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放送年 映像元 タイトル 時間(分 秒) 放送年 映像元 タイトル 時間(分 秒)

昭和16年(1941) 日本ニュース第３９号昭和１６年 週間話題 体操用具を自作の小学生 0:57 昭和61年(1986) ＮＨＫニュース 廃物利用で楽器 1:59
昭和23年(1948) 日本ニュース 用意…ドン！ 0:45 昭和61年(1986) ＮＨＫニュース 岡崎の花火大会 1:50
昭和29年（1954) 朝日ニュース 三河花火 1:03 昭和61年(1986) ＮＨＫニュース 日航機事故犠牲者追悼の観音像完成 1:12
昭和30年(1955) ＮＨＫ「映像の世紀」 山に生きる 21:52 昭和61年(1986) ＮＨＫニュース 町並のスケッチ展～フィールド原画展～ 0:45
昭和33年(1958) ＮＨＫニュース 落葉スキーを楽しむ小学生 1:07 昭和61年(1986) ＮＨＫニュース コンサートを前に特訓の高校生～岩津高校オーケストラ部～ 1:13
昭和33年(1958) ＮＨＫニュース 本多光太郎の胸像除幕式 2:29 昭和62年(1987) ＮＨＫニュース リニアモーターカー「HSST」が岡崎公園へ 1:29
昭和34年(1959) ＮＨＫニュース 岡崎城が完成 2:38 昭和62年(1987) ＮＨＫニュース 葵博 岡崎’８７に展示のHSST 走行テスト開始 1:34
昭和35年(1960) ＮＨＫニュース 滝山寺の鬼祭り 修正会の最終日の勇壮な火振り祭り 1:12 昭和62年(1987) ＮＨＫニュース 乙川の真中にジャンボ噴水が完成 1:19
昭和35年(1960) ＮＨＫニュース 岡崎公園に花時計 1:54 昭和62年(1987) ＮＨＫニュース 葵博 岡崎’８７の開幕 1:29
昭和35年(1960) 岡崎市民 うつりかわる町 7：38 昭和63年(1988) ＮＨＫニュース 花火の生産 1:28
昭和37年(1962) 岡崎市民 岡崎市内電車 5：30 昭和63年(1988) ＮＨＫニュース 国道の公害防止 龍城橋が完成 1:29
昭和38年(1963) ＮＨＫニュース 実りの秋にスズメ狩り 2:35 平成元年(1989) ＮＨＫニュース ｢真宮遺跡｣が史跡公園に整備 1:08
昭和45年(1970) ＮＨＫニュース 三菱自動車岡崎工場テストコース 2:35 平成元年(1989) ＮＨＫニュース スクランブル歩道橋完成 1:37
昭和46年(1971) ＮＨＫニュース 台風２３号の被害 1:39 平成元年(1989) ＮＨＫニュース 岡崎城に能楽堂が完成 1:35
昭和48年(1973) 岡崎市民 挙母線 13：14 平成2年(1990) ＮＨＫニュース 水のある風景～乙川噴水付近～ 1:49
昭和49年(1974) ＮＨＫ「新日本紀行」 煙火師（ハナビシ）群像～愛知県三河地方～ 28:55 平成2年(1990) ＮＨＫニュース 岡崎公園にカラクリ時計 お目見え 1:23
昭和51年(1976) ＮＨＫニュース 八丁みその仕込み 1:21 平成2年(1990) ＮＨＫニュース ＪＲ岡崎駅 新駅舎完成 1:07
昭和52年(1977) ＮＨＫニュース 源氏ボタル養殖 1:01 平成2年(1990) ＮＨＫニュース CATV開局 1:27
昭和53年(1978) ＮＨＫニュース 北野廃寺の跡復元になる 1:20 平成3年(1991) ＮＨＫニュース 矢作川の川底から井戸の跡 1:27
昭和56年(1981) ＮＨＫニュース カーター元大統領自動車工場見学 1:15 平成3年(1991) ＮＨＫニュース 街並み探訪～八帖町～ 3:40
昭和57年(1982) ＮＨＫニュース 家康の本の目録 1:03 平成3年(1991) ＮＨＫニュース 街並み探訪～藤川町～ 3:40
昭和57年(1982) ＮＨＫニュース 家康の館開館 1:44 平成3年(1991) ＮＨＫニュース 岡崎市総合体育館が完成 1:15
昭和57年(1982) ＮＨＫニュース 岡崎国立共同研究機構の完成式 1:54 平成4年(1992) ＮＨＫニュース 岡崎大橋の開通式が行われる 0:53
昭和57年(1982) 岡崎市民 我が村能光 15:56 平成4年(1992) ＮＨＫニュース ミニバスケット全国優勝目指す老監督 1:37
