
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。 

幼     児     教     育 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

 V713 幼児の心をはぐくむ (H5) 

- １歳から２歳 - 

28 保護者(保･幼) 

 V714 育てていませんか (H15) 

 いじめっ子いじめられっ子 

30 保護者(保･幼) 

 思いちがいの子育て (H15)   

 V758 上巻 

- あなたは子どもを飼育していませんか - 

30 保護者 

(保･幼･小) 

 V759 下巻 

- ｢ことば｣と｢遊び｣が心を育てる - 

30 保護者 

(保･幼･小) 

 原宿ポチのこんなことできるかな? (H15)   

 V767 1 おしっこシーシー 

- おむつにさようなら - 

15 1-3歳児 

保護者 

 V768 2 シュッシュッシュ 

- はブラシじょうず - 

15 1-3歳児 

保護者 

 V769 3 カミカミモグモグ     

- おしょくじじょうず - 

15 1-3歳児 

保護者 

 V770 4 シュワシュワアワワ 

- シャボンはたのしい - 

15 1-3歳児 

保護者 

 V771 5 おやすみなさ～い 

- スヤスヤネンネ - 

15 1-3歳児 

保護者 

 V772 6 とんとんストップ   

- とびだしダメダメ - 

15 1-3歳児 

保護者 

 V773 7 おもいやり - 社会生活 - 

おおきくなったね。もう、できるよね! 

15 3-5歳児 

保護者 

 V774 8 ごあいさつ - しつけ - 

おおきくなったね。もう、できるよね! 

15 3-5歳児 

保護者 

 V775 9 ようちえん - 幼稚園生活 - 

おおきくなったね。もう、できるよね! 

15 3-5歳児 

保護者 

 V1011 もう一回やろうよ (H6) 

- 心がうごく体がうごく - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1012 せんせいにもきかせて (H6) 

- ことばの指導をさぐる - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1013 きえちゃんのイメージ (H6) 

- 保育の記録から(４歳児) - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1014 せんせい せんせい (H6) 

- 3歳児の世界 - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1015 タカちゃんくるまをつくる (H6) 

- 先生のかかわり - 

22 教師 

(保･幼) 

 V1016 保育のおとし穴 (H6) 21 教師 

(保･幼) 

 V1017 先生ってなあに (H6) 

- 五才児の保育を考える - 

22 教師 

(保･幼) 

 V1025 幼い心を育てる (H6) 

- 第一反抗期と親の役割 - 

30 保護者 

(保･幼) 

 V1026 ほのぼの交流日記 (H6) 

- お年寄りと幼児たち - 

40 保護者 

(保･幼) 

 V1027 ママぼくほんとはいい子だよ (H6) 29 保護者 

(保･幼) 

 幼児とのかかわりを考える (H6)   

 V1040 1 - 新しい先生とともに - 20 教師 (保･幼) 

 V1041 2 - はじめての幼稚園 - 21 教師 (保･幼) 

 V1042 3 - こんなことがおこったら - 22 教師 (保･幼) 

 V1044 幼児と絵本 (H6) 30 保護者･教師 

(保･幼) 

 V1045 幼児にとって性とはなにか (H6) 19 保護者･教師 

(保･幼) 

 V1046 わるくなったというけれど (H6) 

- 幼い自我の成長 - 

19 保護者･教師 

(保･幼) 

 V1062 光った水とろうよ (H6) 

- 幼児の知的好奇心を探る - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1063 こころをひらく (H6) 

- 育ちあいを求める保育 - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1064 いいこといいこと考えた (H6) 

- 遊びで広がる数量の世界 - 

21 教師 

(保･幼) 

 V1097 幼い心を…どうしますか (H7) 31 保護者 

（保・幼・小） 

 V1099 ポン太くんのお手がら (アニメ)(H７) 

－ 幼児の誘拐防止 － 

10 保･幼･小(低)･

保護者 

 V1100 それいけ! モン平 (アニメ)(H7) 

－ 幼児の万引防止 － 

10 保･幼･小(低)･

保護者 

 V1107 もうすぐ一年生 (H7) 

－ 新入学にそなえて － 

24 保護者(保・幼) 

 幼児とのかかわりを考える (H9)   

 V1237 4 - 新しい生活がはじまって - 20 教師(保･幼) 

 V1238 5 - 先生、見てて - 20 教師(保･幼) 

 V1239 6 - だって、やりたいんだもん - 20 教師(保･幼) 

 V1320 群れ遊びのすすめ (H9) 46 保護者(保・幼) 

 V1321 群れ遊びの実践 (H9) 46 保護者(保・幼) 

 ｢教科｣視聴覚アルバム 伝承物語 (H10)   

