
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。 

天     文  ・  地    学 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

 V83 星の動きを調べる (S61) 19 小(高) 

 V135 日本列島の誕生 (S62) 20 中・高 

 V139 火山岩と深成岩 (S62) 24 中 

+V419 岡山の川 - 旭川 -  (H元) 10 小(中)･一般 

+V439 岡山の川 - 吉井川 - [H2](H2) 12 小(中)･中・一般 

*V457 日本列島誕生ものがたり (アニメ)(H3) 

 なぜ少ない エネルギー資源 

28 小(高)・中 

*V465 ウルトラマンのシュワッチ! 宇宙探検 (H3) 28 小・中 

+V495 岡山の川 - 高梁川 - [H3](H3) 

～ 石をたずねて ～ 

13 小(高)･中・一般 

 V503 気象衛星から見る (H2) 

 四季の天気 

21 中 

 V507 四季はどうしておこるか (H2) 13 小(高)･中 

 V508 地震予知への道 (H2) 27 中・高・一般 

 V509 地球・月・太陽 [S48](H2) 15 中 

 V510 太陽の表面 (H2) 15 中 

 V511 地層の歴史 [S48](H2) 15 中 

 V522 太陽と月を観察する (H2) 17 小(中) 

V523 地層をしらべる (H2) 19 小(高) 

 V524 川をしらべる (H2) 

- 大水の力とはたらき - 

19 小(中) 

 V549 地かくの変動 (H3) 19 中 

 V553 地層の見方 [S50](H3) 15 中 

 V577 地層 [S47](H3) 15 中 

 V578 前線の移動 [S47](H3) 15 中 

 V580 くも (H3) 16 小(中) 

 V582 火山と火成岩 (H3) 15 小(高)･中 

V591 火山のなりたちとうつりかわり (H3) 15 中 

V709 星の観察 (H5) 20 小(中) 

V719 あした天気になあれ (H5) 

- 天気の見方・調べ方 - 

10 小(高) 

V722 四季の星座 (H5) 19 小(高) 

 V725 月の動きと形をしらべる (H5) 19 小(中) 

V746 天気の変化(Ａ) (H5) 

- 大気圧と大気の流れ - 

12 小(高)･中 

V747 天気の変化(B) (H5) 

- 大気中の水の変化 - 

12 小(高)･中 

 V748 天気の変化(C) (H5) 

- 気象観測と天気予報 - 

12 小(高)･中 

 V1033 化石と地そう (H6) 19 小(高) 

 V1034 地そうのひろがりを調べる (H6) 22 小(高) 

 V1035 地そうのなりたち (H6) 20 小(高) 

 V1036 自然の中の水の変化 (H6) 18 小(中) 

 V1037 川の流れと川原のようす (H6) 10 小(中) 

 V1038 岩石をしらべる (H6) 

- 白い石と黒い石 - 

20 小(高) 

 V1078 夏の星 (H6) 

- 星ざ(神話)と星の動き - 

19 小(高) 

 V1079 冬の星 (H6) 

- 星ざ(神話)と星の動き - 

19 小(高) 

 中学校理科シリーズ 地学編 (静止画)(H6)   

 V1090 地球と太陽系① 23 中 

 身近な天体,地球の自転と天体,地球の公転  

 V1091 地球と太陽系② 23 中 

 惑星の動き,太陽系の仲間たち,太陽系外の天体  

*V2014 46億年の贈りもの (H13) 

 地球とエネルギー資源 

 誕生のものがたり 

25 小（高）・中・ 

高・一般 

*V2015 気象を科学する (H13) 

～ 緑の地球を守るために ～ 

27 中・高 

*V2019 おもしろ理科実験 [H13](H13) 

 水の惑星を守れ! 宇宙からのメッセージ 

25 小(高)・中 

    

音               学 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

 V739 音楽をつくろう〔低学年〕 (H5) 

- あそび･動き･即興から - 

35 小(低)･教師 

 V740 音楽をつくろう〔中学年〕 (H5) 

- あそび･動き･即興から - 

51 小(中)･教師 

 V741 音楽をつくろう〔高学年〕 (H5) 

- あそび･動き･即興から - 

40 小(高)･教師 

 V1533 和楽器に挑戦 (H13) 21 中 

DVD    

*D168 みんなでおどろう! レッツ ヒップホップ 

           [H19](H20) 

55 小・一般 

*D239 元気に遊ぼう! リズムでゲーム [H20](H21) 53 小 

*D278 忍者になってホップ! ステップ! ジャンプ! 

[H21] (H22) 

37 小・一般 

*D279 みんなでおどろう! よさポップ [H21](H22) 53 小・一般 

*D311 みんなに元気をあげよう! チアロビクス 

 [H22](H23) 

58 小・一般 

 音楽鑑賞を 10倍楽しむ基礎知識 [H9](H23)  

 オーケストラ編   

 D330 ①楽器紹介 23 小・中 

 D331 ②オーケストラサウンド 29 小・中 

 邦楽編   

 D332 ①楽器紹介 25 小・中 

 D333 ②邦楽アンサンブル 25 小・中 

*D407 元気に行進! レッツゴーパレード  

［H24］(H24) 

45 小・一般 

*D462 ボディスラップ おもしろリズムを作ろう!  

[H25](H25) 

40 小・一般 

+D488 ブラス響きあう [H27](H27) 

～ KND ウィンドアンサンブル物語 ～ 

35 小・中・高・一般 

    

 


