅子で乗り降り。
都営住宅の障害者設備（スロープ、ドア、風
呂設備）
盲人用横断歩道。

毎日ニュース 5月8日 春の息吹き ～大雪山 春 北海道大雪山に遅い春が･･･ 水芭蕉、蕗の薹が芽吹いた大雪山。

　　　　№１０６６ 早春 層雲峡に繰り出した行楽客。

大雪山 くろ岳は春スキーのメッカ。ハダカで滑る男。

怪物クン奮戦記 柔道 高校3年で全日本柔道選手権に3位 高校3年3段の山下登場。

　　　　～全日本柔道 山下康裕 入賞した山下康裕の怪物ぶり。 送り襟絞めで1本。
上四方で1本。
大外刈で1本。
上村に敗れ、3位に。

毎日ニュース 5月15日 華やかに王室外交 ｲｷﾞﾘｽ 五月晴れの日本へ降り立ったエリザベ 羽田空港。タラップ降りるＥ夫妻。

　　　　№１０６７ 王室 ス女王夫妻とその魅力。 迎賓館で儀仗兵の栄誉礼受ける。

エリザベス 皇居の庭で両陛下と。

女王 東宮御所で皇太子一家と（清宮花束を）
武道館で模範演技を見学。
京都。桂離宮で茶。蹴鞠を見学。
東京お堀端でパレード。
車上のＥ夫妻

毎日ニュース 5月22日 利根は流れる 利根川 利根川風景。群馬・尾島町の二つ小屋 利根川とその流域ののどかな風景。

　　　　№１０６８ 渡し舟 屋の渡しもまもなく消えてゆく。 渡し舟がすべってゆく。水に棹差す影。
投網する船頭。

三社祭 祭り 豪快な夏、三社祭がやってきた。女の 浅草観音の参道は参拝者で大混雑。

三社祭 担ぎ手が増えたなあ！ 子どもみこし。

みこし 沿道に並ぶ店。
若者みこしがねる。女の担ぎ手が増えた。
吉原の花魁道中が復活。
夜、みこしの宮入でｸﾗｲﾏｯｸｽ。

毎日ニュース 5月29日 カブラヤオー優勝 ダービー 本命カブラヤオーが逃げ切って４６００ 東京競馬場に勢ぞろいした優駿２８頭。

　　　　№１０６９  ～第24回日本ダービー 競馬 手中に。 スタートから先頭に立った本命カブラヤオーが

ｶﾌﾞﾗﾔｵｰ そのまま逃げ切ってｺﾞｰﾙ。さつき賞に続く２冠。
菅原騎手は春のｸﾗｼｯｸ4連覇の偉業。

伝統　　～丹波布 伝統工芸 丹波布の織り手北村こふみさん７１歳 六甲連山のふもと兵庫県丹波篠山町。

織り の技。 旧十万石・篠山城下の町並み。

丹波布 縞の木綿丹波布を織る北村こふみさん。
機織る手の慣れ加減。
町を行く若者観光客。
一日機の前に座る北村さん。

毎日ニュース 6月5日 佐藤さん死去 佐藤栄作 6月3日、佐藤栄作元首相が死去、74 世田谷区代沢の佐藤邸を弔問する船田中、岸

　　　　№１０７０ 歳（於西新橋慈恵大付属病院）。 信介、竹下登ら。
回顧）昭和39年佐藤内閣誕生から日韓採決。ｒつ
弔問の春日一幸、竹入義勝、成田知巳ら。
回顧）沖縄返還でノーベル平和賞。

伝統　　～刀匠 日本刀 鉄と炎に挑む若き刀匠月山清氏の姿 ふいごに燃え上がる炎。刀を打つ白装束の男、

刀匠 を描く。 月山清28歳。

刀鍛冶 焼けた鉄を繰り返し鍛錬する。

月山清 仲間と刀の話か？
人間国宝月山昇の指導。
鍛え、焼いた刀身を水に入れる焼きいれ。
剣舞インサート（詩吟付き）
刀を打つ快い響き。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 6月12日 ぼくたちは〝もぐら〟 福祉 江戸川養護学校卒業生の生活共同体 電線か遺体業で働く身障者たち。

　　　　№１０７１ 身体障害者 もぐらの家探訪記。 ひふみ会の身障者用仕事場「もぐらの家」。

もぐらの家 機械を動かして電線処理。
身障者25人と職員5人。
たくみに廃線を捌いてゆく。
「公的援助が欲しい」と語る菊地責任者。
近隣住民の協力で廃品回収もやる。

毎日ニュース 6月19日 ニュース映画からみた 政治 佐藤栄作前首相の葬儀とその事跡。 佐藤栄作氏の国民葬。三木首相弔辞。

　　　　№１０７2 　　　　　　　　佐藤時代 佐藤栄作 時代回顧）「強行国会」　昭和40.11.12
日韓条約で衆議院強行採決（船田議長）。
「反戦・基地闘争」　
昭和43.1.19　原子力空母エンタープライスﾞ佐
世保入港。
昭和43.10.21　新宿騒乱事件。
「沖縄」
昭和45.10.21佐藤・ニクソン会談
昭和47.5.15　沖縄返還式典（日本武道館）
昭和47.6.17　佐藤内閣不信任案否決で〝退
陣の花道ができた〟（自民党両院議員総会）。
「偏向的な新聞は嫌い」と独り演説の佐藤。
日本武道館で献花つづく。

毎日ニュース 6月26日 影絵 影絵 影絵劇の国際会議が日本で開かれた。 影絵劇の国際会議にアジア７カ国が参加。

　　　　№１０７３ ﾏﾚｰｼｱ代表の影絵劇「ラーマ王物語」。
その幻想的な展開。

この子らに喜びを 福祉 廃品で教材を作る先生と子どもたちの 都立八王子養護学校。
身体障害者 喜び。八王子養護学校での話し。 遠藤拓夫先生の教室。

川原で廃品探す遠藤先生。
家で廃品から遊び道具を考案（ｱｲﾃﾞｱ品）
鋏を使わせる。「隠された才能を引き出したい」
コマを作って喜ぶ子どもたち。

毎日ニュース 7月3日 経師屋さ～ん 学生 窮乏学生の早大版〝襖クラブ〟は 早稲田大学の勤労学生の相互扶助グループ。

　　　　№１０７４ ｱﾙﾊﾞｲﾄ 「ホームサービスグループ」。 襖張替え、障子の張替えに、いざ出動。

襖張り 民家を訪れ、足袋に履き替え、ねじり鉢巻に。
手際よく襖の張替えにかかる。
（月14日以上働いてはいけない規則）
立派にできてお金を受け取る（1枚千円程度）

小さな占拠者たち 自転車 ＪＲ登戸駅を占拠する自転車の不法 駅前を占拠する違法駐輪。

駐輪 駐車とツバメの巣。 違法駐車の看板。

違法駐車 ホーム上のツバメの巣。

ツバメ 口開けて親鳥を待つ子ツバメ。

ツバメの巣 口開けてみる乗客たち。

毎日ニュース 7月10日 混乱国会の後始末 国会 三木内閣初の国会は経済悪化、保革 終盤国会は徹夜の長丁場に。

　　　　№１０７５ 政治 伯仲の中、終盤は大荒れ。 河野参院議長の声も夢うつつの中で。

終盤国会 戦闘体性に腹ごしらえの各党控え室。
野党、自党内の突き上げで四苦八苦の三木。
衛視導入で演壇の野党を排除。
審議遅延に耐え、困惑顔の三木。
公選法、政治資金規正法反対の野党デモ。
訴え、泣くシオミ自民幹事長。
採決に野党の牛歩戦術。
可否同数で議長採決。
酒たばこ値上げ法案は流れ。喜ぶ野党。
三木「半分は流れたが、今後も対話と協調で
いきたい」。

毎日ニュース 7月17日 カッパ・シーズン 子ども 夏休み期間中の水難事故防止を子ど プールではしゃぐカッパたち。

　　　　№１０７６ 水泳 もたちに訓練。 子どもたちの水難事故防止訓練。

夏休み 救助のコツは、うしろからアゴを捉える。
水難救出法の模範演技。
ボートが転覆っしたら横につかまる。
人工呼吸法訓練。

山の駐在さん 警察 都下五日市町桧原村の駐在さんは、 山深い一帯をバイクでゆく駐在さん秋山巡査部

駐在 いつも親しく独居老人宅を回っている。 長。

巡査 道端のモリアオガエル、キセキレイの巣を保
全する秋山さん。
山奥の民家を訪問。孤独老人と話す。
山の上の老婆宅でカマを研いでやる秋山さん。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 7月24日 めんそーれ 海洋博へ 海洋博 沖縄海洋博覧会のオープンニング。 空撮で、沖縄本部半島の海洋博覧会会場。

　　　　№１０７７ 皇太子ご夫妻到着。
オープニング、三木首相開幕の辞。
皇太子（明仁）おことば。
ステージの琉球舞踊団。
琉球王国のハーリー船で登場。
テープカットで入場する客。
アクアポリスへ行くエキスポニューシティカー。
海の多面的利用をテーマとするアクアポリス。
巨大クジラ館。ムードをかもし出す沖縄館。

毎日ニュース 7月30日 球宴 野球 主審と応援団を通してみる真夏の球宴 真夏に盛り上がる都市対抗野球。

　　　　№１０７８ 都市対抗野球。 千葉で洋品店を営む鈴木康夫さん（４４）は野
球の審判。
後楽園球場。主審のマスクをつける鈴木さん。
キビキビ動く姿。ホームプレートの砂掃く。
クロスプレーも見逃さない目。
橋本泰江さん（２１）は和光市ホンダの応援団。
ホンダ囃子ほか、地方色豊かな応援合戦。

毎日ニュース 8月7日 おお ビヤガーデン ビール 季節もの、ビヤガーデンさまざま。 羽田のホテル屋上に走るＳＬはビヤガーデンの

　　　　№１０７９ ﾋﾞﾔｶﾞｰﾃﾞﾝ 呼び物。
ＳＬに乗ってビールグラスを掲げるご機嫌な客。
猛獣がﾎｽﾃｽ、名古屋のアニマルビヤガーデンｱﾆﾏﾙ。
ビール大好きの熊。トラになって眠る男。

伝統　　～竹を編む 伝統工芸 東京の甲州街道沿いの竹細工屋、田 甲州街道沿いの竹細工屋さん。

竹工芸 中清さん。 竹を割り、細く、平たく削ってゆく。

竹細工 カゴの底を組む。
編み上げてゆく手さばき。
仕事場兼店先。

毎日ニュース 8月14日 日米成熟時代 外交 クアラルンプールでの日本赤軍による ワシントンのアンドリュース空軍基地に到着した

　　　　№１０８０ 　　　　　～三木訪米 日米 米大使館占拠事件後、初の訪米をし 三木首相。
た三木首相。 （出迎えのｲﾝｶﾞｿﾙ国務副長官、ﾎｯｼﾞｽﾝ駐日

大使ら）
韓国の朴政権支援に反対する抗議デモ。
フォード大統領と首脳会談。
アーリントン墓地へ。
晩餐会へ。アジアの平和への努力で一致。
8.11、羽田へ帰国。国内政治は波乱含み。

毎日ニュース 8月21日 戦後30年 戦没者 戦争が終わって30年が経った。戦没者 日本武道館での全国戦没者追悼式。

　　　　№１０８１ 追悼式 追悼式しめやかに。 天皇（昭和天皇）のおことば。

戦争 回顧）爆撃、特攻。
志村俊子さんが持っている父の戦地からの手
紙。
手紙読む声が硫黄島の戦いの上に流れる。
大崎久子さん。
戦地慰霊で持ち帰った砂を前に思い出語る。
町を行く戦争を知らない世代。

毎日ニュース 8月28日 またも後手行政 公害 江東、江戸川の沿岸埋立地に降って沸い 江東、江戸川の沿岸埋立地に降って沸いた六

　　　　№１０８２ 　　　～六価クロム禍 政治 沸いた六価クロム公害の大騒動。 価クロム禍騒動。
墨田区の主婦の告発が発端。
汚染された地下水。
保健所で診察を受ける住民たち。
汚染源は日本化学工業の廃滓。
メッキ用のクロム化学物生成の際に排出する
六価クロム鉱滓が元凶（その量５万トン）。
国・都の対策委員会。
シートパイル打ち込み、中和剤散布。
怠慢を認める都。逃げられないと嘆く住民。
六価クロム粉塵で鼻に穴が開いた住民。
棚橋社長「因果関係が認められれば補償」
日化周辺の汚染地域。

毎日ニュース 9月4日 神父さんと子どもたち 神父 自作の紙芝居でキリストの話を伝える 紙で人形をかたどった紙芝居でキリストの話を

　　　　№１０８３ 宗教 フランス人神父。 子どもたちに伝えている仏人神父。
ロベール・ジュイニエ氏（57)。
独り暮らしで紙芝居を作る神父。
バスで信者回りする氏。車内で子どもと話す。
子どもらが寄ってくると紙芝居が始まる。
列車で移動する神父。
長万部のマリア幼稚園で紙芝居。
庭で子どもたちに囲まれる神父。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 9月11日 訪米を前にご多忙の 皇室 訪米を前に静養される両陛下。 那須の御用邸で体力作りの両陛下。

　　　　№１０８４ 　　　　　　　　　両陛下 昭和天皇 森の中をご散策。
何度も放鳥される両陛下。

賢二君はどこに 家出 夏休み明けの九月は少年少女の家出 家出した長田賢二ｸﾝ(18)を捜す母。

警察 の季節だ。 愛用品に涙する両親。
家出人捜索 夏休みの盛り場。家出人に目を光らせる大人。

補導される子ら。
亀有署に相談に行く親。
聞き込みする両親。呼びかける母。

毎日ニュース 9月18日 銀輪の青春 競輪 修善寺の競輪学校で自転車一筋にか 競輪場を疾駆する自転車群。

　　　　№１０８５ 自転車 ける1年間の青春像。 競輪学校の管田順治君(21)

青春 石段を走り上がる。漕ぐ練習。

競輪学校 トラック回る。
学校終了のパーティー。
養護施設の慰問。さよならする管田君。
卒業記念レースの決勝。最終回のカネ･･･
管田「落ち着きなく負けた」
卒業式。独り周回する管田君。

毎日ニュース 9月25日 ある漁師の生活 海 埋め立てで消えていく浦安の海、だが 東京湾の一角、浦安の海辺。

　　　　№１０８６ 〝海が生きている限り 漁師 漁師は「海は生きている」と言う。 網つくろいする漁師、金子実夫さん（68)。

浦安 船を出す金子さん。埋め立て最先端ではアサ

東京湾 リ採りする漁師たち。

アサリ この海もあと2年の運命と、アサリむき

埋立て 笛、太鼓で酒飲む漁師たち。
（海への思いを語る漁師たち）
金子さんの船が運河を行く。

毎日ニュース 10月2日 秋風 秋 不況風吹く日本の秋のスケッチ。 ラグビー、ウェールズ対全日本。

　　　　№１０８７ ラグビー ウェールズが豪快なプレーで全日本を圧倒。

ウェールズ 不況の秋、倒産企業相次ぐ。

不況 大学内で求人票見る学生たち。

倒産 交通遺児チャリティの10円カレーに並ぶ人。

交通遺児 皇居周辺の警備隊。

チャリティ 夕暮れの電車。虫の声と夕暮れの街。

毎日ニュース 10月9日 体力づくり 健康 何はなくともまず健康、皇居周辺の 皇居周辺で走る、歩く、サラリーマン。

　　　　№１０８８ 秋 サラリーマンスケッチ。 準備体操をし、一周キロを走り出す。

ｻﾗﾘｰﾏﾝ 桜田門を入る走者。走って嬉しいサラリーマン。

両陛下 念願のご訪米 両陛下 両陛下、念願のアメリカの旅、第一報。 ウィリアムズバーグに着いた両陛下。

訪米 ウィリアムズバーグ、ワシントン。 古都を馬車で見物する。
ワシントンで、フォード大統領と再会。歓迎式。

毎日ニュース 10月16日 親善果たされる両陛下 両陛下 両陛下、アメリカの旅、第二報。ワシン ホワイトハウス歓迎晩餐会。

　　　　№１０８９ 訪米 トン、ニューヨーク、ロサンゼルス。 アーリントン墓地献花、白菊と赤いｶｰﾈｰｼｮﾝ。
大統領専用船ｾｺｲｱ号でマウントバーノンへ。
ニューヨークセントラルパーク、日本語の歌で
出迎える子どもたち。
プロフットボール観戦。
国連本部でワルトハイム事務総長と。
シカゴ港外の農場視察。
ロスのディズニーランドで。米建国二百年パレード見学。
サンディエゴのスクリップス海洋学研究所では
学者の顔の天皇陛下。

毎日ニュース 10月23日 親善の実あがる 両陛下 両陛下、アメリカの旅、第三報。 サンフランシスコで市街を車でパレード。

　　　　№１０９０ 　　　　　～天皇ご訪米 訪米 サンフランシスコ、ハワイ、羽田。 日系人の威勢のいい太鼓による歓迎。
金門橋を渡り、霧の桑港湾を見学。
ハワイ、ホノルル着。和やかな歓迎。
フラダンスの歓迎を楽しむ両陛下。
総領事公邸での日系人歓迎会で応える天皇。
ヒッカム空軍基地での歓送、礼砲。
タラップ上で別れの手を振る両陛下。
15日間の訪米を終え、羽田へ帰還。
「アメリカ国民の温かい歓迎に感謝」とお言葉。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 10月30日 動物王国 動物 北海道浜中町のムツゴロー動物王国 北海道厚岸郡浜中町のムツゴロー動物王国。

　　　　№１０９１ 動物王国 に「野生のエルザ」のジョイ・アダムスン 小熊と遊ぶ畑正憲さん。

ﾑﾂｺﾞﾛｰ がやってきた。 馬の親子と散歩する一家。

畑正憲 島から陸へ移動した王国。ヒト１１、馬３１、犬14

ｼﾞｮｲ･ｱﾀﾞﾑｽ ｴｿﾞｼｶ４、羊、狸、猪など１００頭の大所帯。
訪問したジョイ・アダムスンさん。（ケニアで対談
し、意気投合した二人）
王国700ヘクタールを見て回る夫人。
夜はドームで歓迎パーティー。
〝浜太鼓〟を打つ夫人。地元の人々と交流。

毎日ニュース 11月6日 陛下の５０年 両陛下 訪米後、両陛下の合同記者会見が行 日本記者クラブ主催の合同記者会見に臨まれ

　　　　№１０９２ 　　－初の記者会見－ 記者会見 なわれた（日本記者クラブ主催）。 た両陛下。

天皇陛下 Ｑ辛く悲しかった出来事は？
「それはいうまでもなく第二次大戦だったと思う。
国民が努力して日本の発展に貢献しているこ
とはうれしい」
「原子爆弾は痛みに思うが、戦争中のことです
から、広島市民には気の毒だがやむをえなか
ったと思う」
「ＴＶはいろいろ見てはいるが、放送会社の競争が激しいので、
どういう番組を見ているかは答えられない」

女館長とチビッ子 柔道 夫の死後柔道場を受け継いだ６３歳の 黒帯姿の富永アサさん、６３歳。

女館長 夫人黒帯館長。 夕食の買い物をするアサさん。
子どもたちが稽古にやってくる。
型を指導するアサさん。
乱取りする子どもたち。

毎日ニュース 11月13日 ナツメロ六大学 野球 六大学出身のＯＢスターが大集合した サード長嶋、ノーヒットノーランの杉浦、アンダ

　　　　№１０９３ 六大学 プロ野球のファンサービス。 ースローの秋山、小森・広岡の三遊間コンビ。
西本、荒川の両監督。
凡打の長嶋、エラーの小森、三振の高田、
三打席ノーヒットの田淵･･･ら多士済々

妍を競う低公害車 車 ショウのあり方を見直すため一年休んだ 東京モーターショウの目玉は「低公害車」

自動車 だあとのモーターショウは、はたして？ 排ガス規制に協力するメーカーの声。

低公害車 ユーザーの声。

ﾓｰﾀｰｼｮｳ (第２１回東京モーターショウ）

毎日ニュース 11月20日 尻つみ祭り－静岡･伊 伊東温泉 伊東温泉の客寄せＰＲ。 芸者と客が土俵にあがって尻押し合戦。

　　　　№１０９４ 尻つみ祭 優勝した若い芸者。

芸者

伝統　「竿師」 釣竿 竿師６代目、松本三郎さんはこの道 竹を選ぶ手。松本三郎５６歳。

伝統 一筋４０年。人に合わせて竿を作る。 竹の曲がりを直す。

竿師 表皮を削る。竹にヒモを巻く。
接ぎ竿を差し込んでみる。
完成品をしごく名人。

毎日ニュース 11月27日 伝統　「駒職人」 伝統 １４歳のときから５０余年、駒つくり一筋 大山対中原戦。

　　　　№１０９５ 将棋 の木村文俊６７歳の名人芸。 木村さん「気に入らなかったら値段に拘らず

駒 お引取りします」

駒職人 竿師・木村文俊さん６７歳は名人に擬せられ
る。その仕事ぶり。
吟味されたツゲ材を型取り、のこぎりで挽く。
１４歳で弟子入りしこの道一筋。
字を彫る。墨を入れる。駒の種類には「彫り駒」
「彫り埋め」「盛り上げ」がある。
木村「将棋の駒は骨董とは違う。使ってこそ値
打ちがある。いい駒あるから将棋やろうと言って
もらうのがうれしい」

毎日ニュース 12月4日 酒とドライバー 飲酒運転 １２月に増えるのが飲酒運転。飲酒運 夜間の飲酒運転とりしまり。

　　　　№１０９６ 交通事故 転者の自信のほどを実験してみた。 息を吹きかけ、風船をふくらまし・・・

酒 正常時と飲酒時のドライブ実験。スラローム、

ドライバー 運転間隔、クランクコース、急な飛び出しへの
ブレーキ操作。
飲酒３０分後の運転では･･･ハンドル操作の乱
れや、ブレーキ遅れを実証。死亡事故のうち、
８．５％が飲酒事故によるもの。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 12月11日 １９７５年冬 季節 不況と天候不順の年だったが、天皇ご 満目蕭条とした風景・・・

　　　　№１０９７ 冬 訪米など歴史的な出来事もあった。 荒れた国会。

回顧版 ８０日間の公労協スト。動かぬ新幹線。

公労協ｽﾄ 大混雑の通勤電車。
公務員ﾎﾞｰﾅｽ 不況の中でも平均５％ＵＰの公務員ボーナス。

倒産 （総額１兆５千億円）

失業者 中小企業の相次ぐ倒産。１０３万人の失業者。
受験生の悲喜こもごも。天神様にお願い。

毎日ニュース 12月18日 〝３億円〟時効成立 ３億円事件 警視庁の７年にわたる必死の捜査むな 時効を宣言する土田国保警視総監。

　　　　№１０９８ 時効成立 しく、３億円事件は時効となった。 「まことに残念です。」

土田国保 捜査期間、７年（２５５６日間） 事件現場の府中刑務所裏。昭和４３年１２月10
投入された捜査員、延べ１７万人。 日午前9時20分雨、事件発生。
調べた容疑者の数、１１万６千人余。 4カ月後ジュラルミンの空きケース発見。

犯人のモンタージュ写真。
捜査本部。苦悩の平塚八兵衛刑事。
昭和50年12月10日午前零時、時効成立。
捜査本部の紙を外す捜査員。
残されたニセ白バイ。

毎日ニュース 12月25日 明日にむかって 障害者 栃木県那須山ろくの精神薄弱児・者施 子どもらの元気な騎馬戦。

　　　　№１０９９ 精神薄弱 設、光星学園につどう子どもたち。 那須岳のふもと、知恵遅れの施設・光星学園、

光星学園 学ぶ子ども180人。

松風荘 乳牛を飼う。陶芸に取り組む。木を刻む。
完成した陶器、木工芸。
キリスト生誕の劇に取り組む子どもたち。
ベニヤ板のステンドグラスを背景に劇本番。
庭で元気に野球。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

1976
毎日ニュース 昭和51年 おすこやかに 皇室 昭和51年新春の天皇ご一家。 お居間の天皇ご一家。天皇74、皇后72歳。

　　　　№１１００ 1月1日 　　新春の天皇ご一家 昭和天皇 孫らと遊ぶ天皇。
英女王来日、同晩餐会。
9.30ご訪米（フォード大統領、アーリントン、
ディズニーランドを楽しむ両陛下。
初の合同記者会見に臨む両陛下。
二重橋上の両陛下。

毎日ニュース 伝統　　～かつら師 伝統 歌舞伎役者のかつらを作り続けて40年。 歌舞伎の一幕。

　　　　№１１０１ 1月8日 かつら師 鈴木直蔵さん61歳の技と人生。 かつら師・鈴木直蔵さんの仕事は役者の頭あわ
伝統工芸 せから（寸法を測る）。
歌舞伎 手際よく手直しする。

かつらの台は「上質の赤銅（あかがね）。
たたきながら、成型する。
生地に丹念に毛髪を植える（艶のある女の髪が）。
台に毛を植えた生地をはめ込む。
できたかつらを役者の頭にのせ、眺める直蔵さん。

毎日ニュース 1月15日 オリンピックをめざす スポーツ 冬と夏の五輪をめざして猛練習の選手達。 北海道中山シャンツェで練習中の日本ｼﾞｬﾝﾌﾟ陣。

　　　　№１１０２ ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ （結果「冬」のインスブルック大会は全滅、 笠谷、金野、角田、若峡ら。
「夏」のモントリオール大会は体操、バレー 棒高跳びの高根沢威雄（いつお）。
ボール等で金９、銀６、銅１０個の大健闘） ウェイトトレーニングの選手達。

バレーボールの激しい練習。主砲・白井貴子
山田監督「目指すはソ連との対決」

毎日ニュース 1月22日 沖縄海洋博閉幕 海洋博 沖縄海洋博が１８３日間の幕を閉じた。 沖縄・本部半島の海洋博会場。

　　　　№１１０３ 沖縄 予想の７割３５０万人が入場。 閉会式のアトラクション。
３６カ国のコンパニオンたち。
三木武夫首相挨拶。
明仁皇太子おことば。
博覧会旗が国際博覧会のソレンドル議長に返還
コンパニオンたちが「さよなら」を言いつつ退場。
水しぶきに、「さよならＥＸＰＯ７０」の文字。

肉弾戦に熱狂 スポーツ 米国カレッジ・フットボールのオールスター 米国のカレッジフットボール開幕。
　　－ジャパンボール－ アメフト 戦（ジャパンボール）が国立競技場で開幕 東西両軍の肉弾戦。

（建国２００年ｲﾍﾞﾝﾄ） チャック・マンシーのタｔｒチダウン。
重戦車のタッチダウンにスタンド興奮。
チアリーダーも興奮。（オクラホマ大勝利）

毎日ニュース 1月29日 総選挙への道 総選挙 総選挙まじか。浮き足立つ議員たちに三木 1.21　自民党大会（今年は衆議院改選の年）

　　　　№１１０４ 国会議員 首相はのらりくらり解散時期を明示せず。 挨拶する中曽根幹事長。
自民党 臨戦態勢を檄する三木総裁。
社会党 通常国会再開。三木「清浄な選挙を」と演説。

成田知巳社会党委員長「三木総理は解散ができ
るのか」と迫る。
社・議員「四月解散、五月選挙をセットすれば与党
は動くだろう」
不況にあえぐ国民の目は総選挙をまっている。