昭和58年(1983) ＮＨＫニュース 家康の旗印 1:16 平成4年(1992) ＮＨＫニュース 本多光太郎資料館が完成 1:18
昭和58年(1983) ＮＨＫニュース 家康史跡と歩け歩け大会 1:12 平成4年(1992) ＮＨＫニュース 石うすづくり 1:06
昭和58年(1983) ＮＨＫ「北陸東海」 ジャズと外科とミュージシャン 28:30 平成5年(1993) ＮＨＫニュース 線香花火づくり 1:17
昭和58年(1983) ＮＨＫ「北陸東海」 三河武士・徳川家康 29:07 平成5年(1993) 岡崎市 滝山寺の「鬼まつり」を支える十二人衆 13:50
昭和58年(1983) 岡崎市視聴覚ライブラリー 発掘調査を追って－岩津前田遺跡－ 15:00 平成5年(1993) 岡崎市 我がまちの歴史と文化を支える～六ツ美悠紀斎田保存会～ 13:48
昭和59年(1984) ＮＨＫニュース 手作りの里 岡崎の名工 2:42 平成5年(1993) 岡崎市 岡崎の伝統 三河花火を守る 10:00
昭和59年(1984) ＮＨＫニュース 三河木綿 2:07 平成5年(1993) 岡崎市 山里にいまも伝わるどぶろくまつり～蔵次町～ 10:00
昭和59年(1984) 岡崎市視聴覚ライブラリー 家康－三河平定までの歩み－ 13:50 平成5年(1993) 岡崎市視聴覚ライブラリー ゲンジボタルの里 12:00
昭和60年(1985) ＮＨＫニュース 奥殿陣屋復元 1:03 平成6年(1994) NHK「日本まん中紀行」 二七市の残る街角～岡崎市 八幡町～ 28:00
昭和60年(1985) ＮＨＫニュース 岡崎地域文化広場 2:58 平成6年(1994) 岡崎市 人・技～三河仏壇～ 13:50
昭和60年(1985) ＮＨＫニュース 古い納札見つかる 3:44 平成6年(1994) 岡崎市 人・技～和ろうそくづくり～ 10:00
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平成6年(1994) 岡崎市 ガラ紡の里 11:38 平成12年(2000) ＮＨＫニュース 岡崎城東側の菅生曲輪から武家屋敷跡が出土 1:09
平成6年(1994) 岡崎市 人・技～武者幟づくり～ 10:00 平成12年(2000) ＮＨＫニュース 映像コーナー～東海道岡崎宿 1:35
平成6年(1994) 岡崎市 日本の風情をつくる～線香花火職人～ 12:00 平成12年(2000) 岡崎市視聴覚ライブラリー 外山古墳－古墳が語りかけてくるもの－ 11:00
平成6年(1994) 岡崎市 伝統と創造への挑戦～石都・岡崎を支える技と心～ 10:00 平成13年(2001) ＮＨＫニュース 「乙川堤防を桜並木に」市民の願いで桜を植樹 1:05
平成7年(1995) ＮＨＫニュース 木造校舎のお別れ会 1:04 平成13年(2001) ＮＨＫニュース 小学生たちが卒業生に送るツタンカーメンのえんどう豆を収穫 1:05
平成7年(1995) 岡崎市 遺跡に見る古の生活～小針遺跡～ 10:00 平成13年(2001) ＮＨＫニュース タイムカプセルを開封 1:12
平成7年(1995) 岡崎市視聴覚ライブラリー 知られざる大地震－三河地震を探る－ 11:00 平成13年(2001) ＮＨＫニュース 映画の看板を描き続けて４０年 4:51
平成7年(1995) 岡崎市民 サンピア岡崎 15:13 平成13年(2001) 岡崎市 未来へ続く街道浪漫～旧東海道岡崎宿・藤川宿～ 15:10
平成8年(1996) ＮＨＫニュース 岡崎市美術博物館が完成 1:16 平成13年(2001) 岡崎市 伝統を受け継ぐ 岡崎の花火師 13:00
平成8年(1996) ＮＨＫ「きょうの料理」 全国うまいもの名鑑 三河の熟成の味・八丁みそ 24:25 平成13年(2001) 岡崎市 センセイは伝統工芸士 13:00
平成8年(1996) ＮＨＫニュース あかしょうびん 1:00 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第1回～矢作の町～ 3:30
平成8年(1996) NHK「ふるさと自然発見」 城の小さな狩人・クモ 10:00 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第2回～八帖の町～ 4:00
