
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。 

生             物 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

V69 消化のしくみ (S61) 15 小(高) 

V71 血管のひろがりと血液 (S61) 15 小(高) 

 V79 冬のころ (S61) 

- 虫はどこにいるか - 

18 小(中) 

 V81 水中の小さな生物たち (S61) 20 小(高) 

 - 一匹を支える一兆 -   

 V141 土の中の分解者 (S62) 23 中 

V143 シダ類とコケ類のつくりとふえかた 19 中 

 - 水中から陸上へ - (S62)   

 V211 心ぞうのしくみ (S63) 15 小(高) 

 V231 肺のしくみ (S63) 15 小(高) 

+V243 森林の四季 - 岡山の森林をたずねて -  

[S63] 

20 一般 

 ビデオ科学館 (H元）   

 V297 アゲハチョウ 22 小･中･一般 

 V299 アリ 24 小･中･一般 

 V301 オオカマキリ 24 小･中･一般 

 V303 ナナホシテントウ 24 小･中･一般 

 V305 クワガタムシ 22 小･中･一般 

 V307 アメリカザリガニ 24 小･中･一般 

V309 トノサマバッタ 26 小･中･一般 

 V311 ミツバチ 29 小･中･一般 

 V313 アマガエル 26 小･中･一般 

V315 カブトムシ 22 小･中･一般 

 V317 ニイニイゼミ 22 小･中･一般 

 V319 メダカ 23 小･中･一般 

 V321 ギンヤンマ 24 小･中･一般 

 森林のサイエンス・シリーズ (H2)   

*V447 1 森林の働き 16 中 

*V489 2 森林の成り立ちと営み 16 中 

V501 ファーブル昆虫記の世界 (H2) 

- カリバチの習性と本能 - 

29 小(中･高)・中・

高・一般 

V502 私たちの野外観察 (H2) 

- 樹液に集まる昆虫しらべ - 

20 中 

V504 自然のしくみ (H2) 

- 生物の数と密度 - 

24 中・高 

V505 川の生物と環境 (H2) 21 中・一般 

V516 見る - 目の話 - (H2) 10 小(中) 

 V517 聞く - 耳の話 - (H2) 10 小(中) 

 V518 さわる - 皮ふの話 - (H2) 10 小(中) 

 V519 体を動かす - 骨と筋肉の話 - (H2) 10 小(中) 

 V520 男女の体のつくり (H2) 10 小(高) 

 V547 ミミズ - 体のつくりと生活 - (H3) 24 中 

 V548 カエルの解剖 (H3) 15 中 

 V550 細胞と成長 (H3) 

- カエルの卵の変化を追って - 

16 中 

 V581 にょうとじんぞう (H3) 15 小(高) 

 V583 成長と体の変化 (H3) 10 小(高) 

 V584 動物のオスとメス (H3) 10 小(高) 

 V585 赤ちゃんこんにちは (H3) 10 小(高) 

 V586 動物の赤ちゃん (H3) 10 小(高) 

 V587 花粉のはたらき (H3) 18 小(高) 

 V588 ジャガイモの育ちかたを調べる (H3) 20 小(中) 

 V589 冬のこん虫 (H3) 15 小(中) 

 V590 植物のつくりとはたらき (H3) 19 小(高) 

 小学校理科人体シリーズ〈6年編〉 (H4)   

 V650 呼吸のしくみ 10 小(高) 

 V651 消化のなぞ 10 小(高) 

 V652 体をめぐる血液 10 小(高) 

 V653 2本足のふしぎ － ヒト － 10 小(高) 

 V654 かしこい動物 － ヒト － 10 小(高) 

 V655 人と植物のかかわり 10 小(高) 

 V656 ヒトと環境 10 小(高) 

 小学校理科人体シリーズ〈4年編〉 (H4)   

 V657 1日の変化とそのリズム 10 小(中) 

 V658 運動による体温･脈拍･呼吸数の変化 10 小(中) 

 V659 季節の変化と私たちの体 10 小(中) 

 V660 動物の体温･脈拍･呼吸数 10 小(中) 

 V692 メダカの卵 (H5) 19 中･高 

 V708 魚の観察のし方  (H5) 

- フナの解剖 - 

10 小(高) 

 V720 野山をあるく - 春･夏･秋･冬 -  (H5) 19 小(中) 

 V721 食物の消化と吸収 (H5) 18 小(高) 

 V723 いのちのつながり (H5) 

- 人の発生と成長 - 

15 小(高) 

V726 花から実へ - トウモロコシの秘密 -  (H5) 21 小(高) 