毎日ニュース 2月5日 白い祭典 札幌雪祭り 札幌雪祭り、大通り・真駒内両会場上には 空撮・札幌雪祭り会場。

　　　　№１１０５ 雪祭り 大小２６５基の雪像が並んだ。 ベルサイユのバラ、ホワイトハウス、フランダースの
雪像 犬、･･･真駒内会場の滑り台。

開通はいつか 高速道路 昭和４７年完成予定の中央道が沿線住民の 道路公団と住民との衝突。「公団でていけ！」
建設工事 反対で大幅な遅れ。公団の不手際も一因。 中央高速道路（昭和４７年完成予定）が世田谷烏山
中央道 の住民の反対で大幅な遅れ。

三鷹料金所付近でも騒ぎに発展。
調布の住民は「排気ガスに悩まされてきたこっちの
事情もくんでくれ」
柵の中では工事が進む。

毎日ニュース 2月12日 伝統　　～樽づくり 伝統 ポリ容器に代って木製樽が脚光をあびている。 千葉県野田の蔵屋敷街。醤油工場。

　　　　№１１０６ 樽づくり 醤油の町野田に見るその職人芸。 秋田杉の割り板を特殊なカンナで削ると、湾曲の細い
樽 板材ができる。
桶 板材を並べ、ワッカをはめて円い筒にととのえる。

手足を巧みに使い、叩きながら円筒形に組みたてる。
竹で豪快に編んだタガをはめて仕上げ。
機械はいっさいなく、勘が頼りの手作業。
黒板塀の野田の町。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 2月20日 日本をおおう〝黒い翼〟 政治 米上院多国籍企業小委で暴露されたロッキー 全日空のﾛｯｷｰﾄﾞトライスター機と米上院多国籍企業

　　　　№１１０７ 　　～ロッキード献金事件 外交 ド献金事件は、日本の政界・商社を巻き込む 小委の記事。
外為法違反 一大疑獄事件の様相に。 フィクサー児玉誉士夫邸。
汚職 黒いカネの流出経路図。
ﾛｯｷｰﾄﾞ事件 小佐野賢治邸。
全日空 昭和３３年のｸﾞラマン・ﾛｯｷｰﾄﾞの〝空中戦〟。
丸紅 国会に召喚される小佐野、全日空若狭社長、丸紅
国際興業 伊藤専務。
児玉誉士夫 荒船予算委員長。
小佐野賢治 答弁する小佐野賢治。

丸紅檜山会長の宣誓→答弁。
丸紅大久保専務。
質問する荒船委員長「なんにでもサインするのか？」
知らぬ存ぜぬで逃げとおす小佐野、若狭ら。
離陸する飛行機。

毎日ニュース 2月26日 浩宮さま １６歳の春 皇室 2.23　１６歳になった浩宮さま。今春学習院高 地理の勉強中の宮。奥の細道か？

　　　　№１１０８ 浩宮 等科に進学する。 皇居内でマラソンする宮。

大自然に舞う 自然 厳寒の根室尾岱沼には早くもオオハクチョウの 根室・尾岱沼の白鳥もうずくまる厳冬。
冬 渡りが。それを迎える一家。 ｼﾍﾞﾘｱから渡ってきたオオハクチョウの群れ。
ｵｵﾊｸﾁｮｳ 魚干す漁師、高木久さん６３．
白鳥 家族で白鳥談義。

白鳥にエサやりに行く高木さん。
オオハクチョウのしぐさあれこれ。
オホーツクの夕日。

毎日ニュース 3月4日 低空飛行 スポーツ 日本勢惨敗の国際ジャンプ大会。 2.28　大倉山シャンツェでの国際ジャンプ大会。

　　　　№１１０９ 　　　－日本ジャンプ陣 スキー スキー担いで階段上る笠谷、外国勢の選手。
ジャンプ 飛ぶ日本勢。フォームはいいが･･･

インスブルック優勝のシュナーブル（墺）の飛翔。
優勝しﾌｧﾝにサインするシュナーブル選手。
肩落とす笠谷。

市民参加の発掘調査 発掘調査 ５０年ぶりに水が抜かれた多摩湖では市民総 都下東大和市の多摩湖（村山貯水池）。
市民参加 出で発掘調査が行なわれた。 導水管工事で水が抜かれた湖。
多摩湖 湖底の遺跡調査に多くの市民が参加。
遺跡調査 若い人が多く楽しげな発掘調査。

石器や縄文期の土器が。
現場で学習会。説明する学芸員。
５０年前の生活の跡があちこちに。
昔住んでいた人が思い出を語る。昔の川の流れ。

毎日ニュース 3月11日 子どもたちの火の用心 子ども 火災原因の２０％はタバコのポイ捨て。町田市 タバコのなにげないポイ捨てが火災原因の２０％。

　　　　№１１１０ 火の用心 の少年消防クラブ員が立ち上がった。 燃える家屋。
自転車で見回る少年消防クラブ員。
火の用心の看板立てる子どもたち。
ポイ捨ての大人たち。
吸殻を拾って歩く子どもたち。

疑惑深まる証人再喚問 ﾛｯｷｰﾄﾞ事件 ロッキード事件で国会証人として出頭した丸 国会証人として出頭した丸紅伊藤、大久保両専務。
国会証人 紅・全日空の幹部たち。 ロッキード社支配人、全日空の大庭前、若狭現社長。
予算委員会 衆院予算委に勢ぞろいし宣誓供述書にサイン。
政治 エアバス導入時行政介入をほのめかす大庭前社長。
外交 そのあと体が震えて･･･

意見の一致をみせる伊藤と大久保。
大庭と若狭の対決尋問。
答弁する大庭「オプションは自分の独断でやった」
若狭「オプション契約の中身は知らされてない」
疑惑深まるロッキード事件。

毎日ニュース 3月18日 若き盲導訓練士 盲導犬 全国の盲人８０００人。だが盲導犬の少ないのが悩み。 舗道をくる盲人と盲導犬。

　　　　№１１１１ 盲導犬訓練士 が悩みのタネ。 小金井市にある盲導犬訓練所。
訓練士 和歌山から入所した森沢誠君１９歳。

エサやり、清掃する森沢君。
森沢君のきびしい訓練風景（６ヶ月間）。
街路での歩行訓練。ｱｲマスクで歩く森沢君。
アフターケアで顧客を訪れる森沢君。
レコード聴く森沢君。犬たちに囲まれる森沢君。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 3月24日 国民不在 経済 列島改造で生まれた土地バブル。一転不況で ひしめく庶民の住宅。鶏小屋のような団地。

　　　　№１１１２ 不況 土地は売れず住宅は売れず。 田中首相、列島中土地開発のようす。
土地ﾊﾞﾌﾞﾙ 田を潰した宅地に立つ新興住宅。
国民不在 土地バブルの上に立つ山奥の住宅。

不況で土地売れず。
大企業擁護に立つ国の施策。
国の施策を批判する社会党議員「６０～７０年まで住宅
は４５０万戸しかできなかった。西独は４倍だ」
国民不在の土地行政に怒り。

毎日ニュース 4月1日 若人の祭典 高校野球 今年も始まった早春の選抜高校野球大会。 3.27　開会式。３０校行進。

　　　　№１１１３ 　　－センバツ高校野球 センバツ ３０校が参加した。 平岡大会会長挨拶。小山高校黒田主将が宣誓。
選抜 永井文相始球式。
野球 岡山東商vs弘前工戦。スタンドの応援合戦。

子ども解放区 子ども 遊びのない都会の子どものために自宅を開放 大都会の子どもたちの遊び場は路地のｱｽﾌｧﾙﾄの上。
遊び場 し「子どもの家」を作った岡本さん。 水辺の危険な場所へ飛び出す子どもたち。

自宅の庭に「こどもの家」を建てた岡本泉さん。
内で外で伸び伸び遊ぶ子どもたち。

毎日ニュース 4月8日 プロ野球開幕 野球 プロ野球公式戦が開幕。去年最下位の巨人、 抱負を語る長嶋監督。

　　　　№１１１４ プロ野球 下位低迷のロッテはいかに。 始球式は横綱輪島とﾎﾞｸｼﾝｸﾞの輪島。
巨人 打席に立つ王、張本。
ロッテ ホームを踏む王。

投げる堀内。サード高田。
グランドに乱入するﾁﾋﾞｯ子ファンたち。
ロッテは日ハムに苦戦。
大リーグからきたブリッグス、江藤、有藤。
ブリッグスのホームランに、喜ぶ金田監督。

（※江藤慎一　　平成２０年月２月２８日肝臓がんで死去、７０歳。
中日・ロッテで活躍。史上唯一、セ・パ両リーグで首位打者に。）

毎日ニュース 4月15日 崇徳が初優勝 選抜 崇徳が後半怒涛の攻撃でセンバツ初優勝。 決勝戦は広島の崇徳高vs栃木の小山高。

　　　　№１１１５ 　　　　－第４８回選抜 高校野球 崇徳・黒田投手対小山・初見投手。
選抜高校野球 ４回まで０－０、５回崇徳兼光が２塁打。槙村３塁線破

り、崇徳待望の先取点。
小山は黒田を打てず、凡打の山。雨中の応援団。
８回、崇徳小川がセンター前、応武２塁打でランナー
２,３塁。その後怒涛の攻めで４点をあげる。

毎日ニュース 4月20日 利根の春 季節 最大の流域面積を持つ利根川の春。 佐原市香取神宮のお田植え祭。

　　　　№１１１6 春 早苗を植える早乙女たち。
利根川 利根川のスケッチ。

湖岸の家並み。花嫁の行列がゆく。
小舟を操る水郷の女たち。
田に水を引く水車を踏む女。
耕耘機で水田を均す農夫。
小舟で投網打つ男。葦と流れと夕日と･･･

毎日ニュース 4月29日 天皇陛下 満７５歳に 皇室 ７５回目の天皇誕生日に際して。 八重桜の皇居を散策される両陛下。

　　　　№１１１７ 天皇陛下 桜を愛でたり歩いたり。
天皇誕生日

われらコロンボ刑事 警察 行楽シーズンは空き巣泥棒のシーズン。そこ 夜中の街に目を光らすガードマン、実は北沢警察署
刑事 で北沢警察署の鑑識班にスポットをあてた。 の刑事〝コロンボチーム〟。
鑑識 市民に贈られたライトバンを泥棒捜査専用車に。

荒らされた部屋を調べる鑑識班。
ガソリンスタンド荒しに出動する鑑識班。
アパートの多い住宅街や買物街で用心を呼びかけ。

毎日ニュース 5月6日 公布三十年 憲法記念日 憲法 ５月３日憲政記念館で日本国憲法公布の ５．３　憲政記念館では２４年ぶりの記念式典が。

　　　　№１１１８ 日本国憲法 記念式典が行われた。 三木首相あいさつ。
憲法発布 河野参院議長あいさつ。
憲法公布 前尾衆院議長あいさつ。

眠れる夜を 公害 米軍横田基地の軍用機騒音にたまりかね、市 米軍横田基地の軍用機騒音。
騒音公害 民が裁判所に夜間飛行差し止めを提訴。 ４．２８　夜間飛行差し止めを八王子支部に提訴。
航空機騒音 大半が移転した拝島市堀向地区。
飛行機騒音 民家すれすれに離発着する飛行機に人々の怒り。
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毎日ニュース 5月13日 伝統　　～京を彩る 伝統 足利時代、歌の世界とともに発展した京菓子。 丹波あずきを練る。上新粉を蒸し、よく練る。伸ばす。

　　　　№１１１９ 京菓子 その伝統を継ぐ若き菓子職人。 京菓子の誕生。茶会が開かれる。
干菓子 植松寛３６歳はこの道２０年の菓子職人。「見て聞いて

味わって、楽しむのが京菓子です」
「京都人は自分の心を言わず、品物を通して伝える」
菓子を風流に仕上げるその技。「歴史を大切にする心
が京菓子を美しくした」花に見立てて作られる菓子。
干菓子とともに、京の初夏をいろどる。

毎日ニュース 5月20日 リサイクリング ﾘｻｲｸﾙ 広がり続ける夢の島。資源再利用が進まない 都の廃品回収。生ごみ収集。

　　　　№１１２０ ごみ収集 中、画期的なごみ再利用機を考案した人も。 家庭電化製品の廃品まで収集車のえじきに。
廃品 勿体無いものもいっしょくたに夢の島へ埋め立て。

川口市の小田切幸喬さん７２歳は、廃品からタイヤ歯
車を作り出す機械を考案した。
「科技庁の立会いでテストした。鋳物の歯車に匹敵す
る強さでしかも軽い。これで日本は石油の３０％を節約
できる」
列を連ねてゆくごみ収集車。広がり続ける夢の島。

毎日ニュース 5月27日 東京湾に自然をみつけた 自然 埋め立て進む東京湾に息づく自然の強さ。 東京湾の埋立地。ひっそり息づく野草、様々な生物。

　　　　№１１２１ 東京湾 鉄骨とコンクリートの海岸に猫の額ほどの砂浜が。
埋立て 投網する人。貝を掘る人･･･

開会迫る 五輪 急ピッチで進むモントリオール五輪の施設。豪 メインスタジアム建設急ピッチ。
　　　モントリオール五輪 ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ 華な設計と労働者ストで一時開会が危ぶまれ ドーム型の競技場。

ﾓﾝﾄﾘｵｰﾙ たが。（７．１７開会） 水が張られた水泳場。
柔道と自転車競技のベロドローム。

毎日ニュース 6月3日 陛下、私が町長です 園遊会 春の園遊会に招かれた羽村町の並木町長。 「これ以上の栄誉はない」と語る都下羽村町の並木

　　　　№１１２２ 町長 声はかからずとも招かれたことに意義がある。 町長６２歳。モーニングに着替え、雨の中を近所の人
らに見送られ出発。
会場の赤坂御苑。
お声かからず汗かく町長。
終わって背伸びする町長夫妻。

カイザーに栄冠 競馬 優駿２７頭が覇を競った日本ダービーは、大番 終始トップ切る大本命トウショウボーイ。
　　　　　－日本ダービー ダービー 狂わせとなった。 ４コーナーを回り残り４００ｍでクライムカイザーがスパ

ート。追いすがる本命を振り切って加賀たけみ騎手と
クライムカイザーが優勝。

毎日ニュース 6月10日 大道芸の味 大道芸 昔なつかし、下町の祭りに欠かせない大道芸。 笛・太鼓が鳴り、下町の祭り風景。

　　　　№１１２３ ガマの油 ガマの油売りの大道芸。
のこぎりバイオリンで「お化け～～」

密室の妖怪劇 政治 〝三木おろし〟に奔走する椎名副総裁。この 国会議事堂に声「妖怪が我ｆわれの運命をきめてきた」
政局 動きをﾛｯｷｰﾄﾞ隠し小田実が解説する。 「脳が退化した、まさに化け物･･･」
自民党 椎名副総裁はいる。

首かしげる三木首相（記者会見で）
ひそひそ話の大平。立ち話の福田と荒船。田中角栄
らの妖怪たち。
開き直った面持ちの三木首相。
椎名にゲタ預けられた三役（松村、松野、中曽根）
『椎名と対決する市民集会』で開設する小田実。
「椎名の暗躍はﾛｯｷｰﾄﾞ隠しで、究極は日本と韓国の
ものすごく大きな汚職に突き当たる。有力者たちは、
これのバクロを一番恐れている」

毎日ニュース 6月17日 たかがイハンと思っても･･･ 交通違反 去年１年の交通違反件数４２万３千件。死者１ 交通違反不出頭で自宅逮捕された違反者。

　　　　№１１２４ 交通事故 万１千人。不出頭悪質者は容赦なく逮捕。 父を交通事故で失った遺族。
渋滞の中、交通取締り。夜間酒酔い運転取り締まり。
警察署に並ぶ赤紙切られた違反者たち。
自宅で手錠かけられる違反者。
警視庁交通課・荒屋鋪管理官が逮捕を語る。

毎日ニュース 6月24日 暴走する１６歳の青春 暴走族 暴走する１６歳はガラス工場で働く１６歳。将来 夜の街道を単車で飛ばす若者たち。

　　　　№１１２５ バイク 整備士を目指すまじめな１６歳でもある。 江戸川区のガラス工場で働く若者、大熊治君１６歳。
オートバイ オートバイを手入れする。
青春 夜、たむろするオートバイ仲間。暴走する、踊る、・・・

寮での大熊君「友達どうしの友情が大切。皆仲良く乗
ればいいと思う」。バイク屋を覗く大熊君。集団で走る。
恋人と。来年から整備士の資格とって・・・

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 7月1日 ドッチラケ格闘技世界一 格闘技 シラケて終わった格闘技世界一戦。 日本武道館のリング上に登場するアリと猪木。

　　　　№１１２６ 猪木は寝技で勝負に出る。わめくアリ。
二人で足をばたつかせて終わり。

不況知らずの忘れ物 忘れ物 奇想天外な忘れ物で賑わう警視庁遺失物管 東京青山の警視庁遺失物管理所。
遺失物 理所。ここばかりは不況知らずだ。 電車・バス・道路上の忘れ物がすべて集まる。

毎日定期便のように一括して届けられる。
一雨４千本という傘の山、財布の山には日に２００万円
の現金、結納品一式、当たり馬券、入れ歯、松葉杖、
遺骨に位牌、其の他。

毎日ニュース 7月8日 揺れる自民党 自民党 ロッキード事件や党内紛に揺れる自民党。長 中曽根幹事長に離党届を出す河野洋平ら若手議員。

　　　　№１１２７ 政党 老支配に反発する若手が新政党を旗揚げ。 河野「長老支配の密室政治を打破したい」
政治 松野頼三と会う河野ら。会談する椎名と三木。
政局 『河野洋平緊急幹部会』

泣く河野謙三参院議長。
全日空と丸紅の株主総会。
「新自由クラブ」の看板。乾杯する面々。

毎日ニュース 7月15日 空の救急隊 出動せよ 救急隊 東京消防庁航空隊の活躍。 東京消防庁救急指令室。

　　　　№１１２８ 救急 ヘリ出動。
救急ヘリ 飛行時間３５００時間のベテランパイロット松村幸一。

待機室に指令は入る。直ちに離陸するヘリ。
機内の患者。
けが人を搬送車にわたす。
訓練生と話す松村隊員。

毎日ニュース 7月22日 風水害に備えて 風水害 茨城・利根川べりで竹下建設大臣を迎えて大 茨城の利根川べりで大掛かりな水防訓練。

　　　　№１１２９ 災害 規模な利根川水系連合水防演習が行われた 竹下建設大臣ほか自衛隊・水防団員ら７千人集合。
水害 土嚢作り、竹尖げ、月の輪、杭そろえ・・・

土手から古自動車数台を投じて越水を防ぐ。
亀裂防止のゴトクヌイ、土嚢を半月状に。
照明弾を揚げ、空から陸から取り残された人を救出。

夢のトリオ不発 野球 燃え上がらないｵｰﾙｽﾀｰ第一戦。 川崎球場。池谷、山田の投げあい。
　　　　　　　－ｵｰﾙｽﾀｰ プロ野球 張本、王、田淵ら主砲は９打数ヒットなし、４三振。

ｵｰﾙｽﾀｰ

毎日ニュース 7月29日 真夏の球宴 都市対抗 真夏の名物都市対抗野球はじまる。 梅雨明けの遊園地。

　　　　№１１３０ 野球 後楽園球場。都市対抗開会、選手入場。
平岡会長あいさつ。
燃えるスタンドの応援。ホームランも飛び出して・・・

ゴミを見なおそう ごみ ゴミを見直す試みが各地に広がっている。 ゴミが詰まって汚い多摩川。
リサイクル ユニークなのは岐阜の空き瓶ハウス。 「多摩川を愛する会」の大掃除。

空き缶を利用して花瓶を作る埼玉の中島さん。
岐阜県の織部さんのﾏｲﾎｰﾑは集めた大量の空き瓶で
カベ、柱、床を作る。
立派な空き瓶ハウスがまもなく誕生する。

毎日ニュース 8月5日 田中角栄逮捕 政治 ロッキード事件で東京地検はいきなり頂点を捕 田中角栄逮捕を発表する稲葉法相。「外為法違反等

　　　　№１１３１ 　　　　－ロッキード事件 事件 らえた。田中前首相逮捕。 により東京地検において逮捕し・・・」
汚職 田中前首相のすがた。自衛隊栄誉礼を受ける。
収賄 ニクソン大統領と会談（ﾄﾗｲスター購入の密約の噂？）
外為法違反 日中国交正常化（周恩来と田中）
外為法 総選挙風景。

新潟県西山町の田中角栄実家。
池田内閣で入閣（蔵相）・・・〝秘書官内閣〟の異名
田中邸の池の鯉。
佐藤内閣では幹事長。日韓国会で大荒れ。
５４歳で自民党総裁（首相）に。
予算委で肩こる田中。
文芸春秋の「田中角栄研究」。
目白の田中邸に入る東京地検。
田中派で釈明する田中。
委員会で述べる三木首相「田中逮捕で終わったと思っ
ていない」

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 8月12日 水の事故を防ぐ 水の事故 ６，７の２ヶ月で８００人の水難事故者が出た。 海水浴シーズンの片瀬江ノ島駅。

　　　　№１１３２ 水難事故 〝水難事故〟はこれから本番。 水の危険防止を呼びかけるミス・マイアミたち。
海辺で目を光らせる監視員たち。
救助訓練。海辺のパトロール。

半年迎えたロッキード事件 政治 その後丸紅全日空の幹部達が芋づる式に逮 東京世田谷の児玉邸は名所の仲間入り。
事件 捕。東京地検は灰色高官への詰めを急ぐ。 うだるような取材陣。
汚職 ロッキード社のトライスター機販売依頼の経緯。
収賄 国会での証人喚問のようす。
外為法違反 芋づる式に逮捕された丸紅・全日空の幹部たち。
外為法 東京拘置所。

灰色高官の詰めを急ぐ検察庁。

毎日ニュース 8月19日 ３１年目の終戦記念日 終戦 両陛下ご臨席の全国戦没者追悼式。 日本武道館の全国戦没者追悼式にご臨席の両陛下。

　　　　№１１３３ 終戦記念日 三木首相式辞。黙祷。天皇陛下おことば。
天皇陛下 遺族代表・高橋たつさんのことば。

玉串ささげるひとたち。

挙動にご注意を 探偵 探偵稼業もラクじゃない。自分の子にはやらせ 変装して街を行く探偵。
興信所 たくないという山下探偵。 探偵・山下さんの仕事。妻の浮気調査依頼が最多。
身辺調査 素行調査開始。妻のあとをつける山下探偵。

団地で聞き込み。尾行する探偵。「自分の子どもには
やらせたくないね」

毎日ニュース 8月26日 さく裂した肉弾戦 スポーツ 日本へやってきた本場のアメフト。 羽田に着いたアメリカプロフットボールチーム。

　　　　№１１３４ 　　　－毎日スターボウル アメフト （セントルイス・カージナルス）
プロフットボール その練習ぶり。

到着したサンディエゴ・チャージャーズ。
チアガールが登場して後楽園球場で本番。両軍登場
して準公式戦。キックオフ。
走り回る、ぶつかりあう。重戦車どうしの闘い。
タッチダウンに沸く。カージナルスの勝利。

毎日ニュース 9月2日 おろかな派閥抗争 政治 活発になる三木おろし。三木おろしはﾛｯｷｰﾄﾞ 逮捕され東京拘置所に入る橋本前幹事長。

　　　　№１１３５ 政局 事件隠しとの批判もかわしたい自民党。 アジる船田中「ロッキード問題は国民の納得するてい
派閥 どに政治的配慮をもって」と訳のわからぬ発言。
派閥抗争 福田派会合。岸と話す福田副総理。
三木おろし 三木おろしをぶつ福田。

反三木派の会合（福田、大平、船田、保利）。
収拾を図る党執行部（中曽根、松村、松野、石田）
自民党議員懇談会で意見を聴く中曽根幹事長。
みそぎ論の大平、大義名分論の福田が会談。
苦衷の三木首相。

毎日ニュース 9月9日 粘り腰と二枚腰 政治 すったもんだの自民党に挙党協世話人・保利 表舞台に出た保利茂（挙党協世話人）。

　　　　№１１３６ 　　　　　　－自民抗争 政局 茂氏が時の氏神として登場したが・・・ 椎名の企て潰れ、船田の思惑もあえなくダウン。
派閥 なすすべない福田、大平。そこで登場したのが保利茂
派閥抗争 という佐藤内閣、田中内閣の幕引き役。
三木おろし 集まった反三木陣営（なんで保利が？との声）。

党執行部そのほか精力的に会談する保利茂。
主流派には、なんで保利が？との声も・・・
二枚腰三木首相の運命やいかに・・・

毎日ニュース 9月16日 毛沢東主席死去－中国－ 毛沢東 中国の毛沢東主席が死去した、享年８２。 中国大使館への弔問。

　　　　№１１３７ 中国 共産中国での毛主席の姿（国慶節？）
毛沢東死去 中国を訪問したソ連・フルシチョフ首相。

弔問の藤山一郎、高碕達之助

旅路　－ある老人の人生 老人農園 富山県に生まれ、教職者として満州に渡り、敗 自分の半生を語る伊尾外次郎さん７５歳。
老人 戦で全財産を失った老人の、心豊かな今。 中野区の老人福祉農園で働く伊尾さん夫妻。

奥さんとアルバム捲る。農園で老人と語らう。
独居老人を訪問、自分たちで栽培した草花を贈る。
散歩が楽しみの伊尾さん。

毎日ニュース 9月23日 夏季国体開く　－佐賀 佐賀国体 第３１回国体の開会式（県水泳場）。 第３１回国体の開会式（県水泳場）。

　　　　№１１３８ 国体 前年優勝の東京からトロフィー返還。 前年優勝の東京からトロフィー返還。
明仁皇太子のおことば。選手宣誓。
水しぶきをあげる熱戦（新記録続出）。

© 毎日映画社
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派閥内閣やっと成立 政治 すったもんだの末、三木改造内閣がスタート。 自民党両院銀総会で「解散はない」と否定する三木。
内閣 組閣する三木首相。
政局 党三役やっと決定（内田幹事長、桜内政調会長、
派閥 松野総務会長）。テント村。呼び込み始まる。
三木おろし 大平、福田は留任。ほかに稲葉、荒船。

臨時国会召集。

毎日ニュース 9月30日 歌手をめざして 歌手 岩手出身の歌手の卵の苦しい日々。 歌手の卵、菅原道子が街をゆく（演歌流れる）。

　　　　№１１３９ 　　　－菅原道子の場合 タレント 先生とレッスンする菅原。鏡で口開けの練習。
ポリドール、ラジオ関東音楽出版等を回る。
プロデューサーの前で歌う菅原。「うーん、あと１年・・」
桜田淳子、野口五郎、森昌子・・・
店先で歌う菅原道子。

毎日ニュース 10月7日 五つ子元気に新生活へ 五つ子 熊本で生まれて２４１日目で板橋の病院を退院 板橋の病院を退院する五つ子ちゃん。

　　　　№１１４０ した山下さんちの五つ子ちゃん。 お座りする五つ子。看護婦に抱かれた五つ子。
練馬のﾏｲﾎｰﾑへ。

実らぬ秋　　－冷害 冷害 今年の天候不順は東北農家を直撃した。40 岩手・遠野の田園地帯。実らぬ稲を刈る。
不作 年ぶりの凶作かとの声も。 農夫「盆のさ中は１５．６度でコタツを出すほどだった」
天候不順 稲こき。反10俵とれればいいほう。