平成8年(1996) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～ガラ紡～ 3:00 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第3回～板屋の町～ 4:00
平成8年(1996) ＮＨＫニュース ５０年間市民に親しまれたダンスホールが閉鎖へ 1:07 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第4回～田町・材木町 4:00
平成8年(1996) 岡崎市民 お地蔵さん 17:43 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第5回～連尺・伝馬 4:00
平成9年(1997) ＮＨＫニュース 岩津発電所が100周年 1:20 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第6回～両町・若宮町 4:00
平成9年(1997) ＮＨＫニュース エフエム岡崎が開局 1:30 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第7回～JR岡崎駅周辺～ 4:00
平成9年(1997) ＮＨＫニュース 岡崎城の堀の浄化でコイの引っ越し 0:53 平成13年(2001) 岡崎市 おかざき路上探検 第8回～東蔵前町・岩津町～ 4:00
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～寒中水泳～ 3:00 平成14年(2002) ＮＨＫニュース 地下道に小学生たちが卒業記念に制作したタイル画 1:20
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～桜まつり～ 3:00 平成14年(2002) ＮＨＫニュース 「武者絵のぼり」作り 1:17
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～花と産業科学大博覧会①～ 3:00 平成14年(2002) 岡崎市視聴覚ライブラリー 岡崎にも海があった－縄文海進－ 11:00
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～花と産業科学大博覧会②～ 3:00 平成15年(2003) ＮＨＫニュース 岡崎市中核市へ事務の引き継ぎ式 1:28
平成9年(1997) 岡崎市 老桜にかけた村人たち～奥山田しだれ桜保存会～ 13:00 平成15年(2003) ＮＨＫニュース 岡崎市が今日から中核市に移行 1:10
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～葵博-岡崎’８７①～ 4:00 平成15年(2003) ＮＨＫニュース 岡崎伊賀川で川祭り 1:09
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～葵博-岡崎’８７②～ 3:00 平成15年(2003) 岡崎市 35年間ありがとう アイススケート場～岡崎市スポーツガーデン～ 9:10
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～雨台風23号～ 3:00 平成15年(2003) 岡崎市 通水70周年を迎えて～岡崎市水道局の歩み～ 9:10
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～伊勢湾台風～ 3:00 平成15年(2003) 岡崎市 岡崎市スポーツガーデン「あの夏の歓声よ、永遠に･･･」 9:10
平成9年(1997) 岡崎市 おかざき再発見!! おかざき今昔～おかざきっ子展～ 3:00 平成16年(2004) ＮＨＫニュース 岡崎 武家の伝統息づく町 7:24
平成9年(1997) 岡崎市視聴覚ライブラリー ヒメハルゼミ－山中八幡宮の生きた化石－ 12:00 平成16年(2004) ＮＨＫ「音のある風景」 里山を版木に刻んで 10:00
平成9年(1997) 岡崎市視聴覚ライブラリー 岡崎城－その成立と発展－ 12:00 平成16年(2004) ＮＨＫニュース ゆかりの浄瑠璃３００年ぶりに上演 4:05
