
　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

   ◆０００　小学校教育　※１　総合的な学習（調べ学習・食育・英語など）　２　学校運営・指導方法など  

ビデオ 000 総合 総合的な学習授業ビデオ１　国際理解編　　　地域のアジアを探そう　 20 1 平12 東映

ビデオ 000 総合 総合的な学習授業ビデオ２　情報編　　　　　　お金再発見 20 1 平12 東映

ビデオ 000 総合 総合的な学習授業ビデオ３　環境編　　　　　　郷土が育てた料理 20 1 平12 東映

ビデオ 000 総合 総合的な学習授業ビデオ４　福祉・健康編　　支えて生きる，支えられて生きる 20 1 平12 東映

ビデオ 000 総合 やってみよう調べ学習シリーズ①　きみの「？」は何だろう　～身近なところでさがしてみよう～ 11 1 平15 東映

ビデオ 000 総合 やってみよう調べ学習シリーズ②　課題づくりはどうするの　～「？」を課題にしていこう～ 11 1 平15 東映

ビデオ 000 総合 やってみよう調べ学習シリーズ③　調べてみようみんなの住む町　～見学やインタビュー～ 11 1 平15 東映

ビデオ 000 総合 やってみよう調べ学習シリーズ④　もっといろいろ調べよう　～図書館やインターネット～ 11 1 平15 東映

ビデオ 000 総合 やってみよう調べ学習シリーズ⑤　みんなに知ってもらおう　～まとめ方と発表のくふう～ 11 1 平15 東映

ビデオ 000 総合 調べ学習ビデオシリーズ　写真をとろう　写し方とマナー 20 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 調べ学習ビデオシリーズ　取材に行こう　ルールとマナー 20 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 調べ学習ビデオシリーズ　ビデオをとろう　動きや音のあるものに 20 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 総合的な学習の時間対応ビデオ・環境教育教材　地球がたいへん 　みんなでできる省エネルギー 13 1 平13 省エネルギーセンター

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編１　　きみのからだが地球環境 60 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編２　　基本食素材を味わって学ぶ 30 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編３　　歯とアゴから食生活を見直す 30 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編４　　学校農園の土つくり教室 15 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編５　　自然循環を学ぶ生ごみリサイクル 20 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編６　　地域の資源で「かぐや姫パン」を焼く 17 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編７　　搾った菜種油から太陽エネルギーを考える 21 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編８　　戦争と食べ物・お年寄りからの聞き書き活動 20 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編９　　給食から始まるいのちの学習 15 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編１０　都会でもできる稲作体験学習 20 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編１１　休耕田で学ぶ「たんぼ水族館」 20 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 ２１世紀を拓く食農教育　資料編１２　インターネットで食農教育 30 1 平12 紀伊国屋書店

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第１巻　高橋延清　～森のくらし～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第２巻　平山郁夫　～広い空、高い空～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第３巻　岸本泰延　～石油と紙おむつ～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第４巻　井上ひさし　～言葉と友達になろう～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第５巻　日野原重明　～体の中のポンプ・心臓～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第６巻　牧野昇　～鉄はなぜ磁石につくの～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第７巻　三善晃　～歌う・心とからだのメッセージ～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第８巻　森本雅樹　～空の向こうには何がある～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第９巻　榊　莫山　～文字の不思議～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 シリーズ授業　第１０巻　長岡輝子　～宮沢賢治をよもう～ 45 1 平13 NHKビデオ

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートキット１　　歌のビデオ（CD付） 30 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートキット２　　単語と会話1 30 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートキット３　　単語と会話2 30 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートキット４　　指導法研究 45 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートプログラム①　いっしょに歌おう，英語であそぼう　 低／中学年 30 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートプログラム②　いっしょに歌おう，英語で話そう 　 中／高学年 30 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 はじめての英語スタートプログラム③　英語で話そう，仲良くなろう　　　　高学年 30 1 平12 開隆堂出版

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話１　Hi！気軽にあいさつしよう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話２　Sure. ひとことでもいいから返事をしよう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話３　Thank you. はっきりお礼を言おう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話４　What? わからないことは聞きかえそう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話５　Excuse me. 恥かしがらずに声をかけよう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話６　How about you? あなたはどう？と聞きかえそう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話７　That's okay. 相手のことを気づかってあげよう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 総合 Hi-Bye　English　ゼロから始める英会話８　Wow！　関心をしめそう 24 1 平13 TDKコア

ビデオ 000 指導者 教育カウンセリング講座　第１部　教育カウンセリングの原理 143 1 平15 ㈱テレマック

ビデオ 000 指導者 教育カウンセリング講座　第２部　教育カウンセリングの方法 141 1 平15 ㈱テレマック

ビデオ 000 指導者 教育カウンセリング講座　第３部　リーダーシップの原理　 146 1 平15 ㈱テレマック

ビデオ 000 指導者 教育カウンセリング講座　第４部　教師に必要なコミュニケーションスキル 136 1 平15 ㈱テレマック

ビデオ 000 指導者 ビデオ教材のつくり方 20 1 平16 学研

ビデオ 000 指導者 特色ある学校づくり状況報告　　平成4年度　　 10 3 平5 宇都宮市教育委員会

ビデオ 000 指導者 宇都宮市の特色ある学校づくり　平成5年度 13 2 平6 宇都宮市教育委員会

00 小 学 校 教 育 
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 000 指導者 コンピューターを活かす授業　　～三重県・四日市市の通信・データベースを利用する授業報告～ 16 2 平7 日本視聴覚教育協会

