
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。 

紀     行  ・  郷     土 

番 号 題   名 (受入年度) 時間（分） 対 象 

VHS    

+V111 閑谷学校 [S61](S62) 25 小･中･一般 

+V113 吉備路 [S61](S62) 20 小･中･一般 

 V191 山陽道 [S62] 20 一般 

 V193 吉備路 風土記の丘 [S62] 

吉備路 空からこんにちは 

10 一般 

+V233 おかやま恋うた (S63) 27 小･中･一般 

 岡山県自然文化財シリーズ (H2)   

 V353 2 県立森林公園 26 一般 

 V355 3 倉敷の町屋 12 一般 

 V357 4 港町下津井 12 一般 

+V365 山陽道の文化財 [S63](H1) 

- 備前・長船・吉備津・足守・矢掛 - 

13 小(高)・中・ 

一般 

+V441 おかやま恋うた - 中国語版 - (H2) 28 一般 

+V443 おかやま恋うた - 韓国語版 - (H2) 28 一般 

+V445 おかやま恋うた - 英語版 - (H2) 28 一般 

 岡山県人物シリーズ (H2)   

*V453 土光敏夫 30 一般 

+V461 おかやまものがたり (H2) 

- 100周年記念 市民の祭典 - 

120 中･高･一般 

*V834 須磨海浜水族園 (H5) 20 小･中･一般 

*V835 馬と祭り 中国･近畿編 (H5) 30 中･高･一般 

*V837 たたら道の謎 (H5) 20 中･高･一般 

*V838 ベンガラ格子の町 (H5) 16 中･高･一般 

*V839 泰山木は見ていた [H2](H5) 

- 岡山市立福谷小学校 - 

30 小･中･一般 

*V840 私たちの郷土 村の農業 (H5) 58 小･中･一般 

*V841 私たちの郷土 村の漁業 (H5) 50 小･中･一般 

*V842 ふるさと九蟠 (H5) 57 小･中･一般 

+V850 市民いきいき・汗と感動の記録 

- おかやま市制 100周年 - (H5) 

55 一般 

*V862 自然の宝庫・屋久島 (H6) 

- 本物の自然を伝える - 

47 一般 

*V863 YAKUSHIMA ISLAND(英語版) (H6) 

- 世界の自然遺産･屋久島 - 

48 一般 

*V864 屋久島・森と水 (H6) 

- 映像と音楽で体験する - 

48 一般 

+V876 OKAYAMA ROLE PLAYING STORY   

- 英語版 -  (岡山紹介用) (H6) 

31 一般 

+V877 - 中国語版 -  (岡山紹介用) (H6) 31 一般 

+V878 - 韓国語版 -  (岡山紹介用) (H6) 31 一般 

+V924 ｢漁業の町 日生」 (H8) 12 小(中) 

*V931 この母なる川の詩 旭川 (H8) 18 小(高)・一般 

+V944 緒方洪庵 (H8) 13 小(中)・一般 

+V949 碧き流れのほとりに(二幕) (H9) 

岡山城築城 400年記念市民ミュージカル 

167 小(高)・一般 

+V951 笹賀の仁王様 [H9](H10) 17 小(高)・一般 

+V959 岡山の自然 1-13  (H10) 

 1 岡山県の地形の生い立ち (アニメ) 

 2 岡山県の地形と風土 (アニメ) 

 3 瀬戸内海国立公園 

 4 大山隠岐国立公園(蒜山地方) 

 5 氷ノ山後山那岐山国定公園 

 6 県立自然公園 

 7 自然環境保全地域 

 8 中国自然歩道沿線  (アニメ) 

 9 岡山三大河川(旭川)  (アニメ) 

10 岡山三大河川(高梁川)  (アニメ) 

11 岡山三大河川(吉井川)  (アニメ) 

12 カルスト地形 

13 河川のはたらきによる地形 

70 

(各 5) 

小 

+V960 岡山の自然 14-20 

14 岡山の植物Ⅰ (アニメ) 

15 岡山の植物Ⅱ(天然記念物等) 

16 岡山の動物Ⅰ(天然記念物) 

17 岡山の動物Ⅱ（野鳥)  (アニメ) 

18 岡山の動物Ⅲ（昆虫)  (アニメ) 

19 岡山の動物Ⅳ (その他の動物) 

20 消えゆく身近な自然とこれからの自然

保護 (アニメ) 

40 

(各 5) 

