
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。 

一  般  教  養  ・  そ  の  他 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

V797 フレッシュマンのビジネス電話 (H5) 21 一般 

*V833 愛犬と楽しく暮らす 5つのポイント (H5) 

- 家族の一員にするための - 

28 小･中･一般 

*V891 よごすまい 情報社会の電波環境 (H7) 15 高･一般 

 世界の人と馬の文化シリーズ   

*V923 9 英国王室の伝統を守る騎兵 (H8) 

 トゥルーピング・ザ・カラー - イギリス - 

45 一般 

*V979 美しく住みよい田園空間の創造 (H11) 60 一般 

 - 食料･環境･ふるさとを考える地球人会議 -  

V1290 日本一短い「母」への手紙 (アニメ)(H9) 32 小･中･一般 

 V1330 ゆとりある老後をめざして 

10万時間 どう生きますか 

25 一般 

 V1388 日本一短い「愛」の手紙 (アニメ)(H10) 23 小･中･一般 

 V1408 マグニチュード (日本映画)(H11) 

～ 明日への架け橋 ～ 

90 一般 

 V1452 スタートライン (H11) 

- 男性たちの自己発見 - 

33 一般 

 V1611 ハンセン病 剥奪された人権 [H14](H16) 25 一般 

 世界の人と馬の文化シリーズ   

*V2018 14 ショーロホフの春 (H13) 

- 風に乗って駆けるコサックの少年 - 

45 一般 

*V2028 15 メアフェルトの風 (H14) 

- ドイツ・勇壮な野生馬の祭り - 

45 一般 

*V2053 16 天空の秘境を駆ける (H15) 

- カンゼチベット族の馬祭り - 

45 一般 

DVD    

 DVD ビデオ素材・音楽データ素材 自然美 全 10巻 (H14) 

 D10 ①月影 

  映像素材 34カット / 音楽素材 10曲 

60D 一般 

 D11 ②季節の響き 

  映像素材 118カット / 音楽素材 10 曲 

60D 一般 

 D12 ③生物  

  映像素材 104カット / 音楽素材 10 曲 

60D 一般 

 D13 ④草の波  

  映像素材 74カット / 音楽素材 10曲 

60D 一般 

 D14 ⑤雪模様 

  映像素材 77カット / 音楽素材 10曲 

60D 一般 

 D15 ⑥雲と結晶 

  映像素材 69カット / 音楽素材 10曲 

60D 一般 

 D16 ⑦緑と光 

  映像素材 108カット / 音楽素材 10 曲 

60D 一般 

 D17 ⑧彩る花 

  映像素材 106カット / 音楽素材 10 曲 

60D 一般 

 D18 ⑨水面 輝き 

  映像素材 81カット / 音楽素材 10曲 

60D 一般 

 D19 ⑩水面 百景 

  映像素材 92カット / 音楽素材 10曲 

60D 一般 

 D51 いのち輝くとき （劇映画）(H16) 

- 虐待は命の問題です! - 

30 一般 

 D53 アイ･ラブ･ユー （劇映画）[H11](H16) 

- 手話で伝える人もいます - 

111 小(高)･中･一般 

 (バリアフリー対応、副音声選択可、日本語字幕付)  

*D98 あしゆびの歌 [H9](H18) 

－ ある ALS患者の記録 － 

8 一般 

D167 ワーク・ライフ・バランスを知っていますか? 

- 働くオトコたちの声 - ［H20］(H19) 

27 中・一般 

D285 ハンセン病 今を生きる [H17](H22) 49 中･高･一般 

 D306 セクシャル・マイノリティ理解のために 56 教員・一般 

 - 子どもたちの学校生活とこころを守る -  [H22](H22)  

D316 アイムヒア 僕はここにいる 

- 発達障害とともに - [H18](H23) 

54 一般 

 D341 自殺を防ぐ地域力 [H23](H23) 

悩む人々を救うふれあいの場 

23 一般 

 D414 パワー・ハラスメント [H20](H25) 

そのときあなたは･･･ 

26 一般 

 D504 マララ - 教育を求めて闘う少女 - (H27) 

（日本語字幕・英語字幕版） 

30 中･高・一般 

 アニメで再現! 不祥事の未然防止・再発防止シリーズ （全 2巻）(H27) 

 D511 第 1巻  

盗撮・ストーカー・飲酒運転・危険ドラッグ編 

28 一般 

 D512 第 2巻 31 一般 

横領・情報漏洩・マタハラ編 

D550 いわさきちひろ ～ 27歳の旅立ち ～ 

[H24](H28) 

96 一般 

D590 秋桜の咲く日 （劇映画）[H26](H29) 34 一般 

 (副音声あり・なし選択可、日本語字幕あり・なし選択可)  

    

 