ビデオ 000 指導者 ハイパーメディアが開く教育 16 1 平7 日本視聴覚教育協会

ビデオ 000 指導者 本があって，人がいて　－学校図書館と子どもたち－ 20 1 平5 岡山市学校図書館

 ◆０１０　小学校国語 　

ビデオ 010 小4～6 新しい国語　①スピーチをしよう 28 1 平20 東京書籍

ビデオ 010 小5 新しい国語　②ディベートをしよう 27 1 平20 東京書籍

ビデオ 010 小6 新しい国語　③パネルディスカッションをしよう 27 1 平20 東京書籍

ビデオ 010 小6 附　子　～狂言のおもしろさ～ 30 1 平10 学研

ビデオ 010 小 教室コミュニケーション入門１　『教室コミュニケーションの指導』  25 1 平13 教配

ビデオ 010 小 教室コミュニケーション入門２　『対話･話し合い』 25 1 平13 教配

ビデオ 010 小 教室コミュニケーション入門３　『スピーチ』 25 1 平13 教配

ビデオ 010 小 教室コミュニケーション入門４　『討論』 25 1 平13 教配

ビデオ 010 小 教室コミュニケーション入門５　『音読･朗読･群読』 25 1 平13 教配

ビデオ 010 小1 「話す・聞く」指導ビデオ１年　◆おみせやさんごっこをしよう　◆わたしのたからもの 19 1 平14 光村教育図書

ビデオ 010 小2 「話す・聞く」指導ビデオ２年　◆あったらいいな，こんなもの　◆１年生へのプレゼント 21 1 平14 光村教育図書

ビデオ 010 小3 「話す・聞く」指導ビデオ３年　◆みんな，子どもだった　◆道あん内をしよう 21 1 平14 光村教育図書

ビデオ 010 小4 「話す・聞く」指導ビデオ４年　◆無人島でくらすとしたら　◆１０歳を祝おう 22 1 平14 光村教育図書

ビデオ 010 小5 「話す・聞く」指導ビデオ５年　◆「子ども環境会議」を開こう　◆伝え方を工夫して発信しよう 24 1 平14 光村教育図書

ビデオ 010 小6 「話す・聞く」指導ビデオ６年　◆学級討論会をしよう　◆二つの意見から 25 1 平14 光村教育図書

　  ◆０１５　小学校生活科 　

ビデオ 015 小1・2 小学校生活資料ビデオ１巻　いろいろな人とのふれあい　ともだち・せんせい・ちいきのひと 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 015 小1・2 小学校生活資料ビデオ２巻　いろいろな人とのふれあい　お店の人・町で会う人 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 015 小1・2 小学校生活資料ビデオ３巻　めざせあそびのめいじん　てづくりおもちゃとむかしのあそび 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 015 小1・2 小学校生活資料ビデオ４巻　そだてよう，かってみよう　サツマイモとイチゴ・やごのそだてかた 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 015 小1・2 小学校生活資料ビデオ５巻　もっとしぜんとあそぼう　春・夏のしぜんをたのしむあそび 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 015 小1・2 小学校生活資料ビデオ６巻　もっとしぜんとあそぼう　秋・冬のしぜんをたのしむあそび 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 015 小1・2 おはようにわとりさん［生活科シリーズ　どうぶつとなかよし］ 20 1 平2 学研

ビデオ 015 小1・2 すてきなおくりもの　［生活科シリーズ　おもちゃをつくろう］ 20 1 平2 学研

ビデオ 015 小1・2 野山であそぼう　　　［生活科シリーズ　おもちゃをつくろう］ 20 1 平2 学研

ビデオ 015 小1・2 米づくりのしごと(1)　田うえのじゅんび　 24 1 昭57 社会科研究同好会

ビデオ 015 小1・2 米づくりのしごと(2)　田うえのしごと 14 1 昭57 社会科研究同好会

ビデオ 015 小1・2 米づくりのしごと(3)　とり入れまでのしごと　 34 1 昭57 社会科研究同好会

ビデオ 015 小1・2 米づくりのしごと(4)　とり入れのしごと　 19 1 昭57 社会科研究同好会

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　１　手づくりたこ 29 1 平16 わかば社（河内郡）

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　２　こま 25 1 平16 わかば社（河内郡）

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　３　くさぶえ 22 1 平16 わかば社（河内郡）

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　４　竹とんぼ 29 1 平16 わかば社（河内郡）

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　５　紙ヒコーキ 25 1 平16 わかば社（河内郡）

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　６　どんぐりグルメ 23 1 平16 わかば社（河内郡）

ビデオ 015 小1・2 みんなで遊ぼう　７　遊ぼうパンとたんぽぽコーヒー 23 1 平16 わかば社（河内郡）

 ◆０２０　小学校社会

［わたしたちのまち　学校のまわり・市のようす］

ビデオ 020 小3 アヒルのミヤちゃんと行く　市内たんけん１（中心部や郊外の大型店）　　　　　　※県コンクール優秀賞 10 3 平16 教材制作委員

ビデオ 020 小3 アヒルのミヤちゃんと行く　市内たんけん２（市の周辺部の様子）                 　※県コンクール優秀賞 10 3 平17 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館　－探してみよう身近にある古いもの－　　  　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 12 3 平13 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館２（中心部の文化財など）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 8 3 平15 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館３（南東部～南西部地区の文化財など）　　　　　　　　　　 ※県コンクール優秀賞 8 3 平16 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館４（東部地区の文化財など）                               　　    ※県コンクール優秀賞 12 3 平17 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館５（北部～北西部地区の文化財など）                  　　  　※県コンクール最優秀賞 12 1 平18 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館６（河内地区の文化財）　　 ※県コンクール優秀賞／H20全国視聴覚教材コンクール入選 9 2 平19 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 まちは大きな博物館７（上河内地区の文化財）　                                        ※県コンクール優秀賞 12 2 平20 教材制作委員

ビデオ 020 小3 町にのこる古いものしらべ 16 2 昭59 教材制作委員

ビデオ 020 小3 市にある古いもの 14 2 昭59 教材制作委員

ビデオ 020 小3 宇都宮市のようす　１９８６ 22 3 昭61 教材制作委員

ビデオ 020 小3～一般 愛してますか！マイ・タウン　　[宇都宮市施設めぐり] 20 1 昭62 宇都宮市広報課

ビデオ 020 小3 市のうつりかわり 20 3 平1 教材制作委員

ビデオ 020 小3 宇都宮市のようす　１９９５ 15 3 平6 教材制作委員

［人びとのしごと］

ビデオ 020 小3 商店街　－オリオン通り－　※所在不明 昭59 教材制作委員

ビデオ 020 小3 市場で働くひとびと　［宇都宮市中央卸売市場案内ビデオ］ 18 1 平3 中央卸売市場

2



　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 020 小3 郵便局見学児童用ビデオ　『クイズ　なるほど・ザ郵便局』 60 1 平4 郵政省

ビデオ 020 小3 スーパーマーケットをたずねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 11 5 平5 教材制作委員

ビデオ 020 小3 たんけん公民館　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 20 4 平7 教材制作委員

ビデオ 020 小3 おいしいなしをつくるために　　　　　　※H9県コンクール最優秀賞／H15全国視聴覚教材コンクール入選 14 4 平9 教材制作委員

［むかしのくらし　いまのくらし］

ビデオ 020 小3 くらしのうつりかわりシリーズ　かわってきた　わたしたちのくらし 13 1 平16 学研

ビデオ 020 小3 くらしのうつりかわりシリーズ　子どものくらしのうつりかわり 13 1 平16 学研

ビデオ 020 小3 くらしのうつりかわりシリーズ　昔からつたえられている行事 13 1 平16 学研

［安全なくらしをまもる　火事・交通事故］

ビデオ 020 小4 火事からみんなを守る 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小4 火事をふせぐ（消防署の仕事） 21 3 平2 教材制作委員

ビデオ 020 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　消防署たんけん　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 14 1 平18 教材制作委員

ビデオ 020 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　けいさつしょたんけん　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 12 1 平20 教材制作委員