小 

 郷土に輝く人 (H9)   

 V1233 ・吉備真備・雪舟・宮本武蔵 

・山田方谷・犬養木堂 

28 小・一般 

 V1234 ・坪田譲治・金重陶陽 

・仁科芳雄・人見絹枝 

・宇喜多直家、秀家 

26 小・一般 

 V1235 ・和気清麻呂・法然 

・栄西・池田光政 

・浦上玉堂 

26 小・一般 

 V1236 ・津山洋学の人々 

・緒方洪庵・石井十次 

・大原孫三郎・竹久夢二 

28 小・一般 

 岡山の祭りと芸能 (H10)   

 V1331 ①吉備津神社・春の七十五膳据神事 

 （岡山市） 

14 小(高)･一般 

 V1332 ②大賀島寺の権現祭り （邑久町） 22 小(高)･一般 

 V1333 ③念仏踊り （旭町近実・加茂川町年末） 33 小(高)･一般 

 V1334 ④鹿田踊り （落合町） 20 小(高)･一般 

 V1335 ⑤大浦神社の秋祭り (寄島町) 

～ 競馬神事と千歳楽 ～ 

28 小(高)･一般 

 V1336 ⑥真鍋島の走り神輿 （笠岡市真鍋島） 22 小(高)･一般 

 V1337 ⑦西郡地おどり （山手村） 22 小(高)･一般 

 V1338 ⑧志呂神社の秋祭り 

- 京尾御供と棒遣い・獅子舞 - （建部町） 

22 小(高)･一般 

 V1339 ⑨粟倉神社の獅子舞 （英田郡西粟倉村） 29 小(高)･一般 

 V1340 ⑩諏訪山八幡神社の頭打ち 

（阿哲郡哲多町） 

21 小(高)･一般 

 V1341 ⑪お田植え祭 

（津山市一宮、中山神社/新見市豊水、鐘

乳穴神社) 

20 小(高)･一般 

 V1342 ⑫乙島祭り （倉敷市玉島) 28 小(高)･一般 

 V1406 ⑬国司神社の獅子舞 (H11) 

（勝田郡勝田町） 

22 小(高)･一般 

 V1407 ⑭七曲神社の獅子舞 (H11) 

(御津郡御津町） 

19 小(高)･一般 

 ユネスコ世界遺産 (H11)   

 V1415 1巻 フランス 

フォンテンブロー宮殿と庭園 

モン・サン・ミシェルとその湾 

シャルトル大聖堂 

44 小・一般 

 V1416 2巻 イギリス 43 小・一般 

 ウェストミンスター宮殿、ウェストミンスター大寺院、聖マーガレット聖堂 

ストーンヘンジ、エーヴベリーの巨石遺跡 

バースの市街 

 V1417 3巻 ドイツ① 43 小・一般 

 バンベルクの旧市街 

ヒルデスハイムの聖マリア大聖堂と聖ミヒャエル聖堂 

クヴェートリンブルクの旧市街 

 

 V1418 4 ドイツ② 44 小・一般 

 ケルン大聖堂 

トリーアのローマ遺跡、大聖堂、聖母マリア聖堂 

 ハンザ同盟都市リューベック 

 

 V1419 5巻 オーストリア/スイス 41 小・一般 

 ザルツブルク市街の歴史地区（オーストリア） 

シェーンブルン宮殿と庭園（オーストリア） 

ベルンの旧市街（スイス） 

 

 V1420 6巻 チェコ/ポーランド 

プラハの歴史地区（チェコ） 

ワルシャワの歴史地区（ポーランド） 

ヴィエリチカ岩塩坑（ポーランド） 

43 小・一般 

 V1421 7巻 ポルトガル 39 小・一般 

 トマールの修道院 

リスボンのジュロニモス修道院とベレンの塔 

エヴォラの歴史地区 

 

 V1422 8巻 スペイン 40 小・一般 

 グラナダのアルハンブラ宮殿、ヘネラリーフェ離宮、アルバイシン地区 

バルセロナのグエル公園、グエル邸、カーサ・ミラ 

サラマンカの旧市街 

 V1423 9巻 イタリア 42 小・一般 

 フィレンツェの歴史地区 

 ミラノのドミニコ会修道院とレオナルド・ダ・ヴィンチ｢最後の晩餐｣ 

 シエナの歴史地区 
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 V1424 10巻 イタリア ヴァチカン市国/マルタ 45 小・一般 