国では天災融資法の適用を決めたが、昭和９年以来
の凶作かと、採り入れも意気あがらず。

毎日ニュース 10.14 明日をめざして 子ども 2歳でグリオームに罹り、目の光を失った土屋 10.10　東京教育大学付属盲学校の運動会。

　　　　№１１４１ 　　　－土屋浩美ちゃん 身体障害児 浩美ちゃん。その明るい学校生活を探訪。 学校での浩美ちゃん。明るい授業風景。
盲学校 点字読んだり、先生とヤリトリしたり･･･
教育 家では友達とオルガンの練習。ママと自転車の練習。
小学校 活発な運動会の風景。一人での自転車乗り発表。

先生とダンスする子どもたち。

毎日ニュース 10.21 よきおかあさま－美智子妃 皇室 10.20は美智子妃の42回目のお誕生日。 東宮御所の庭を散策される美智子妃と紀宮さま。

　　　　№１１４２ 美智子妃 浩宮とあそぶ。一人で海外にもゆく。
皇太子一家 ギター弾く礼宮。

若者 若者 10.14東京代々木のｵﾘﾝﾋﾟｯｸ記念青少年総合 挨拶する茅誠司氏。同 西村総理府総務庁長官。
青年 ｾﾝﾀｰで、あすをきずく青少年のつどい全国大 みんなで落ちこぼれをどうするかディスカッション。
青少年 会が開かれた。 芸能人、野球選手、看護婦、暴走族、全学連など

若者の心を捉えるのはいつの世も難しいなあ･･･

毎日ニュース 10.28 ある日の羽田税関 税関 最近の羽田税関のようすを一人の検査官をと 通関手続きに並ぶ人たち。

　　　　№１１４３ 羽田空港 おしてスケッチする。 検査官の一人石山周二さん。
様々な土産品を検査する検査官。
通関前の大勢の旅行客。

スピードに賭ける男たち エフワン ついにやってきたＦ１インジャパン。優勝は米 10.22、23に富士ｽﾋﾟｰﾄﾞｳｪｲを突っ走ったＦワン。
　　　　－Ｆ１イン・ジャパン Ｆ１ のマリオ・アンドレッティ、総合優勝は英のジェ 雨の中、25選手がゲートイン。

ﾌｫｰﾐｭﾗﾜﾝ ームス・ハント。 ３０００ｃｃのマシンが唸りをあげる。
自動車ﾚｰｽ 一周３キロ、７３周する競走。

脱落車続出の中、フラッグが振られる。

毎日ニュース 11.4 みな肥ゆる秋 秋 西アフリカからやってきた2頭のゴリラが見た 札幌市の円山動物園のゴリラ、ゴンとメリー。

　　　　№１１４４ 肥ゆる秋 日本人の食欲。 幼稚園児の見ている前でヤキイモを旨そうに。
ゴリラ 街中で、食べる食べるの人間たち。

自衛隊観閲式 自衛隊 10.31朝霞訓練場で行われた観閲式。自衛隊 51年度の中央観閲式。新防衛計画大綱下の式典。
　　　　　　－埼玉・朝霞 は量から質への転換の岐路に立つ。 観閲官三木総理、前尾衆院議長、坂田防衛庁長官。

訓示する三木総理。
整然と行進はじまる。

毎日ニュース 11.11 天皇ご即位五十年 天皇 天皇ご即位五十年にあわせてつづる、激動の ご公務中の昭和天皇。明治34年生まれ75歳。

　　　　№１１４５ 激動の昭和史（大正10年 即位五十年 昭和第１弾。 大正10年、皇太子時代のヨーロッパ訪問。
　　　　　　　 ～昭和25年） 大正13年、良子妃と結婚。

大正15年、大正天皇崩御。昭和と改元。
昭3.11.10　京都御所で即位式、
戦争に時代へ。
敗戦の皇居前広場。
マッカーサー、ＧＨＱに入る。
ご巡幸中の昭和天皇。
国体臨席。強風で帽子飛ぶ。
皇太子の成婚。
東京オリンピックに臨席。
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毎日ニュース 11.18 天皇ご即位五十年 天皇 天皇ご即位五十年にあわせてつづる、激動の 昭和３４年皇太子と美智子さん結婚。

　　　　№１１４６ 激動の昭和史（昭和25年 即位五十年 昭和第２弾。 東京オリンピックで開会宣言。
　　　　　　　 ～昭和51年） 昭和４３年新宮殿完成。経済大国の時代へ。

昭和４６年広島原爆碑に初参拝。
昭和４７年沖縄の祖国復帰成る。同式典臨席。
植物学・生物学に打ち込む陛下。
ヨーロッパ訪問。アメリカ訪問。
エリザベス女王夫妻を迎える。
昭和５１年１１月１０日在位５０年式典（日本武道館）。
ご公務の陛下。

毎日ニュース 11.25 ロッキード選挙スタート 総選挙 ロッキード事件の最中、衆議院総選挙がはじ 街頭演説する三木総理。

　　　　№１１４７ 衆院選 まった。 同じく、成田社会党、宮本共産党、竹入公明党、
ﾛｯｷｰﾄﾞ事件 春日民社党各党首の演説。

選挙公示スタート。
ロッキード事件主役たちの国会喚問のようす挿入。

毎日ニュース 12.2 定時制高校 教育 東京の定時制高校数１１９校１万８千人。全日 定時制高校の登校風景。教室での授業の様子。

　　　　№１１４８ 高校 制に落ちた子が２割で様変わりが進む。 明るい食事風景。
定時制高校 足立区の靴工場で働く川端好栄さん。「職場は楽しい
夜間高校 学校も楽しい。３年生になって自分に自信がでてきた」

文化祭。級友と協力して計画をたてる。
「失敗してもいいからやっていこうと･･･｣
ファイアストーム。

毎日ニュース 12.9 自民大敗！ 総選挙 自民、共産の地すべり的大敗に終わった総選 三木敗戦の弁「国民の強い意思が現れた。繰り返され

　　　　№１１４９ 　　　ロ事件の主役たちは 衆院選 挙。だが田中角栄はトップ当選。 る党内抗争にうんざりしている。」
ﾛｯｷｰﾄﾞ事件 田中角栄の新潟３区における選挙活動。
田中角栄 茨城県下を走り回り無罪を訴える橋本前幹事長。

佐藤孝行は北海道の立会演説会でやじり倒される。
投票する田中角栄。記者たちと冗談口。
開票速報を伝えるテレビ、田中のトップ当選を打つ。
滑り込んだ橋本。支持者はバンザイで冷酒。
佐藤孝行は落選。
三木の声「民主主義は国民を恐れる精神が基本」
議事堂空撮。

毎日ニュース 12.16 いざという時に備えて ビル火災 ビル火災避難の訓練風景。 ビル火災訓練。

　　　　№１１５０ 火災 ビル間の避難橋を渡って非難。
火災訓練 逃げ遅れた人をはしご車で救助。

消火剤撒く市民。

我ら裏方さん 裏方さん 学会ばやりの昨今、会場設営から受付など一 学会幹事からの相談を受けるＪＣＳの職員。
職業 切を請け負う日本ｺﾝﾍﾞﾝｼｮﾝｻｰﾋﾞｽのﾕﾆｰｸさ。 ｱﾙﾊﾞｲﾄ学生に集合をかけ、説明会を設ける職員。
学会 学会七つ道具を駆使して会場準備にかかる。

裏方に徹するＪＣＳのようす。
評判は上々。

毎日ニュース 12.25 ７６歳末 アメ横 ロッキード事件と政治抗争に明け暮れた一年 雑踏するアメ横。浅草ガサ市（注連飾りなど）。

　　　　№１１５１ ガサ市 の歳末風景。 福引など地元商店の客引き活発。
盛り場 デパートの贈答品コーナー。
終電車 盛り場をパトロールする警察官。酔っ払い保護。
救世軍 終電車内をパトロールする鉄道公安官。
贈答品 救世軍の社会ナベが声張り上げる夜の盛り場。
ﾊﾟﾄﾛｰﾙ
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1977

毎日ニュース 昭和52年 初春の天皇ご一家 皇室 昭和52年新春の天皇ご一家。ことし天皇76、 お居間の天皇ご一家。
　　　　№１１５２ 1月1日 昭和天皇 皇后74歳になる。 皇太子一家。常陸宮夫妻

乗馬の浩宮、礼宮。
乗馬の皇太子一家
庭の天皇ご一家。

伝統　　～羽子板と人 伝統 東京の下町に今なお息づく羽子板づくり職人 隅田川ゆくポンポン船。
羽子板 の心意気。 羽子板市の繁盛。

羽子板の押絵を描く面相師。
筆で目の縁取りをし、色を入れる。
さまざまな押絵、「古くはなったが品物はなんともな
かったよといわれるのがうれしいね」
糊付け（張りぼて）。
板に載せて糊付け、小釘を打つ。
できあがった羽子板。

毎日ニュース 1月8日 ちびっ子棋士誕生 将棋 日本将棋連盟田無子ども支部は日本唯一の 田無市のちびっ子将棋道場に大勢の子どもが集合。
　　　　№１１５３ 棋士 子ども将棋道場。 ８０人あまりが集まって、いざ対局。

こども棋士 父より強い子どもたち。対局のようすあれこれ。

ニッポンの味いかが 外国人観光 民間外交こそ外交の真髄。植木宗妙さんの 本駒込の住宅街の一角、和風の家に吸い込まれてい
日本観光 〝日本ショウ〟は外国人に大うけ。 く外国人観光客たち。
日本文化 招いたのは女あるじ植木宗妙さん。
伝統文化 先ずはお茶の点前から。

和服の女性たちの折り紙実演。
墨絵。毛筆で竹の一筆書き。
お酒のみ、感激してお帰り。

毎日ニュース 1月15日 サーカスに賭ける青春 サーカス 小児麻痺を克服してサーカスにかける１６歳、 場内を沸かせるキグレサーカスのアクロバット。
　　　　№１１５４ 　　　～中村初生の場合 青春 中村初生の青春。 左足を引きずって歩く中村君。

トランポリンを使った離れ業の練習。
空中ブランコの妙技。
平均年齢２４歳の仲間たち（食べる、遊ぶ）。
華やかなオープニング。東京正月公演。
楽屋からステージへ向かう団員。
空中での中村君を交えた妙技の数々。
スリル満点の空中ブランコに大拍手。

毎日ニュース 1月22日 芸をつかむ 座敷芸 〝たいこもち〟というお座敷芸に弟子入りした たいこもちの卵、悠玄亭若介の修行は便所掃除から。
　　　　№１１５５ 幇間 悠玄亭若介の青春。 悠玄亭玉介師匠についてバチ（リズム）の練習。

たいこもち 師匠を送り出して家の整理整頓。犬の世話。
夜は師匠に付いてお座敷へ。
玉介の芸をぬすむ若介。三味で躍る玉介の妙技。
師匠に酒を注ぎながら「ポイントを盗んで自分の味を
つけよ」と教わる。
家で独り稽古に励む。

毎日ニュース 1月29日 あすなろ国体開幕 国体 第３２回国体冬季大会が青森で開幕し、北海 1.22八戸市のスケート競技場で開幕、１９００人が入場
　　　　№１１５６ 　　　　　　　　　～青森 青森国体 道が総合優勝。 行進。

常陸宮が激励のおことば。選手宣誓。
スピードスケート、スタート。
アイスホッケーの熱戦。

なにをするか、２７歳新 町長 千葉県大栄町に誕生した弱冠２７歳の町長。 激励を受けて家を出る高柳功新町長。
町長選挙 初登庁の高柳町長。
初登庁 役場の職員に第一声「町民が主人の町政をつくりた

い」
町長室でまず一服。

毎日ニュース 2月5日 押し寄せる２００カイリ 漁業 米露の〝２００カイリ〟宣言で危機に立つ日本 沖での漁風景（網引き）。
　　　　№１１５７ ２００海里 漁業。質的転換が迫られている。 新聞記事。米露の〝２００カイリ〟宣言を伝える。

専管水域 沿岸漁業の風景。（福田首相「所要の立法措置を講
外交 ずる」）

獲る漁業から育てて獲る漁業への転換を迫られている
日本の漁業。

裁かれる構造汚職 裁判 首相の犯罪を裁くロッキード事件・丸紅ルート裁 1.27東京地裁前の傍聴者の列。立花隆、赤尾敏、
ﾛｯｷｰﾄﾞ裁判 裁判が始まった。 野坂昭如らの顔。
田中角栄 入廷する田中角栄、丸紅檜山、伊藤、大久保。

吉永主任検事ほかの検事団。
マンガと新聞で、法廷内の様子。
公判終わって帰る田中。
自民党臨時大会で大平、福田のスピーチ。
バンザイ。
衆院本会議での福田演説。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 2月12日 下北の冬 季節 立春は過ぎたが、下北半島は冬真っ盛り。 厳冬に生きる寒立ち馬。
　　　　№１１５８ 冬 雪にとざされた下北の集落、尻屋。

下北の冬 こけしを挽く老人（ひばこけし）。
飛来する白鳥。
雪まみれのディーゼル列車。本州最北端・大畑駅。
荒波の海岸線にへばりつく漁村。荒涼とした港。
こけしに目がはいる。
雪道くる馬橇。

毎日ニュース 2月19日 無差別殺人の恐怖 殺人事件 電話ボックスに何気なく置かれた〝青酸入り 警視庁１１０番受信の様子。出動指令。
　　　　№１１５９ 事件 コーラ〟を飲んだ二人の男性が死亡（1.4）。 新聞記事。毒入りコーラ無差別殺人が大阪に波及。

毒入りｺｰﾗ 恐怖の無差別殺人が広がっている。 品川の電話ボックス（毒入りコーラのあった第一現場）
青酸ｺｰﾗ 憂色濃い高輪署の捜査本部。

聞き込みつづける捜査員。
新宿辺の空撮。今、指名手配犯は８００人を超す。

毎日ニュース 2月26日 限りある天然の恵み エネルギー 千葉県睦沢村の田んぼに沸いた地の恵み天 田んぼの中に湧き出すガス。
　　　　№１１６０ ソーラー 然ガス。脱ガソリンの一番手太陽熱エネルギ ガスを管で各戸に引いて利用している。

天然ガス ーの研究がすすんでいる。 太陽熱利用の研究が進む。太陽熱発電プラント。
太陽熱 太陽炉。ソーラシミュレータの開発。
ｿｰﾗｰﾊｳｽ 民家の屋根の太陽温水器。

モデルのソーラーハウスによる居住実験。

毎日ニュース 3月5日 東京湾の交通安全 海上交通 航行する船舶数年に５０万隻。名にしおう浦賀 春の海岸。東京湾を行き交う大小の船。
　　　　№１１６１ 交通安全 水道の〝管制塔〟を紹介。 海の銀座浦賀水道。大型タンカー、漁船が往来。

東京湾 観音崎にスタートした東京湾海上交通センター。
回るレーダー。航路の状況のお知らせ「中央２号ブイ
付近に多数の漁船が密集しています」
見回る海保の巡視艇。春霞の東京湾をゆく。

毎日ニュース 3月12日 政府音頭のﾊﾞｰｹﾞﾝｾｰﾙ 物価 これは政府が音頭をとった物価抑制策。 ﾊﾞｰｹﾞﾝｾｰﾙ当日、田中竜夫通産相と倉成正経企庁
　　　　№１１６２ 物価抑制 その成果は･･･ 長官が視察。

ﾊﾞｰｹﾞﾝｾｰﾙ

新右翼 経団連を襲う 新右翼 3.3大手町の経団連ビルを銃で武装した右翼 3.3襲撃された大手町経団連ビル。
右翼 が襲撃。三島由紀夫未亡人平岡瑤子さんの 押収された散弾銃や日本刀など。のこる弾痕。
経団連 説得に応じて投降。 犯人は財界首脳の「ヤルタ・ポツダム体制打倒青年同

」。警察官による説得工作。
５時間後人質の一部を解放。人質「犯人は手荒なこと
はしなかった」
１１時間ぶりに連行される犯人たち。右翼「今日の腐敗
は経団連も責任の一端を負わねば成らぬ」

毎日ニュース 3月19日 教育とは 教育 学習塾の数ざっと６０万。乱塾時代の昨今の 東京大学本郷の受験会場に向かう受験生。
　　　　№１１６３ 学習塾 現象に教育とは何か思わず首を捻ってしまう。 学習塾へ向かう子どもたち。

鉢巻姿で取り組む塾（泊り込み、スパルタ式、頭を叩く
教師）。ふとん敷く生徒。
学習塾１１０番「お母さん自らが選んでもらいたい」
川崎市東門前小は「よく遊びよく学べ」が指導方針。
ベーゴマ、ケン玉、竹馬、縄跳び、ヨーヨー･･･

毎日ニュース 3月26日 消えゆくはしけ はしけ 港の機械化、省力化で輸送の主役も様変わ 横浜港。大型船の間をすり抜けてゆくはしけ。かつて
　　　　№１１６４ 艀船はしけぶね り。しだいに追いやられる〝はしけ〟の運命。 は４千隻もいたはしけ･･･

荷役作業 一方でコンテナ船の急増（コンテナ埠頭）。
コンテナ積み込み。はしけの需要がめっきり減った。
運河に滞留するはしけの山。朽ちたはしけも。
廃船は焼却処分に。
悲しいはしけが行く･･･

毎日ニュース 4月2日 甲子園にかける青春 高校野球 ３０校４１８人の球児が早春の甲子園球場に勢 センバツ開会式。６万人の観衆の前で入場行進。
　　　　№１１６５ 　　－センバツ高校野球 センバツ ぞろい。 練習の天理高校、桜美林高校、早実高校。

選抜高校野球 雪の中で日大高校（札幌）。
春の甲子園 紫紺の優勝旗返還する昨年優勝の崇徳高校。

激励する平岡大会会長。
プレーボールで試合あれこれ。ゆれるスタンド。

毎日ニュース 4月9日 ゆずりあい 交通安全 交通安全はゆずりあいから。 明治神宮外苑絵画舘前では「交通安全ゆずりあいの
　　　　№１１６６ 　　－春の交通安全運 ゆずりあい つどい」のパレード。

総理府の藤田総務長官。
警視庁の騎馬隊、白バイ隊が登場。
風船あがる。

秩父の春 季節 奥秩父の春は、巡礼の錫の音と〝おひなげ〟 鶯鳴く奥秩父の里。３４霊場巡りがゆく。
春 の子どもの声に明ける。 錫を振りながら巡礼たちが霊場くぐる。
秩父 御詠歌流れる田園地帯。石仏と遊ぶ巡礼。

川原には子どもたちの「おひなげ」祭り。
おかゆを炊いて皆で食べる。傍らには一対のひいな。
川にヒトガタを流す。猫柳が芽吹く。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 4月16日 箕島高に凱歌 高校野球 決勝戦は高知・中村高対和歌山・箕島高。 決勝は高知・中村高対和歌山・箕島高。
　　　　№１１６７ 　　－センバツ高校野球 センバツ 箕島・東、中村・山沖の先発。

選抜高校野球 ３回、箕島は山沖に３本の長短打を浴びせ２点、更に
春の甲子園 ６回にも１点を加え、大勢を決する。

守っては中村打線を散発に押さえ、７年ぶり２回目の
センバツ優勝を果たす。
優勝旗授与。
部員１２人の中村高には惜しみない拍手が。

毎日ニュース 4月23日 行楽地の火災予防 行楽地 気をつけたい旅行先での火災。万全を期した 電車に乗り込む行楽客。
　　　　№１１６８ 火災予防 い旅館の火災予防。 怖いのは旅館の火災。

宿泊先の査察を行う消防官。
避難経路は、消火設備は、など点検をよびかける。

空間を考える 造形作家 人間の欲望を満たす造形とは･･･難問に答え 粘土でイメージを表現する藤田さん。「そこに考え方
　 －造形作家・藤田昭 藤田昭子 を探る造形作家・藤田昭子の挑戦。 思想を出したい」

空間作家 アトリエに幼児を集めて造形教室。粘土をこねまわす
子どもたち。
コロシアムのような藤田さんの造形物。「産業革命以
後箱型の造形ができて人間を縛り端始めた。それを
崩したい」
仲間と焚き火を囲んで語り合う。

毎日ニュース 4月30日 天皇陛下 満７６歳に 76歳の天皇、須崎での元気なご様子。 伊豆下田の須崎御用邸の庭を散策。
　　　　№１１６９ 御用邸内の研究室。海洋生物の分類にいそしむ。

裏の海岸をご散歩。

初夏点描 季節 動物から見た人間世界のせちがらい春。 ボートこぐ恋人同士。
初夏 動物園のカバ。
夏 春闘でがら空きの駅。線路を歩く人。

ミニスカートで闊歩する若者。
〝六大学の星〟江川卓投手。
衆院漁業委員会の鈴木善幸農相と鳩山外相。

毎日ニュース 5月7日 追われる住み家 サギ サンクチュアリか公害かで揺れる、さいたま・野 一羽もいなくなった野田の鷺山。
　　　　№１１70 シラサギ 田の鷺山。 原因は自動車の公害か。田んぼでは苗代かき。

サギ山 近くの三室の雑木林に逃げ込んだサギ。
環境 「野田の鷺山」愛護協会の厚沢さんは、「公的に土

地を買い上げてもらうしかない」
浦和市教委「三室のサギを天然記念物に指定して
いただきたい」という。
林を伐りたい地主は「教委には熱意がない」
困ったような顔の鷺山。

毎日ニュース 5月14日 伝統　　裏の芸術 経師 書画を表の藝術とすれば、表装は裏の藝術。 散策する僧形の原曠さんは数少ない表具師。
　　　　№１１7１ 　 　　　～大経師・原　曠 表具師 80歳の原さんは父の二代目の大経師。 300年前の金屏風の復元に取り組む。「傷んでいる

ほうが興味があり、意欲がわく」
「出来ないものは出来るまでやる。それが人間の価
値だ」というのが原さんの信条。
金箔を貼る。「仕事は形でしていけない。心でするも
の。形は崩れる」という。
絵付け作業。
「表の絵を、陰で引き立てるのが〝裏の藝術〟だ」

毎日ニュース 5月21日 ふるさと駅長 国鉄 赤字ローカル線の真岡線。ふるさとを守りたい 広がる田植え風景。
　　　　№１１7２ 　 駅長 と無人駅の駅長になった一市民の奮闘紀。 ローカル色豊かな真岡線。ほとんどが無人駅だ。

真岡線 寺内駅の市民駅長となった大内広雄さん43歳。
水をまき、掃除をする。
「講習便所、自転車置き場も寄付した」
〝ふるさと〟蕎麦屋も開店した。
年内2、300万円のを覚悟していると語る大内さん。
「日曜日がないのが計算違い」という大内さんだが、
子どもたちには大モテだ。

毎日ニュース 5月28日 ミニミニルポ 牧場 北海道ならではの広々としたハイジ牧場。 のどかな北海道・は維持牧場。馬、羊、山羊、豚･･
　　　　№１１7３ 　 ヤッホー　ハイジ ハイジ ミニ西部劇の幌馬車がゆく。

　　～北海道ハイジ牧 動物と遊び、のびのび寛ぐ市民。

都会の子どもに遊び場 子ども 都会の子どもに自由で安全な遊び場がほし 歩道で遊ぶ都会の子。
遊び場 い。 路地裏のボール遊び。車が行き交う道での野球。

線路上での遊び。団地のコンクリートの中での遊び。
下水の傍での遊びはいかにも危険だ。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
毎日ニュース 6月4日 ホコリ高き青春 埼玉･桶川にできたモトクロス場に夢を燃やす 埼玉･桶川のサーキット場。バイクが唸りをあげる。
　　　　№１１7４ 　 　　　　　～石神覚の場 バイク野郎たち。 モトクロス場に飛び跳ねるバイク。

準備する石神覚君21歳。愛車はＣＲ２５０．
ジャンプ、コーナー、またジャンプ･･･
勤め先バイク工場での石神君。「バイクはうそをつか
ない。暴走族なんて考えられない。将来は契約ﾗｲﾀﾞｰ」
ホコリの中を突っ走るバイク群。

毎日ニュース 6月11日 西郷さんは見てござる 新幹線 東北・上越新幹線始発駅の上野誘致をめぐる 上野駅周辺。
　　　　№１１7５ 　 　　～揺れる新幹線計 西郷さん てんやわんや。 近くの根岸界隈。

根岸 東北・上越新幹線（現在は大宮発）。
上野 台東区新幹線対策課、上野駅誘致計画を語る。

路線の真上に17世帯あり。その住民は反対。
賛成・反対の意見。
伝統の提灯屋さん、筆屋さんは「関係ないね」
騒動の街を見下ろす西郷像。

毎日ニュース 6月18日 お相撲さんの運動会 相撲 大相撲力士たちの大地をゆるがす運動会。 世田谷の日大グランドでの大相撲運動会。
　　　　№１１7６ 　 力士 横綱輪島、北の湖ら800人が参加。

運動会 巨体をゆるがしてどじょう掴み。
仮装 ちびっ子たちも参加して綱引き。
仮装行列 豪快な騎馬戦。愉快な仮装行列。

つゆどきの交通安全 交通事故 つゆどきの事故は悲惨だ。 悲惨なつゆどきの事故。
梅雨 実験のもよう。濡れた路面でのスリップ事故。
ｽﾘｯﾌﾟ事故 窓を閉め切った中での自動車事故に注意。

毎日ニュース 6月25日 参院選スタート 参院選 参院多党化時代の選挙が始まった。江田五 参院選告示日の選管のようす。
　　　　№１１7７ 　 選挙 月、中山千夏、榎本美佐子らも参戦。 福田首相（自民）の街頭演説。

参院多党化 成田社会党の　　　　〃
竹入公明党の　　　　〃
宮本共産党の　　　　〃
春日民社党の　　　　〃
河野新自クの　　　　 〃
梅雨空の中の選挙戦

毎日ニュース 7月2日 二人だけの夢を求めて 結婚 若い夫婦の旅立ちを追う。 銀座を散歩する二人。
　　　　№１１78  ～吉田洋文・美佐江夫 家庭 銀座の喫茶店で働く洋文君。

家で安静に過ごす身重の美佐江さん。
二人の結婚式。
結婚届を提出（いまはやりの入籍）
喫茶店で友人に花束もらう。

毎日ニュース 7月9日 サイクル・スポーツ スポーツ 本場のヨーロッパでは毎年世界選手権も 自転車とサッカーを組み合わせた新スポーツ。
　　　　№１１7９ 自転車 行われているというサイクル･サッカー。 室内での練習風景。

サーカス顔負けの曲乗りあり。
両チーム二人ずつの競技。
アメのように曲がった車輪。

毎日ニュース 7月16日 苦しみの中から喜びが 選挙 有権者7800万、投票率68％。国政史上 参院選に立候補した車椅子の矢代英太。
　　　　№１１８０ 　　　　　　　～矢代英太 参院選 初の車椅子の参議院議員誕生。7.10 街頭演説。「なんとお粗末な日本の福祉行政か。

皆さんの苦しさや悩みをこの車椅子に乗せて」
握手攻めの八代候補。
開票風景。当確を伝えるテレビ。
ダルマに目を入れ、喜びの八代。

毎日ニュース 7月23日 ミニミニルポ 大名時計 東京谷中にあるレトロな大名時計の博物 谷中にある大名時計博物館。
　　　　№１１８１ 大名時計博物館 博物館 館。 ヤグラ時計、枕時計、印籠時計、掛け時計･･･