ビデオ 020 小4 交通事故からみんなを守る 13 1 平20 学研

ビデオ 020 小4 交通事故をふせぐ（警察官の仕事）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 16 3 平4 教材制作委員

ビデオ 020 小4 もっと知りたい警察官の仕事　ボクたち子供テレビ局取材班 20 1 平6 全国防犯協会連合会

［健康なくらしをまもる　水道（下水）］

ビデオ 020 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　水道水たんけん旅行　　　　　　　　　　　　　 ※県コンクール優秀賞 12 2 平19 教材制作委員会

ビデオ 020 小4 みんなをまもる水の旅　～宇都宮市の水道・下水道～ 17 3 平18 宇都宮市上下水道局

ビデオ 020 小4 調べてみよう！水とごみシリーズ　水道博士になろう！　－水とわたしたちのくらし－ 14 1 平16 学研

ビデオ 020 小4 うつのみやの水道　－飲み水ができるまで－ 16 1 平1 宇都宮市水道局

ビデオ 020 小4 宇都宮市の下水道 23 1 平1 宇都宮市下水道部

ビデオ 020 小4 市民の水　　浄水場をたずねて 14 2 昭61 教材制作委員

ビデオ 020 小4 川の水が水道の水になるまで＜松田新田浄水場＞ 21 1 昭57 社会科研究同好会

ビデオ 020 小4 宇都宮市の水道＜今市浄水場＞ 22 1 昭57 社会科研究同好会

ビデオ 020 小4 川をきれいにするために＜下水道＞ 15 2 昭57 社会科研究同好会

［健康なくらしをまもる　ごみ］

ビデオ 020 小4 調べてみよう！水とごみシリーズ　ごみ博士になろう！　－ごみとわたしたちのくらし－ 14 1 平16 学研

ビデオ 020 小4 クリーンパーク茂原①　ようこそクリーンパーク茂原リサイクルプラザへ（子ども編） 9 3 平14 クリーンパーク茂原

ビデオ 020 小4 クリーンパーク茂原②　もばら７のクリーンパーク探検 15 3 平14 クリーンパーク茂原

ビデオ 020 小4 クリーンパーク茂原③　リサイクルプラザ（一般編） 13 3 平14 クリーンパーク茂原

ビデオ 020 小4 クリーンパーク茂原④　焼却ごみ処理施設（一般編） 15 3 平14 クリーンパーク茂原

ビデオ 020 小4 ごみをへらすくふう   －資源物のゆくえ－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 15 3 平8 教材制作委員

ビデオ 020 小4 ごみのしまつ 14 2 昭60 教材制作委員

ビデオ 020 小4 もえるごみのしまつ　小学校編　～屋板清掃工場のしくみ～ 13 2 昭63 屋板清掃工場

ビデオ 020 小4 那須町のごみのゆくえ 15 1 平11 那須町

［地いきのせんじんのはたらき］

ビデオ 020 小4 ～アヒルのミヤちゃんと行く～　宝木用水探検旅行　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 13 5 平15 教材制作委員

ビデオ 020 小4 宝木用水（昭和62年） 20 2 昭62 教材制作委員

ビデオ 020 小4 宝木用水（昭和56年） 22 1 昭56 社会科研究同好会

ビデオ 020 小4 那須野が原 51 1 昭60 教材制作委員

［県のようす　土地にあわせてどんなくらしをしている］

ビデオ 020 小4 土地の低いところに住む人びとのくらし　－小山市生井地区－ 12 3 平13 教材制作委員

ビデオ 020 小4 湯西川 21 1 昭63 教材制作委員

ビデオ 020 小4 野辺山高原　（所在不明） 21 昭56 社会科研究同好会

［食料生産　農業・水産業など　／森林の大切さ・環境］

ビデオ 020 小5 太陽の子メグちゃんの農業案内　　～私たちの食生活と農業～　　お米・野菜編 15 1 平8 農林水産省

ビデオ 020 小5 太陽の子メグちゃんの水産業案内　～私たちの食生活と水産業～ 15 2 平9 農林水産省

ビデオ 020 小5 太陽の子メグちゃんの林業案内　　～私たちのくらしと林業～ 15 1 平10 農林水産省

ビデオ 020 小5 太陽の子メグちゃんの畜産業案内　～私たちのくらしと畜産業～ 15 1 平11 農林水産省

ビデオ 020 小5 太陽の子メグちゃんの環境をまもる農林水産業 15 1 平12 農林水産省

ビデオ 020 小5 アグリンの農林水産ワールド　水田はどんな働きをしているの？ 15 1 平16 農林水産省

ビデオ 020 小5 アグリンの農林水産ワールド　農村ってどんなところなの？ 10 1 平17 農林水産省

ビデオ 020 小5 アグリンの農林水産ワールド　森と海の役割ってなあに？ 13 1 平17 農林水産省

ビデオ 020 小5 オモシロ教室　農業と地球環境（人形劇） 15 1 平17 農林水産省（河内郡）

ビデオ 020 小5 水産業に生きる人びとシリーズ①　沿岸漁業で働く人びと　～京都府舞鶴市の定置網漁～ 15 1 平12 学研

ビデオ 020 小5 水産業に生きる人びとシリーズ②　遠洋漁業で働く人びと  ～北海道釧路市のすけとうだら漁～ 15 1 平12 学研

ビデオ 020 小5 水産業に生きる人びとシリーズ③　沖合漁業で働く人びと 　～宮城県気仙沼市のさんま漁～ 15 1 平12 学研

ビデオ 020 小5 水産業に生きる人びとシリーズ④　さいばい漁業で働く人びと   ～まだいとくるまえび～ 15 1 平12 学研

ビデオ 020 小5 水産業に生きる人びとシリーズ⑤　養しょく漁業で働く人びと   ～愛媛県宇和島市のはまち～ 15 1 平12 学研
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 020 小5 わたしたちの海　～佐賀県・小川島を訪ねて～ 14 1 平10 水産庁

ビデオ 020 小5 森林をたんけんしよう 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小5 よみがえった環境　－公害をのりこえた北九州市－ 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小5 林業の仕事と森林のはたらき　－和歌山県龍神村－ 26 1 平20 東京書籍

ビデオ 020 小5 わたしたちの生活と環境　－北九州市の昔と今－ 25 1 平20 東京書籍

ビデオ 020 小5～一般 森林はなぜ大切なの　－足尾の緑化活動から考える－　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 10 3 平14 教材制作委員

ビデオ 020 小5～一般 海との共生をめざして　　－消費者は漁業のパートナー－ 14 1 平9 水産庁

ビデオ 020 小5～一般 海と里山　～人と自然のいとなみ～　　＜三重県志摩の海女さんたちのアワビ猟＞ 14 1 平11 水産庁

ビデオ 020 小5～一般 干潟　－海の幸と人のくらし－ 19 1 平12 水産庁

［工業生産・伝統工業など］

ビデオ 020 小5 工業地域といろいろな工業 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小5 自動車工場をたんけんしよう！ 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小5 人と環境にやさしい車づくり 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小5 自動車をつくる工業 22 1 平20 東京書籍

