
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。 

歴               史 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

 V73 近代百年の歩み(2) (S61) 

明治(2) 新しい産業の発達 

20 

モノクロ 

小(高)･中 

 V75 近代百年の歩み(5) (S61) 

昭和(2) 混乱から復興へ 

20 

モノクロ 

小(高)･中 

V117 がれきのにほんれっとう [S61](S62) 

- 主要都市篇 - 

70 小･中･一般 

V155 近代百年の歩み(1) (S63) 

明治(1) 文明開化の世の中 

20 

モノクロ 

小(高)･中 

V157 近代百年の歩み(3) (S63) 

大正 民衆の時代 

20 

モノクロ 

小(高)･中 

V159 近代百年の歩み(4) (S63) 

昭和(1) 戦争と国民生活 

20 

モノクロ 

小(高)･中 

 V161 近代百年の歩み(6) (S63) 20 小(高)･中 

 昭和(3) 発展する日本 (一部カラー) 

V163 近代百年の歩み(7) (S63) 

昭和(4) 国際社会の中の日本 

20 小(高)･中 

V213 大むかしの生活 (S63) 20 小(高) 

 V215 登呂の米づくり - 弥生時代の文化 -  

(S63) 

21 小(高) 

 V217 古墳の時代 (S63) 19 小(高)･中 

 V257 やまとの朝廷 (H元) 20 

モノクロ 

小(高)･中 

V259 聖徳太子と法隆寺 (H元) 19 小(高) 

 V261 奈良の都 - 東大寺と国分寺 -  (H元) 15 

モノクロ 

小(高)･中 

V263 遣唐使船 - 遣唐使の人々 -  (H元) 20 小(高) 

 V265 平安京の貴族 (H元) 16 小(高)･中 

  (一部カラー) 

 V267 平安時代の都と地方 (H元) 20 

モノクロ 

小(高)･中 

 V269 いざ 鎌倉 - 鎌倉幕府と御家人 -  (H元) 21 小(高) 

 V271 蒙古の来襲 (H元) 18 小(高)･中 

 V273 金閣と義満 (H元) 18 小(高)･中 

 V275 銀閣と義政 (H元) 18 小(高)･中 

 V277 秀吉と天下の統一 (H元) 20 小(高) 

 V279 キリシタンとヨーロッパの文化 (H元) 20 小(高) 

 V379 将軍と大名 (H2) 16 

モノクロ 

小(高)・中 

 V381 江戸幕府と大名 (H2) 20 小(高) 

 V383 江戸幕府と鎖国 (H2) 14 

モノクロ 

小(高)・中 

 V385 士農工商 (H2) 20 

モノクロ 

小(高)・中 

 V387 江戸時代の川と海の交通 (H2) 20 小(中) 

 V514 明治維新をめざした人々 (H2) 21 小(高) 

 V515 自由民権と国会開設 (H2) 

伊藤博文と板垣退助 

20 小(高) 

 V528 市のうつりかわり (H2) 20 小(中） 

 V529 しごとやくらしのうつりかわり (H2) 20 小(中） 

 V534 東海道の旅 (H2) 

- 江戸時代の陸上交通 - 

20 小(中） 

 V535 町人の文化 -歌舞伎と浮世絵- (H2) 20 小(高) 

 V536 蘭学をおさめた人びと (H2) 20 小(高)・中 

 V537 藩校と寺小屋 (H2) 22 小(高)・中 

 V538 鎖国の世の中 (H2) 20 

モノクロ 

小(高)・中 

 V539 開国 - 黒船来航 - (H2) 20 

モノクロ 

小(高)・中 

 V540 幕末から維新へ (H2) 20 小(高)・中 

 V541 大久保利通 (H2) 22 小・中・高・一般 

 V542 江戸から東京へ (H2) 18 小（高）・中 

  (一部カラー) 

 V543 鉄道の開通 (H2) 15 小（中） 

 V546 昭和天皇の時代 (H2) 40 小・中・高・一般 

 V571 江戸時代の身分制度 (H3) 20 小(高)・中 

 V596 地域に残る歴史のあと (H3) 20 小(高) 

 V600 地域の歴史を探る (H3) 10 小(高) 

 V601 吉野ヶ里遺跡を見る (H3) 20 小(高) 

 V602 貝塚を残した人びと (H3) 10 小(高) 

 V603 古墳と豪族 (H3) 10 小(高) 

 V604 聖徳太子と飛鳥文化 (H3) 11 小(高) 