大名 レトロな文字盤。
時計 歯車を利用した精巧なカラクリの面白さ。

リズミカルに時を刻む音。

風水害に備えて 災害 利根川べりで大掛かりな水防訓練。 街の浸水風景。
風水害 （埼玉県妻沼町） 利根川べりで大掛かりな水防訓練。
災害訓練 長谷川建設大臣くる。

半鐘を合図に消防車出動。
地元水防団員による多彩な水防訓練。
立ち木や古自動車で土手を補強。
漏水、越水にブル出動。
中川に取り残された人の救出訓練。
ヘリ出動。渡河訓練。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 8月6日 〝島を返せ〟の願いを 北方領土 北方領土のまち根室に藤田総務長官が 北方領土の空撮。
　　　　№１１８２ 　　　　　　　　　　　こめ 北の島 視察にやってきた。 根室市内に立つ領土返還の看板。

島を返せ 網つくろいの漁師。
領土返還 最東端ノサップ岬は観光ブーム。
根室 旧島を想う漁師たち。
ノサップ 視察に来た藤田総務長官。

巡視船「石狩」で海上から視察。
藤田長官と漁民たちの懇談会。
一斉出漁風景。
コンブ干す漁民。

毎日ニュース 8月20日 水にご用心 水難 季節がら水難注意をよびかける。 芋の子洗う海水浴場。
　　　　№１１８３ 海水浴 禁止地帯の子どもたち、海水浴客。

海難 川の縁で遊ぶ子ら。防波堤での海釣り。
危険地帯 水門近くで水浴び。

観光地のモラル 観光地 この季節、海水浴場のごみが悩みの種だ。 芋の子洗う海水浴場。
モラル 砂浜上のごみ。
海水浴場 地元藤沢市の広報カーで訴え。
ごみ 市の清掃係がごみの山を運ぶ。

砂浜でごみ焼却。

毎日ニュース 9月3日 月間トピックス　盛　夏 夏 今年の夏に起こったできごと。有珠山噴火、 北海道有珠山の麓、噴火で土埃が積もった街。
　　　　№１１８４ 　 有珠山 成田闘争１１年目、東洋大姫路優勝など。 埃をかぶって全滅したトウモロコシ畑。

冷夏 全国戦没者追悼式。昭和天皇のおことば。
高校野球 １１年目の成田空港闘争。騒音テスト機飛ぶ。

帰省で込み合う駅。
福田首相、東南アジア歴訪へ出発。
夏の甲子園決勝－東洋大姫路ｖｓ東邦高
延長１０回裏、姫路がサヨナラホームランで優勝。

明日の職場をめざして 障害者 東京都心身障害者職能開発センターの 東京都心身障害者職能開発センター（新宿）。
職能開発 紹介。 車椅子で機械彫刻に取り組む奥村さん。
職業 様々な職種で社会復帰をめざす人々。

毎日ニュース 9月17日 夏休み後遺症 家出 夏休み明けはきまって家出が増える。 上野駅。
　　　　№１１８５ 　　　　　～増える家出 保護 補導される少女たち。

補導 家出人相談所（警察）で事情聞く。
保護された少年たち。

箱根路の秋 季節 秋色ただよう箱根のスケッチ。 秋色ただよう箱根芦ノ湖。
秋 湖上ゆく船、ボートも客まばら。
箱根 登山電車が80/1000勾配をゆく。

旧街道のハイカーたち。
ススキと石仏。
渓谷をゆく電車。

毎日ニュース 10月1日 スポーツの秋 スポーツ 王選手のホームラン世界記録達成を中心と 9.3王、ホームラン７５６号世界記録達成。
　　　　№１１８６ 　－体力つくり強化月間 体力つくり した実り豊かなスポーツの秋。 皇居の周りを走る人々。

ラグビー・スコットランドチーム来日、日本惨敗。
サッカーの神様ペレの引退試合。同時に･･･
釜本のナショナルチーム最後の試合。
７５６号の電光掲示板、ファンに応える王選手。
福田首相から国民栄誉賞受ける王。
さかんな草野球。
小中の運動会もたけなわ。大人もまざって･･･

毎日ニュース 10月15日 警察犬訓練士 警察犬 その名はアトム・オブ・ＪＲマローネ。れっきと パトロールする警察官。
　　　　№１１８７ 　　　－森田律子さん 訓練士 した警察犬の卵。森田律子さんが先生だ。 板橋の警視庁警察官訓練所。

ｼｪﾊﾟｰﾄﾞ 婦人警察官で警察犬訓練士の森田さん。
犬の訓練風景。
森田さんは友達とおしゃべり。
事件で出動する森田さんとアトム。
空き巣犯のサンダルをもとにアトムの追跡始まる。
土手でアトムと遊ぶ森田さん。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 10月29日 日本丸の〝船頭さん〟 国会議員 社会主義協会の協会派と反協会派でもめる 国会で居眠りこく議員たち。
　　　　№１１８８ たちは･･･ 国会 社会党。国会全体が脱力系だ。 社会党の石橋・成田到着して社会党大会。

議員 成田、参院選惨敗の責任をとるも再び委員長に。
楢崎、田、秦の３氏は離党。
福田首相の所信表明に、車椅子の矢代議員は
「変り映えしない表明。ベテランは居睡り上手だ」
うんざり顔の石原議員。
舟こぐ長谷川議員。

火災にそなえて 火災ｼｰｽﾞﾝ 火災ｼｰｽﾞﾝに注意をうながす。 民家の査察風景。
火災 ビル避難訓練の指導。
査察 はしご車で救出。
消防 消火器で初期消火の訓練。

毎日ニュース 11月12日 創立２７年自衛隊観閲 自衛隊 自衛隊創立２７年目の観閲式。 朝霞訓練場で行われた自衛隊観閲式。
　　　　№１１８９ 観閲式 福田首相の巡閲。

朝霞訓練場 三原長官のもと、５５００人の行進始まる。
堂々の特化部隊。

秋がふりむく時 円高ﾄﾞﾙ安 円高ドル安が日本を襲い、不況に拍車をか 秋の散歩道。
不況 けた。今年の秋は冷たい秋だ。 日本を襲った円高ドル安。円ｼｮｯﾌﾟの外国人たち。
倒産 輸入商品の値下げはままならず。
季節 繊維産業は不況と円高で虫の息。倒産企業も。
秋 苦しい玩具製造業。出口の見つからぬ不況日本。

毎日ニュース 11月26日 危険な冬山 冬山 この冬だけですでに１０９人が遭難。２３人 冬山登山に挑む人。
　　　　№１１９０ 冬山登山 行方不明、１４人死亡。注意をよびかける。 谷川岳下土合駅に降りる登山客。

谷川岳 登山指導センターで登山届け。
そそり立つ谷川だけの壁。
降る雪の中を登ってゆく。
深い雪をこいでゆく。

チビッ子大集合 こども 習い事する子どもたち、あれこれ。 リトルリーグの子どもたち。打つ、駆ける･･･
ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ 女子チームと対抗試合。
剣道 アイススケートに挑戦する子ども。
豆剣士 ママの手助けで防具つける。

豆剣士たち。
竹刀をかざし飛び込んでゆく子。

毎日ニュース 12月10日 経済大国ニッポン不況 経済大国 不況に暮れる今年。この十年、なんだか 産院。昭和４２年人口１億人突破。
　　　　№１１９１ 歩み－歳末この十年 不況 いつも不況だった。 大阪万博。

歳末 水俣病の子。
佐藤訪米阻止闘争。
東大紛争。
公務員にﾎﾞｰﾅｽ支給。
喘ぐ中小企業（町工場）。
佐藤首相退場。
田中首相の金権政治
石油危機と物不足（砂糖、トイレットペーパー）。
物はあってもｲﾝﾌﾚ不安。
金脈とロッキートﾞで田中退場。
三木内閣ひな壇に。
「消費」から一転、「節約」を訴える
福田内閣ひな壇。
上野アメ横の歳末風景。
福田「日本国が福田赳夫を要求した、そう考えて
いる」
満員電車に押し込められる。

毎日ニュース 12月24日 初春は井草ばやしに まつり 東京杉並区の井草八幡宮の氏子たちが、 ザルを手に獅子舞の練習。
　　　　№１１９２ のって 井草ばやし 伝統の獅子舞保存に活躍している。 杉並区の井草八幡宮。

保存会メンバーが集まって練習。
本番はハッピ姿に鉢巻で。
獅子舞が家々を回って歩く。
笛、太鼓、獅子頭･･･
いなせな半纏が路地を行く。

犯罪にご注意を 犯罪 年末恒例の警察官による犯罪パトロール。 民家に空き巣狙いの注意を呼びかける。
空き巣 警官、夜の繁華街パトロール。
スリ 大トラを保護。
パトロール 電車内パトロール。酔っ払いを起こす。
警察官

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 梗    概 映　像　内　容
1978

毎日ニュース 昭和53年 初春 皇室 昭和53年新春の天皇ご一家と山下家の五つ 皇居内を散策する天皇ご一家。
　　　　№１１９３ 1月7日 　　天皇ご一家・五つ子 昭和天皇 子の成長ぶり。 浩宮は今年大学へ。礼宮は中学へ。

天皇家 紀宮は初等科へ。
五つ子 山下さんちの正月は五つ子が大きく育って歩き

回りにぎやか。もうすぐ２歳に。
冬の交通安全 北国 雪道特有のｽﾘｯﾌﾟ事故に注意をよびかける。 北国に冬の訪れ。通勤者にとっては凍てついた
　　　　　　－雪道にご注 交通安全 雪道は危険がいっぱい。

雪道 雪かき車が通る高速道路。チェーン、スパイク
ｽﾘｯﾌﾟ事故 タイヤの早期装着をよびかける。

毎日ニュース 1月21日 春を呼ぶひな人形 雛人形 埼玉県岩槻市は江戸時代初期から人形 雛人形の看板が立ち並ぶ岩槻の街。
　　　　№１１９４ 　　　　　　　－埼玉・岩 人形 作りが始まっていた。その製作風景。 人形作りの職人の手にかかると、頭、衣装に

おひなさま 独特の気品が生まれる。

愛の献血運動 献血 輸血用血液が慢性的に足りない状態を告げ 救急車の活動。
日赤 る。 血液不足は夏場冬場に多く見られる。
輸血 日赤の献血運動。全国で１日１２０００人の献血

協力が必要といわれる。

毎日ニュース 2月4日 開港せまる「成田」 成田空港 １２年の歳月と多くの犠牲を払った成田空港。 タッチ・アンド・ゴーを繰り返すジャンボ機。
　　　　№１１９５ 成田闘争 3.30の開港を間近に各種調整を急ぐ。 開港まぢか、整備を急ぐターミナル。

開港 レーダーの調整。
新空港 空港反対闘争の経過を振り返る。

湾岸道路の完成（ﾃｰﾌﾟｶｯﾄの桜内建設大臣）。
敷地内の団結小屋。

毎日ニュース 2月18日 火事にご用心 火事 去年の都内の火災８千件。犠牲者は全国で 燃える民家。
　　　　№１１９６ 火災 １９０００人と史上最悪に。 上野・五重塔の消火設備を点検する消防員。

燃える工場。

夢多き若者たち 青年の船 １月末、青年の船が豪州､ﾆｭｰｼﾞｰﾗﾝﾄﾞへ向 総理官邸で出発式（安倍官房長官）。
　　　　　　　－青年の船 青年 けて出航した。３０９人２ヶ月の旅。 参加者数人を追う。

晴海ふ頭での歓送風景。
家族らの見送りで出航。

毎日ニュース 3月4日 雪原を進む 自衛隊 量から質への転換が進む自衛隊。陸自北部 スキー、徒歩、特車など雪上訓練。
　　　　　№11９７ 　　　－自衛隊・雪国部 雪国部隊 方面隊の雪の中での訓練。 カンジキはいて射撃訓練。

特車による射撃訓練。

毎日ニュース 3月18日 ボクは名選手 子ども リトルリーグ入門テスト風景。 大田区六郷の川原で、駆け足、キャッチボール、
　　　　　№119８ 　　－リトルリーグ入門 野球 ノック、捕球など。

ﾘﾄﾙﾘｰｸﾞ 心配そうな父兄。

海上災害に備えて 火災 船で火災が起きたら･･･の訓練風景。 横須賀の海上災害防止センター。
海上災害 油を扱う人の研修、訓練。
海上火災 大型タンクで油火災の消火訓練。

毎日ニュース 4月1日 さよなら山の分校 学校 東京・奥多摩町の道所（どうどころ）分校が 山ふところに懐かれた道所分校。
　　　　　№11９９ 分校 ６５年の歴史を閉じた。 生徒６人、先生３人。デッカイそろばん使って。

廃校 残り１日、掃除は念入りに。
過疎 父兄も一緒にお別れ会。先生や学校とお別れ。
子ども

毎日ニュース 4月15日 〝地震〟町ぐるみの防 地震 いつ？どこで？起こるかわからない地震。 昭和39.6.16の新潟地震の映像。
　　　　　№1２００ 防災 日ごろの心構えを訴える。 消火器操作に取り組む主婦。

起震車体験（震度６）

青春のあかし 野球 第５０回大会開会式のもよう。 箕島高を先頭に入場。３０校４２０人。
 ～第５０回選抜高校野球
大会

高校野球 各地での練習。
センバツ 平岡大会会長。

奈良・郡山高百合主将のセ選手宣誓。
砂田文相の死球式。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 梗    概 映　像　内　容

毎日ニュース 4月29日 ファンタストが優勝 競馬 乱戦模様のさつき賞はファンタストが優勝。 中山競馬場。４歳馬１４頭出走。
　　　　　№1２０１ 　　　　～第３８回さつき さつき賞 売り上げ最高の９２億円。 クビ差で優勝の柴田政人騎手とファンタスト。

ﾌｧﾝﾀｽﾄ

街に緑を 緑 緑は都市の文化のバロメーター。その緑が 墨田区の緑をふやす係は大忙し。
緑化 年々都市化で失われていく。 木に毛虫がついた！救急隊出動！
都市化 薬剤散布。

狭い空き地や道端に緑のｱｲﾃﾞｱを実行しよう。

毎日ニュース 5月13日 天皇陛下、喜寿に 天皇陛下 天皇在位中に喜寿は初のこと。 吹き上げ御所を散策中の両陛下。
　　　　　№1２０２ 誕生日

皇室

ボクらは鳥博士 野鳥 東京都の愛鳥モデル校に指定された小学 板橋区立第８小学校は野鳥の保護に積極的。
愛鳥 校の活動。 えさづくり、巣箱作り･･･

子どもの荒れを静める効果があると先生は言う。

毎日ニュース 5月27日 日米首脳会談終る 日米 福田首相とカーター大統領の首脳会談。 福田首相、園田外相がワシントン入り。
　　　　　№1２０３ 首脳会談 ハンフリー研究所に１００万ドル寄付。

ホワイトハウスのカーターと福田。

変りゆく成田 成田空港 新東京国際空港と共に開発進む下総台地。 下総台地の風景（三里塚牧場、印旛沼、成田
成田 山新勝寺）
下総台地 成田ニュータウン、道路網、羽田の2.6倍新東京
三里塚 国際空港。

毎日ニュース 6月10日 サクラショウリに栄冠 ﾀﾞｰﾋﾞｰ １５１億円を売り上げた日本ダービー。 一番人気のサクラショウリと小島騎手が勝利。
　　　　　№1２０４ 　　～第４５回日本ダー 競馬

海のパトロール 海上交通 巡視艇と海上交通センターのタッグマッチで 東京湾の海上交通整理を担う横浜第三管区
交通安全 海上交通の安全を。 海上保安部の巡視艇と、観音崎の海上交通

センター。
センターではレーダー、コンピュータで発令。

毎日ニュース 6月24日 〝成田〟こぼれ話 成田空港 開港まぢかの成田空港が新名所に。 ジャンボ機見たさに土手までのぼりゃ、霞の彼方
　　　　　№1２０５ 空港 に飛行機あがる。長い手足の姐ちゃんたちも、

成田 スネをからげて野次馬だ。

ひかりは北へ 新幹線 ５５年完工を目指す東北新幹線走行テスト。 東北新幹線の試験電車出発式（栃木・小山駅）
　　　～東北新幹線テス ひかり 着工以来７年ぶりに試運転。

東北新幹線 遅れているのは都内と埼玉県内の一部。
試運転

毎日ニュース 7月8日 ママは力持ち ジム 西国分寺の一角にあるジムで世界一の力持 スマートになりたいとパワーリフティングに挑む
　　　　　№1２０６ 力持ち ちが誕生した！ お母さんたち。

ママさん ここからベンチプレスなど３種目で世界最高記録
が誕生した！いやあ、おどろいた！

空の守り 空自 このところ〝東京急行〟という名の領空侵犯 空自千歳基地はスクランブルがおおいことで知
千歳基地 が多い。スクランブルは大忙し。 られる。
ｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ 突発に備えて待機中の隊員。

ファントムがｽｸﾗﾝﾌﾞﾙ発進する。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 7月22日 夏休みを無事故で 夏休み 子どもの自転車事故は上半期で５１人も増え 夏休み前に小学校で自転車走行の注意を指
　　　　　№1２０７ 無事故 ている。 導する野方警察署のおまわりさん。

交通事故

鎌倉をきれいに 古都 観光客で妃に130ﾄﾝのごみが出る古都鎌倉。 鎌倉の子どもの史跡パトロール隊が北条政子ゆ
鎌倉 子どもの史跡パトロール隊が活躍。 かりの安養院をたずねる。
史跡 グリーン作戦開始。

毎日ニュース 8月5日 がんばれ交通遺児 交通遺児 全国を自転車、マラソン、徒歩で交通安全を 浅草・浅草寺での出発式。
　　　　　№1２０８ 交通安全 訴える交通遺児たち。 見送りの福田首相。

高月良征君朗読。
首相の激励を受けて出発する交通遺児たち。

ボン首脳会議終る サミット 西独ボンのシャウムブルク宮でサミットが開か ライン川とベートーベンで有名なボン。
首脳会議 れ、世界経済の安定を話し合った。 到着した福田首相。
ﾎﾞﾝｻﾐｯﾄ 各国首脳を出迎えるシュミット首相。

米カーター、仏ジスカールデスタン両大統領、
伊アンドレオッチ首相ほか。

毎日ニュース 8月19日 いかだ下り　　～豊平川 いかだ 北海道豊平川の夏の風物詩いかだ下り。 手作りのいかだ下りを競う若者たち。
　　　　　№1２０９ 豊平川 水少なく、各所で立ち往生。

水の事故をなくそう 水の事故 これをマスターすれば日赤救助員の資格も 日赤の水難救護訓練。水上安全法の講習会。
日赤 受けられる。 日赤のセスナ機で空からパトロール。
赤十字 海岸の日赤救護所。

毎日ニュース 9月2日 いつ返る北方領土 北方領土 ノサップ岬が「望郷の岬公園」と命名された。 北方四島の空撮。
　　　　　№1２１０ ﾉｻｯﾌﾟ岬 「望郷の岬公園」の命名式に稲村総務長官も出席。

北の島々 根室市では北方領土返還要求全国大会も。

さよなら「宗谷」 宗谷 昭和13年、地領丸で進水して40年、国民に 海上保安学校の生徒を乗せ、お別れの全国一
南極観測 おなじみの宗谷が引退航海へ。 周航海の途次、東京芝浦に寄港。盛大な歓迎
南極調査 を受けた。

有安船長は「商船、軍艦、引揚輸送船、南極
調査船と、よく働いてくれた、この船は」という。

毎日ニュース 9月16日 ダンボールで遊ぼう 教育 ダンボール工作を授業に取り入れる学校が 大きなダンボールを自由に工作するこどもたち。
　　　　　№1２１１ 遊び 増えている。 出来上がれば遊び道具になる。

児童
学校

お年寄りはいま･･･ 老人 女性78歳、男性73歳が平均年齢。近頃の老 東京の足立老人ﾎｰﾑは団地の中にある。機能
年寄り 人ﾎｰﾑは至れり尽くせりだが･･･ 障害に応じた設備があって至れり尽くせりだが、
老人ﾎｰﾑ 核家族化のすすむ今日では、社会から隔離さ
長寿 れた施設にも見える。

老人にとっては何が幸せなのだろうか。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 梗    概 映　像　内　容

毎日ニュース 9月30日 福田首相 中東を歴訪 中東歴訪 石油の安定供給を目指す福田首相の中東 イランに着いた福田首相夫妻。
　　　　　№1２１２ 中東外交 外交の旅。 パーレビ国王と会談。

外交 技術援助と引き換えに石油の安定供給を話し
石油外交 おう。

オー・マイペット ペット 動物好きが一番動物を苦しめるとい。動物 180匹のワンちゃんが大行進して犬の居住権の
犬 の安住権を奪うなと犬、猫が大行進。 確立を訴えれば、捨て猫防止会の会長さんは
猫 「日本人は動物との付き合いが下手」と嘆く。

毎日ニュース 10.14 秋深まる北海道 季節 北海道のみのりの秋 ひっそり石狩の浜。丘珠の農家はタマネギの収
　　　　　№1２１３ 秋 穫、札幌市郊外のブドウ園、爽やかな羊が丘展

北海道 望台。

がんばれ中高年 中高年 中高年のこれからの生き方をさぐる。 東京大森の職安をたずね、中高年の再雇用問
高齢者 題をさぐる。
再雇用 技術を身につける職業訓練校は月謝が無料。

大田区京浜島の永山工業のように、中高年雇用
に積極的な企業もある。

毎日ニュース 10.28 不況脱出はアイデアで 不況 秋の夜長に、「発明しては？」とよびかける。 発明ばやりの昨今、特許庁に持ち込まれる発明
　　　　　№1２１４ 不況脱出 実用新案は年間５２万件。合格率は半分。

アイデア 国際的な特許協力条約が発効したのを受けて、
発明 新宿の（社）発明学会は助言をしたり、手続書の
実用新案 世話でおおわらわ。

最近の発明では「うなぎ裂き機」がおおうけだ。

毎日ニュース 11.11 原子力安全委が発足 原子力 原子力安全委員会が発足した。 原子力安全委が発足し、科学技術庁で初会合
　　　　　№1２１５ 原子力安 が開かれた。

全委員会 吹田委員長が記者会見。

鄧副首相が来日 日中条約 日中平和友好条約が正式に発効。日中の関 10.22二度失脚しそのたびに蘇った中国の巨人、
　　　～日中条約が発効 鄧小平 係は新しい時代へはいった。 鄧小平副首相が来日。総理官邸大ホールで批

准書交換式がおこなわれた。
23日は昭和天皇の午餐会。不幸な関係に終止
符を打った。

毎日ニュース 11.25 危ない酒酔い運転 飲酒運転 飲酒運転は交通事故のワースト３。 交通事故で大黒柱を失った川口氏の高島さん
　　　　　№1２１６ 危険運転 をたずね、交通事故の悲惨さを世に問う。

交通事故 特に年の瀬は飲む機会が多く、飲酒運転にはし
りがち。無謀運転に警鐘を鳴らす。

毎日ニュース 12.9 火事にご用心 火事 秋の火災予防運動。 子どもの鼓笛隊、江戸消防記念会の梯乗り演技。
　　　　　№1２１７ 火災 赤羽公園で行われた防災ページェントの一こま。

毎日ニュース 12.23 ＳＬは死なず ＳＬ 世間には今もＳＬマニアがいっぱい。 ＳＬマニアのカレー屋。
　　　　　№1２１８ エスエル 西独のＳＬコレクションが並ぶ喫茶店。

ＳＬが注文品を運ぶレストラン。
札幌のＳＬスナックバー。
北海道深川のＳＬホテル。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 昭54 初春の天皇ご一家 皇室 昭和54年新春の天皇ご一家。皇太子夫妻 皇居内ご散策の天皇ご一家。
　　　　№１２１９ 1月6日 昭和天皇 は結婚２０年目、常陸宮夫妻は１５年目。 浩宮は大学２年で大学オケのビオラ、へ。

天皇家
スリップ事故に注意 北国 雪道特有のｽﾘｯﾌﾟ事故に注意をよびかける。 北国の冬は運転者には魔の季節。

交通安全 スリップ事故を起こさないように、日ごろの点検
雪道 注意をよびかける。
ｽﾘｯﾌﾟ事故

五つ子ちゃん３歳に 五つ子 ３歳になった五つ子ちゃん。 長靴５足、三輪車５台、発育順調と石から太鼓
山下家 判を押された五つ子ちゃん。

田園調布での新居ではじめてのお正月。

毎日ニュース １月 災害のない都市をめざ 出初式 昭和５４年度の東京消防庁出初式。 東京晴海ふ頭で盛大に開催。
　　　　№１２２０ 20日 ～東京消防庁出初式 災害 江戸初期から３２０年目にあたる。 味岡消防総監が訓示。

火災 鼓笛隊、婦人消防官らが盛大に行進。
消防車、救急車、ヘリコプター隊。
江戸消防記念会の梯子のり。
市民の初期消火訓練。
ミニ・キャタピラー車が初見え。
ヘリも参加してビル火災演習。

毎日ニュース 2月3日 子どもとは何か？ 子ども 国際児童年にちなんで開催された。 日本ユニセフ協会、毎日新聞主催で開催。
　　　　№１２２１ 　～第４回世界写真展 写真展 地球には１５億人の子どもがいるが、幸せな子

どもは何人いるだろうか･･･
練習帆船 練習帆船 運輸相航海訓練所の練習帆船・日本丸が 中澤船長以下、富山、広島など全国５つの国立
　　「日本丸」が出港 日本丸 遠洋航海に。来月半ば帰港の予定。 高等商船専門学校の生徒１６０人が有明埠頭に

勢ぞろい。
東海大ブラスバンド。全員マストの高見へ登る。
出港。２２７９トン、４本マストが美しい。

毎日ニュース 2月17日 チャリティ･スキー･イン･ スキー 世界のトップ・スキーヤーを集めてチャリティ ロジ・ミッタマイヤー、クルッケンハウザーら豪州、
　　　　№１２２２ ﾁｬﾘﾃｨｽｷｰ スキーが行われた。 西独、スイスなど世界７カ国からトップスキーヤを

志賀高原に集めて、「ギャラン･インターナショナ
ル・チャリティスキー・イン・志賀」が開催された。

華やかにさっぽろ雪ま 雪まつり 札幌雪まつりも数えて３０回目。 おなじみ自衛隊の雪像づくり。
札幌雪まつり 大雪像１基の値段は１千万円。 真駒内会場は子どもの夢を育む趣向。

大通り会場には北方領土返還の署名コーナーも
できた。

毎日ニュース 3月3日 〝島を返せ〟の願いを 北方領土 北方領土の復帰実現を切望する地元の関係 国会へ陳情に来た根室市を始めとする関係団体
　　　　№１２２３ 島を返せ 団体が国会へ陳情した。 が大平総理に陳情。三原総理府総務長官の顔も。

地元根室では復帰を願う署名が予想を超える。

われこそは世の〝光〟 光頭会 はげ頭の親睦会。 東京・向島で開かれた東京光頭会の親睦会。
はげ頭 撮ってるカメラマン（秋本賢治）もつるっぱげ。

毎日ニュース 3月17日 ３月６日、皇后さま７６ 皇后陛下 ７６歳の皇后陛下。 お庭で絵を描く皇后陛下。
　　　　№１２２４ 皇室 （１９０３．３．６誕生～２０００．６．１６逝去）