ビデオ 020 小5 やきもののふる里　～益　子～ 25 1 平2 共同テレビジョン

ビデオ 020 小5 焼き物づくりのさかんな町　－益　子－　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 12 2 平12 教材制作委員

ビデオ 020 小5 栃木県の伝統的な工業　　－益子焼・烏山和紙－ 14 3 平3 教材制作委員

ビデオ 020 小5 日本の運輸・通信シリーズ　産業とくらしを支える　『海上輸送』 10 1 平7 学研

ビデオ 020 小5 人や物を運ぶ船 －直樹君と梨絵さんの夏休み－ 14 1 平10 日本旅客船協会

［くらしと情報］

ビデオ 020 小5 工業をささえる運輸と貿易 15 1 平20 学研

ビデオ 020 小5 くらしをささえる情報 15 1 平16 学研

ビデオ 020 小5 ニュース番組をつくる人びと 15 1 平16 学研

ビデオ 020 小5 ニュースを伝える　～新聞社の１日～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 15 4 平10 教材制作委員

ビデオ 020 小5 番組はどうやって作るの　～とちぎテレビ～　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 13 3 平11 教材制作委員

ビデオ 020 小5 日本の運輸･通信シリーズ　産業とくらしを支える　 『テレビ局で働く人々』 10 1 平11 学研

［日本の歴史］

ビデオ 020 小6 古　　墳 14 2 平1 教材制作委員

ビデオ 020 小6 日本の歴史(1) 　日本のあけぼの 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(2) 　大陸文化の摂取 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(3) 　奈良の都 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(4) 　貴族の生活と国風文化 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(5) 　源平の戦い 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(6) 　鎌倉武士 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(7) 　室町の文化 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(8) 　信長と鉄砲 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(9) 　太閤秀吉 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(10)  江戸幕府の始まり 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(11)  江戸幕府の政治 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(12)  江戸時代の文化 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(13)  江戸時代の学問 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(14)  開国 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(15)  明治維新 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(16)  文明開化 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(17)  大日本帝国憲法 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(18)  日清・日露戦争と条約改正 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(19)  近代工業の発達と充実 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 日本の歴史(20)  国際舞台へ 30 1 平9 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　国のなりたち 15 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　奈良の大仏・貴族の世 16 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　武士の世と室町文化 15 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　天下統一のゆくえ 15 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　江戸幕府と町人の文化 15 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　明治維新と文明開化 15 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　日清・日露　ふたつの戦争 16 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　新しい日本の出発 12 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　政治のはたらき 12 1 平16 東映

ビデオ 020 小6 小学社会科ビデオシリーズ　世界の中の日本 14 1 平16 東映

［世界のとのつながり］
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(1)　韓国①　～一番近い国韓国～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(2) 　韓国②　～韓国の子どもたち～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(3)　タイ①　～タイのくらしと産業～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(4)　タイ②　～タイの子どもたち～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(5)　アメリカ①　～ニューヨークのスコット君一家のくらし～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(6)　アメリカ②　～ノースダコダの小麦農家のくらし～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(7)　中国①　～都市に住む人びとのくらし～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(8) 　中国②　～農村に住む人々のくらし～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(9)  オーストラリア①　～羊を飼う農家のくらし～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 日本とつながりの深い国シリーズ(10)　オーストラリア②　　～子どもたちのくらし～ 10 1 平11 学研

ビデオ 020 小6 調べてみよう！世界のくらしシリーズ  　くらしの中から世界を見つけよう！ 14 1 平12 学研

ビデオ 020 小6 調べてみよう！世界のくらしシリーズ　  世界の学校をたずねてみよう！ 14 1 平12 学研

ビデオ 020 小6 調べてみよう！世界のくらしシリーズ 　世界の子どもたちの遊び 14 1 平12 学研

ビデオ 020 小6 調べてみよう！世界のくらしシリーズ 　世界の食事を調べよう！ 14 1 平12 学研

ビデオ 020 小6 世界のみんなの笑顔のために   　国際協力と日本 22 1 平12 外務省

　  ◆０３０　小学校算数 　

ビデオ 030 小3・4 そろばんと友だち 30 2 平6 日本視聴覚教材センター

ビデオ 030 小6 「1」を決めるために？！　単位のはなし 33 1 平12 科学技術庁

　  ◆０４０　小学校理科 　 　

ビデオ 040 小3 小学校NEW理科観察3年　草花のそだちと体のつくり 16 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小3 小学校NEW理科観察3年　こん虫のそだち方 16 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小3 小学校理科観察３年　モンシロチョウのそだち方と体 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小3 調べよう，うつのみやのこん虫　　　　　　　※県コンクール最優秀賞／H13全国視聴覚教材コンクール優秀賞 12 5 平12 教材制作委員

ビデオ 040 小3 学校で見られるこん虫たち(夏)～みんなでさがそう～　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 12 1 平20 教材制作委員

ビデオ 040 小3 いろいろなこん虫 19 5 平8 教材制作委員

ビデオ 040 小3 人体シリーズ３年　　さわる　～皮ふのはなし～ 15 2 平7 学研

ビデオ 040 小3 人体シリーズ３年  　見る　～目のはなし～ 19 2 平7 学研

ビデオ 040 小3 人体シリーズ３年  　体を動かす　～骨と筋肉のはなし～ 16 2 平7 学研

ビデオ 040 小3 人体シリーズ３年　  聞く　～耳のはなし～ 13 2 平7 学研

ビデオ 040 小4 タンポポ　～身近な自然を探る～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※県コンクール奨励賞 13 3 平11 教材制作委員

ビデオ 040 小4 小学校理科観察４年　生き物のくらし 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小4 ひるやよるの虫　～すみかとたべもの～ 15 1 平7 学研

ビデオ 040 小4 人体シリーズ４年  一日の変化とそのリズム 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小4 人体シリーズ４年  運動による体温，脈拍，呼吸の変化 11 2 平7 学研

ビデオ 040 小4 人体シリーズ４年　季節の変化とわたしたちのからだ 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小4 人体シリーズ４年  動物の体温，脈拍，呼吸数 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小4 地球と宇宙領域シリーズ４年  水のじょう発 11 1 平10 学研

ビデオ 040 小4 地球と宇宙領域シリーズ４年  空気中の水じょう気 11 1 平10 学研

ビデオ 040 小4 地球と宇宙領域シリーズ４年　   雲 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小4 小学校NEW理科観察4年　星の見え方と動き 16 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小5 小学校理科観察４年  流れる水のはたらき 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小5 川のようす　－上流・中流・下流－　（所在不明） 1 昭59 教材制作委員