 ローマの歴史地区（イタリア/ヴァチカン市国） 

ヴァチカン市国（ヴァチカン市国） 

バレッタの市街（マルタ） 

 

 V1425 11巻 ロシア/ウクライナ 39 小・一般 

 サンクト・ペテルブルクの歴史地区と関連建造物群（ロシア） 

 セルギエフ・ポサードのトロイツェ・セルギエフ大修道院（ロシア） 

 キエフの聖ソフィア大聖堂とペチェルスカヤ大修道院（ウクライナ） 

 V1426 12巻 ハンガリー/クロアチア 43 小・一般 

 ブダペストのドナウ河岸とブダ城（ハンガリー） 

 スプリト史跡群とディオクレティアヌス宮殿（クロアチア） 

 ドゥブロヴニクの旧市街（クロアチア） 

 

 V1427 13巻 ルーマニア 

ドナウ・デルタ 

ビエルタンとその要塞聖堂 

 ホレズ修道院 

39 小・一般 

 V1428 14巻 ブルガリア 

ピリン国立公園 

ボヤナ聖堂 

リラ修道院 

39 小・一般 

 V1429 15巻 ギリシャ 

アテネのアクロポリス 

ミストラの中世都市 

デロス島 

43 小・一般 

 V1430 16巻 トルコ 

イスタンブールの歴史地区 

ギョレメ国立公園とカッパドキアの岩窟群 

ハットゥシャ 

32 小・一般 

 V1431 17巻 シリア/ヨルダン 

古代都市パルミラ（シリア） 

ペトラ（ヨルダン） 

聖都エルサレム（申請=ヨルダン） 

34 小・一般 

 V1432 18巻 イラン/パキスタン 

イスファハンのイマーム広場（イラン） 

ペルセポリス（イラン） 

 モヘンジョダロの考古遺跡（パキスタン） 

31 小・一般 

V1433 19巻 エジプト 40 小・一般 

 イスラム都市カイロ 

 アブ・シンベルからフィラエまでのヌビア遺跡群 

 メンフィスとその基地遺跡 

 

 V1434 20巻 コートジボアール/モロッコ 

タイ国立公園（コートジボアール） 

フェスの旧市街（モロッコ） 

マラケシュの旧市街（モロッコ） 

44 小・一般 

 V1435 21巻 セネガル/マリ 

ゴレ島（セネガル） 

ジェンネの旧市街（マリ） 

バンディアガラの断崖（マリ） 

43 小・一般 

 V1436 22巻 タンザニア 

キリマンジャロ国立公園 

セレンゲティ国立公園 

 ンゴロンゴロ自然保護区 

43 小・一般 

 V1437 23巻 ザンビア/ジンバブエ/セイシェル 

 ヴィクトリアの滝（ザンビア/ジンバブエ） 

大ジンバブエ遺跡（ジンバブエ） 

メイ渓谷自然保護区（セイシェル） 

43 小・一般 

 V1438 24巻 インド 

 タージ・マハル 

アーグラ城塞 

アジャンターの石窟寺院群 

38 小・一般 

 V1439 25巻 カンボジア/タイ 38 小・一般 

 アンコール・ワット（カンボジア） 

アンコール・トム（カンボジア） 

 トゥンヤイ=ファイカケン野生生物保護区（タイ） 

 

 V1440 26巻 インドネシア/オーストラリア 37 小・一般 

 ボロブドゥールの寺院遺跡群（インドネシア） 

グレート・バリア・リーフ（オーストラリア） 

フレーザー島（オーストラリア） 

 

 V1441 27巻 中国 

万里の長城 

故宮 

周口店の北京原人遺跡 

 敦煌の莫高窟 

54  

V1442 28巻 日本/韓国 

 古都京都の文化財（日本） 

屋久島（日本） 

宗廟（チョンミョ）（韓国） 

36 小・一般 

 V1443 29巻 カナダ/アメリカ 32 小・一般 

 カナディアン・ロッキー山脈国立公園群（カナダ） 

 グランド・キャニオン国立公園（アメリカ） 

ハワイ火山国立公園（アメリカ） 

 

V1444 30巻 メキシコ/グアテマラ 38 小・一般 

 パレンケの古代都市と国立公園（メキシコ） 

メキシコ・シティの歴史地区とソチミルコ（メキシコ） 

ティカル国立公園（グアテマラ） 

 