 V1372 1 鬼ごっこ １ 30 保・幼・小 

 V1373 2 鬼ごっこ ２ 30 保・幼・小 

 V1374 3 鬼あそび・なわとび 30 保・幼・小 

 V1375 4 陣とり 30 保・幼・小 

 V1376 5 技あそび 30 保・幼・小 

 V1377 6 ジャンケンあそび 30 保・幼・小 

 V1378 7 石けり・ボールあそび 30 保・幼・小 

 V1379 8 指あそび･手あそび･すもうあそび 30 保・幼・小 

 V1380 9 おもしろゲームあそび 30 保・幼・小 

 V1381 10 手づくり伝承あそび・紙工作 30 保・幼・小 

 V1382 11 手づくり伝承あそび･紙･ストロー工作 30 保・幼・小 

 V1383 12 手づくり工作 １ 30 保・幼・小 

 V1384 13 手づくり工作 ２ 30 保・幼・小 

 V1385 14 新･伝承あそび 

    手足や身近な物を生かして 

30 保・幼・小 

 V1386 15 新・伝承あそび 親子のつどい 30 保・幼・小 

 V1387 16 手話で手あそび・歌あそび 30 保・幼・小 

 V1515 孤立していませんかあなたの子育て 

ひろげよう 地域の子育てサポート (H13) 

26 保護者 

（保・幼） 

 生きる力を育む 保育ビデオシリ-ズ (H15)   

 V1597 心と身体の発達 21 保護者(幼)・

中・高 

 V1598 自発性と意欲 22 保護者(幼)・

中・高 

 V1599 生活習慣としつけ 20 保護者(幼)・

中・高 

 V1600 遊びと人とのかかわり 21 保護者(幼)・

中・高 

 V1633 ちっちゃいけどいい? [H13](H17) 

～ 友だちを求めあうなかで ～ 

22 (幼)教諭・ 

保護者 

 V1652 わくわく１ねんせい [H10](H18) 15 幼・小(低)・ 

保護者(幼) 

V1698 ほめ上手 叱り上手 [H18](H20) 20 保護者(幼) 

 幼稚園シリーズ [H15](H22)   

 V1709 絵本の幼稚園 20 教員 

V1710 絵本の読み聞かせ３歳児 

耳で聞き、目で見る 

20 教員 

 V1711 絵本の読み聞かせ４歳児 

言葉をきき、絵を楽しむ 

20 教員 

 V1712 絵本の幼稚園５歳児 

ゆたかな感性を育てる 

20 教員 

*V2058 新米パパ&ママへ贈るメッセージ (H16) 21 妊産婦・新生児

の 

新米パパ・ママ 

DVD    

 3年間の保育記録 (H20)   

 D192 3歳児編 前・後半 [H16]  教員･ 

保護者(幼) 

 ①3歳児前半 よりどころを求めて 38  

 ②3歳児後半 やりたい、でもできない 35  

 D193 4・5歳児編 [H17]  教員･ 

保護者(幼) 

 ③4歳児 先生とともに 46  

 ④5歳児 育ちあい学びあう生活のなかで 57  

 D270 幼児・児童虐待 [H20](H21) 

- 見えない虐待をしないために - 

25 保護者(幼･保) 

･教員 

 幼稚園シリーズ (H23)   

 D334 田んぼの幼稚園 [H15] 42 教員･保護者

(幼) 

 D335 幼稚園大好き [H10] 

 身近な動植物とのかかわり 

30 教員･保護者

(幼) 

 D336 絵本と自然体験 

 いのちにふるえる感性を 

30 教員･保護者

(幼) 

 D337 森の幼稚園 30 教員･保護者

(幼) 

 D338 自然にふれる [H11] 40 教員･保護者



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。 

 年少 4歳児の 1年 (幼) 

 D339 自然と親しむ [H11] 

 年少 5歳児の一年 

40 教員･保護者

(幼) 

 D340 育つ力・育てる力 [H11] 

 幼児の豊かな心情や感性の育成 

30 教員･保護者

(幼) 

*D346 折って・切って・広げて 

 びっくり! 切り紙遊び [H23](H23) 

40 教員･保護者

(幼) 

*D347 みんなが主役! 人形劇で遊んじゃおう! 

                    [H23](H23) 

46 教員･保護者

(幼) 

 D416 子育て不安を乗り越えて (H25) 22 教員･保護者 

（幼･小） 

 D417 子育て支援に求められるもの (H25) 26 教員･保護者 

（幼･小） 

 D495 子育てに希望を!  

児童虐待のない社会のために 

[H24](H27) 

19 一般 

 はじめてのはみがき （全 2巻） [H22]（H27）  

 D523 親子 deはみがき（0歳～3歳編） 21 指導者・保護者 

（保・幼） 

 D524 みんな deはみがき（4歳～6歳編） 19 幼・保護者 

    

 