ビデオ 040 小5 流れる水のはたらき 14 4 平2 教材制作委員

ビデオ 040 小5 流れる水のはたらき　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 9 4 平17 教材制作委員

ビデオ 040 小5 太陽と月を観察 17 1 平7 学研

ビデオ 040 小5 地球と宇宙領域シリーズ５年 　月の形と太陽の位置 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小5 地球と宇宙領域シリーズ５年  太陽と月の表面のようす 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小5 小学校NEW理科観察5年  動物のたんじょう　魚・ヒト 21 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小5 小学校理科観察５年   ヒトや動物のたんじょう 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小5 小学校理科観察５年　魚のたんじょう 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小5 人体シリーズ５年  　動物のオスとメス 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小5 人体シリーズ５年　  動物の赤ちゃん 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小5 人体シリーズ５年  　成長と身体の変化 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小5 人体シリーズ５年 　 赤ちゃんこんにちは 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小5 人体シリーズ５年 　 男女の体のつくり　 10 2 平7 学研

ビデオ 040 小5 地球と宇宙領域シリーズ５年 　天気の予想 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小5 小学校NEW理科観察5年  天気の変わり方とその予想 16 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小5 気象台の仕事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 17 3 平7 教材制作委員

ビデオ 040 小5 気象台の仕事　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 7 1 平18 教材制作委員

ビデオ 040 小5 調べてみよう雲の不思議　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 13 5 平15 教材制作委員
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年 　２本足のふしぎ　～ヒト～ 15 2 平8 学研

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年 　かしこい動物　～ヒト～ 15 2 平8 学研

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年 　ヒトと植物のかかわり 10 2 平8 学研

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年   呼吸のしくみ 10 2 平8 学研

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年 　消化のなぞ 10 2 平8 学研

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年 　体をめぐる血液 15 2 平8 学研

ビデオ 040 小6 小学校NEW理科観察6年 　ヒトや動物の体としくみ 16 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小6 ヒトや動物の体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優良賞 15 2 平6 教材制作委員

ビデオ 040 小6 四季の星座とその観察　第１巻　『星座観察の基礎知識』 20 1 平13 TDKコア

ビデオ 040 小6 四季の星座とその観察第２巻　『春の星座―探し方と観察』 20 1 平13 TDKコア

ビデオ 040 小6 四季の星座とその観察第３巻　『夏の星座―探し方と観察』 20 1 平13 TDKコア

ビデオ 040 小6 四季の星座とその観察第４巻　『秋の星座―探し方と観察』 20 1 平13 TDKコア

ビデオ 040 小6 四季の星座とその観察第５巻　『冬の星座―探し方と観察』 20 1 平13 TDKコア

ビデオ 040 小6 四季の星座とその観察第６巻　『望遠鏡の扱い方,天体写真の撮り方』 20 1 平13 TDKコア

ビデオ 040 小6 冬の星　～星座と星の動き～ 19 1 平7 共立映画社

ビデオ 040 小6 夏の星　～星座と星の動き～ 19 1 平7 共立映画社

ビデオ 040 小6 土地のでき方 11 1 平7 学研

ビデオ 040 小6 小学校理科観察６年 　大地のでき方 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小6 地球と宇宙領域シリーズ６年　火山がつくる土地 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小6 地球と宇宙領域シリーズ６年 　岩石を調べよう 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小6 地球と宇宙領域シリーズ６年  　地層からわかること 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小6 地球と宇宙領域シリーズ６年  　地層に含まれる化石 10 1 平10 学研

ビデオ 040 小6 宇都宮の地層 11 4 平5 教材制作委員

ビデオ 040 小6 身近な地層 15 4 昭62 教材制作委員

ビデオ 040 小6 栃木県の地層 15 4 昭63 教材制作委員

ビデオ 040 小6 男体山　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 9 4 平3 教材制作委員

ビデオ 040 小6 小学校NEW理科観察6年　生き物の生活とかんきょう 16 1 平11 啓林館

ビデオ 040 小6 小学校理科観察６年　  ヒトとかんきょう 15 1 平10 学研

ビデオ 040 小6 人体シリーズ６年 　ヒトと環境 10 1 平8 学研

ビデオ 040 小6 ヒトとかんきょう  ～森林と私たち～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 11 5 平9 教材制作委員

ビデオ 040 小6 ヒトとかんきょう２  ～かんきょうを調べる～ 10 5 平10 教材制作委員

ビデオ 040 小6 川の生き物から水質を調べよう 10 4 平4 教材制作委員

ビデオ 040 環境 自然とともに生きる　～環境の調べ方～                                         ※県コンクール優秀賞 9 2 平19 教材制作委員

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(1)　太陽の暖かさ　《3年生》 13 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(2)　ホタルの育つ水　《3年生》 13 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(3)　渡り鳥がやってくる　《4年生》 13 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(4)　水の旅　《4年生》 13 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(5)　植物が育つ土　《5年生》 15 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(6)　メダカのえさも生きている　《5年生》 15 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(7)  増えていく二酸化炭素　《6年生》 15 1 平11 学研

ビデオ 040 環境 学年別・環境教育(理科)シリーズ(8)  酸っぱい雨　《6年生》 15 1 平11 学研

ビデオ 040 自由研究 おもしろ理科実験　サイエンス指令  熱をさぐれ 25 2 平12 科学技術広報財団

ビデオ 040 自由研究 おもしろ理科実験　水の惑星を守れ！　～宇宙からのメッセージ～ 25 1 平13 科学技術広報財団

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(1)　 　レモンや炭でびっくり電池 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(2)　　「バチッ」とキメよう静電気 52 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(3)　　タネ明かし種子のひみつ 52 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(4)　　手づくりカメラでおもしろ写真 53 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(5)　　ふしぎ？不思議！粉の化け学 52 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(6)　　天高く飛べ竹とんぼ 52 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(7)　　昔むかしの火起こしに挑戦 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(8)　　すべるも止まるもまさつしだい 50 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(9)　　超能力？？振り子のなぞを探れ！ 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(10)　 どこまでとどく？きみの声 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(11) 　ラジオを作って電波を探れ 51 1 平11 NHKソフト
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(12) 　キミも試そう　タマゴのふしぎ 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(13) 　手作り検知器で放射線をキャッチ 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(14) 　太陽のおくりものソーラーパワー 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 やってみよう何でも実験(15) 　飛べ！　手作りの軽飛行機 51 1 平11 NHKソフト

ビデオ 040 自由研究 光の正体をさぐってみよう 21 1 平10 科学技術庁

ビデオ 040 自由研究 おもしろ理科実験　音の正体をつかめ 25 2 平11 科学技術広報財団

ビデオ 040 自由研究 対決！　エレクとマグネの真剣勝負　～おもしろ理科実験「電気と磁気」～ 25 2 平11 科学技術庁

ビデオ 040 自由研究 台所でできるおもしろ理科実験教室  ～教えてボルタ先生～ 24 1 平9 科学技術庁

ビデオ 040 自由研究 調べよう水の中の小さな生き物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 10 3 平13 教材制作委員