平成10年(1998) ＮＨＫニュース 文化勲章受章の故木村資生さんの銅像が完成 0:45 平成16年(2004) 岡崎市 おかざき橋の浪漫 9:10
平成10年(1998) ＮＨＫニュース 外山古墳から５４基の埴輪を発掘 1:34 平成16年(2004) 岡崎市 市内に残る歴史ある建物 12:10
平成11年(1999) ＮＨＫニュース 国の重要文化財に「旧額田郡公会堂」と「旧額田郡物産陳列所」 0:55 平成16年(2004) 岡崎市 金魚花火 12:10
平成11年(1999) 岡崎市民 昭和三十年代の岡崎－もはや戦後ではない 15:05 平成16年(2004) 岡崎市視聴覚ライブラリー 石にかける思い－女性石工の挑戦－ 11:00
平成12年(2000) ＮＨＫニュース 「紫麦」実る 1:10 平成16年(2004) 岡崎市視聴覚ライブラリー ホタルの舞う川－自然のバランスを保つには－ 11:00
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平成17年(2005) ＮＨＫニュース 岡崎市の再開発施設概要 1:33
平成17年(2005) ＮＨＫニュース モクズガニ漁 1:05
平成17年(2005) ＮＨＫニュース 東海の技～手織りで守る三河木綿 5:25
平成17年(2005) ＮＨＫニュース 純情きらり 地元の中学生がロケ参加 2:22
平成17年(2005) 岡崎市 ふれあい交差点 岡崎の朝市 12:10
平成17年(2005) 岡崎市 愛知万博で伝えた技と心～おかざき匠の会の挑戦～ 12:10
平成17年(2005) 岡崎市視聴覚ライブラリー ご要望の音に－小さな太鼓屋のこだわり－ 12:00
平成18年(2006) ＮＨＫニュース 新「岡崎市」誕生 1:30
平成18年(2006) ＮＨＫニュース 東海の技～伝統の灯 和ろうそく 5:25
平成18年(2006) ＮＨＫニュース 純情きらり市民鑑賞会 1:15
平成18年(2006) ＮＨＫニュース 東海の技～兄弟で守る矢づくり 5:40
平成18年(2006) ＮＨＫニュース ニホンザルに氷のおやつ 1:24
平成18年(2006) ＮＨＫニュース ときめきの旅～岡崎市額田地区 山の恵みあふれる里 7:50
平成18年(2006) ＮＨＫニュース 映像コーナー～しめ縄づくり 1:10
平成18年(2006) ＮＨＫニュース 報道室リポート ジャズのふるさと岡崎 5:49
平成18年(2006) ＮＨＫニュース "純情きらり"効果で町おこし ドラマ出演者手形碑 1:00
平成19年(2007) ＮＨＫニュース 武者的神事 1:28
平成19年(2007) ＮＨＫニュース 岡崎市街地（空中撮影） 3:08
平成19年(2007) ＮＨＫニュース 明見のお当 1:11
平成19年(2007) 岡崎市視聴覚ライブラリー 自然が育てるおいしいお茶－宮崎茶のこだわり－ 9:00
平成20年(2008) 岡崎市視聴覚ライブラリー 酒蔵を守る－女性蔵人の挑戦－ 14:00
平成20年(2008) NHKニュース 愛知 岡崎 時間雨量146㍉(午前2時00分) 1:02
平成20年(2008) NHKニュース 地元の映像記録を備えた新図書館 1:57
平成20年(2008) NHKニュース 動物保護の施設が始動 00：58
平成20年(2008) NHKニュース 地球エコ2008 子どもが守るホタルの里 6：34
平成21年(2009) NHKニュース 教室訪問 最後の夏休みの思いで作り 岡崎市立鳥川小学校 5:29
平成22年(2010) NHKニュース 映像コーナー 巣立ちのメロディー 岡崎市立千万町小学校 1:16
平成23年(2011) NHKニュース いざ出陣！岡崎の武将隊 4:40
平成24年(2012) NHKニュース 廃校を利用 「ホタル学校」オープンへ 1:03
平成24年(2012) NHKニュース 昭和初期の邸宅復元 公開へ 0：58
平成27年(2015) NHKニュース お田植まつり 0：58
平成28年(2016) NHKニュース 新東名高速道路 新区間開通で式典 0：58

は令和１年度「りぶら映像アーカイブス」新規追加
（※追加映像はむかし館常設展示より以降）
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