V727 男女のからだ (H5) 9 小(高) 

 ビデオ科学館 (H5)   

V760 ヤドカリ 24 小･中･一般 

 V761 ホタル 26 小･中･一般 

 V762 カタツムリ 24 小･中･一般 

 V763 アカテガニ 25 小･中･一般 

 V764 ハンミョウ 24 小･中･一般 

 V765 タイコウチ 22 小･中･一般 

 森林のサイエンス・シリーズ   

*V831 3 森林と暮らし (H5) 30 中 

*V870 アブラゼミの羽化 (H6) 35 小･一般 

+V871 日応寺自然の森の生物たち (H6) 35 小･一般 

*V879 ハクガン (H6) 

- 北極からの旅を追って - 

24 小･中 

 森林のサイエンス・シリーズ   

*V898 4 森林の恵み (H7) 16 中 

*V952 脳科学への招待 (H10) 24 高・一般 

 V1030 遺伝の法則をたしかめる (H6) 24 中 

 V1031 原生動物の世界 (H6) 19 中 

V1032 生物界のつながりを見る (H6) 

- アリマキをめぐるコン虫たち - 

21 中 

 人間と自然 (H6)   

V1065 第 1巻 わたしたちの地球号・太陽と地球 15 小(高) 

 V1066 第 2巻 一生懸命生きる生物たち 15 小(高) 

 V1067 第 3巻 自然の中の人間･自然を大切にす

るということ 

15 小(高) 

 V1080 生物のふえ方と遺伝 (H6) 18 中 

 V1081 生命のピラミッド (H6) 20 中 

 V1083 細胞と生物の成長 (H6) 18 中 

 V1118 増えていく二酸化炭素 (H7) 15 小(高) 

 V1119 酸っぱい雨 (H7) 15 小(高) 

 ビジュアル博物館 (H8)   

V1185 第 1巻  ネコ科の動物 30 小(高)・一般 

 V1186 第 2巻  爬虫類    30 小(高)・一般 

 V1187 第 3巻  鳥類    30 小(高)・一般 

 V1188 第 4巻  イヌ科の動物 30 小(高)・一般 

 V1189 第 5巻  魚類    30 小(高)・一般 

 V1190 第 6巻  両生類    30 小(高)・一般 

 V1191 第 7巻  恐竜    30 小(高)・一般 

 V1192 第 8巻  象          30 小(高)・一般 

 V1193 第 9巻  馬          30 小(高)・一般 

 V1194 第 10巻  鮫          30 小(高)・一般 

 V1195 第 11巻  昆虫    30 小(高)・一般 

 V1196 第 12巻  ジャングル  30 小(高)・一般 

 V1197 第 13巻  骨格  30 小(高)・一般 

 野生の驚異 (H8)   

 V1198 第 1巻  誕生    50 小(高)・一般 

 V1199 第 2巻  子育て    50 小(高)・一般 

 V1200 第 3巻  食糧の獲得  50 小(高)・一般 

 V1201 第 4巻  狩りと逃走  50 小(高)・一般 

 V1202 第 5巻  渡りと回遊  50 小(高)・一般 

 V1203 第 6巻  巣づくり   50 小(高)・一般 

 V1204 第 7巻  共存    50 小(高)・一般 



DVD・VHS 
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 V1205 第 8巻  たたかい   50 小(高)・一般 

 V1206 第 9巻  仲間とライバル 50 小(高)・一般 

 V1207 第 10巻  意志の伝達  50 小(高)・一般 

 V1208 第 11巻  求愛行動   50 小(高)・一般 

 V1209 第 12巻  子孫を残す営み 50 小(高)・一般 

 V1479 ゼニゴケの生活 (H12) 11 中 

*V2029 生命に満ちた島 (H14) 

～ 屋久島の森を探る ～ 

20 中 

*V2065 森林生態系の保全 (H16) 

－ 緑の回廊の試み － 

23 小(高)・中 

DVD    

+D467 珍しい蝶! ミカドアゲハ - 曹源寺 -  

[H26](H26) 

10 小・一般 

D552 

 

 

D553 

小さな世界はワンダーランド Vol. 1 

（英語･日本語吹替、日本語字幕･字幕なし

選択可)  (H28) 

小さな世界はワンダーランド Vol. 2 

（英語･日本語吹替、日本語字幕･字幕なし

選択可)  (H28) 

本編 98 

特典 21 

 

本編 50 

特典 22 

小・中・高・一般 

 

 

小・中・高・一般 

    

 