ビデオ 040 自由研究 みんなの理科室　－これ，どうやって使うの－　　　　　　　　　　　　　　　 11 3 平14 教材制作委員

ビデオ 040 自由研究 草花って面白い　～みんなもできるよ自由研究～　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 11 3 平16 教材制作委員

ビデオ 040 自由研究 今どき科学がおもしろい 30 1 平16 科学技術庁（河内郡）

　  ◆０５０　小学校音楽 　

ビデオ 050 小3～6 日本の伝統楽器 　～こと～　箏と箏の音楽 30 1 平10 アポロン

　  ◆０６０　小学校図工 　  

ビデオ 060 小1 いろいろなのりもの 8 1 昭63 宇都宮市立小

ビデオ 060 小4～6 木版画　～表現の工夫～ 20 1 平10 学研

ビデオ 060 小4～6 木版画の作り方 25 1 平10 黒羽町立小

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　紙と遊ぼう１　よく飛ぶ紙のおもしろヒコーキ 20 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　紙と遊ぼう２　ゆかいに動く紙の生きものたち 45 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　紙と遊ぼう３　ふしぎふしぎ！紙切り遊び 55 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　紙と遊ぼう４　新聞紙でつくる楽しい動物園　 30 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　紙と遊ぼう５　張子のお面とゆかいな虫たち 30 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　土と遊ぼう１　土のお面と土偶づくり 30 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　土と遊ぼう２　やさしい土鈴・土笛づくり 30 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　土と遊ぼう３　縄文土器をつくろう 45 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　土と遊ぼう４　だれでもできる土器の野焼き 30 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

ビデオ 060 小 創造力を育てる小学生の図工教室　自然と遊ぼう１　小枝や小石の造形遊び 30 1 平16 ビデオ・アート・センター（河）

　  ◆０７０　小学校保健・体育　　※性教育やたばこの害など含む 　

ビデオ 070 中 かむ　かめ　かもう！  かむことの大切さ 18 1 平12 東映

ビデオ 070 高学年 きれいかな，口の中　１ 　むし歯と歯肉の病気 15 1 平12 東映

ビデオ 070 高学年 きれいにしよう，口の中　２   　じょうずな歯のみがき方　 15 1 平12 東映

ビデオ 070 低・中 小学生のための性教育シリーズビデオ　導入編　１.おとこのことおんなのこ　２．こんにちはあかちゃん 18 1 平14 東映

ビデオ 070 高学年 小学生のための性教育シリーズビデオ　生理編　３.すてきなおとなになるために　４．初経と精通 20 1 平14 東映

ビデオ 070 高学年 小学生のための性教育シリーズビデオ　生殖編　５.いのちを伝える-生物のあゆみ-　６．受精から誕生へ 18 1 平14 東映

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ１ 　おとうさん　おかあさん 15 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ２　  先生のあかちゃん 15 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ３　  あかちゃんのはじまりは？ 15 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ４　  女の子　男の子 19 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ５　  いっしょに学ぼう初経教育 19 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ６　  こころのふしぎ 19 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 小 ふしぎだなシリーズ別巻　 あかちゃんがうまれる話 17 1 平5 アーニー出版

ビデオ 070 高学年 放課後のムービー　 ～宇宙からのミッション･地球の性を探れ～ 15 1 平13 労働教育センター

ビデオ 070 高学年 女の子でよかった〈初経指導〉 13 1 昭61 教材制作委員

ビデオ 070 高学年 病気にならない体を作る　―小学生の生活習慣病予防― 14 1 平13 東映

ビデオ 070 小 病気の予防シリーズ　食中毒 12 1 平14 東映

ビデオ 070 小 病気の予防シリーズ　インフルエンザ 12 1 平14 東映

ビデオ 070 高学年 たばこの害シリーズ　  たばこは体にどんな影響をあたえるか 11 1 平5 学研

ビデオ 070 高学年 たばこの害シリーズ 　学習や運動に悪いたばこ 12 1 平5 学研

　  ◆０８０　小学校家庭 　

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第１巻　楽しい家庭生活 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第２巻　衣服への関心と手入れ 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第３巻　いろいろなぬい方と製作 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第４巻　わたしたちの食事と健康 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第５巻　やさしい調理 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第６巻　快適な住まい方 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第７巻　物や金銭の使い方と買い方 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 楽しい小学校家庭科ビデオ　第８巻　かんきょうを考えた生活 15 1 平15 NHKサービスセンター

ビデオ 080 小 家庭科環境教育シリーズ(1)  水をよごさず大切にしよう  　～地球にやさしいくらし～ 15 1 平11 学研

ビデオ 080 小 家庭科環境教育シリーズ(2)   消費エネルギーを減らそう  　～限りある資源とくらし～ 15 1 平11 学研
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 080 小 家庭科環境教育シリーズ(3)   ごみを見直してみよう　　～快適で安全なくらし～ 15 1 平11 学研

ビデオ 080 小5 小学校5年家庭科シリーズ３　〔なみぬい・かえしぬい〕　寄贈 15 2 平5 高根沢町東小

　  ◆０９０　小学校道徳・特別活動　　※交通安全・防犯防災など含む 　

　 [差別やいじめなど人権の問題] 　 　

ビデオ 090 幼 ワオくんのはね　   幼児向け人権啓発アニメーション 17 1 平12 学研

ビデオ 090 低・中 ぼくだってきれいにしたいんだ（アニメ） 15 1 平11 学研

ビデオ 090 全 日本昔ばなし　鉢かづき姫（アニメ） 34 1 平14 学研

ビデオ 090 中・高 アミーゴ　友だち  人権啓発アニメーション（字幕入） 15 1 平12 学研

ビデオ 090 中・高 草太の誓い　差別に負けない力 人権啓発アニメーション（字幕入） 15 1 平12 学研

ビデオ 090 中・高 ふたりのタロウ（アニメ） 26 1 平11 学研

ビデオ 090 中・高 負けるな！千太　さよならいじめ虫（アニメ） 24 1 平12 ジャパンホームビデオ

ビデオ 090 中・高 わたしだけが（実写） 15 1 平10 学研

ビデオ 090 中・高 クラスメイト（実写） 20 1 平11 東映

ビデオ 090 中・高 友だちの心の痛み（実写） 25 1 平11 東映

ビデオ 090 中・高 友だちの心の痛み（実写） 25 1 平16 東映（河内郡）

ビデオ 090 高学年 あすへのびる　人権に関する詩集の朗読　○落とした財布　○できごと　○日本がいやなら国に帰れば 30 1 平16 栃木県教育委員会（河内郡）