食事にバランス 食事 栄養バランスのとれた食事は健康のバロメ 東京池袋で開かれたフード・ウィーク展。
　～'79春季フード・ バランス ーターという経企庁・農水省のＰＲ。 小坂経企庁長官夫人、渡辺農水相夫人も参加し

健康 余ったお米中心の献立や輸入品のＰＲしながら、
栄養 バランスある食事をＰＲ。

食べてる木島則夫議員。

毎日ニュース 3月31日 三つどもえ首都決戦 都知事選 美濃部都知事のあとを誰がなるか。 都知事選に立候補した3人。
　　　　№１２２５ 　　　～東京都知事選 選挙 自・公・民推薦の鈴木俊一、社・共・革自連推薦

都知事 （※鈴木都知事は79年から4期１6年つとめ、 の太田薫元日本労働組合総評議会議長、無所
老人医療無料を廃止するなど、美濃部の 属の麻生良方前衆議院議員。
大赤字を2期目に黒字に転換した）

チビッ子集まれ１１９ チビッ子 子どもを対象にした消防イベント。 チビッ子鼓笛隊。玉川消防署が二子玉川園で
　　～春の火災予防運 火災予防 たのしい消防イベントを開催した。

毎日ニュース 4月14日 ちびっ子発明ア・ラ・カ 発明協会、毎日新聞社主催の第37回全日 10万点の中から選ばれた入賞者表彰式。
　　　　№１２２６ 本学生児童発明くふう展。 常陸宮ご夫妻もご来場。子どもたちのすばらしい

アイデアを喜ばれた。

高層ビルで防災訓練 防災訓練 新宿のデパートで催された東京総合防災 高層のデパートを利用した大規模な防災実演。
ビル火災 展。 新宿、十二社、大久保消防署から１４隊出動。

毎日ニュース 4月28日 自衛隊市ヶ谷まつり 自衛隊 市ヶ谷駐屯地20周年記念の市ヶ谷まつり。 様々な自衛隊各部隊の妙技を披露。
　　　　№１２２７ 自衛隊まつり 儀状隊ショーに俳優三船敏郎登場し、観閲。

五つ子ちゃん幼稚園へ 五つ子 幼稚園へあがった五つ子ちゃん。 大田区南雪谷の私立清明幼稚園へおそろいで。
新しい環境に不安げな五つ子たち。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 5月12日 あべ静江さんの一日郵 あべ静江 46回目の逓信記念日に招待された歌手の 一日郵便局長になったあべ静江さん。
　　　　№１２２８ 郵便局長 あべ静江さん。一日神田郵便局長に。 明治5年、駅逓事務取扱所として開設。

逓信記念日 現在毎時24000通を処理する自動区分機。
愛想をふりまくあべちゃん。

新しい遊覧船お目見え 隅田川 新しく就航した遊覧船〝すみだ二世号〟。 隅田川に就航した遊覧船〝すみだⅡ世号〟の
遊覧船 お披露目。
すみだⅡ世 セーヌ川の観光船〝バトームッシュ〟と姉妹船

になって、パリ情緒を演出。

毎日ニュース 5月26日 新装「そうや」の初参加 海上保安庁の観閲式が行われ、新装成った 羽田沖で行われた海保の観閲式。
　　　　№１２２９ 　～海上保安庁の観閲 「そうや」も参加した。 巡視船艇２１隻。新「そうや」から観閲する森山

運輸大臣と高橋海保長官。
ＹＳ１１、ビーチクラフト機、ヘリの編隊ショー。
火災模擬消火、人命救助訓練。

〝実り豊かな協調〟へ 日米 アメリカを訪問した大平総理。 大平総理、ワシントン入りしてカーター大統領と
　　～日米首脳会談終 首脳会談 会談。黒字べらし（日本）と赤字べらし（米国）を

宣言した。
大平総理は国務省で新エネルギー開発で協力
する日米科学技術協力協定に署名。ナショナル・
プレスクラブでは英語でスピーチした。

毎日ニュース 6月9日 赤十字まつり 日本赤十字 日本赤十字の献血ＰＲ。 調布市の赤十字まつり。
　　　　№１２３０ 献血 人工呼吸法、バザー、非常食の炊き出し演習。

疑惑の5億円 5億円 衆議院航空機輸入調査特別委員会に松野 松野頼三議員の証人喚問。「日商岩井から昭和
疑惑 頼三議員が呼ばれた。 42年から数年、4、5億円受領し、自分の責任で
航空機 遣った」と明言。だが「言いたくないことを言うほど
証人喚問 人間苦しいことはない」と言って去る。
松野頼三

毎日ニュース 6月23日 ぼくらは一日鉄道公安 鉄道公害防止運動の一環で少年たちを 東京南鉄道管理局の局長から委嘱状を受ける
　　　　№１２３１ 委嘱。 大田区西六郷沿線の小学校の子どもたち。

市民に鉄道への理解を呼びかける。

女王コマネチ〝最高〟 コマネチ 体操ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ東京大会に女王コマネチ 代々木のオリンピック特設会場。
　　　　　　　　　　　〝最 女子体操 （ルーマニア）がやってきた。 コマネチは段違い平行棒で落下、９．３０

ﾜｰﾙﾄﾞｶｯﾌﾟ 観客に常陸宮夫妻の姿も。 跳馬では最高点の９．９０、平均台で９．８０
床運動では自信6回目の１０．００をマークと軒
なみ最高点だったが、個人総合優勝はソビエト
のザハロワに。

毎日ニュース 7月7日 完全雇用実現を 完全雇用 世界の労働者代表が一堂に会して、東京 サミットで来日したカーター米大統領。
　　　　№１２３２ 　　　　～労働サミット 労働ｻﾐｯﾄ 労働組合指導者会議が開かれた。 先進国首脳会議（ｻﾐｯﾄ）を前にして、サミットに

注文をつけるべく集まった労働サミット。
今回で3回目になる。

国境の海なお厳しく 北方領土 北方領土問題対策協会が主催する三原総 ﾉｻｯﾌﾟ岬へ視察に来た三原総務長官。コンブ漁
　　　　　　　～北方領土 ﾉｻｯﾌﾟ岬 務長官歓迎集会。 民を激励し、望郷の家では北方館の鍬入れ式

に参列。巡視船いしかりで、島を間近にした。

毎日ニュース 7月21日 石油輸入、８５年まで抑 サミット オペックの原油値上げを背景に開かれた コンコルドでジスカールデスタン大統領羽田着。
　　　　№１２３３ 　　　　　～東京サミット 東京ｻﾐｯﾄ 東京サミット。石油エネルギー規制で白熱の サッチャー首相着。迎える大平首相。

オペック 議論を展開。 ジェンキンスＥＣ委員長、クラーク加首相、アンド
レオッチ伊首相、シュミット西独首相、カーター
米大統領ら迎賓館に集結。
庭園を歩く首脳たち。８５年までの石油輸入規制を数値化する
ことで一致。
なごやかな宮中晩餐会。

毎日ニュース 8月4日 検疫百年 検疫制度 検疫制度が始まって百年目のセレモニー。 功労者表彰式の橋本厚相、武見医師会会長。
　　　　№１２３４ 検疫 新東京国際空港では、地元のミス・エアポート

ｻﾝﾌﾟﾘﾝｸﾞ 滝口悦子さんが一日検疫局長になって、機内
食、飲料水などのサンプリング（抜き取り検査）
などの実施状況を見る。ラッサ熱、マールブルグ
病など致死の病原菌の侵入に目を光らせる。

毎日ニュース 8月18日 ミニＳＬ勢ぞろい ＳＬ 地元商店会の肝いりで開かれた世界のＳＬ 高層ビルの谷間に世界のＳＬが勢ぞろい。但し
　　　　№１２３５ エスエル 大会。ことしで６回目。 実物の１０分の１。ミニながらﾍﾞﾄﾅﾑの無煙炭で

ミニＳＬ 蒸気をおこす本格派。
力も強く、鈴なりの子どもを乗せて走る。

海辺の事故をなくそう 海の事故 夏の海のレジャーは危険がいっぱい。 横須賀の田浦港から巡視艇がパトロールに出
海難事故 動。夏の海辺の危険に目を光らす。

江ノ島海岸では海の女王コンテスト。クイーンは
地元女子大生・押小路明子さん。
船主の海技免状をチェックする保安員。

毎日ニュース 9月1日 あの惨禍を忘れまい 戦没者 １７回目の全国戦没者追悼式のもよう。 日本武道館での追悼式。大平そうり、昭和天皇。
　　　　№１２３６ 　　～全国戦没者追悼 追悼式 今年は阿波丸の遺族も参列。 最多の６１９８人参列。その中に３４年ぶりに遺骨

8月15日 が帰ってきた阿波丸の遺族も。

日本の祭り まつり 神宮外苑絵画館前で行われた全国日本の 秋田綴子大太鼓は超ｼﾞｬﾝﾎﾞ級。１０人がかりで
日本の祭り 祭りのもよう。 打ち鳴らす。

掛川名物大獅子の舞、富山の魚津たてもん、
青森ねぶたなどが目を奪う。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 9月15日 災害に備えて 災害 防災の日、東京各地では大震災の記憶を新た 目黒消防署では大ナマズで災害をＰＲ。
　　　　№１２３７ 地震 東京消防庁、警視庁、自衛隊、日赤、地元民

火災 が一丸となって総合防災訓練。
関東大震災で多くの被災者を出した墨田区では
「思い出のすいとん会」（法恩寺）。
大震災が起きたその日その時刻。
経験者中島さんが語る「そのとき」の悲惨。

毎日ニュース 9月29日 ８０年代への曲り角 選挙 80年代への曲がり角を占う総選挙が始まっ ９月７日衆議院本会議場。解散証書を読み上げ
　　　　№１２３８ 衆院選 た。 る灘尾衆院議長。

総選挙 １７日公示。増税、借金財政、ｲﾝﾌﾚ航空機汚職
のなか、８９１人が1.74倍の椅子をを競う。

交通安全フェア 交通安全 交通安全の環境づくりで始めたもの。今年で 東京・北の丸公園の科学技術館で開かれた。
３回目。 三原総務長官出席。具志堅用高が一日館長に。

子どもたち、全国交通安全母の会の全国キャラ
バン隊。マーチングドリル。
昨今の特徴は幼児とオートバイ事故の増加。

毎日ニュース 10月 さよならランラン パンダ 日中友好のパンダ・ランランが死んだ。 日中友好の証として7年前上野動物園にやって
　　　　№１２３９ 13日 ランラン きたパンだのランランが死亡。子どもの弔辞と大

勢のファンに送られて天国へ旅立つ。

若いもんにゃ負けん 高齢者 中野高等職業訓練校には高齢の生徒がい 東京中野の高等職業訓練校。いきいき表具をな
職業訓練校 っぱい。 らうなど、年齢平均65歳の高齢者たちの意気軒
表具 昂たる姿がある。

十勝の秋 季節 北海道池田町の秋恒例のﾜｲﾝ祭り。 池田町のワイン城。ワイン祭りおなじみの牛の丸
秋 焼き。牛14頭にワイン３０００本消化。
十勝 十勝川の鮭漁。今年の雨は程よく芋も上出来。
池田町
ﾜｲﾝ祭り

毎日ニュース 10月 五つ子ちゃん運動会 五つ子 大田区清明幼稚園の運動会。 大田区清明幼稚園の運動会。
　　　　№１２４０ 27日 運動会 五つ子ちゃんたちもようやく慣れて張り切ってい

る。
空き巣が狙ってます 空き巣 空き巣被害の原因は玄関の鍵の掛け忘れ、 泥棒はいかにして留守宅に侵入するのか、の

どろぼう および鍵の不良。 実演。
防犯 梅宮辰夫刑事課長が鑑識係とともに現場へ。

今年の泥棒被害15000件。

毎日ニュース 11月 自衛隊観閲式 自衛隊 警察予備隊以来29回目の観閲式。 観閲する大平総理、山下防衛庁長官。
　　　　№１２４１ 10日 観閲式 対空ミサイルのナイキ、ホーク。

来年は環太平洋合同演習に海自参加予定。

仏師 仏師 数少なくなった仏師の世界を、名古屋市の 黙々と彫る仏師服部三之助。あとを息子が継ぐ。
仏像 仏師服部三之助父子に見る。 息子「朋陽」。京都の高名な仏師松久朋琳に
伝統工芸 弟子入り１０年、気鋭の仏師として不動明王に

挑む。
父子の仏像彫刻教室は様々な人で賑わう。

毎日ニュース 11月 東京モーターショー ﾓｰﾀｰｼｮｰ 80年代の自動車業界を左右する第23回 国産車、外車763台が会場を埋めて・・・
　　　　№１２４２ 24日 自動車 東京モーターショー。 石油不足の今年は省エネの小型車が目玉。

小型車 二輪車も出品され、乗り方指導も。

波高し、大平丸スタート 大平内閣 二人の首班候補ができてスッタモンダの自 10月7日の総選挙で敗北した自民党。大平派、
首班指名 民党。 反大平派（福田、三木ら）が40日抗争へ。

衆議院本会議は大福決戦でようやく大平総理誕生。

毎日ニュース 12月8日 ２１次隊を乗せ「ふじ」南 ふじ 南極観測船「ふじ」が出港する晴海ふ頭。 １５回目の出港を待つ「ふじ」。第２１次観測隊は
　　　　№１２４３ 南極観測 木崎隊長以下４３名。

南極越冬隊 家族・同僚見送りの中、出発。

国際航空宇宙ショー 航空ｼｮｰ 入間基地で開かれた第６回国際航空宇宙 世界８カ国から８０機参加。
宇宙ｼｮｰ ショー。 巨人輸送機、Ｃ５Ａギャラクシーの威容。

日独合作のヘリコプターのフライトデモ。
日大グライダーも特別参加。
ピッツ・スペシャル機（複葉機）の曲芸飛行。

毎日ニュース １２月 日中が積極協力 大平訪中 日中友好の新しい段階を築く大平首相の 北京に到着した大平首相。迎える華国鋒首相。
　　　　№１２４４ ２２日 　　　　～大平首相訪中 外交 中国訪問。 人民大会堂で日中首脳会談。

日中外交 パンダ「ホアンホアン」の贈呈。
中国 晩餐会に志げ子夫人と出席。

２回の会談で３７００億円の円借款ほか決定。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1980

毎日ニュース 昭55 返還運動 粘り強く 北方領土 北方領土の根拠地、根室を訪れた小渕総
　　　　№１２４５ 1月6日 　　　　　　～北方領土 島を返せ 理府総務長官。巡視船「石狩」で北方領土

根室 近くまで視察した。

水に翔ぶ ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ 全国ﾓｰﾀｰﾎﾞｰﾄ競走会連合会の研修所に 田中弓子さん１８歳は、富士山麓本栖湖の研
競艇 うら若い女性が入所、研修中。 修所で、男に混じってただ一人、早朝から過
田中弓子 酷な練習に励んでいる。

毎日ニュース ８０年スタート 皇室 新春の天皇ご一家。天皇７９歳、皇后７７歳。
　　　　№１２４６ 1月19日 明治神宮 元旦の太鼓を合図に明治神宮の初詣。

初詣

消防１００年出初式 明治１３年（１８８０）、東京府は東京警視庁 今年の出初式は消防１００年の記念出初式と
から消防を独立して内務省直轄の消防本 なった。味岡消防総監の号令で職員ﾊﾟﾚｰﾄﾞ。
部（東京消防庁の前身）を設立した。これ ヘリ、はしご車、纏に梯子乗り、明治３２年の
が近代消防制度の始まりとされる。 馬挽き蒸気ポンプ車も登場した。
それから１００年目の今年。

毎日ニュース 献血にご協力を 成人式 今年の成人は全国で１５９万人。着物姿で
　　　　№１２４７ 2月2日 ﾊﾀﾁの献血 献血する女性の姿もあった。

献血 輸血用血液は全国で日に２万人分必要と
されるが、常に３割方不足の状態にある。

大平首相 大洋州訪問 外交 1.16　大平首相は大洋州との連帯を探る 首都キャンベラのオーストラリア議会議事堂
大洋州 旅に出た。 に到着した大平首相夫妻。
外遊 出迎えたフレーザー首相と首脳会談。

大来佐武郎外相も同席。
戦争記念館で献花。
ニュージーランドのオークランドでは反捕鯨
のプラカードが出迎え。
マルドーン首相と会談。
ぶどう園での野外夕食会はおいしそう。

毎日ニュース 白の祭典 雪まつり 今年のさっぽろ雪まつりは暖冬の中で始ま
　　　　№１２４８ 2月16日 　　　～さっぽろ雪まつり さっぽろ った。「純白の夢よぶ世界のひろば」と銘う

ち、テレビマンガの主人公から芸術的な作
品まで１８０基の雪像が勢ぞろいした。

省エネ・省エネ・省エネ 省エネ オペック（石油輸出国機構）の圧力で省エ ２月は省エネ月間で、小渕総務長官が都内
省ｴﾈﾙｷﾞｰ ネルギーを余儀なくされた日本。 のデパートを視察した。
節約 東京電力大塚支社は太陽エネルギー利用の
省資源 省エネビル。

名古屋市のみなと温水プールも太陽熱利用。
横浜市の建築家・白土弘平氏考案の「一口
ビン集熱装置」。
大阪の自転車メーカー・ウェルビー工業考案
の「ミニトラ三輪運搬車」。

毎日ニュース 山火事に備えて 山火事 東京消防庁第８方面といえば多摩地区で 火災現場にアタックする林野装備隊。
　　　　№１２４９ 3月1日 山林火災 ５割が林野。このほど６つの消防署合同の 問題は水をいかに現場まで送り届けるか。

林野火災 山林火災の防火演習が行われた。 ポンプ車と可搬ポンプをうまく使うことで達成。
ヘリでいちどに４００リットルを散水。

毎日ニュース 節約の輪を広げよう 省エネ 「省エネ・省資源国民運動全国集会」が開
　　　　№１２５０ 3月15日 省資源 かれ、小渕総務長官が省エネを訴え。

省エネ優良者が表彰された。
おめでとう 浩宮さま 皇室 浩宮さま加冠の儀。天皇在位中に直系の 宮中での儀式。未成年の装束の浩宮に対し、
　　　　　　～加冠の儀 浩宮 孫の加冠の儀は初。 徳川義寛侍従次長が成人の冠を着け換える。

加冠の儀 天皇皇后にあいさつする浩宮。
束帯姿で馬車で宮中三殿へ。
松の間で朝見の儀。
皇太子（明仁）主催の祝宴。慶賀を伝える

毎日ニュース 役所にらんで１００年 会計検査院 カラ出張・ヤミ給与等で汚染された役人の 昭和天皇ご臨席。
　　　　№１２５１ 3月29日 　　　　　～会計検査院 世界。かれらに目を光らせる会計検査院が 知野会計検査院長が励ましのことば。

１００年を迎え、国立教育会館で式典が行
われた。

３５０年目の大修理 大阪城 徳川期の初めに改修されて３５０年目の天 大石垣の取替え。岡山県犬島の花崗岩に。
　　　　　　　　～大阪城 修理 守閣大修理が大阪市の手で行われた。 石に刻印された家紋を拓本に。

改修 これで築城・改修の技術の秘密が解明さ 冬・夏の陣で荒廃した城を修理したのは
れた。 熊本藩主加藤忠広（元和８年）。

入り口付近の大小５３個の石を取り替えた。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 大平総理の休日 大平総理 公共料金の値上げ、地価高騰に頭が痛い
　　　　№１２５２ 4月12日 休日 大平総理の休日。

ｿﾌﾄﾎﾞｰﾙ 官邸職員vs内閣記者会のソフトボール試合
が行われ、総理も参加して楽しんだ。

完成を待つ野生動物公 動物園 東武動物公園が目下建設中。上野動物園 園長は上野動物園で長く修行した西山登志
野生動物 の４倍半、１６万坪をほこる。 雄さん。ヤギの乳を子鹿に飲ませたり、鶏と
東武動物園 鹿を共存させたり、独特の飼育方法が評判

をよんでいる。４００種類の動物が揃う手筈だ。

毎日ニュース 国勢調査の準備進む 国勢調査 小渕恵三総理府総務長官がダルマに目
　　　　№１２５３ 4月26日 小渕恵三 入れして始まった今秋の国勢調査準備。

全国を７５万地区に分け、新しくコンピュー
ターも導入。総理府統計局は１０月１日
の〝決戦〟に挑む。

ヘソクリで楽しむ ｵｰｸｼｮﾝ 小物から値の張る大物まで取り揃えたが、
　　　　横浜オークション どちらかといえば不用品交換会。歴史は

古く、文久２年異人が始めたとか。

毎日ニュース 天皇陛下７９歳に 天皇陛下 伊豆下田の須崎御用邸に向かう車内の
　　　　№１２５４ 5月10日 昭和天皇 珍しい風景あり。

からくり人形の世界 からくり 東京のデパートで開かれたカラクリ人形
人形 展。フランスのオートマータは珍奇。

毎日ニュース 惣菜産業展ひらく 惣菜 「惣菜は愛」をテーマに開かれた日本惣菜
　　　　№１２５５ 5月24日 調理器 協会主催の恒例行事。調理器、自動ビニ

ール包装など登場。オカズ商売は１兆円
産業とか。

大平首相、米･墨･加 外交 米でカーター大統領、メキシコ・ロペス大
歴訪 大平正芳 統領、カナダ・トルドー首相と会談。

毎日ニュース チトー大統領国葬 チトー 非同盟祖国会議の生みの親、チトー大統
　　　　№１２５６ 6月7日 　　　～大平首相も参列 国葬 領の国葬（５／８ベオグラード）。大平首相

大平正芳 もカナダ訪問に続いて参列。華国鋒首相、
ドイツ・シュミット首相と会談。

華国鋒首相来日 華国鋒 華国鋒首相が５．２７、中国の最高首脳と
大平正芳 しては初来日。天皇主催の晩餐会開催。
外交

毎日ニュース 日本婦人問題会議 婦人問題 藤波孝生労働大臣あいさつ。
　　　　№１２５７ 6月21日 ひらく 藤波孝生

消防１００年ﾊﾟﾚｰﾄﾞ 消防百年 国産第１号馬挽き蒸気ポンプ登場。
消防庁
蒸気ﾎﾟﾝﾌﾟ

毎日ニュース 遠のいた「連合政権」 選挙 虎ノ門病院に入院中、急死した大平首相。
　　　　№１２５８ 7月5日 ～自民、衆参両院で圧 総選挙 前日まで「退屈だ」と屈伸運動していたとか。

連合政権 おかげで選挙は野党が軒並み大惨敗。

風水害に備えて 風水害 多摩川べりで東京消防庁の大規模訓練。
台風

毎日ニュース 世界の要人迎え 大平正芳 現職総理の死亡は戦後初。イメルダ、カー
　　　　№１２５９ 7月19日 　　　　故大平首相葬儀 葬儀 ター、華国鋒ら参列。伊東正義総理大臣

伊東正義 臨時代理が追悼の辞。
鈴木善幸
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース 夏の交通事故に 交通事故 東京駒込幼稚園で警視庁のおねえさん
　　　　№１２６０ 8月2日 　　　　　　　　気をつけて の腹話術。

鈴木内閣スタート 鈴木善幸 自民党両院議員総会、衆本で鈴木指名。
鈴木内閣 実力者を揃えた鈴木内閣始動。

伊東正義、中川一郎、中曽根康弘、河本
敏夫、田中竜夫、原健三郎、渡辺美智雄、
鯨岡兵輔、渡辺秀央ほか。

毎日ニュース 新装なった警視庁 警視庁 ３年がかりで完成し、８．４落成式。
　　　　№１２６１ 8月16日 今泉 今泉警視総監。

毎日ニュース 8月30日 ３５回目の終戦記念日 終戦記念日 東京神田で開かれた平和のための戦争
　　　　№１２６２ 資料展。全国戦没者追悼式。

水泳の夕べ 水泳 明治神宮プールに兵藤（前畑）秀子、
前畑秀子 橋爪、古橋ら登場。
兵藤秀子 （※前畑秀子は１９３６年第１１回ベルリン

オリンピックの水泳選手。「マエハタ、ガン
バレ」で有名。

毎日ニュース 9月13日 那須の両陛下 昭和天皇 栃木・那須の御用邸で１ヶ月おすごし。
　　　　№１２６３

車イスでダンス 車椅子 東京中野区の心身障害者福祉会館の
試み。

実りの秋 札幌市 札幌市豊平区のリンゴロード。
リンゴロード

毎日ニュース 9月27日 百歳万歳 敬老 東京都の鈴木俊一知事、百歳を訪問。
　　　　№１２６４ 鈴木俊一

伊藤律氏２９年ぶり祖 伊藤律 戦後の共産党の徳田球一に次ぐナンバー
共産党 ２だった伊藤氏。レッドパージで中国へ

亡命。ソ連のスパイ嫌疑で党除名されて
いたが、２９年ぶりに帰国。

毎日ニュース １０月 気をつけよう二輪車運 二輪車 中山太郎総理府総務長官が交通安全
　　　　№１２６５ １１日 交通安全 ﾌｪｱに。大場久美子、沢田和美ら参加。

　　　　　　　　　　　　　　　（科学技術館）

毎日ニュース １０月 天皇陛下恒例の稲刈り 昭和天皇 皇居のたんぼで。
　　　　№１２６６ 25日 稲刈り

体力づくりの秋 体力づくり 国立競技場で壮年の体力テスト。
体力テスト

はなやかに新宿祭 新宿祭 ２千人の大パレード。田辺茂一氏も参加。

© 毎日映画社
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毎日ニュース 11月8日 創立３０年自衛隊観閲 自衛隊 鈴木善幸首相、初観閲。
　　　　№１２６７ 観閲式

鈴木善幸

東大寺大仏殿の落慶法 東大寺 ７年間の大仏修理に費やした数字、金箔
大仏殿 １万１千枚、瓦葺き替え５０億円、延人員
落慶法要 105,000人。団伊玖磨の「大仏讃歌」、
団伊玖磨 ＯＳＫのレビュー「仏陀の光」奉納。
ＯＳＫ

毎日ニュース 11月 第19回技能五輪ひらく 技能五輪 千葉市能力開発センターほかで、26業種、
　　　　№１２６８ 22日 ５５８人参加。途上国から見学者。

トピックス スペインのファン・カルロス1世来日、宮中
晩餐会ひらく。
三笠宮寛仁殿下と麻生信子さんの結婚式。
朝見の儀。

毎日ニュース 12月 火災に備えて 火災 川治プリンスホテルの大惨事のを繰り返す
　　　　№１２６９ 6日 火災訓練 なと大掛かりな火災訓練。

人気呼ぶ下町風俗資料 下町風俗 不忍池のほとりにオープン。
風俗資料館

毎日ニュース 12月 正月をつくる 正月準備 正月を準備するｓｇ歩九人の姿。
　　　　№１２７０ 20日 羽子板づくり、ミニ凧づくり。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