 V1445 31巻 キューバ/コロンビア/ドミニカ共和国 43 小・一般 

 ハバナの旧市街と要塞（キューバ） 

カルタヘナの港、要塞、歴史的建造物群（コロンビア） 

サント・ドミンゴの植民都市（ドミニカ共和国） 

 

 V1446 32巻 アルゼンチン/ブラジル 43 小・一般 

 イグアス国立公園（アルゼンチン/ブラジル） 

ロス・グラシアレス（アルゼンチン） 

ブラジリア（ブラジル） 

 

 V1447 33巻 ペルー 

クスコの市街 

マチュ・ピチュの歴史保護区 

 チャビンの考古遺跡 

39 小・一般 

V1448 別巻 1 世界遺産への招待 27 小・一般 

 V1449 別巻 2 世界遺産紀行 － 文化遺産編 － 30 小・一般 

 V1450 別巻 3 世界遺産紀行 － 自然遺産編 － 30 小・一般 

 日本の祭 全 4巻 (H11)   

 V1465 (春)  

三社祭､博多どんたく､葵祭 他 全 38の祭 

34 小・一般 

 V1466 (夏)  

ねぶた祭､祇園祭､竿燈まつり 他  

全 44の祭 

35 小・一般 

 V1467 (秋)  

長崎くんち､地車祭､おわら風の盆 他 

 全 38の祭 

33 小・一般 

 V1468 (冬)  

なまはげ､さっぽろ雪まつり､秩父夜祭 他 

全 38の祭 

33 小・一般 

*V2001 備中高松城水攻 絵物語 [H12](H12) 

 清水宗治公備中高松城址 

40 中・一般 

*V2002 6.29岡山空襲 証言 7 (H12) 

 「岡山医科大学の６月 29日」 

49 小(高)･一般 

*V2003 6.29岡山空襲 証言 1 (H12) 

 「学徒勤労動員」 

21 小(高)･一般 

*V2004 6.29岡山空襲 証言 5 (H12) 

「爆撃中心点近くの蓮昌寺で被災して｣ 

20 小(高)･一般 

*V2009 第 2回高齢者の主張 in 岡山 (H12) 93 一般 

*V2034 伝承地踊り (H15) 

－ 備前国府四ツ拍子踊り － 

23 小･一般 

*V2051 岡山のわらべ歌① 27曲 (H15) 52 幼･小･一般 

*V2052 岡山から世界の頂点へ (H15) 

－ 読売ジャイアンツ川相昌弘物語 － 

20 小･中･一般 

*V2063 岡山のわらべ歌② 24曲 (H16) 44 幼･小･一般 

*V2064 御田植祭 [H16](H16) 

－ 氏神様(吉備津彦神社)の夏祭 － 

12 小･中･一般 

*V2077 団塊シニアの地域デビュー [H18](H18) 28 中・一般 

 ～ 岡山県内の高齢者いきいき活動紹介 ～  

DVD    

*D81 創立 60年の歩み [S61](H18) 

－ 岡山県立瀬戸南高等学校 － 

30 高・一般 

*D82 下津井節の街を歩く [S61](H18) 8 一般 

*D83 みこしは踊る加茂大祭 [S61](H18) 15 小・一般 

*D84 鼓様に鐘が鳴る [S62](H18) 

－ 鼓神社・岡山市上高田 － 

30 小・一般 

*D85 ベンガラ格子の町 [S62](H18) 16 高・一般 

*D86 思い出の校舎 [S63](H18) 

－ 岡山市立福谷小学校 － 

30 小・一般 

*D87 たたら道の謎 [S63](H18) 20 小・一般 

*D88 渡り拍子を守る人々 [S63](H18) 

－ 備中町・平川 － 

15 小・一般 

*D89 こぶしの里の稚児行列 [H元](H18) 

－ 宝妙寺・旧東粟倉村 － 

30 小・一般 

*D90 加茂大祭を守る人々 [H元](H18) 10 小・一般 

*D91 泰山木は見ていた [H2](H18) 

－ 岡山市立福谷小学校 － 

30 小・一般 

*D92 たらふく食べて繁盛繁盛 [H2](H18) 

－ 井原市・美星町 － 

8 小・一般 

*D93 だしが自慢の夏祭り [S63](H18) 

－ 吉備中央町 － 

10 小・一般 
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*D94 念仏踊りで先祖の供養 [H4](H18) 

－ 法福寺・落合町吉 － 

10 小・一般 

*D95 三室の四季 [H5](H18) 