ビデオ 090 指導者 いじめ問題ビデオ1  小学校用   いじめ，ゆるさない！　 20 1 平12 東京書籍

　 [生命の尊重]　　※生きることの大切さを訴えるビデオです 　

ビデオ 090 小 生きている 15 1 平11 学研

ビデオ 090 小 いのち 20 1 平11 東映

　 [社会のルールや思いやり・親切など道徳全般] 　

ビデオ 090 幼 ひまわりとうたおう！　  心の教育アニメーション「思いやり」（字幕入） 15 1 平12 学研

ビデオ 090 幼 大きなかぶ（人形劇，ロシア民話）　［協力］ 14 1 平15 サンエデュケーショナル

ビデオ 090 低学年 文鳥になったマー君 　 ［健康・安全，善悪の判断］ 22 1 平11 文部省

ビデオ 090 低・中 おーい，みんなおいでよ　①約束したよ　②お手伝いってなんだろう　③イジメははずかしい　④みんなで助け合いなど 45 1 平11 日本消費者金融協会

ビデオ 090 低・中 こんな時どうする？　　人とのかかわり 20 1 平16 東映

ビデオ 090 低・中 こんな時どうする？　　ルールとマナー 19 1 平16 東映

ビデオ 090 低・中 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ１　　よいと思うことをおこなう 10 1 平12 東映

ビデオ 090 低・中 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ２　　あたたかい心でしんせつにする 10 1 平12 東映

ビデオ 090 低・中 忍たま乱太郎のがんばるしかないさシリーズ３　　きまりを守って協力しあう 10 1 平12 東映

ビデオ 090 低・中 きつねとぶどう（アニメ）　   ［保護者（母親）への尊敬，感謝］ 11 1 平11 学研

ビデオ 090 低・中 友だちのきもち（実写） 　 　［思いやり，親切］ 19 1 平10 東映

ビデオ 090 低・中 おはようの一言で（実写）　　[他人への思いやりや礼儀の大切さ] 18 1 平14 東映

ビデオ 090 低・中 ひとりぼっち（実写）　　［人に対する思いやり／友情の大切さ］ 21 1 平11 東映

ビデオ 090 低・中 ひとりぼっち（実写）　　［人に対する思いやり／友情の大切さ］ 21 1 平16 東映（河内郡）

ビデオ 090 中 まどガラスとさかな（実写）   ［誠実・明朗］ 20 1 平10 東映

ビデオ 090 中・高 金色のクジラ（アニメ）    ［家族愛，勇気］　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※教育映画祭最優秀賞作品 25 1 平10 東映

ビデオ 090 中・高 校長先生が泳いだ（アニメ）   ［友情，信頼］ 20 1 平10 東映

ビデオ 090 中・高 校長先生が泳いだ（アニメ）   ［友情，信頼］ 20 1 平16 東映（河内郡）

ビデオ 090 中・高 水色のハンカチーフ（実写）    ［思慮・反省，節度］ 20 1 平10 東映

ビデオ 090 高学年 ブランコ乗りとピエロ（アニメ）  ［謙虚／他人の理解］　（資料編アニメ15分，授業での活用編の2部構成） 52 1 平9 学研

ビデオ 090 高学年 １枚の新聞（実写）   ［役割と責任の自覚］ 20 1 平10 東映

ビデオ 090 高学年 お母さんの仕事（実写）    ［差別や偏見をなくす／働くことの意義］ 20 1 平10 東映

ビデオ 090 高学年 小さな勇気（実写）   ［思いやり，親切］ 18 1 平10 東映

ビデオ 090 高学年 班長の命令とみんなのいい分（実写）   ［権利・義務］ 20 1 平10 東映

ビデオ 090 幼・指導者 幼児の心を育むシリーズ 　　しつけとルール 18 1 平11 東映

ビデオ 090 幼・指導者 幼児の心を育むシリーズ　　思いやりの心 18 1 平11 東映

ビデオ 090 幼・指導者 幼児の心を育むシリーズ　　豊かな心 18 1 平11 東映

ビデオ 090 幼・指導者 幼児の心を育むシリーズ　　遊びと社会性 18 1 平11 東映

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　１学校教育全体で取り組む道徳教育 30 1 平3 文部省

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　１学校教育全体で取り組む道徳教育 30 1 平16 文部省(河内郡）

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　２道徳教育の充実と年間指導計画 31 1 平4 文部省

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　３生き生きとした道徳授業の工夫 39 1 平5 文部省

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　３生き生きとした道徳授業の工夫 39 1 平16 文部省(河内郡）

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　４わたしのクラスの道徳教育 36 1 平6 文部省

ビデオ 090 小・指導者 豊かな心をもちたくましく生きる子どもを育てる（小学校編）　４わたしのクラスの道徳教育 36 1 平16 文部省(河内郡）

ビデオ 090 小・指導者 子どもの本音聞こえてますか（河内郡より寄贈） 28 1 平16 東映（河内郡）

　 [交通安全] 　

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全1　　『歩くとき』 15 1 平12 TDKコア

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全2　　『信号とふみきり』 15 1 平13 TDKコア
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全3　　『横断歩道』 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全4　　『あぶないとび出し』 15 1 平15 TDKコア

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全5　　『自転車とくるま』 15 1 平16 TDKコア

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全6　　『道路の危険』 15 1 平17 TDKコア

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全7　　『身近な決まりごと』 15 1 平18 TDKコア

ビデオ 090 幼 ルール君とマナーちゃんのビデオで交通安全8　　『かならず注意』 15 1 平19 TDKコア

ビデオ 090 幼 小さな命を守ろう！　みーちゃんとゆうすけの交通安全 15 1 平13 共和教育映画社

ビデオ 090 幼 ハム太郎のとっとこ大切　交通ルール 15 1 平15 東映

ビデオ 090 小 ちびまる子ちゃんの交通安全 13 1 平12 教配

ビデオ 090 小 スーパーマリオの交通安全 14 1 平16 東映（河内郡）

ビデオ 090 小 ビーロボカブタック　 カブタックの交通安全 15 1 平11 東映

ビデオ 090 小 忍たま乱太郎の自転車安全教室 16 1 平12 東映

ビデオ 090 小 ドクターXの自転車安全セミナー 21 1 平16 東映（河内郡）

ビデオ 090 小 サイクルマン太郎の自転車交通安全教室 21 1 平11 東映

ビデオ 090 小 小学生の健康と安全4（交通事故防止）  自転車に乗るときの約束  －安全な乗りかたについてもう一度考えよう－ 15 1 平12 東京書籍

ビデオ 090 小 小学校交通安全シリーズ（低学年）　車はこわいよ 10 1 平10 学研

ビデオ 090 小 小学校交通安全シリーズ（中学年）  わたしたちの通学路 10 1 平10 学研

ビデオ 090 小 小学校交通安全シリーズ（高学年）  自転車の安全な乗り方 10 1 平10 学研

ビデオ 090 小 自転車の安全な乗り方 12 1 平10 高根沢町小

ビデオ 090 小 小学生の交通安全　危険マップをつくろう 20 1 平14 東映

ビデオ 090 小・指導者 危ない！ゆるさん    ～交通事故から子どもを守る～ 29 1 平10 学研

　 [防犯・防災・危機管理] 　