1981
毎日ニュース 昭56 新春の天皇ご一家 昭和天皇80歳、皇后78歳。22年目の皇
　　　　№１２７１ 1月3日 太子ご夫妻。

明るい社会を 交通安全 酒酔い運転取締り。
酒酔い運転

毎日ニュース 1月17日 災害に強い都市をめざ 災害 曽根消防総監が訓示。
　　　　№１２７２ ～東京消防庁出初式 防災

毎日ニュース 1月31日 鈴木首相東南ア歴訪 外交 初外遊はアセアン5カ国。
　　　　№１２７３ 鈴木善幸 マルコス、スハルト、リークアンユー

ようこそ偉偉（ウェイウェ パンダ 中国上海曲技団来日。

毎日ニュース 2月 北方領土の日 北方領土 2月７日は政府主催の初の北方領土の日。
　　　　№１２７4 　　　　　全国集会ひらく 中山太郎 その全国集会のもよう。中山太郎総務長官

中川一郎 中川一郎らが出席。
この日は1855年日ソの境界線がウルップ
島と択捉島の間に引かれた日。

「結びの一番」輪島結婚 輪島 東京プリンスホテルで安倍晋太郎夫妻の
結婚式 媒酌で行われた。王貞治らの顔。

青年の船　アジアの親 青年の船 373名、結団式と出港式。
旅へ

毎日ニュース 2月 警視庁忍法倶楽部 忍者 埼玉県松伏町で忍者たちが暗躍している
　　　　№１２７５ 　　　　　　　　稽古風景 忍法 との情報を得て、豪州の放送局までやって

警視庁 きた。警視庁有志の逮捕術の練習だった。

毎日ニュース 2月 ローマ法王初の来日 ﾛｰﾏ法王 ２．２３、ヨハネパウロ2世羽田へ。東京カテ
　　　　№１２７６ ドラル聖マリア大聖堂に3600人の聖職者

が集合。皇居訪問。後楽園で野外ミサ。

防災の輪を広げよう 防災 災害に備え王子消防署で聴覚障害者対
聴覚障害者 応の訓練

毎日ニュース ３月 この人たちに故郷を 難民 神奈川・大和市にあるインドシナ難民定住
　　　　№１２７７ 促進センターのもよう。

毎日ニュース ３月 盲導犬とともに 盲導犬 東京・小金井にある日本盲導犬協会の
　　　　№１２７８ 訓練士 訓練所に珍しい女性の訓練士がいる。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ４月 グレース王妃来日 ｸﾞﾚｰｽｹﾘｰ レイニエ大公とグレースケリー王妃が来日。
　　　　№１２７９ 皇居で天皇陛下と。

春を走るママさんﾗｲﾀﾞｰ 主婦 亭主を送り出したあとの主婦の楽しみは
ポケットバイクイクラブ（松戸市）。

毎日ニュース ４月 デンマーク女王来日 ﾃﾞﾝﾏｰｸ マルグレーテ女王とヘンリック殿下国賓と
　　　　№１２８０ 女王 して来日。昭和天皇は昭和46年にデン

マーク訪問時お会い。

野鳥を守ろう 野鳥 大井埋立地は野鳥観察の宝庫。
130種以上が見られる。

毎日ニュース ５月 日米同盟強化で新時代 外交 伊東正義外相と。
　　　　№１２８１ 　　　　　　～鈴木総理訪 訪米 ５．５、ニューヨーク、５．６、ワシントンで

鈴木善幸 レーガン大統領と会談。
国務長官はヘイグ氏。

毎日ニュース ５月 障害者の祭典ひらく 障害者 東京・夢の島体育館で国際障害者年を
　　　　№１２８２ 障害者年 進めるスポーツと文化の祭典。

高級住宅街の 騒動 アンリツ電機が防衛施設庁の依頼で南麻
　　　　米軍ホテル騒動 防衛施設庁 布に建てようとした米軍専用の宿泊施設が

米軍 周囲の猛反対に遭遇。

毎日ニュース ６月 カツトップエース 競馬 5.31、さつき賞に続いてダービーも制す。
　　　　№１２８３ 　　　　　ダービーも制す ダービー

日本伝統展ひらく 伝統工芸 日本橋のデパートで開催。
明珍火箸、尺八、和蝋燭、吉野刳木細工

毎日ニュース ６月 風水害に備えて 風水害 荒川で行われた総合水防演習。
　　　　№１２８４ 水防演習

災害
防災

鈴木首相　ヨーロッパ歴 外交 独・シュミット首相、イタリア
外遊 英・サッチャー首相
欧州歴訪 仏・ミッテラン大統領らと会談。
鈴木善幸

毎日ニュース ７月 （欠番）
　　　　№１２８５

毎日ニュース ７月 夏本番 季節 2年ぶりの猛暑に秋葉原電気街はクーラー
　　　　№１２８６ 夏 で大うけ。

ジャズ連続演奏100時間と5分でＷＲ。
よし簾、風鈴づくり。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ７月 対ソ色濃厚に サミット 7.19、カナダ・オタワのモンテベロ山荘へ向
　　　　№１２８7 　　　～オタワサミット終 ｵﾀﾜｻﾐｯﾄ かう鈴木首相、園田直外相、渡辺美智雄

蔵相。ホストはトリュドー首相。

千代の富士、横綱の晴 相撲 千代の富士の雲竜型土俵入り。
　～明治神宮奉納土俵 千代の富士

毎日ニュース ８月 あの人はどこに･･･ 身元確認協調月間で、水戸警察署の
　　　　№１２８８ 家出人相談所のヒトコマ。

毎日ニュース ９月 那須の天皇陛下 天皇陛下 那須でご静養の両陛下。
　　　　№１２８９ 両陛下

災害に備えて 災害 9.1、新宿副都心で行われた防災訓練。
防災訓練 鈴木総理も視察。
鈴木善幸 ほかに防災グッズ、核シェルターなど。

毎日ニュース ９月 欠番
　　　　№１２９０

毎日ニュース ９月 欠番
　　　　№１２９１

毎日ニュース 10月 欠番
　　　　№１２９２

毎日ニュース 10月 障害を越えて 技能五輪 10.21~23、東京体育館で開会式。
　　　　№１２９３ 　　　～国際アビリンピッ ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ 翌日から千葉市・中央技能開発センター
（以降カラー版） で17種目一斉開催。

皇太子ご夫妻ご臨席。
53カ国311人参加、日本11種目で金。

南北サミット終る 南北ｻﾐｯﾄ 10.21、メキシコ・ユカタン半島のカンクン
サミット で行われた南北サミット。22カ国の首脳が
鈴木善幸 飢えと貧困の追放を語り合った。

鈴木善幸首相、中国・趙紫陽首相、タンザ
ニア・ニエレレ大統領、インド・ガンジー首
相、メキシコ・ポルチーヨ大統領、カナダ・
トリュドー首相ら。

毎日ニュース 11月 少年たちはいま･･･ 少年 明治神宮会館で開催された青少年健全
　　　　№１２９４ ～少年の主張全国大会 少年の主張 育成強調月間の一こま。

中山太郎総務長官出席。

小型車花ざかり ﾓｰﾀｰｼｮｰ 晴海の国際見本市会場で、石油ショックの
～第24回東京モーター 自動車 ため2年ぶり開催となったﾓｰﾀｰｼｮｰ。

主流は小型車に。

毎日ニュース 12月 ともに生きる明日を 精神薄弱者 東京・小平市にある精神薄弱者施設「あさ
　　　　№１２９５ あさやけ やけ作業所」の日常。

作業所

毎日ニュース 12月 腎臓がほしい 腎臓移植 国立佐倉病院は別名腎臓移植センター。
　　　　№１２９６ 患者に苦しみを強いる人工透析に代って

主流は腎臓移植。生体より死体腎臓の
提供をよびかける。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1982

毎日ニュース 昭57 新春の天皇ご一家 葉山ご用邸（11年前火事に）の再建に
　　　　№１２９７ 1月 お喜びの両陛下。
（以降カラー版）

障害者の作品展 愛隣会 東京目黒区の愛隣会・恵風寮の寮生に
恵風寮 よる織物、木彫りなど作品展。

献血にご協力を 献血 冬は血液不足になりがち。

毎日ニュース 1月 災害に強い都市を 出初式
　　　　№１２９８ 　　～東京消防庁出初 東京消防庁

毎日ニュース 1月 税の相談はお気軽に 税金
　　　　№１２９９

春を待つ 渡り鳥 しのばずの池の渡り鳥観察。
不忍池
鴨

毎日ニュース ２月 返還へ粘り強く交渉 北方領土 2.7、九段会館。鈴木善幸総理も。
　　　　№１３００ ～北方領土の日・全国 鈴木善幸 田辺総務長官。

あいつぐ惨事 ﾎﾃﾙ火災 2.8,ホテルニュージャパン火災、32人死亡。
飛行機墜落 2.9、日航機、羽田沖に墜落、24人死亡。

「機長やめてください！」「逆噴射」で有名に
なった事件。

毎日ニュース ２月 82東京発明展ひらく 発明 空き缶圧縮処理機など。
　　　　№１３０１ 発明展

「ばあちゃん」って･･･ 読書 全国学校図書館協議会、毎日新聞社主催。
　　　　～読書感想文ｺﾝ 読書感想 皇太子ご夫妻臨席。

読書感想文 千葉の小1、河野ふたばちゃんが内閣総理
大臣賞。

毎日ニュース ２月 火災を防ごう 火災 東京江東区のｽｰﾊﾟｰで消防演習。
　　　　№１３０２ 防火演習

音のメルヘン屋 録音 自作の歌をレコードにできるスタジオ。
レコード （東京・千駄ヶ谷）

毎日ニュース ３月 子どもを事故から守ろう 交通事故 警視庁の交通安全移動教室わかくさ号が
　　　　№１３０３ わかくさ号 今日は青梅市の新町東保育園へ。

保育園

浅草に春を 浅草 江戸凧づくり。仲見世。二階建てバス。
春 浅草国際劇場のレビュー練習。

水上バス。

毎日ニュース ３月 五つ子ちゃん ピカピカ 五つ子 大田区の私立清明小学校の入学式。
　　　　№１３０４ 1年生

緑ゆたかに 山の植樹祭 日比谷公園で苗木の展示即売会。
　　　～第35回「山の植 青梅では東京都の山の植樹祭

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ４月 トピックス 観桜会 鈴木首相主催の観桜会（新宿御苑）
　　　　№１３０５ ブッシュ ブッシュ副大統領とバーバラ夫人来日

快適な住いを 住居 晴海・国際見本市会場。
～東京・国際ｸﾞｯﾄﾞﾘﾋﾞﾝ リビング

毎日ニュース ４月 水鳥の楽園 野鳥 大井埠頭（埋立地）が野鳥の楽園に。
　　　　№１３０６ 野鳥観察 野鳥観察ファンがいっぱい。

北京京劇団来日 京劇
演劇

毎日ニュース ５月 総理を囲んで 総理官邸中庭で開催。南田洋子、ジュディ
　　　　№１３０７ 　　　　～懇親のつどい オング、由美かおる、丹下健三、タモリ、

千昌夫、大塚文雄、渡辺美智雄蔵相ほか

雨期災害に備えて 雨期 がけ崩れ危険箇所全国で６万４千箇所。
災害 横浜市本牧の危険地帯査察。

毎日ニュース ５月 トピックス ﾛｯｷｰﾄﾞ裁判 ロッキード事件判決公判で、橋本登美三
　　　　№１３０８ 橋本登美三郎 郎に懲役２年６月執行猶予３年、佐藤孝行

佐藤孝行 に懲役２年執行猶予３年。（東京地裁）

中国・趙紫陽主席来日。昭和天皇と会談。

「ベルサイユ宣言」発表 サミット パリ・ヴェルサイユ宮殿で鈴木首相と桜内
　　～第８回先進国首脳 先進国 義雄蔵相と。前日レーガン大統領と会談。

ﾍﾞﾙｻｲﾕ
鈴木善幸
桜内義雄

毎日ニュース ６月 鈴木首相　４か国歴訪 外交 ６．９、ニューヨークで国連軍縮特別総会へ。
　　　　№１３０９ 終る 国連 １１日、ペルー・リマへ。

軍縮 １４日、ブラジルへ。
１８日、ホノルルへより帰国。

東北新幹線スタート 東北新幹線 大宮－盛岡５０５キロを３時間半で結ぶ「やま
新幹線 びこ」がスタート。小坂徳三郎運輸相がテー

プカット。建設費２兆６千億円。

毎日ニュース ６月 ご注意！夏の食中毒 食中毒 食品Ｇメンが築地市場を立ち入り検査。
　　　　№１３１０

夏到来 湘南海岸 湘南海岸の夏風景。
水難防止 豊島園プールで水難防止訓練。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ７月 両陛下、那須へ 両陛下 東北新幹線にはじめてお乗りの両陛下。

　　　　№１３１１ 東北新幹線
那須御用邸

青い目の夏休み ﾎｰﾑｽﾃｨ 日本家庭にホームスティのアメリカ子女。
福田一 福田一衆院議長を訪問。

毎日ニュース ８月 夏の思い出 全日本 北海道石狩浜で全日本ユースラリー交歓
　　　　№１３１２ ﾕｰｽﾗﾘｰ 会。ユースホステル協会主催。

平和の誓い新たに 戦没者 皇太子ご夫妻ご臨席。
　　　～全国戦没者追悼 追悼式

毎日ニュース ９月 災害に備えて 防災 板橋区荒川河川敷を中央会場に１都９県で
　　　　№１３１３ 　　～「防災の日」総合 総合防災訓練実施。

ペットを飼うなら･･･ 愛犬 繁盛のペットﾎﾃﾙ。中野の東京高等愛犬
ﾍﾟｯﾄﾎﾃﾙ 美容学院の副業。猫好きおばさんの話も。

毎日ニュース ９月 サッチャー首相来日 サッチャー ソビエト経済制裁など話す。
　　　　№１３１４

支配人は達者です 高齢者 ６７歳の今井さんは全国地方銀行会館（内
神田）の食堂マネージャー。
１０月は高年齢者雇用促進月間。

毎日ニュース １０月 鈴木総理 中国の旅 外交 9.２６、北京へ。教科書問題の政治的決着
　　　　№１３１５ 　　　～国交正常化１０ 鈴木善幸 を図る。

中国 その後広州、上海まで６日間。

毎日ニュース １１月 鈴木さん退陣劇 政界 鈴木総理、寝耳に水の退陣表明。
　　　　№１３１６ 国会

自民党
鈴木善幸

政府刊行物ご利用を 政府刊行物

ねむの木学園１５年美 ねむの木 宮城まり子「私、鈴木さんみたいに辞任でき
　 学園 ないの」

毎日ニュース １１月 自衛隊観閲式 １０．３１、鈴木総理、最後の観閲式。
　　　　№１３１７ （朝霞訓練場）

天皇陛下の稲刈り 天皇陛下 皇居内で恒例の稲刈り。
稲刈り

毎日ニュース １２月 気をつけよう 年末年始 年末年始 愛知県警の横断指導。ミニバイク指導。
　　　　№１３１８ 　　　　　　　　　　交通事 交通事故 酒酔い運転取締り。

© 毎日映画社
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1983
毎日ニュース 昭５８ 年末年始の郵便 年末年始 神田郵便局の年末風景。
　　　　№１３１９ 1月 郵便 年賀状は富士山の高さの１８０倍とか。

ぼける ぼけ ６５歳以上人口１１３０万人、２０人に１人
　～増える痴呆性老人 痴呆 はボケ症状。ボケ老人を抱える家族の会、

ｱﾙﾂﾊｲﾏｰ 八王子の特養、山翠苑。

毎日ニュース 1月 はたちの献血 献血 冬は血液不足、とくにＡ．Ｏ型が不足気味。
　　　　№１３２０ はたち

新春の天皇ご一家 天皇陛下 皇太子一家は東宮御所内でみかん狩。
皇室

毎日ニュース 1月 波高し中曽根丸 中曽根内閣 中曽根新総理、伊勢神宮参拝。
　　　　№１３２１ 中曽根康弘 河本敏夫、中川一郎（１／１０自殺）、

河本敏夫 安倍晋太郎･･･
中川一郎 中曽根康弘、７１代総理大臣に。
安倍晋太郎 二階堂進幹事長、後藤田正晴官房長官、
二階堂進 竹下登蔵相、秦野章法相･･･
後藤田正晴

竹下登
秦野章

文化財を火災から守ろ 文化財 芝・増上寺の査察風景。
火災
防火

毎日ニュース ２月 欠番
　　　　№１３２２

毎日ニュース ２月 やった！青函トンネル 青函ﾄﾝﾈﾙ 青函連絡船が通る下をトンネル掘削中。
　　　　№１３２３ 　　　　～先進導坑貫通 中曽根康弘 １．２７、中曽根首相が官邸でスイッチ押す

と、中間地点が爆破し貫通。
（三杉国鉄総裁）

かえせ！わが北方領土 北方領土 ２．７、九段会館。
　～返還要求全国大会

僕のベートーベン 読書感想文 ２．４、表彰式（東京會舘）
　　～読書感想文ｺﾝｸｰ 大阪の上田君１等賞。

毎日ニュース ３月 腕を競う 技能士 年齢に関わらない熟年技能士の大会。
　　　　№１３２４ 　　～第２回技能ｸﾞﾗﾝﾌﾟ 技能ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ ３８０人が４日間競った。

皇太子ご一家の春 皇太子 市川の野鳥観察所へ。
明仁

毎日ニュース ３月 皇后さま８０歳に 皇室 鷹司和子、島津貴子さんと。
　　　　№１３２５ 皇后

僕らは少年消防団 少年消防団 武蔵野少年消防団の勇姿。
消防

スカートは再び短く ﾐﾆｽｶｰﾄ 街はミニスカート復活。

毎日ニュース ３月 町にみどりを 緑 中曽根総理が「一人２本ずつ植樹すれば
　　　　№１３２６ 植樹 町は緑でいっぱいになる」といったから。

春近し北国のまち 札幌市 札幌の雪解けは汚い。悪役はｽﾊﾟｲｸﾀｲﾔ。
ｽﾊﾟｲｸﾀｲﾔ

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ４月 恐ろしい山火事 東京・秋川市で行われた林野火災演習。
　　　　№１３２７

家康ブームにわく 徳川家康 大河ドラマの影響。主役滝田栄も一役。
　　　　～愛知県岡崎市

毎日ニュース ５月 中曽根首相 外交 4.30、ジャカルタ到着。安倍晋太郎外相
　　　　№１３２８ 　　　ＡＳＥＡＮ諸国歴訪 アセアン も同行。スハルト大統領出迎え。

　　　～インドネシアに 中曽根

佐倉城址に異色の 歴史民俗 ５．２、皇太子ご夫妻、浩宮も訪問。
　　　　歴史民族博物館 博物館

毎日ニュース ５月 新たな関係へ交流拡大 外交 5.3、タイ・バンコックでプレム首相と。
　　　　№１３２９ ～中曽根首相ＡＳＥＡＮ アセアン 5･4、シンガポール・リークアンユー首相と

旅 中曽根 5.6、マニラ、マルコス大統領と
5･8、ﾏﾚｰｼｱ、マハティール首相と

毎日ニュース ６月 惨事招いた大津波 地震 5.26、Ｍ7.7の大地震、秋田沖で。
　　　　№１３３０ 　　　～日本海中部地震 津波 男鹿半島で合川小学校児童１３人が津波

日本海 の犠牲に。

景気回復へ協調 サミット ５．２８米国の古都、ウィリアムズバーグで。
 ～ウィリアムズバーグ・ 首脳会議

先進国

毎日ニュース ７月 参院の新分野きまる 選挙 比例代表制（全国区）初の参院選で自民が
　　　　№１３３１ 参院選 圧勝。社会党惨敗。青木ｻﾗﾘｰﾏﾝ党、八代

比例代表制 英太、青島幸男、ｺﾛﾝﾋﾞｱ･ﾄｯﾌﾟら当選。

風水害に備えて 災害 多摩川河川敷で総合水防訓練。
風水害
防災

毎日ニュース ７月 食中毒にご用心 食中毒 築地市場の場外市場を立ち入り検査。
　　　　№１３３２ 築地市場

上野駅１００年 上野駅 7.28は上野駅開業１００年目。地下では新
幹線駅工事中。

毎日ニュース ８月 待たされた夏 夏 世界の異常気象は日本では冷夏。
　　　　№１３３３ 冷夏

毎日ニュース ８月 水の災害に備えよう 水災害 家庭備品の心得、備蓄倉庫の点検。
　　　　№１３３４ 水難

伝統・佃祭り 夏祭り 東京中央区佃、住吉神社で３年に１度の
佃祭り 祭り。関東唯一「八角の宮神輿」が登場。

毎日ニュース ９月 進めよう!交通安全 交通安全 東京新宿で総理府の交通安全ﾌｪｱ。
　　　　№１３３５ 交通安全ﾌｪｱ

欧風列車が出発進行 欧風列車 国鉄の「サロンエクスプレス東京」が京都へ
国鉄 向けて東京を出発。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ９月 お健やかな両陛下 両陛下 天皇８２、皇后８０、那須でご静養。
　　　　№１３３６ 天皇陛下

ロス五輪への期待 水泳 8.27-28、代々木オリンピックプールで12
　　　　～国際招待水泳 国際水泳 カ国参加。長崎宏子ＮＲで優勝。

毎日ニュース ９月 障害を克服して 障害者 障害者の働き場所はこんなところ。
　　　　№１３３７ 仕事

飛鳥田から石橋へ 社会党 9.7、低迷中の社会党全国大会。石橋委員
　　　　～日本社会党 長へ。

毎日ニュース １０月 善意の輪・赤い羽根 赤い羽根 赤い羽根募金に林義郎厚相、滝田栄、紺
　　　　№１３３８ 野美佐子、らも参加

怒りの空、嘆きの海 大韓航空機 9.23、犠牲者23家族29人の合同慰霊祭
　　　～大韓航空機事件 飛行機墜落 （青山葬儀所）、10.1、道庁で遺品公開。

毎日ニュース １０月 田中元首相に懲役4年 ﾛｯｷｰﾄﾞ事件 榎本敏夫（角栄秘書）、檜山広、田中角栄
　　　　№１３３９ 田中角栄 出廷。田中に追徴金5億円。

収賄
闇献金

毎日ニュース １０月 昭和記念公園ひらく 昭和記念公園 立川の米軍基地跡に開設された昭和天皇
　　　　№１３４０ ご在位50年記念公園、一部完成。

自衛隊観閲式 自衛隊 朝霞訓練場。中曽根首相初観閲。
観閲式
中曽根康弘

毎日ニュース １１月 レーガン米大統領来日 外交 11.9、中曽根－レーガン会談。
　　　　№１３４１ レーガン 皇太子夫妻とレーガン夫妻明治神宮へ。

中曽根康弘 宮中晩餐会。
宮殿 レーガン、衆本で初演説。

毎日ニュース １１月 花咲く首脳外交 首脳外交 西独・ヘルムート・コール首相。
　　　　№１３４２ ｺｰﾙ首相 中国、胡耀邦総書記。

胡耀邦 芸国、レーガン大統領。
レーガン

毎日ニュース １２月 「角営」政治の軌跡 田中角栄 田中角栄の表と裏の軌跡。
　　　　№１３４３

毎日ニュース １２月 愛の手・ふれあいの心 ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ 英会話のグループが障害者も参加する「ふ
　　　　№１３４４ 　　　　　　　　～ﾎﾞﾗﾝﾃｨ れあいグルメの会」に発展。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1984

毎日ニュース 昭５９ 新春の皇室ご一家 皇室 天皇８３、皇后81歳。結婚六十年。
　　　　№１３４５ 1月 天皇陛下

中曽根新内閣が発足 河本敏夫 田中色を脱した自前の内閣。伊勢神宮
田川誠一 参拝。河本敏夫副総理格。

毎日ニュース 1月 はたちの献血 はたち 東京赤坂の日枝神社で元服神事。
　　　　№１３４６ 献血

日枝神社
元服

文化財を守る 文化財 燃える谷中の五重塔（旧映像）。
防火 浅草神社の防火設備。

毎日ニュース ２月 さっぽろ雪まつり さっぽろ 今年はバッキンガム宮殿、首里城など。
　　　　№１３４７ 雪まつり 北方領土返還の署名活動も。

北方領土

毎日ニュース ２月 センバツにかける センバツ 前身は上野の鉄道学校の岩倉高校
　　　　№１３４８ 　　　　　～岩倉高校 岩倉高校 初出場。

毎日ニュース ３月 消防士は今夜も 消防士 帝国ホテルでの消防訓練。
　　　　№１３４９ 防火

帝国ホテル

毎日ニュース ３月 植村さん未だ還らず 植村直己 冬のマッキンリー単独初登頂し下山途中で
　　　　№１３５０ 行方不明になった植村直己さんの捜索隊

（明大ＯＢ）が帰国。

街に村に緑を 緑化 中曽根首相が緑化運動の先頭に立って
中曽根康弘 墨田区東白髯公園で植樹。
田川誠一

毎日ニュース ４月 なごやかに日中新時代 外交 中国訪問。趙紫陽首相、胡耀邦総書記、
　　　　№１３５１ 　　　　～中曽根首相訪 訪中 鄧小平主席ほか。

中曽根康弘 北京大学で講演。

毎日ニュース ４月 隅田川 春うらら 隅田川 川を浄化するエアレーションなど。
　　　　№１３５２ 両国の花火 両国の花火復活。

毎日ニュース ５月 ドイツ博ひらく ドイツ博 ４．２３、晴海。最先端技術からアメ細工
　　　　№１３５３ まで。

野鳥に愛を 野鳥 札幌市郊外ウトナイ湖畔は野鳥のサンク
ｳﾄﾅｲ胡 チュアリで200種いじょうを数える。

毎日ニュース ５月 中曽根首相 印パ両国 外交 パキスタンでハク大統領と。
　　　　№１３５４ 訪問 中曽根康弘 インドでガンジー首相と。

毎日ニュース ５月 放置自転車クリーン作 放置自転車 全国で86万台。（総理府調べ）
　　　　№１３５５

江戸の華 三社祭 三社祭 みこし88台勢ぞろい。

毎日ニュース ６月 いまだ燃えず されど 野球 勝てない王巨人軍。
　　　　№１３５６ ジャイアンツ ｼﾞｬｲｱﾝﾂ 原、篠塚、クロエ、中畑ら。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ６月 西側結束、対ソ融和へ サミット 中曽根、竹下、安倍
　　　　№１３５７ ～ロンドンサミット ロンドン レーガン、サッチャー、トリュドー、コール、

ミッテラン、エリザベス女王、浩宮（留学中）

毎日ニュース ７月 総務庁がスタート 総務庁 7.1、行政管理庁と総理府を統合して総務庁にな
　　　　№１３５８ 後藤田正晴

涼を呼ぶ朝顔市 朝顔市 入谷の鬼子母神の境内で。

毎日ニュース ７月 夏本番 夏 飛ぶように売れるいろいろな水。
　　　　№１３５９ 飲料水

水

毎日ニュース ７月 自衛隊 ちびっ子にサー 自衛隊 習志野第1空挺団の納涼まつり。
　　　　№１３６０ 納涼まつり

第1空挺団

車両も売ります 国鉄 赤字国鉄の「中古車うります」

毎日ニュース ８月 8月15日 靖国神社 靖国神社 総理の公式参拝を求める遺族会。
　　　　№１３６１ 8月15日 中曽根首相参拝。公式非公式を答えず。 「内閣総理大臣中曽根康弘」と署名。

