
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。 

政  治 ・ 経  済 ・ 法  律 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

V85 私たちのくらしと商店がいのはたらき (S62) 19 小(中) 

 V87 ゆうびんのしごとをする人 (S61) 20 小(低・中) 

 V195 森林資源とわたしたちのくらし [S62] 20 一般 

 V219 海ではたらく人たち (S63) 21 小(低) 

 V221 消防署のしごと (S63) 20 小(低) 

*V455 私，電気をつくる人?! (H元) 

- 智子の新エネルギー見て歩き - 

28 中･高・一般 

+V473 わたしたちの水道 [H4] 

- 三野浄水場を訪ねて - 

13 小(中) 

*V475 石油危機に備えて (H2) 

- 石油備蓄が活躍する時 - 

17 中・高・一般 

*V485 日本の海運 (H3) 30 中･一般 

V525 産業とくらしを支える陸上輸送 (H3) 10 小(高) 

 V526 産業とくらしを支える海上輸送 (H3) 10 小(高) 

 V527 テレビ局で働く人々 (H3) 10 小(中) 

 V533 現代社会と人権 (H2) 

- 同和問題を考える - 

20 小(高)・中 

 V572 安全な生活を守る (H3) 

- 夜はたらく人びと(警察) - 

20 小(中) 

 V593 経済のめざましい発展 (H3) 10 中 

  (一部カラー) 

 V691 わたしたちのくらしとガス (H5) 18 小（高） 

 V703 ＩＣ工場で働く人びと (H5) 10 小（高） 

 V716 上水道･下水道のしくみとわたしたちのくらし 

 (H5) 

20 小(中) 

*V801 原子力と環境･原子発電所のしくみ (H5) 24 中・一般 

*V803 紙･ワンダーランド (H5) 

- 豊かな暮らしを支えるパートナー - 

20 小（高） 

*V819 借りすぎ,使いすぎにご用心! (アニメ) (H4) 

- ローンとクレジットの正しい利用法 - 

15 高・一般 

*V830 日本とアジアを結ぶ海運 (H4) 

- 産業と貿易を通して - 

20 中 

*V832 国連平和維持活動 (H4) 

- カンボディアからの報告 - 

45 中 

*V836 日本と西アジア・アフリカ・中南米を結ぶ海

運 (H4) 

20 小(高)･中・高・

一般 

*V848 クイズなるほど･ザ･郵便局 (H4) 20 小(低・中) 

+V849 きれいな水をとりもどそう (H5) 

- 私たちが川の生命を縮めている - 

20 小(中・高)･中・

高・一般 

*V851 国連平和維持活動 (H5) 

- わたしたちの国際平和協力 - 

30 小(高)･一般 

*V858 日本と世界を結ぶ海運 (H6) 

- 国際貿易と国際分業 - 

20 小(高)･中 

*V859 離陸するアジア (H6) 

- 日本の援助とインドネシアの人々 - 

25 中･高･一般 

*V881 アースとムースの石油トラベル (H6)  小･中･一般 

 ・誕生･発見･輸入･備蓄 13  

 ・精製･流通･環境対策・有効利用 17  

*V882 ルーシーの挑戦 (H6) 

- エネルギー100万年の旅 - 

25 中･一般 

*V883 くらしを豊かにする (H6) 25 小 

 ゴミ焼却エネルギー   

*V887 ミチの雨傘 (アニメ) (H7) 

- 税金について - 

19 小・中 

*V890 かぶ号は風にのって (H7) 30 高・一般 

 - 株式の役割と株式投資 -   

*V892 世界は友だち (H7) 26 中･高・一般 

 - 国際社会で活躍する日本人 -   

*V893 石油ワンダーツアー (H7) 

- クイズで知る石油と備蓄 - 

16 小(高)･中・高・

一般 

*V897 世界の難民はどこに (H7) 19 中・一般 

 海運の工夫･技術シリーズ (H8)   

*V907 1 豊かさを運ぶ海の道 エネルギー資源 20 小(高)・中 

*V914 ＡＰＥＣとは何? (H8) 

- APEC の目指す方向と日本の役割 - 

26 中･高･一般 

*V922 旅客機を支える見えない力 (H8) 

- 電波と飛行機,東京→岡山便 - 

16 中・一般 

*V925 くらしに役立つ国有財産 (H8) 

この街が好きだから国有住宅 

17 一般 

*V926 教えて! ＰＫＯ (H8) 

- 国連平和維持活動のあゆみ - 

27 中･高･一般 

*V927 ＰＫＯ,モザンビーク (H8) 

- 廃虚からの再生 - 

45 中･高･一般 

*V936 よみがえる水 (H9) 

- 下水道のしくみとはたらき - 

15 小(中)・一般 

*V941 悟空の著作権入門 (アニメ)(H9) 21 小･中･一般 

*V942 エネルギーの未来 (H9) 18 中 

*V943 世界を結ぶ日本の海運 (H9) 30 中 

*V956 エネルギー知ってるつもり (H10) 

- 実験で知るエネルギーの世界 - 

20 高 

 海運の工夫･技術シリーズ (H10)   

*V962 2 豊かさを運ぶ海の道 コンテナ船 21 小(高)･中 

*V975 ビッグバンファミリー (H11)  一般 

 NO.1 金融ビッグバンってなに？ 17  

 NO.2 金融商品･金融機関の選び方 20  

*V992 消費生活教育ロールプレイング教材 (H12)  小 

 おーい、みんなおいでよ!   