 中大兄皇子と大化の改新 12  

 V605 聖武天皇と大仏開眼 (H3) 13 小(高) 

 藤原道長と平安貴族 11  

 V606 源頼朝と鎌倉幕府 (H3) 11 小(高) 

 北条時宗と蒙古襲来 11  

 V607 足利義満と室町幕府 (H3) 11 小(高) 

 織田信長と戦国時代 13  

 V608 豊臣秀吉と天下統一 (H3) 13 小(高) 

 徳川家康と江戸幕府 14  

 V609 西郷隆盛と明治維新 (H3) 15 小(高) 

 伊藤博文と国際的地位の向上 15  

 V704 条約改正につくした人びと (H5) 

- 陸奥宗光･不平等条約 - 

10 小(高) 

+V857 海を陸地へ - 児島湾の干拓 -  [H5](H6) 22 小(中) 

 V1074 雪舟と水墨画 (H6) 10 小(高) 

 V1075 日本風の文化 (H6) 10 小(高) 

 オリンピック 100年の歴史 全 16巻 (H8)   

 V1210 ① 55 小･中･一般 

 V1211 ② 55 小･中･一般 

 V1212 ③ 55 小･中･一般 

 V1213 ④ 55 小･中･一般 

 V1214 ⑤ 55 小･中･一般 

V1215 ⑥ 55 小･中･一般 

 V1216 ⑦ 55 小･中･一般 

 V1217 ⑧ 55 小･中･一般 

 V1218 ⑨ 55 小･中･一般 

 V1219 ⑩ 55 小･中･一般 

 V1220 ⑪ 55 小･中･一般 

 V1221 ⑫ 55 小･中･一般 

 V1222 ⑬ 55 小･中･一般 

 V1223 ⑭ 55 小･中･一般 

 V1224 ⑮ 55 小･中･一般 

 V1225 ⑯ 55 小･中･一般 

 V1610 イスラムの信仰と生活 [H8] (H16) 22 高 

DVD    

 映像でつづる 20世紀 世界の記録 全 12巻 (H20)  

 D225 ①20世紀の幕開け(1900年～1904年)/ 118 中･一般 

 第 1次世界大戦への道(1905年～1913年)/  

 第 1次世界大戦(1914年～1916年)   

 D226 ②ロシア革命とベルサイユ体制(1917年 

  ～1919年)/ 

122 中･一般 

 ヨーロッパの苦悩(1920年～1923年)/     

 アメリカの繁栄(1924年～1926 年)   

 D227 ③大恐慌の時代(1927年～1929年)/ 120 中･一般 

 ファシズムの台頭(1930年～1932年)/   

   国際連盟の破綻と軍拡(1933年～1935年)  

 D228 ④ファシズムの嵐(1936年～1937年)/ 124 中･一般 

   第2次世界大戦勃発(1938年～1939年)/   

   戦火の拡大(1940年～1941年)   

 D229 ⑤連合国の反攻(1942年～1943年)/ 121 中･一般 

   ファシズムの崩壊(1944年～1945年)/   

 混迷の出発(1946年～1947年)   

 D230 ⑥冷戦の時代(1948年～1950年)/ 120 中･一般 

   戦後秩序の再編(1951年～1953年)/   

 深まる東西分裂(1954年～1956年)   

 D231 ⑦宇宙への挑戦(1957年～1959年)/ 122 中･一般 

   民族独立への道(1960年～1962年)/   

   核の恐怖(1963年～1964年)   

 D232 ⑧苦悩するアメリカ(1965年～1966年)/ 120 中･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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   ベトナム戦争と反戦運動(1967年～1968年)/  

   デタントへの道(1969年～1970年)   

 D233 ⑨火を吹く中東(1971 年～1973 年)/ 119 中･一般 

 ハイテクノロジーの時代(1974年～1976年)/  

   東西対立の雪解け(1977年～1979年)   

 D234 ⑩共存への模索(1980年～1983年)/  122 中･一般 

 変貌する社会主義(1984年～1986年)/   

   地球時代の幕開け(1987年～1990年)   

 D235 ⑪ソ連大崩壊と民族主義の台頭(1991 年～

1993年)/ 

95 中･一般 

   国際化と経済対立(1994年～1996年)   

 D236 ⑫マネーと情報化の時代(1997年～1999

年)/ 

87 中･一般 

 21世紀へのかけ橋(2000年)   

    

 