毎日ニュース ８月 原宿サンデー 原宿 キテレツ風俗が闊歩する原宿歩行者天国。
　　　　№１３６２ サンデー

風俗

毎日ニュース ９月 日韓新時代の幕明け 外交 9.6、全斗煥大統領来日。
　　　　№１３６３ 韓国

日韓
全斗煥

毎日ニュース ９月 自民党本部 放火さる 9.19、中核派革命軍が発射する時限装置
　　　　№１３６４ 付き火焔発射機。

善意を飾る赤い羽根 赤い羽根 手塚理美、大乃国、多賀竜、大原麗子ら。

毎日ニュース １０月 山下六段に国民栄誉賞 山下泰裕 山下は日本選手権8連覇、世界選手権
　　　　№１３６５ 3連覇、昭和52年から198連勝。

中曽根首相、松前重義総長らの顔。

カムバック・サーモン サケ 札幌・豊平川に帰ってきたサケ。
札幌市にサケ科学館誕生。

毎日ニュース １０月 30周年の自衛隊 自衛隊 巡閲する中曽根首相。
　　　　№１３６６ 観閲式

中曽根康弘

聴導犬 聴導犬 耳の不自由な人を助けるいぬの話。

毎日ニュース １１月 改めまして　新札と新内 中曽根内閣 1万円／福沢諭吉、5千円／新渡戸稲造
　　　　№１３６７ 千円／夏目漱石

第2次中曽根内閣は重要ポスト留任。

「現代の名工」を表彰 山口敏夫 山口敏夫労相のとき。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース １１月 老いて生きる 老人 むさしの共立診療所がはじめた老人の機
　　　　№１３６８ 福祉 能回復訓練。

老人福祉 武蔵野方式の福祉サービス。
ﾃﾞﾝﾏｰｸ人の弁当配り。
老人マラカス音楽団。

毎日ニュース １２月 開幕近い科学万博 科学万博 コンパニオンの制服きまる。
　　　　№１３６９ 準備進む会場。昭和６０．３．１７開幕予定

丑年　モウ･･･出番です 丑年 墨田区の牛嶋神社で今戸焼のエトづくり。
牛嶋神社

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

1985
毎日ニュース 昭60 お元気な両陛下 皇室 天皇８４、皇后８２歳。
　　　　№１３７０ 1月 天皇陛下 浩宮のみ英国留学中。

両陛下

コアラがやってきた コアラ 名古屋の東山動物園にかわいいコアラが
東山動物園 やってきた。

毎日ニュース 1月 昭和還暦 明治神宮 明治神宮初詣、皇居年賀、出初式。
　　　　№１３７１ 皇居

出初式

毎日ニュース ２月 天皇陛下　新国技館へ 国技館 蔵前から両国へ帰ってきた国技館。
　　　　№１３７２ 天皇陛下 天皇に説明する栃錦、若乃花、他に

北の湖、千代の富士

大空に咲く 自衛隊 第１空挺団の降下訓練はじめ
第１空挺団

毎日ニュース ２月 中曽根首相 大洋州を 中曽根康弘 1.14、安倍晋太郎外相、渡辺美智雄蔵相
　　　　№１３７３ つれて、フィジー、パプア・ニューギニア、

豪州、ニュージーランド巡り。

毎日ニュース ２月 冬のロマン　さっぽろ雪 雪まつり エリマキトカゲ登場。
　　　　№１３７４

若い力　国際青年年 若い力 東京足立区のパン製造会社に中国の青年
国際青年年 6人が武者修行中。
中国青年

毎日ニュース ３月 今に生きる伝統の技 伝統工芸 東京日本橋のデパートで江戸の職人芸
　　　　№１３７５ 江戸の職人 展示。

北から南から甲子園へ センバツ 北海道・駒大岩見沢高、兵庫・報徳学園。
高校野球

毎日ニュース ３月 新幹線の上野開業 新幹線 3.14、東北・上越新幹線が上野からスター
　　　　№１３７６ 東北新幹線 ト。賑わう上野の商店街。

上越新幹線
上野駅

毎日ニュース ４月 つくば博繁盛記 科学万博 科学万博つくば'85のスケッチ。
　　　　№１３７７ つくば博

博覧会

毎日ニュース ４月 隅田川新名所 隅田川 春爛漫の隅田川。歩行者専用の桜橋完成。
　　　　№１３７８ 歩行者専用

銀座復活 銀座 有楽町マリオンの誕生で変貌する銀座。
15年ぶりに土地価格日本一に。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ５月 天皇陛下 84歳に 天皇陛下 4.29、天皇誕生日。7.13には後水尾帝の
　　　　№１３７９ 長寿記録 長寿記録を塗り替え。研究中の陛下。

昭和天皇

召しませ外国品 国際見本市 晴海の国際見本市会場。赤字の米国の
売り込み形相ものすごく･･･

毎日ニュース ５月 西側の連携と平和を サミット ジャパンプロブレム（貿易黒字）の中で開
　　　　№１３８０ 　　　　　～ボン･サミット ﾎﾞﾝ･ｻﾐｯﾄ 催されたサミット。米レーガン、独コール、

中曽根康弘 英サッチャー、仏ミッテラン、中曽根首相。

毎日ニュース ６月 地球の緑を守る 国際森林年 5.18、代々木公園で森の市、国際森林年。
　　　　№１３８１ 森の市

華麗　国際新体操 新体操 5.25,26、'85ブラザーカップ新体総国際
競技大会。秋山エリカ8位。

毎日ニュース ６月 中曽根首相 中曽根康弘 三船敏郎、ディック・ミネ、上原謙、由美か
　　　　№１３８２ 　　　芸能・文化人と懇 芸能文化人 おる、五木ひろし、森進一、千昌夫、ジュ

ディオング、美空ひばり、加賀まり子、沢口
靖子

刑務所から産直 刑務所製品 受刑者の作品展示即売会（科学技術館）

毎日ニュース ７月 明暗くっきり科学博 つくば博 会期半ばのつくば博スケッチ。
　　　　№１３８３ 科学博

科学万博

毎日ニュース ７月 ある日の隅田川 隅田川 隅田川１６橋スケッチ。
　　　　№１３８４ 橋

毎日ニュース ８月 泡立つビール戦争 ビール ピチピチギャルのローラースケートでサー
　　　　№１３８５ ﾋﾞｱｶﾞｰﾃﾞﾝ ビス、泡の中で女子プロレスなどビアガー

女子ﾌﾟﾛﾚｽ デン大戦争

毎日ニュース ８月 中曽根首相　西欧を歴 中曽根康弘 7.12、フランス、イタリー、ベルギー訪問。
　　　　№１３８６ 西欧 仏ミッテラン大統領、伊クラクシ首相ほか

外交

毎日ニュース ８月 日航ジャンボ機墜落 日航機墜落 8.12、東京発大阪行きの日航ジャンボ機、
　　　　№１３８７ 　～死亡520人、生存４ 御巣鷹山 御巣鷹山中に墜落。尾翼欠損によるﾀﾞｯﾁ

ﾛｰﾙの末。女性４人奇跡の生存。
（坂本九死亡）

毎日ニュース ９月 災害に備えて 災害 9.1、防災の日の訓練。蔵前旧国技館跡。
　　　　№１３８８ 防災の日 タンクローリー車火災実演。

中曽根康弘

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ９月 命を守る救急業務 三波春夫 歌手なん三波春夫が一日救急隊長。
　　　　№１３８９ 救急ﾌｪｱ 恒例の救急ﾌｪｱ行事。

科学万博閉幕 科学万博 １８４日間の幕を閉じる。
つくば博 参加国、入場者共史上最高（2000万人超）

毎日ニュース １０月 埼京線スタート 埼京線 9.30、開業、出発式。
　　　　№１３９０ 　　　～大宮－池袋 東京総合司令室。

毎日ニュース １０月 ４０歳からの健康 体育の日 10.10、体育の日の行事は成人病予防。
　　　　№１３９１ 成人病予防 由美かおる登場。

由美かおる

浅草まつりはサンバの 浅草まつり 浅草寺境内。「江戸町浅草奥山風景」が
サンバ よびもの。

毎日ニュース １１月 防衛力整備を 観閲式 巡閲は中曽根首相と加藤紘一防衛庁長官
　　　　№１３９２ 　～観閲式で中曽根首 自衛隊

中曽根康弘
加藤紘一

中曽根首相　国連で演 国連 10.19、ニューヨーク。国連創設40周年に
中曽根康弘 出席。ルーズベルト邸へ。

毎日ニュース １１月 「くるま新世代」を迎え 自動車 ガソリン車生まれて100年目。
　　　　№１３９３ 　　　　東京モーター ﾓｰﾀｰｼｮｰ

毎日ニュース １2月 国民参政5周年記念式 国民参政 11.19、国立劇場で天皇陛下迎え式典。
　　　　№１３９４ 婦人参政 国民参政95年、普通選挙６０年、婦人参

普通選挙 政40年。

早くも86年春・夏ファッ ファッション 東京ファッションデザイナー協議会主催
初のシーズンコレクション。山本寛斎。

毎日ニュース １2月 食品Ｇメン 食品Ｇメン 東京築地の場外市場ほか、Ｇメン640人が
　　　　№１３９５ 　　　正月用品に鋭い目 一斉立ち入り検査。

礼宮さま　成年式 礼宮 かんむりの付け替え、朝見の儀。
成年式
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

1986
毎日ニュース 昭61 新春の天皇ご一家 皇室 天皇85、皇后83歳。
　　　　№１３９６ 1月 両陛下

内閣１００年 内閣 明治１８年、伊藤博文内閣より１００年。
内閣百年 12.22、制度百年式典。天皇陛下お言葉

毎日ニュース 1月 新春ア・ラ・カルト 中曽根康弘 中曽根改造内閣発足
　　　　№１３９７ 改造内閣 皇居一般参賀。

皇居参賀 初詣（明治神宮、湯島天神）など。
一般参賀
初詣

毎日ニュース 2月 日加協力を強化 カナダ 中曽根首相、カナダ公式訪問。
　　　　№１３９８ ～中曽根首相カナダ訪 外交 マルルーニー首相、クラーク外相。

中曽根康弘
マルルー

毎日ニュース 2月 プロをめざして 職業訓練校 作品展に秩父宮妃、林労相。
　　　　№１３９９ 　　～職業訓練校作品

共通一次の春 大学受験 東大キャンパスで聞く若者の声。
共通一次
受験生

毎日ニュース ３月 世相を映す変りびな 雛人形 宇宙飛行士びな、いじめ追放びな、中曽
　　　　№１４００ 桃の節句 根びな、ツッパリびななど

変りびな

毎日ニュース ３月 肉親はどこに 残留孤児 10回目の肉親探し。
　　　　№１４０１ 　　～中国残留孤児来 中国残留

中国残留孤

毎日ニュース ４月 水ぬるむ 季節 矢切の渡し、お台場あたり、墨田川など
　　　　№１４０２ 春

水

毎日ニュース ４月 米軍住宅是か非か 米軍住宅 富野市長をリコールしようとするも不成立。
　　　　№１４０３ 逗子市長リコール成ら 逗子市長

リコール

毎日ニュース ４月 86花見風俗 花見 花の下で呑めや歌えや･･･
　　　　№１４０４

毎日ニュース ５月 日米協調で一致 中曽根康弘 キャンプデービッドでレーガンと。
　　　　№１４０５ ～中曽根首相訪米 外交 ほか議会要人と。w/安倍晋太郎外相

訪米
安倍晋太郎
レーガン

毎日ニュース ５月 天皇陛下ご在位60年式 ご在位60年 4.29、両国国技館で記念式典。85歳に。
　　　　№１４０６ 天皇陛下 （大正15.12.25～60年）

西側結束へ調整 サミット 5.4、79年以来2度目の東京サミット開催。
　　　　～東京サミット 東京サミット 米レーガン、仏ミッテラン、英サッチャー、

独コール、加マルルーニーほか。
「東京経済宣言」する中曽根首相。

毎日ニュース ５月 英国皇太子ご夫妻来日 英国皇太子 (5.8~13)チャールス、ダイアナの東京ﾊﾟﾚ
　　　　№１４０７ ダイアナ妃 ｰﾄﾞ、英国ﾌｪｱ、大相撲観戦、宮中晩餐会

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ６月 技能向上をめざして 技能五輪全国大会。
　　　　№１４０８

毎日ニュース ６月 カルガモの引越し カルガモ 2万5千人の見物人が集まる。
　　　　№１４０９ ｶﾙｶﾞﾓ親子

毎日ニュース ７月 86さっぽろ花と緑の博 花と緑 板垣札幌市長。
　　　　№１４１０ 博覧会

さっぽろ

毎日ニュース ７月 〝ミス港〟の一日検疫 検疫 全国で港の衛生週間。
　　　　№１４１１ ミス港 ミス港＝和田さなえさん

毎日ニュース ７月 第3次中曽根内閣発足 衆参同日選 7.6、衆参同日選挙。与野党伯仲に終止
　　　　№１４１２ 　　～衆参同日選自民 与野党伯仲 符。第3次中曽根内閣発足。

中曽根内閣 官房長官後藤田正晴、政調会長伊東正
後藤田正晴 義、幹事長竹下登、総務会長安倍晋太郎
伊東正義 蔵相宮沢喜一
竹下登
安倍晋太郎
宮沢喜一

毎日ニュース ８月 終戦から４１年 終戦記念日 8.15　全国戦没者追悼式。
　　　　№１４１３ 　平和への誓い新たに 戦没者

追悼式

毎日ニュース ９月 災害に備えて 防災 上野のデパートで防災訓練。
　　　　№１４１４ 防火

毎日ニュース ９月 豊かな老後をめざして 老人 ある日の東村山老人ホーム。
　　　　№１４１５ 高齢者

老後
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース １０月 中曽根首相　訪韓 日韓 ９月20日、ソウル訪問。全斗煥大統領と。
　　　　№１４１６ 　～「日韓新時代」を確 中曽根康弘 アジア競技大会に臨む。

外交
全斗煥

毎日ニュース １０月 広げよう輸入促進の輪 貿易 円高の中、ジェトロ主催輸入拡大キャンペ
　　　　№１４１７ 輸入 ーン。田村元通産大臣も登場。

ジェトロ
田村元

毎日ニュース １１月 第36回自衛隊観閲式 自衛隊 観閲官中曽根首相。
　　　　№１４１８ 観閲式 「不祥事を起こすな」と訓辞。

中曽根康弘

毎日ニュース １１月 天皇ご在位60年 公文書展 国立公文書館にて毎時34年生まれの
　　　　№１４１９ 　貴重公文書展ひらく ご在位60年 昭和天皇のあゆみ。

強かった米大リーグ 日米野球 日米野球。1勝６敗でベロ負け。
　　　　　～日米野球～ 米大リーグ 広島・山本浩二選手一線去る

野球

毎日ニュース １２月 プロ野球ドラフト プロ野球 地元享栄高校の近藤眞一投手、中日へ
　　　　№１４２０ 　　　星野中日笑う？ ドラフト

星野仙一

アジア外交の足固め 中曽根康弘 日中青年交流センター定礎式へ。
～中曽根首相の中国訪 外交 胡燿鋒総書記と会談。

中国

毎日ニュース １２月 86歳末風景 11月下旬三原山大噴火
　　　　№１４２１ 円高倒産

分割民営化を前にした国鉄
アイスクリーム人気
男の化粧品
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1987

毎日ニュース 昭６２ 今年もご活躍 皇室 天皇ご一家の春
　　　　№１４２２ 1月 ～天皇ご一家～ 昭和天皇

春を待つ動物たち 動物 87、卯年。動物公園のスケッチ
うさぎ

毎日ニュース 1月 ８７新年ア・ラ・カルト 新年 明治神宮初詣、原宿風景。
　　　　№１４２３ 初詣

毎日ニュース 1月 新人類はたちの抱負 新人類 成人式もよう
　　　　№１４２４ はたち

毎日ニュース ２月 中曽根首相 中曽根康弘 1.10-17　大寒波の東ヨーロッパ諸国。
　　　　№１４２５ 　　　欧州４カ国歴訪 フィンランド、東独（ホーネッカー議長）、

森鴎外の寄宿先（東独）
ユーゴスラビア（ベオグラード大学）
ポーランド（ヤルゼルスキ国家評議会議長）

毎日ニュース ２月 春の火災予防運動 火災予防 豊島区護国寺で消防演習。
　　　　№１４２６ 消防演習

安らかに高松宮殿下 高松宮 2.3　肺ガンで死亡
2.10　葬儀

毎日ニュース ３月 センバツへアベック出場 センバツ 甲府工業高、２３年ぶり出場。
　　　　№１４２７ 高校野球

毎日ニュース ３月 奥さま防災教室 防災 東京・赤坂消防署で台所の主役、奥さんの
　　　　№１４２８ 消防 防災教室。

防災教室

毎日ニュース ４月 87統一地方選 統一地方選 都知事選　鈴木俊一ｖｓ和田静夫、畑田重夫
　　　　№１４２９ 　～「売上税」めぐって攻防 地方選挙

都知事選
鈴木俊一

毎日ニュース ４月 若王子さん生還 誘拐 誘拐の三井物産の若王子信行マニラ支店長、
　　　　№１４３０ テロ 137日ぶりに釈放（４／１～）。

若王子信行
若王子支店長
ﾌｨﾘﾋﾟﾝ･ﾃﾛ

毎日ニュース ５月 天皇陛下86歳に 天皇誕生日 今年のご予定は佐賀国体に沖縄県植樹祭。
　　　　№１４３１ 昭和天皇

南極観測船「しらせ」帰国 南極観測船 第28次夏隊、及び第27次越冬隊員帰国。
しらせ 塩川正十郎文相出迎え。
塩川正十郎

毎日ニュース ５月 ﾄﾞﾙ下落防止で協調 日米首脳 4.29、シュルツ国務長官、レーガン大統領と。
　　　　№１４３２ 　　　　～日米首脳会談 首脳会談 ナショナルプレスクラブで下院の包括的貿易

外交 法案に懸念表明する中曽根首相。
中曽根康弘
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ５月 技を競う 技能五輪 千葉市の中央技能開発センターほかで。
　　　　№１４３３ 　～第25回技能五輪

毎日ニュース 春の園遊会ひらく 園遊会 赤坂御苑にて。兵藤（前畑）秀子、三波春夫、
№１４３４ 昭和天皇 宮城まり子ら。

６月 大雨に備えて水防演習 水防演習 荒川べりで。土嚢造成機登場。
　 水防訓練

毎日ニュース ６月 経済危機回避へ サミット 6.8、〝アドリア海の女王〟ベネチア。
　　　　№１４３５ 　　～ベネチア・サミット ベネチア サンジョルジョ、マジョーレ島で。

中曽根康弘 6.11、スペインのゴンサレス首相と。

毎日ニュース ７月 衣笠選手に国民栄誉賞 国民栄誉賞 6.22、昭和４０年から２１３１試合連続出場の
　　　　№１４３６ 衣笠祥雄 栄誉に対し。

衣笠選手 中曽根首相、後藤田官房長官。
中曽根康弘
後藤田正晴

琵琶湖クリーン作戦 琵琶湖 琵琶湖周辺の市町がこぞって琵琶湖美化へ。
環境
琵琶湖清掃

毎日ニュース ７月 港をきれいに 港 港の衛生週間で検疫活動。
　　　　№１４３７ 検疫活動

港の衛生

毎日ニュース ８月 豊かな海づくり大会 海づくり 鹿児島県枕崎市で、皇太子ご夫妻迎え。
　　　　№１４３８ 明仁皇太子 原健三郎衆院議長、加藤農水相。

原健三郎
加藤農水相

毎日ニュース ８月 レトロ横町 レトロ 東京・日暮里の駄菓子とおもちゃの問屋街。
　　　　№１４３９ 日暮里

駄菓子

毎日ニュース ９月 外人さんの穴場旅館 谷中 東京・台東区谷中の日本旅館に外人客殺到。
　　　　№１４４０ 日本旅館

外人客

毎日ニュース ９月 大地震に備える 地震 9.1、東京・晴海埠頭で崩壊ビルからの救出
　　　　№１４４１ 防災訓練 大作戦。

毎日ニュース ９月 中曽根首相 外交 9.19、中曽根、7回目の訪米。
　　　　№１４４２ 　　締めくくりの訪米 日米 メトロポリタン美術館、国連本部、レーガン

中曽根康弘 大統領と会談。
レーガン

毎日ニュース １０月 中曽根首相　タイ国を訪問 外交 プレム首相、プミポン国王と。
　　　　№１４４３ 　　～日タイ修好100周年 タイ チュラロンコン大学より名誉政治学博士号。

日タイ修好
中曽根康弘

毎日ニュース １０月 第14回アビリンピックひらく ｱﾋﾞﾘﾝﾋﾟｯｸ 身障者の技能競技大会。
　　　　№１４４４ 身障者技能 千葉市の中央技能開発センターほかで。
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ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース １１月 竹下新内閣誕生 竹下内閣 10.31、自民党臨時大会。
　　　　№１４４５ 竹下登 安倍晋太郎幹事長、宮澤喜一副総理。

自民党大会
安倍晋太郎
宮澤喜一

毎日ニュース １１月 公文書に見る明治の風俗 公文書館 国立公文書館。
　　　　№１４４６ 明治の風俗 若い娘もザンギリ頭に。

明治時代

毎日ニュース １２月 師走　食品Ｇメン出動 年末 年末食品取り締まり月間で築地場外市場へ。
　　　　№１４４７ 歳末

食品衛生
食品Ｇﾒﾝ
築地市場

毎日ニュース １２月 竹下首相　初の外遊 竹下登 マニラに着いた竹下首相。
　　　　№１４４８ 　　～ＡＳＥＡＮ首脳会議 外交 12.15、日本ＡＳＥＡＮ首脳会議始まる。

ＡＳＥＡＮ ホスト国のアキノ大統領。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1988

毎日ニュース 昭６３ 天皇陛下お元気に 皇室 病気回復の昭和天皇。
　　　　№１４４９ 1月 昭和天皇 沖縄身障者スポーツ大会に明仁皇太子。

西ベルリン訪問の浩宮（ベルリン日独ｾﾝﾀｰ
開会式出席）

毎日ニュース 1月 交番ニューファッション 交番 数寄屋橋交番などユニーク交番。
　　　　№１４５０ 京橋、品川、護国寺など。

毎日ニュース 1月 竹下首相、米・加訪問 外交 1.13、レーガン大統領と会談（ﾎﾜｲﾄﾊｳｽ)
　　　　№１４５１ 米国 首相主催晩餐会にシュルツ国務長官。

カナダ 1.15、カナダ、マルルーニー首相と。

毎日ニュース ２月 文化財を守る 文化財 浅草寺で文化財消防演習。
　　　　№１４５２ 消防演習

浅草寺

毎日ニュース ２月 竹下首相 外交 2.24、竹下首相、ソウルへ。
　　　　№１４５３ 　廬新大統領と会談 ノテウ ノ・テウ大統領就任式。会談。

竹下登
日韓

毎日ニュース ３月 ここまできた建築技術 建築 建築ラッシュの東京に現れた建築ロボット
　　　　№１４５４ ロボット の数々（研究開発中）。

毎日ニュース ３月 いまオモチャの世界は マンガ バカ売れのマンガキャラクター。
　　　　№１４５５ ｷｬﾗｸﾀｰ ノラクロ、セイント星矢、ファミコンはドラゴ

ぬいぐるみ ンクエストで勝負。

毎日ニュース ４月 当世銭湯事情 銭湯 千住のおふろや。
　　　　№１４５６ 風呂 プール付、サウナ付･･･

毎日ニュース ４月 瀬戸大橋開通 本四連絡橋 本州四国連絡橋・児島－坂出ルート開通。
　　　　№１４５７ 瀬戸大橋 4/9、明仁皇太子夫妻ご臨席。

越智道雄建設相、石原慎太郎運輸相、
竹下登首相。
岡山・香川両県で記念博覧会。
建設費９年で１兆１千億円也。

毎日ニュース ５月 深夜に稼ぐ 珍商売 ビデオ屋、ディスカウントショップ、本屋、
　　　　№１４５８ 夜の商売 薬屋、花屋、ホテルのテニスコート、

ビデオ屋 レンタカー･･･
レンタカー

毎日ニュース ５月 竹下首相　欧州歴訪 外交 4.30、ローマ着、ローマ法王と。
　　　　№１４５９ 欧州歴訪 5.2、レミータ首相と。

竹下登 5.4、ロンドン、サッチャー首相と。
ローマ法王 西独、コール首相と。

毎日ニュース ６月 古書に見る食の文化 食の文化 国立公文書館で食の資料展示会。
　　　　№１４６０ 公文書館

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ６月 竹下首相、国連・欧州 外交 国連軍縮特別総会に出席。
　　　　№１４６１ 国連軍縮 ロンドンでレーガン大統領と。

欧州歴訪 オランダでルブルス首相と。
竹下登 フランスでミッテラン大統領と。

ベルギーでＥＣドロール委員長、マルテンス
首相と。

毎日ニュース ６月 一層の結束を確認 サミット 6.19ー3日間、竹下、レーガン、コール、
　　　　№１４６２ 　　　～トロント・サミット 首脳会議 サッチャー、ミッテラン、マルルーニー

トロント
竹下登

毎日ニュース ７月 竹下首相　豪州訪問 外交 7.1、ブリスベーン。エキスポ88「国際ﾚｼﾞｬｰ
　　　　№１４６３ 豪州 博」日本館視察。

ｴｷｽﾎﾟ88 7.3、シドニー、7.4、キャンベラ
竹下登

毎日ニュース ７月 繁盛してます 日本語学 日本語 在日外国人の中に広がる日本語教育。
　　　　№１４６４ 在日外国人 日本語の普及事業すすむ。

毎日ニュース ８月 変貌する新宿 新宿 新都庁建設中の新宿。庁舎移転に周辺
　　　　№１４６５ 新都庁 ﾋﾞﾙの様変わり。ﾋﾞﾙ地下のロック会場など。

都庁舎

毎日ニュース ８月 全国戦没者追悼式 戦没者 43回目の終戦日行事（日本武道館）。
　　　　№１４６６ 　　　　　～昭和63年～ 追悼式

昭和天皇
竹下登

毎日ニュース ９月 竹下首相、中国訪問 外交 日中平和友好10周年。
　　　　№１４６７ 中国訪問 8.25、李鵬首相、鄧小平主席と。

日中 日中投資保護協定に調印。
竹下登 西域、敦煌、西安･･･
李鵬
鄧小平

毎日ニュース ９月 竹下首相、韓国訪問 外交 9.16、ソウル入り。ソウル・オリンピック開会式
　　　　№１４６８ 韓国 出席。

日韓
竹下登

毎日ニュース １０月 ウォーターフロント隅田 隅田川 亀戸を出発する水上バスで東京の水辺めぐ
　　　　№１４６９ 水上バス り。有明コロシアム、テニスの森公園、エム

有明 ザ有明、ロフト文化、倉庫に劇団の稽古場。

毎日ニュース １０月 豊かな海づくり大会 海づくり 10.23、紀宮ご臨席で第8回全国豊かな海づ
　　　　№１４７０ 　　　　　～茨城県・大洗 大洗 くり大会。

毎日ニュース １１月 公文書に見る明治の近 公文書 国立公文書館で「明治の近代化と国際交流
　　　　№１４７１ 公文書館 展」

明治
国際交流

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース １１月 今なお苦悩は続く 土呂久公害 宮崎県高千穂町の山奥に発生した猛毒アヒ
　　　　№１４７２ 　　　～土呂久公害70年 公害 酸公害（告発＝昭和46年）。