－ 新見市神郷町油野 － 

8 小・一般 

*D96 杉谷の大飯祭り [H5](H18) 

－ 岡山市杉谷 － 

20 小・一般 

*D97 卓ちゃん神様になる  [H9](H18) 

－ 吉川八幡宮・岡山県賀陽町 － 

10 小・一般 

*D99 平成の大修理 吉川八幡宮 [H12](H18) 30 小・一般 

*D100 御田植祭 田舞を奉納 [H17](H18) 

－ 吉備津彦神社・一宮 - 

20 小・一般 

*D113 団塊シニアの地域デビュー [H18](H18) 28 中・一般 

 ～ 岡山県内の高齢者いきいき活動紹介 ～  

 岡山県自然・文化財シリーズ   

 D128 1. 後楽園 (H19) 12 一般 

*D147 富山の宝 ～ 倉安川 ～ ［H19］(H19) 15 小(中･高)･一般 

*D166 第 19回全国生涯学習フェスティバル 

 まなびピア岡山 2007 [H19](H19) 

49 中･一般 

 おかやま映像玉手箱 (H20)   

+D171 昭和 33年度版 [S33] 73 

モノクロ 

小・一般 

+D172 昭和 34年度版 [S34] 73 

モノクロ 

小・一般 

+D173 昭和 35年度版 [S35] 75 

モノクロ 

小・一般 

+D240 足元再発見! [H19](H21) 

- 未来への架け橋として - 

灘崎・藤田・妹尾・福田・興除・東児 

60 

(各 10) 

小・一般 

+D241 岡山城太鼓物語 [H20](H21) 

 ふじた傅三郎太鼓(10分 05秒) 

 名刀太鼓(11分 23秒) 

 たけべはっぽね太鼓(11分 47秒) 

 岡山烏城太鼓(9分 34秒) 

 備中温羅太鼓(11分 25秒) 

 足守八州太鼓(9分 03秒) 

67 小・一般 

 おかやま映像玉手箱 (H21)   

+D275 昭和 36年度版 [S36] 70 

モノクロ 

小・一般 

+D276 昭和 37・38年度版 [S37・S38] 62 

モノクロ 

小・一般 

*D280 三蟠角  

～ ありし日の三蟠港とその周辺 ～ 

 [H21](H23) 

15 小・一般 

*D314 コメづくりは国づくり 百楽 2010 

 [H22](H23) 

55 一般 

*D344 龍泉寺の自然 [H22](H23) 10 一般 

*D351 富山の宝 金蔵山古墳 [H24](H24) 10 一般 

*D352 特別史跡 閑谷学校 (H24) 20 一般 

*D353 備前焼 (H24) 35 一般 

*D354 吉備路をたずねて (H24) 20 一般 

*D355 百間川 [H24](H24) 14 一般 

+D460 ふるさと岡山 (H25) 

- 昭和 53年度版 - 

27 小・一般 

+D461 高梁川 (H25) 

- 昭和 30年代中頃 - 

27 小・一般 

+D464 おかやま - その風土と民俗 -  (H26) 30 一般 

+D465 あすの岡山県 - 170万人の太陽 - 

  (H26) 

30 一般 

+D466 炎の記憶 松林寺・秋葉祭 2013 (H26) 23 小・一般 

+D496 ふじた ～ 海から生まれたふるさと藤田 ～ 

 [H26](H27) 

23 小・一般 

+D498 おかやま拝見 (H27) 30 一般 

+D499 ふれあいのまちやむら (H27) 30 一般 

*D500 「森永ひ素ミルク事件」事件発生から 60年 

[H27](H27) 

45 一般 

*D501 0 メートル地域の暮らしを守る [H27](H27) 

～ 百間川と倉安川の治水 ～ 

16 中・高・一般 

*D539 備前おさふね刀剣の里 飛び散る火花 

[H28](H28) 

5 一般 

*D540 あお葉わか葉に包まれて 

県立森林公園に遊ぶ [H28](H28) 

5 一般 

*D541 東北の旅 [H28](H28) 12 一般 

+D574 旭川 [H29](H29) 25 一般 

+D596 瀬戸大橋 [S41](H29) 23 一般 

+D597 児島 ［H30］(H30)                          25 一般 

～ 過去から現在そして未来へつなぐ ～ 

+D598 富山風土記 ～ 富山豊年踊り ～ 

［H30］(H30) 

13 一般 

    

 


