
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。 

環      境     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

+V459 桃太郎のごみ減量化・資源化作戦 (H2) 19 小・中・一般 

*V463 地球号ＳＯＳ (H3) 20 小(高) 

*V479 地球環境を守る  - エンノスケの旅  -  

(H4) 

20 中・一般 

 V573 わたしたちのくらしとごみのしまつ (H3) 20 小(中) 

 おばけ大作戦･地球ＳＯＳ! (アニメ)(H3)   

 V626 地球温暖化編 27 小(高)･中･一般 

 V627 オゾン層破壊編 25 小(高)･中･一般 

 V628 酸性雨編 25 小(高)･中･一般 

 V629 大気水土の汚染編 25 小(高)･中･一般 

 V630 熱帯雨林の減少と砂漠化編 25 小(高)･中･一般 

 V643 地球を救うのは君たち (H4) 20 小(高) 

 V646 生きている干潟 (H4) 25 中・高・一般 

 V682 身近な環境問題を考える (H4) 30 小(高)･中 

 V683 ゴミから暮らしを考える (H4) 30 小(高)･中 

 V702 産業の発達と公害 (H5) 

- 公害が発生していたころの様子 - 

10 小(高)･中 

*V802 紙・地球への思いやり (H5) 

- 水と大気を守り緑を育てる - 

15 小(高) 

*V807 オモシロ教室 - 農業と地球環境 -  (H5) 15 小(高) 

*V818 ウミガメを守る人と浜 (H5) 20 小･中･一般 

*V820 熱帯に賭ける夢 (H5) 

- アジア太平洋からのリポート - 

27 一般 

*V821 育て! 子供の森 (H5) 20 小(高)･中 

*V860 プラスチックと地球環境 (H6) 30 小(高)･中 

*V894 広がる緑のボランティア (H7) 16 中･一般 

+V920 桃太郎、出動せよ ゴミ資源化大作戦 (H8) 17 小･中･一般 

*V921 森のちから - 森と人の歴史 -  (H8) 32 中･一般 

*V928 あきらとかん太のごみ冒険 (H8) 

- 住みよいくらしとかんきょう - 

16 小(中・高) 

*V929 中学生のゴミ体験! (H8) 

- リサイクルへの第一歩 - 

22 中 

*V930 裁かれるのは誰だ - ゴミ法廷 -  (H8) 28 高 

*V932 うっかり奥様の PET ボトルリサイクル (H8) 18 小・中・一般 

*V933 資源が生きる PET ボトルリサイクル (H8) 16 小(高)・一般 

*V964 プラスチックのリサイクルと油化 (H10) 

- 循環型社会の構築に向けて - 

17 中・一般 

*V967 森のちから (H10) 

- 日本の原点・豊かな森 - 

30 中・一般 

 世界遺産シリーズ (H12)   

*V996 ①白神山地  

- ブナ林と動植物の豊かなつがり - 

20 中 

*V997 水島に生きる 

- '99年 公害のまち 再生への歩み - 

62 小(中)･一般 

 V1094 くらしの中の不安 合成洗剤 (H7) 20 中・一般 

 V1305 愛華ちゃんの地球の秘密 (アニメ)(H9) 

 総集版 

37 幼･小･中 

 環境教育資料シリーズ (H12)   

V1476 大気汚染 12 中・高 

 V1477 水の汚染 - 河川・湖沼・海 - 12 中・高 

 V1478 地球の砂漠化 12 中・高 

 V1551 未来は僕らの手に (H14) 

－ 生活と地球環境 － 

28 小・中・一般 

 もったいないで地球を守ろう (3 タイトルセット） ［H17](H17) 

 V1641 1 地球規模で考える環境 15 小･中･一般 

 V1642 2 新しい技術が環境を守る 15 小･中･一般 

 V1643 3 くらしの工夫が地球を守る 15 小･中･一般 

*V2008 海の森づくり (H12) 