（レポーター　毎日新聞　渡辺豊）

毎日ニュース １２月 師走　食中毒ご用心 食中毒 東京築地の場外市場で、目を光らす食品
　　　　№１４７３ 食品Ｇメン Ｇメン。

毎日ニュース １２月 出版のあゆみ展 公文書 国立公文書館。創立40周年記念「出版の
　　　　№１４７４ 公文書館 あゆみ展」

印刷物 奈良・「百万塔陀羅尼」最古の印刷物。
出版物

毎日ニュース １２月 トイレならデパートへ 風俗 デパートの公共用トイレの様変わり。
　　　　№１４７５ トイレ

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1989

毎日ニュース 昭６４ 竹下改造内閣スタート 竹下内閣 昭和63.12.27、改造内閣。
　　　　№１４７６ 1月 改造内閣 ４日目に長谷川峻法務大臣がリクルート献金

竹下登 事件で辞任。
長谷川峻
ﾘｸﾙｰﾄ事件

ハイテク消防出初め式 出初め式 1.6、東京消防庁出初め式。
消防ﾛﾎﾞｯﾄ 消防ロボット登場。

毎日ニュース 平成１ 天皇陛下　崩御 昭和天皇 １．７午前６時３３分逝去。十二指腸乳頭周囲
　　　　№１４７７ 1月 崩御 のガンと発表。

死去 小渕恵三官房長官「年号は平成」と発表。
１．９明仁天皇即位。朝見の儀（＝即位後初め
て国民の代表と会う。皇位継承宣言）

毎日ニュース ２月 日米新時代へ 外交 ２月初、ブッシュ新大統領と。
　　　　№１４７８ 　　～竹下首相訪米 日米 ニューヨーク国連本部でデクエヤル事務総長と。

竹下登 ロサンゼルスでレーガン前大統領と。
ブッシュ
レーガン

毎日ニュース ２月 学校ニューモード 学校 さいたまのユニークな私立学校。
　　　　№１４７９ 教育

毎日ニュース ２月 さようなら　昭和天皇 大喪の礼 新宿御苑で大喪の礼。
　　　　№１４８０ 昭和天皇 １６４カ国から弔問。

ブッシュ対竹下会談。

毎日ニュース ３月 東京湾で〝熱帯気分〟 熱帯植物館 新木場の「夢の島熱帯植物館」
　　　　№１４８１ 植物館

毎日ニュース ３月 平成元年　ヨコスカドブ ヨコスカ アメリカ兵の歴史がしみこんだドブ板通りにも
　　　　№１４８２ ドブ板通り 再開発の波が･･･

アメリカ兵

毎日ニュース ４月 インテリジェントビル新 ハイテク ハイテクでよそおう最近のオフィスビル。
　　　　№１４８３ オフィス

毎日ニュース ５月 竹下首相 外交 4.29、タイでプミポン国王と。
　　　　№１４８４ 　　ＡＳＥＡＮ５カ国歴訪 ＡＳＥＡＮ マレーシアでマハティール首相と。

竹下登 シンガポールでリークアンユー首相と。
インドネシアでスハルト大統領と。
フィリピンでアキノ大統領と。

毎日ニュース ５月 技を競う　～技能五輪 技能五輪 300名参加し、千葉市・中央技能開発センター
　　　　№１４８５ 職人の技 で。

技術
技能

毎日ニュース ６月 洪水に備えて 洪水 栃木県佐野市の渡良瀬川辺で官民一体の
　　　　№１４８６ 水防演習 水防演習。小此木建設大臣。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ６月 できるか政治改革 江副浩正 江副浩正のリクルート事件で竹下首相釈
　　　　№１４８７ ﾘｸﾙｰﾄ事件 明。中曽根前首相証人喚問。

竹下登 宇野宗佑氏首相になる。新首相に女性問題
中曽根康弘 が忍び寄る。
宇野宗佑

毎日ニュース ７月 もっと血液を 日赤 東京・広尾の大学キャンパスにくりだした日赤
　　　　№１４８８ 血液 の献血車。→日赤中央血液センター

献血

毎日ニュース ７月 シェイプアップ？ スポーツ 東京・吉祥寺の輪島ジムに女子ボクサー入所。
　　　　№１４８９ 　　　　パワーアップ？ 美容 東京・江東区の新日本活殺流遠藤道場で、

輪島ジム エアロビクスに空手を採り入れた綜合格闘技
エアロビクス 登場。

毎日ニュース ８月 夏の海　白い船 海の日 海港１３０年のミナトヨコハマ。
　　　　№１４９０ 浩宮 7.20、第4回海の祭典記念式典。浩宮ご臨席。

山村運輸相 山村運輸相ら船で港の施設見学会。
チリの帆船、エスメラルダ号。

毎日ニュース ８月 夏休みは自衛隊で 自衛隊 ちびっ子たちの自衛隊施設見学会。
　　　　№１４９１ 富士駐屯地 富士駐屯地。

夏休み

毎日ニュース ９月 平和への誓い新たに 終戦記念日 海部俊樹総理大臣。
　　　　№１４９２ 　　～平成元年・終戦記 明仁天皇 明仁天皇。

海部俊樹

毎日ニュース ９月 地震オワスレナク 地震訓練 9.1、埼玉県大宮市で直下型の地震訓練。
　　　　№１４９３ 防災訓練 （４都県２市合同）

石井一 石井一国土庁長官視察。

毎日ニュース １０月 もうひとつの老人ホーム 老人ホーム 青梅市の清明園あけぼの荘は目の不自由な
　　　　№１４９４ 老人 老人の施設。その生活を追う。

敬老の日

毎日ニュース １０月 青年の船　東南アジア 青年の船 9.26、晴海埠頭で出港式（11.16帰港予定）。
　　　　№１４９５ 川嶋紀子 川嶋紀子さんも見送り。

毎日ニュース １１月 豊かなくらしをつくる くらし 東京池袋のサンシャインﾋﾞﾙで。
　　　　№１４９６ 　　～ﾆｭｰｲﾝﾎﾟｰﾄﾋﾞｼﾞﾈ 生活 （ジェトロ　製品輸入促進協会主催　輸入拡大

輸入品 月間の一）
ﾆｭｰｲﾝﾎﾟｰﾄ ※日本は個人の輸入が格段に小さい。

毎日ニュース １１月 夢のせ華やかに ﾓｰﾀｰｼｮｰ 千葉・幕張メッセこけら落し。
　　　　№１４９７ 　　第２８回モーター 幕張メッセ

毎日ニュース １２月 スポーツでふれあいを スポーツ 12.9、品川体育館。ナイスハート（ふれあいの
　　　　№１４９８ ﾅｲｽﾊｰﾄ スポーツ広場'89）

障害者 障害者と健常者のふれあい。
ナイスハート基金（川村理事長）

毎日ニュース １２月 変わるお米の表示 米 銘柄の表示内容を改正。
　　　　№１４９９ 品質表示 １００％意外は「ブランド米」に。品質は＜特・上・

中・標準＞に。

毎日ニュース １２月 静かなブーム 人形 一家で家族の人形を作った言えもある。
　　　　№１５００ 　　そっくりさん人形 そっくりさん

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1989

毎日ニュース 昭６４ 竹下改造内閣スタート 竹下内閣 昭和63.12.27、改造内閣。
　　　　№１４７６ 1月 改造内閣 ４日目に長谷川峻法務大臣がリクルート献金

竹下登 事件で辞任。
長谷川峻
ﾘｸﾙｰﾄ事件

ハイテク消防出初め式 出初め式 1.6、東京消防庁出初め式。
消防ﾛﾎﾞｯﾄ 消防ロボット登場。

毎日ニュース 平成１ 天皇陛下　崩御 昭和天皇 １．７午前６時３３分逝去。十二指腸乳頭周囲
　　　　№１４７７ 1月 崩御 のガンと発表。

死去 小渕恵三官房長官「年号は平成」と発表。
１．９明仁天皇即位。朝見の儀（＝即位後初め
て国民の代表と会う。皇位継承宣言）

毎日ニュース ２月 日米新時代へ 外交 ２月初、ブッシュ新大統領と。
　　　　№１４７８ 　　～竹下首相訪米 日米 ニューヨーク国連本部でデクエヤル事務総長と。

竹下登 ロサンゼルスでレーガン前大統領と。
ブッシュ
レーガン

毎日ニュース ２月 学校ニューモード 学校 さいたまのユニークな私立学校。
　　　　№１４７９ 教育

毎日ニュース ２月 さようなら　昭和天皇 大喪の礼 新宿御苑で大喪の礼。
　　　　№１４８０ 昭和天皇 １６４カ国から弔問。

ブッシュ対竹下会談。

毎日ニュース ３月 東京湾で〝熱帯気分〟 熱帯植物館 新木場の「夢の島熱帯植物館」
　　　　№１４８１ 植物館

毎日ニュース ３月 平成元年　ヨコスカドブ ヨコスカ アメリカ兵の歴史がしみこんだドブ板通りにも
　　　　№１４８２ ドブ板通り 再開発の波が･･･

アメリカ兵

毎日ニュース ４月 インテリジェントビル新 ハイテク ハイテクでよそおう最近のオフィスビル。
　　　　№１４８３ オフィス

毎日ニュース ５月 竹下首相 外交 4.29、タイでプミポン国王と。
　　　　№１４８４ 　　ＡＳＥＡＮ５カ国歴訪 ＡＳＥＡＮ マレーシアでマハティール首相と。

竹下登 シンガポールでリークアンユー首相と。
インドネシアでスハルト大統領と。
フィリピンでアキノ大統領と。

毎日ニュース ５月 技を競う　～技能五輪 技能五輪 300名参加し、千葉市・中央技能開発センター
　　　　№１４８５ 職人の技 で。

技術
技能

毎日ニュース ６月 洪水に備えて 洪水 栃木県佐野市の渡良瀬川辺で官民一体の
　　　　№１４８６ 水防演習 水防演習。小此木建設大臣。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ６月 できるか政治改革 江副浩正 江副浩正のリクルート事件で竹下首相釈
　　　　№１４８７ ﾘｸﾙｰﾄ事件 明。中曽根前首相証人喚問。

竹下登 宇野宗佑氏首相になる。新首相に女性問題
中曽根康弘 が忍び寄る。
宇野宗佑

毎日ニュース ７月 もっと血液を 日赤 東京・広尾の大学キャンパスにくりだした日赤
　　　　№１４８８ 血液 の献血車。→日赤中央血液センター

献血

毎日ニュース ７月 シェイプアップ？ スポーツ 東京・吉祥寺の輪島ジムに女子ボクサー入所。
　　　　№１４８９ 　　　　パワーアップ？ 美容 東京・江東区の新日本活殺流遠藤道場で、

輪島ジム エアロビクスに空手を採り入れた綜合格闘技
エアロビクス 登場。

毎日ニュース ８月 夏の海　白い船 海の日 海港１３０年のミナトヨコハマ。
　　　　№１４９０ 浩宮 7.20、第4回海の祭典記念式典。浩宮ご臨席。

山村運輸相 山村運輸相ら船で港の施設見学会。
チリの帆船、エスメラルダ号。

毎日ニュース ８月 夏休みは自衛隊で 自衛隊 ちびっ子たちの自衛隊施設見学会。
　　　　№１４９１ 富士駐屯地 富士駐屯地。

夏休み

毎日ニュース ９月 平和への誓い新たに 終戦記念日 海部俊樹総理大臣。
　　　　№１４９２ 　　～平成元年・終戦記 明仁天皇 明仁天皇。

海部俊樹

毎日ニュース ９月 地震オワスレナク 地震訓練 9.1、埼玉県大宮市で直下型の地震訓練。
　　　　№１４９３ 防災訓練 （４都県２市合同）

石井一 石井一国土庁長官視察。

毎日ニュース １０月 もうひとつの老人ホーム 老人ホーム 青梅市の清明園あけぼの荘は目の不自由な
　　　　№１４９４ 老人 老人の施設。その生活を追う。

敬老の日

毎日ニュース １０月 青年の船　東南アジア 青年の船 9.26、晴海埠頭で出港式（11.16帰港予定）。
　　　　№１４９５ 川嶋紀子 川嶋紀子さんも見送り。

毎日ニュース １１月 豊かなくらしをつくる くらし 東京池袋のサンシャインﾋﾞﾙで。
　　　　№１４９６ 　　～ﾆｭｰｲﾝﾎﾟｰﾄﾋﾞｼﾞﾈ 生活 （ジェトロ　製品輸入促進協会主催　輸入拡大

輸入品 月間の一）
ﾆｭｰｲﾝﾎﾟｰﾄ ※日本は個人の輸入が格段に小さい。

毎日ニュース １１月 夢のせ華やかに ﾓｰﾀｰｼｮｰ 千葉・幕張メッセこけら落し。
　　　　№１４９７ 　　第２８回モーター 幕張メッセ

毎日ニュース １２月 スポーツでふれあいを スポーツ 12.9、品川体育館。ナイスハート（ふれあいの
　　　　№１４９８ ﾅｲｽﾊｰﾄ スポーツ広場'89）

障害者 障害者と健常者のふれあい。
ナイスハート基金（川村理事長）

毎日ニュース １２月 変わるお米の表示 米 銘柄の表示内容を改正。
　　　　№１４９９ 品質表示 １００％意外は「ブランド米」に。品質は＜特・上・

中・標準＞に。

毎日ニュース １２月 静かなブーム 人形 一家で家族の人形を作った言えもある。
　　　　№１５００ 　　そっくりさん人形 そっくりさん

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1990

毎日ニュース 平２ 〝花の万博〟準備進む 花の万博 大阪鶴見緑地で開かれる花の万博。その準備。
　　　　№１５０１ 1月 万国博 （ＥＸＰＯ９０　4.1～）

毎日ニュース 1月 ロボットも登場 出初め 出初め式 1.6、東京消防庁出初め式。今年のテーマは
　　　　№１５０２ 消防ﾛﾎﾞｯﾄ 「広げよう防災の輪」

有毒ガスに強い〝偵察ロボット〟、特殊化学
車など多彩に。

毎日ニュース ２月 海部首相 外交 Ｈ２．１、西独・コール首相と。ﾍﾞﾙﾘﾝの壁視察。
　　　　№１５０３ 　　　欧州８カ国訪問 欧州訪問 ﾌﾗﾝｽ・ミッテラン大統領と。

海部俊樹 英国・サッチャー首相と。
イタリア。バチカン・ヨハネ・パウロ２世と。
ポーランド・ワレサ連帯委員長と。
ハンガリー。

毎日ニュース ２月 １０回目を迎えた 北方領土 2.7、九段会館。北方領土返還要求全国大会。
　　　　№１５０４ 　　　「北方領土の日」 海部俊樹

毎日ニュース ３月 自民大勝　社会躍進 総選挙 土井たか子の社会党躍進。
　　　　№１５０５ 　～第39回総選挙 衆院選

土井たか子
山口鶴夫
海部俊樹
小沢一郎

毎日ニュース ３月 対応迫られる日本 日米 3月初、カリフォルニアのパームスプリングスで
　　　　№１５０６ 　　　　　日米首脳会談 首脳会談 ブッシュ米大統領と会談。

海部俊樹 日米構造協議等を迫られる。
ブッシュ

毎日ニュース ４月 いま綱引きブーム 綱引き 全国綱引選手権大会。どういうわけは大ブー
　　　　№１５０７ スポーツ ムに。美深ｖｓ君津の勝負。

毎日ニュース ４月 花の万博オープン 花の万博 3.31、「国際花と緑の博覧会」開会式。
　　　　№１５０８ 万国博 斉藤英四郎会長、皇太子（浩宮）、海部首相、

斉藤英四郎 海外から参加８０カ国、５４機関。
浩宮
海部俊樹

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ５月 いまシャッターがおもし 世相 〝あばあちゃんの原宿〟東京・巣鴨の地蔵通
　　　　№１５０９ らくがき り商店街。シャッターに描かれた広重の浮世絵

絵画 〝中山道〟
浮世絵

毎日ニュース ５月 新トイレ考 トイレ 東京・大田区郷土博物館で開催された「変貌
　　　　№１５１０ 世相 するトイレ展」。

排泄 日本では日に消費するトイレの紙の量は赤道
便所 を１０回り。

毎日ニュース ６月 海部首相 外交 4.29、インド・シン首相と。
　　　　№１５１１ 　　　　東南アジア歴訪 東南アジア バングラデシュ・エルシャド大統領と。

海部俊樹 日本の無償援助の橋完成。
パキスタン・ブット首相と。
5.3、スリランカ・プレマダーサ大統領と。
インドネシア・スハルト大統領と。

毎日ニュース ６月 廬泰愚大統領来日 外交 ６年ぶり２回目の来日。国会で韓国大統領とし
　　　　№１５１２ 廬泰愚 て初演説。

国賓

毎日ニュース ７月 国際化はまず味覚から 国際化 成田の街を訪れる外国人が増えた。店は英会
　　　　№１５１３ 成田 話オーケー。

英会話

毎日ニュース ７月 おめでとう秋篠宮ご夫 結婚式 秋篠宮と川嶋紀子さんとの結婚式。
　　　　№１５１４ 秋篠宮 学習院住宅を出る紀子さん。

川嶋紀子 賢所、朝見の儀。

毎日ニュース ８月 ヒューストン・サミット開 サミット 7.6、米テキサス州ヒューストンでサミット開催。
　　　　№１５１５ ヒューストン ソ連支援を打ち出す。

海部俊樹 海部首相、橋本蔵相、ブッシュ、サッチャー
橋本龍太郎
ブッシュ
サッチャー
外交

毎日ニュース ８月 秋篠宮ご夫妻の新婚旅 秋篠宮 7.5、志摩半島、伊勢神宮参拝、奈良・橿原神
　　　　№１５１６ 新婚旅行 宮（神武天皇陵）

志摩半島
伊勢神宮
橿原神宮
神武天皇陵

毎日ニュース ８月 〝水を大切に〟 水の展示会 8.1、科学技術館で「水の展示会」
　　　　№１５１７ 　　ウォーターフェア開く ｳｫｰﾀｰﾌｪｱ 佐藤国土庁長官。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュース ８月 氷を楽しむ 氷 製氷会社から氷の研究まで氷あれこれ。
　　　　№１５１８ 製氷

氷水屋

毎日ニュース ９月 都市型災害に備えて 防災訓練 9.1、六都県市合同防災訓練（横浜市大黒ふ
　　　　№１５１９ 頭）

毎日ニュース ９月 〝伝統コース〟が人気 伝統ｺｰｽ 都市近郊農村と伝統工芸見学ｺｰｽ（はとバス）
　　　　№１５２０ 　　　　　　　～外国人観 観光 が人気。

外国人 越谷市のだるまづくり。大宮市の盆栽。
はとバス 浦和市の釣り竿作り。岩槻の日本人形。

毎日ニュース １０月 魚を食べよう 食 10月、港区の都立産業貿易センターで。
　　　　№１５２１ 　　　～おさかなフェア 魚 （水産庁ほかの主催）

お魚フェア

毎日ニュース １０月 海部首相　中東歴訪 外交 10.2、エジプト・ムバラク大統領。
　　　　№１５２２ 中東 ヨルダン・フセイン国王。ラマダン第1副首相、

海部俊樹 難民キャンプ
トルコ・アクブルト首相。
サウジ・サハド国王。
オマーン・カブース国王

毎日ニュース １０月 ふるさとの味最前線 ｱﾝﾃﾅｼｮｯﾌﾟ 自治体アンテナショップ大繁盛。
　　　　№１５２３ 町営ﾚｽﾄﾗﾝ 東京・新宿にできた勝沼ワインの町営レストラ

勝沼町 青森県田子（たっこ）町（にんにく生産日本一）
田子町 の町営レストラン。

毎日ニュース １１月 華やかに即位の礼 即位の礼 11.12、皇居宮殿で即位式。
　　　　№１５２４ 明仁天皇 祝賀パレード。祝宴にダイアナ妃の姿。

ダイアナ妃

毎日ニュース １１月 パチンコ新時代 パチンコ 東京都心に続々お目見えしたﾀﾁﾝｺの殿堂。
　　　　№１５２５ 娯楽

遊技

毎日ニュース １２月 留学生の文化祭 留学生 東京・杉並区で第1回留学生文化祭。
　　　　№１５２６ 文化祭 21カ国の留学生が参加。

国際交流

毎日ニュース １２月 残そう谷中の町並 町並保存 東京・台東区民有志が古い町並み調査。
　　　　№１５２７ 古い町並

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1991

毎日ニュース 平３ 消防もハイテク時代 ハイテク 晴海埠頭で出初め式。
　　　　№１５２８ 1月 出初め式

消防

毎日ニュース 1月 新・交通事情 交通 成田空港からヘリコプター利用者増える。
　　　　№１５２９ 　　　成田－東京－横浜 空港 夜のクルージングもあり、横浜までゆっくり帰宅。

成田空港 （片道17,000円）
ﾍﾘｺﾌﾟﾀｰ
乗り物

毎日ニュース ２月 返還実現を期して 北方領土 東京・九段会館。海部総理も出席して大会。
　　　　№１５３０ 　～北方領土返還要求全 領土返還

九段会館
海部俊樹

毎日ニュース ２月 キャンパスもトレン 大学 立正大学のＩＴ化で成績票もあっという間に引き
　　　　№１５３１ 立正大学 出せる。

早稲田大学 早大のモダンな食堂。

毎日ニュース ３月 リサイクルでごみを資源 ごみ 膨張する新宿歌舞伎町のごみ。
　　　　№１５３２ 資源 官民の取り組み。

ﾘｻｲｸﾙ

毎日ニュース ３月 コンピューターで現実体 バーチャル ＣＧによるバーチャルな世界。
　　　　№１５３３ ｺﾝﾋﾟｭｰﾀ

ＣＧ

毎日ニュースアング ４月 ファッション発信基地へ ﾌｧｯｼｮﾝ バーゲンセールにあふれる人波。
　　　　№１５３４ 　　　　　　　　～横浜元 流行

衣装
おしゃれ

毎日ニュースアング ４月 今ゲームセンターは ｹﾞｰﾑｾﾝﾀｰ かつての非行の温床〝ゲーセン〟の様変わり。
　　　　№１５３５ 遊技

遊び場

毎日ニュースアング ５月 カラオケ戦国時代 カラオケ 東京・新宿歌舞伎町のカラオケ店はホテル並み
　　　　№１５３６ 遊技 の豪華さ。お客は若い女性。

遊び場 全国展開の戦国時代に。
社交場

毎日ニュースアング ５月 伝統をうけつぐ 伝統工芸 箱根に息づく寄せ木細工。
　　　　№１５３７ 寄せ木細工

箱根

毎日ニュースアング ６月 住みよいかな？近未来 住宅 通産省外郭による、高度情報化社会の住宅
　　　　№１５３８ 生活 モデル。

情報化社会

毎日ニュースアング ６月 昔なつかし菓子屋横町 レトロ レトロブームに乗る川越市の駄菓子横町。
　　　　№１５３９ 川越市 紙芝居あり、ガマの炙る売りあり･･･

駄菓子横町

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容

毎日ニュースアング ７月 新都庁ができて 都庁 オフィス人口30万人、超高層ビル街に変身した
　　　　№１５４０ 　　　～東京・西新宿 オフィス 西新宿。地上の人口は減る傾向に。

西新宿

毎日ニュースアング ７月 麻薬探知犬 麻薬探知犬 成田空港で活躍する麻薬探知犬。アメリカ生ま
　　　　№１５４１ 麻薬撲滅 れの犬の訓練は英語で。

犬 ラブラドールレトリバーが最適とか。

毎日ニュースアング ８月 東京モーターショー モーターショー 世界から集まった８００台。環境への配慮が
　　　　№１５４２ 自動車 トレンディー

環境

毎日ニュースアング ８月 スポーツクラブは様が ｽﾎﾟｰﾂｸﾗﾌﾞ マタニティスイミングクラブ。
　　　　№１５４３ 体力だ下ではなく多角的に。

毎日ニュースアング ９月 ギャルに受けてます 大衆演劇 浅草・姫京之助劇団
　　　　№１５４４ 　　　～大衆演劇 芝居 浅草の大衆劇場は若い女性でいっぱい。

演劇

毎日ニュースアング ９月 これが高齢カ社会？ 高齢カ社会 はたらくシルバーパワー。
　　　　№１５４５

毎日ニュースアング １０月 今どきの銭湯 銭湯 斜陽の銭湯の生き残り作戦。
　　　　№１５４６ お風呂 昭和３９年－２３０００軒

平成３年－９７００軒

毎日ニュースアング １０月 青い目の版画家 版画 英国生まれのカナダ人、デビッド・ブル氏は
　　　　№１５４７ 版画家 日本伝統の版画に惚れ込み、自分で彫って

浮世絵 いる。（浮世絵師たつかわ・しんしょうの作品）

毎日ニュースアング １１月 のってるレストラン レストラン 芸も見せる変わり種レストラン。
　　　　№１５４８ サンバ 市川市、渋谷区（ブラジル・サンバ）

毎日ニュースアング １１月 健康は朗読から 健康 東京お茶の水のある朗読教室。
　　　　№１５４９ 朗読

毎日ニュースアング １２月 かたや再開発　こなた 東京・汐留貨物操車場跡地の発掘物。
　　　　№１５５０ 再評価される横浜のレトロ建造物。

毎日ニュースアング １２月 京浜新名所 ﾌﾟｰﾙﾘｿﾞｰﾄ 横浜。鉄工造船メーカーが野球場跡地に作っ
　　　　№１５５１ ﾋﾞｰﾙ工場 たプールリゾート。

新名所 宇宙船型のビール工場。

© 毎日映画社



ニュース名 封切日 ニュース項目 ｷｰﾜｰﾄﾞ 概　　要 映　像　内　容
1992

毎日ニュース 平４ ヤングに常磐津を 常磐津 常磐津清若太夫の辻説法。
　　　　№１５５２ 1月 小学生 小学校で、あるいは近所で、日本伝統芸能

伝統芸能 を披露したり教えたり。

毎日ニュース 1月 ご存じですか ニュースポーツ スポーツ マレーシア生まれのセパタクロウ。
　　　　№１５５３ ｾﾊﾟﾀｸﾛｳ

毎日ニュース ２月 意気盛ん　じいちゃん劇団 劇団 平均年齢７０歳の高齢者劇団の馬橋さん。
　　　　№１５５４ 演劇 ４０数年の功績が認められて毎日社会福祉

高齢者劇団 賞を受賞。

毎日ニュース ２月 捨て犬の社会復帰訓練 捨て犬 神奈川県の動物保護センターに集められた
　　　　№１５５５ ペット 捨て犬。これをしつけてペット犬にする努力。

動物保護

毎日ニュース ３月 ファッションショーも様がわり ﾌｧｯｼｮﾝ ＴＯＫＹＯ ＣＯＬＬＥＣＴＩＯＮ ＡＮＮＥＸ東京
　　　　№１５５６ ショー ファッションデザイナー協議会が費用負担

流行 で新進デザイナーのために開いたショー。
おしゃれ （ＡＮＮＥＸ＝付録の意味）
デザイナー

毎日ニュース ３月 放置自転車のリサイクル 放置自転車 千葉市内の自転車販売店（５４店）でリサイク
　　　　№１５５７ リサイクル ル販売。

毎日ニュース ４月 キックにかける青春 スポーツ キックボクサー前田ケンサク選手２４歳の生
　　　　№１５５８ ｷｯｸﾎﾞｸｼﾝｸﾞ と意見。

ボクサー

© 毎日映画社
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