 ①約束したよ 8  

 ②お手伝いって何だろう？ 8  

 ③イジメははずかしい 7  

 ④みんなで助け合い 6  

 ⑤買いたいものがいっぱい 6  

 海運の工夫・技術シリーズ 3 [H11](H12)   

*V995 3 豊かさを運ぶ海の道 地球環境と海運 21 小(高)・中 

 V1070 自動車工場で働く人びと (H7) 10 小(高) 

 V1071 製鉄所で働く人びと (H7) 10 小(高) 

 V1072 広がる工業地域 (H7) 10 小(高) 

 V1073 わたしたちのくらしと工業製品 (H7) 10 小(高) 

 V1231 わたしたちのくらしと政治シリーズ 3 (H8) 

- わたしたちのくらしと憲法 - 

14 小(高) 

 調べてみよう! 世界のくらしシリーズ (H15)   

 V1575 くらしの中から世界を見つけよう! 13 小(高) 

 V1576 世界の子どもたちの遊び 14 小(高) 

 V1577 世界の食事を調べよう! 14 小(高) 

 V1578 世界の学校をたずねてみよう! 14 小(高) 

 世界の国からこんにちは! (全 3巻セット) [H14](H16)  

V1618 ヨーロッパ編 40 小(高) 

 V1619 アメリカ･オセアニア編 40 小(高) 

 V1620 アジア編 40 小(高) 

 みるみる社会科 第 1期 [H16](H19)   

V1658 スーパーマーケットを見てみよう 9 小 

 V1659 浄水場を見てみよう 8 小 

 V1660 火力発電所を見てみよう 10 小 

 V1661 清掃工場を見てみよう 9 小 

 V1662 下水処理場を見てみよう 9 小 

 V1663 消防署の仕事を見てみよう 10 小 

 V1664 警察の仕事を見てみよう 9 小 

 V1665 米を作る農家の人びと 9 小 

 みるみる社会科 第 2期 [H16](H19)   

 V1666 かんのリサイクルを見てみよう 10 小 

 V1667 びんのリサイクルを見てみよう 10 小 

 V1668 ペットボトルのリサイクルを見てみよう 8 小 

 V1669 酪農家の仕事を見てみよう 10 小 

 V1670 製鉄所を見てみよう 10 小 

 V1671 自動車工場を見てみよう 10 小 

 V1672 トラック輸送を見てみよう 10 小 

 みるみる社会科 第 3期 [H15](H19)   

 V1673 原子力発電所を見てみよう 11 小 

 V1674 ニュース番組をつくる人びと 10 小 

 V1675 新聞社の仕事を見てみよう 11 小 

*V2010 That's預金保険制度 (H13) 17 中・高・一般 

*V2011 考えてみよう、私たちの未来、21世紀の税

制 (H13) 

20 中・高・一般 

*V2020 お客さまの資産は守られています! (H13) 

－ 証券会社の分別保管 － 

19 高・一般 

*V2022 いっしょに考えよう (H13) 26 一般 



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。 
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21世紀の日本と首都機能移転 

*V2023 共に生きる都市と農村 (H13) 24 中・一般 

*V2024 地球見聞録 パラグアイ篇  (H14) 57 中・一般 

*V2025 にっぽん発見! 世界の旅 (H14) 46 中・一般 

*V2030 海の大動脈 内航海運 (H14) 19 小(高)･中 

*V2031 How To 資産運用! (H15) 38 一般 

*V2033 That's預金保険制度 改定版 (H15) 17 中・高・一般 

DVD    

*D127 日本の海運 [H19](H19) 

－ 人々の暮らしを支えて － 

18 中･一般 

 映像で語る わたしたちの日本国憲法 全 6巻 [H16](H20) 

 D219 ①日本国憲法の成り立ち 

  憲法の基本原理 

天皇制について 

戦争の放棄とは 

194 中･一般 

 D220 ②基本的人権とは 

参政権とは 

裁判を受ける権利とは 

精神の自由とは 

194 中･一般 

 D221 ③表現の自由とは 

経済活動の自由とは 

  身体の自由とは 

人間らしい生活とは 

194 中･一般 

D222 ④国会の組織 

国会の役割 

内閣とは 

憲法の番人 

184 中･一般 

 D223 ⑤国の予算など 

地方自治と分権 

この憲法は時代遅れか 

憲法と条約 

191 中･一般 

 D224 ⑥資料編 1 

  世界の憲法 

イギリスの憲法 

アメリカ合衆国の憲法 

フランスの憲法 

ドイツの憲法 

189 中･一般 

   資料編 2 

明治憲法の成り立ち 

明治憲法の仕組みと運用 

社会主義国の憲法 

発展途上国の憲法 

世界の憲法の現状と未来 

214 中･一般 

    

    

 