 よみがえれマングローブ 

23 小(高)･一般 

*V2012 マナ☆カナの 

 天然ガス自動車で行こう! （H13） 

25 小(高)･一般 

*V2016 あなたも木を使ってみませんか? (H13) 

～ 環境と人に優しい木の話 ～ 

21 一般 

*V2032 人に優しく地球にやさしく (H14) 

 潤滑油と環境保全 

30 中・一般 

 日本のエネルギー 光と影 (H15)   

*V2035 ①エネルギーってなに 48 一般 

（日本のエネルギー概説)  

*V2036 ② 72 一般 

 第 1回 石油はいつまでもつか 25  

 第 2回 魔法の水 石油 24  

 第 3回 日本の石油の供給は・・・ 23  

*V2037 ③ 73 一般 

 第 4話 安定供給の絆      25  

 第 5話 最後の手段石油備蓄 24  

 第 6話 誰が決めるの？石油価格 24  

*V2038 ④ 73 一般 

 第 7回 救世主の天然ガス Ⅰ 25  

 第 8回 救世主の天然ガス Ⅱ 24  

 第 9回 見直される石炭資源 24  

*V2039 ⑤ 73 一般 

 第 10回 化石燃料今後の役割 24  

 第 11回 いま地球で何が 25  

 第 12回 温暖化防止への取り組み 24  

*V2040 ⑥ 49 一般 

 第 13回 省エネ最前線 24  

 第 14回 暮らしの中の省エネ 25  

*V2041 ⑦ 49 一般 

 第 15回 新エネルギーとは 25  

 第 16回 新エネルギー普及への課題 24  

*V2042 ⑧ 73 一般 

 第 17回 原子力ってなに？   25  

 第 18回 原子力発電所災害への備え 23  

 第 19回 事故からの教訓 原子力の安全策 25  

*V2043 ⑨ 72 一般 

 第 20回 核燃料サイクル   25  

 第 21回 放射性廃棄物 24  

 第 22回 世界の原子力発電 23  

*V2044 ⑩ 49 一般 

 第 23回 石油をめぐる国際情勢 24  

 第 24回 世界の資源戦略と外交 25  

*V2045 ⑪ 49 一般 

 第 25 回 小さい頃から積み重ね身に付く教

育を 

24  

 第 26 回 持とう危機意識地域・家族で行動

を 

25  

*V2046 ⑫クイズで知るエネルギーの将来 47 一般 

*V2050 自然と人が共生するために (H15) 

自然再生の川づくり 

30 小(高)・中・ 

一般 

DVD    

 D123 もったいない MOTTAINAI  

(アニメ)[H18](H18) 

22 幼・小(低) 

*D125 森に生きる - 森の名手･名人 -  

[H18](H19) 

32 中・一般 

 D177 地球温暖化と異常気象 [H19](H20) 

 エネルギーの活用を考える 

20 小(高)・中・ 

高・一般 

 日本の森シリーズ (H21)   

*D237 生命の宝庫 亜熱帯の森 33 中・一般 

D261 私にできること - ハチドリのひとしずく - 

(アニメ)[H21](H21) 

19 小(中)・中 

 日本の森シリーズ [H21](H22)   

*D277 暖温帯の森 生命をつなぐ知恵 34 中・一般 

*D312 四季が育む 生命の山々 

 東北・冷温帯の森  [H22](H23) 

31 中・一般 

 衣・食・住を科学するＤＶＤシリーズ [H元](H25)  

 D415 ①ほんとに安全? 合成洗剤 30 中・高・一般 

D459 北の大地に息づく命 [H25](H25) 

 亜寒帯・北海道の森 

35 中・一般 

 放射能と健康 （全 2巻） [H26](H27)   

 D525 第 1巻 放射能・放射線とは何か? 本編 24

資料 4 

小・中・高・一般 

 D526 第 2巻 放射能の身体に与える影響 本編 19 

資料 6 

小・中・高・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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 D547 ある森のおはなし るるるのるール 

(アニメ)(H28) 

16 幼・小 

    

 


