
DVD・VHS 

 

 

「＊」印は、官公庁、企業等から寄贈された教材です。                             ( )は購入年度、[ ]は制作または公開年です。 

「＋」印は、岡山市、岡山県等が制作した郷土教材です。                            VHS とシリーズは色を変えています。 

国               語 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

*V861 美しく豊かな言葉をめざして 平成 5年度  小・中・高・一般 

 ①国際化時代の日本語 (H6) 20  

 ②くらしの中の音声 - アクセント - (H6) 19  

*V888 美しく豊かな言葉をめざして 平成 6年度  小・中・一般 

 ①心を結ぶ言葉 (H7) 

－ 豊かなコミュニケーション －  

18  

 ②｢あいうえお｣と｢いろは｣ 21  

+V899 カブトガニのひみつ (H7)[H6] 7 小（中） 

 カブトガニを守る 6 小（中） 

*V908 美しく豊かな言葉をめざして 平成 7年度  小・中・一般 

 ①論理的な話し方 (H8) 

－ ディベートを活用して － 

24  

 ②やまとことばの世界 

－ その豊かな想像力 － 

16  

*V938 美しく豊かな言葉をめざして 平成 8年度  小・中・一般 

 ①自己紹介から始まるあなたと私 (H9) 18  

 ②あいさつが心を結ぶ 15  

*V955 美しく豊かな言葉をめざして 平成 10年度  小・中・一般 

 ①おわびとお礼 (H10) 

－ 心を言葉で伝える － 

20  

 ②言葉の使い分け 

－ 丁寧な言葉と友だち言葉 － 

17  

*V991 美しく豊かな言葉を目指して 平成 11年度  成人・一般 

 伝わっていますか？   

 ①ドラマ編 

－ 分かりやすい説明 － 

25  

 ②解説編 

－ 分かりやすい説明のために － 

14  

*V993 美しく豊かな言葉をめざして 平成 10年度  小・中・高・一般 

 ①対話を組み立てる (H12) 22  

 ②一言の大切さ 13  

V1003 どうぶつの赤ちゃん (H6) 14 小（低） 

V1004 たんぽぽのひみつ (H6) 14 小（低） 

V1005 チンパンジー・アイ (H6) 16 小（低） 

V1006 ありの世界 (H6) 14 小（中） 

V1007 オトシブミのロ－ルキャベツ (H6) 14 小（中） 

V1008 キョウリュウのなぞ (H6) 19 小（中） 

V1009 地球は生きている (H6) 18 小（高） 

V1010 自然を守る・尾瀬 (H6) 20 小（高） 

V1228 狂言 (H8) 37 中・高・一般 

V1272 狂言 － 鑑賞入門 － (H9) 25 中・高・一般 

V1625 能 － 鑑賞入門 － [H元](H16) 25 中・高・一般 

*V2013 表現を豊かにするために 平成 12年度 

～ 「かわいい」ってどういうこと? ～ (H13) 

42 高・一般 

 ①ドラマ編 23  

 ②解説編 19  

*V2027 豊かな言語生活をめざして① 

相手を理解する (H14) 

－ 言葉の背景を見つめると・・・ － 

37 中・高・一般 

*V2047 豊かな言語生活をめざして② 45 中・高・一般 

 コミュニケーションの丁寧さ (H15) 27  

 第 1話 どんなときに丁寧な言葉をつかいますか?  

 第 2話 同じ相手でも言葉づかいが変わるとき  

 第 3話 同じことでも言い方しだい   

 第 4話 わかりやすさも丁寧さ   

 第 5話 見えない相手・大勢の相手へのコミュニケーション 

 第 6話 言葉だけではない丁寧さ   

 「ほめる」というはたらきかけ 18  

 第 1話「ほめる」とは?   

 第 2話 ほめる人、ほめられる人   

 第 3話 ほめられることで気持ちが変わる   

 第 4話 「ほめる」に代わる言葉は?   

*V2055 豊かな言語生活をめざして③ 52 中・高・一般 

 方言の旅 (H16)   

 第 1話 方言と出会う 27  

 第 2話 方言を考える 25  

*V2076 豊かな言語生活をめざして⑤ 32 中・高・一般 

 日本語の音声に耳を傾けると･･･ (H18)   

 第 1話 気持ちや意図を伝える音声 10  

 第 2話 方言の中の音声 14  

 第 3話 外国人の話す日本語の音声 8  

DVD    

*D145 もうひとつのウサギとカメ [H18] 

- 映像のよみときを学ぶ授業 - (H19) 

73 教師(高)・一般 

*D146 私たちのメッセージを伝えよう 

～ 公共広告をつくる ～ [H18](H19) 

32 小(高) 

 児童文学ライブラリー (H24)   

D384 やまなし [H元] 15 小 

D385 わらぐつの中の神様 [H2] 24 小 

D386 ちいちゃんのかげおくり [H3] 17 小 

D387 王さまでかけましょう [H4] 12 小 

D388 大造じいさんとガン [H4] 20 小 

    

 