ビデオ 090 小 ちびまる子ちゃんの火の用心 20 1 平11 教配

ビデオ 090 小 ちびまる子ちゃんの地震を考える  　わが家の防災 20 1 平11 教配

ビデオ 090 小 小学生の生活安全シリーズ　   火災と安全 15 1 平10 学研

ビデオ 090 小 小学生の生活安全シリーズ  　水の事故と安全 15 1 平10 学研

ビデオ 090 小 小学生の健康と安全1　（薬物乱用防止）  おそろしい薬物の誘惑 15 1 平12 東京書籍

ビデオ 090 小 小学生の健康と安全2　（食中毒防止）　食中毒や病気を防ごう 15 1 平12 東京書籍

ビデオ 090 小 小学生の健康と安全3　（対人被害防止） 　自分を守る，みんなで守る    －ゆうかいに注意－ 15 1 平12 東京書籍

ビデオ 090 小 小学生の健康と安全5   （水難事故防止／低学年向け）  　水の近くで遊ぶときの注意 15 1 平12 東京書籍

ビデオ 090 小 小学生の健康と安全6   （水難事故防止／中～高学年向け） 　着衣泳入門－水に落ちてもあわてない方法－ 15 1 平12 東京書籍

ビデオ 090 幼・小 ニャンダーかめんの誘拐・火あそび防止  ミーコちゃん　ちゃんとチェック！！ 11 1 平13 東京書籍

ビデオ 090 幼・小 赤ずきんちゃん　ちゃんとチェック  　誘拐防止アニメーション 13 1 平12 教配

ビデオ 090 幼・小 ぜったいゆうかいされないぞ！ 16 1 平17 東映

ビデオ 090 小 こんな時どうする？　危険から身を守る 19 1 平16 東映

ビデオ 090 指導者 学校の危機管理　大丈夫ですか　あなたの学校は 25 1 平17 教配

ビデオ 090 指導者 スクールセクハラ　①小学校編 25 1 平15 日経ビデオ

ビデオ 090 小～一般 平成16年度　総務省メディアリテラシー教材　『親子で語ろう　テレビの見方』 20 1 平16 総務省

　     
　

　 308  ◆１００　中学校教育　　※生徒指導法や修学旅行など 　

ビデオ 100 指導者 スクールカウンセリング(1)　　「言葉にならないことば」を感じ取る 36 1 平11 NHKソフトウェア

ビデオ 100 指導者 スクールカウンセリング(2)　　不登校・いじめとその対応 41 1 平11 NHKソフトウェア

ビデオ 100 指導者 スクールカウンセリング(3)　　教師・悩みと成長 33 1 平11 NHKソフトウェア

ビデオ 100 指導者 スクールカウンセリング(4)　　学級崩壊を防ぐ　－子どものこころへのアプローチ－ 37 1 平12 NHKソフトウェア

ビデオ 100 指導者 スクールカウンセリング(5)　　ムカツクときキレルとき　　－思春期の心の奥に－ 36 1 平12 NHKソフトウェア

ビデオ 100 指導者 スクールカウンセリング(6)　　スクールカウンセリングの技法　　－新たな試み－ 35 1 平12 NHKソフトウェア

ビデオ 100 指導者 中学生のディベートシリーズ　 入門編　―手順と形式― 32 1 平13 学研

ビデオ 100 指導者 中学生のディベートシリーズ　モデルディベート編　―議論の展開― 32 1 平13 学研

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 鎌倉　～古都を訪ねて～ 15 1 平11 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　  京都自主研修ガイド 30 1 平11 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 日光　～歴史・文化そして自然～ 15 2 平16 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 京都（Ⅰ）　歴史の生きる　＝人と社会＝ 15 1 平16 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 京都（Ⅱ）　暮らしの四季　＝生活と文化＝ 15 1 平16 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 奈良（Ⅰ）　平城京はいま　＝町と寺院＝ 15 1 平16 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 奈良（Ⅱ）　古代のなぞ　＝古墳と石造物＝ 15 1 平16 NHKソフト

ビデオ 100 指導者 修学旅行事前研究シリーズ　 沖縄　平和学習　＝歴史・自然・文化＝ 15 1 平16 NHKソフト

ビデオ 100 中 稚内発　学び座　ソーランの歌が聞こえる 102 1 平13 グルーブコーポレーション

　  ◆１１０　中学校国語 　

ビデオ 110 中 「話す・聞く」指導ビデオ　1年　言葉で伝えよう　「言葉の探検」　発表会をしよう　発表会を開く 20 1 平14 光村教育図書

  １０ 中 学 校 教 育  
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 110 中 「話す・聞く」指導ビデオ　2年　立場を明確にして，話し合いに参加しよう　パネルディスカッションを開く　ほか 26 1 平14 光村教育図書

ビデオ 110 中 「話す・聞く」指導ビデオ　3年　日本語を巡って話し合おう　シンポジウムを開く　ほか 21 1 平14 光村教育図書

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ2　　おくのほそ道　～俳句を極める～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ3　　枕草子　～花開く平安女流文学～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ4　　徒然草　～人生を極める～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ5　　平家物語　～詩情あふるる無常観～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ6　　竹取物語　～古代のゆたかな想像力～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ7　　伊勢物語　～時代をこえる平安ロマン～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ8　　万葉集　～古代の歌びと心のいぶき～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ9　　古今和歌集　～日本美意識の原点～ 20 1 平10 TDKコア

ビデオ 110 中・高 古典入門ビデオ10　  新古今和歌集　～見果てぬ夢の言の葉～ 20 1 平10 TDKコア

　  ◆１２０　中学校社会 　

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理1　　九州地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理2　　中国・四国地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理3　　近畿地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理4　　中部地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理5　　関東地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理6　　東北地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 中学校社会科日本地理7　　北海道地方 15 1 平10 学研

ビデオ 120 地理 地形図を読もう 11 3 昭62 教材制作委員

ビデオ 120 地理 内陸工業地域の形成と地域の変貌 15 1 昭63 教材制作委員

ビデオ 120 地理 農村の変化　～宇都宮～ 12 1 平3 教材制作委員

ビデオ 120 地理 地図を読もう［多気山の例］ 12 2 平7 教材制作委員

ビデオ 120 地理 身近な地域を調べよう　　　　　　　　　　　　　　　　　　                             ※県コンクール優秀賞 9 3 平13 教材制作委員

ビデオ 120 地理 森林から見た日本の気候 21 1 平11 国土緑化推進機構

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解1　　世界の国々 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解2　　人々の生活と環境　(上) 30 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解3　　人々の生活と環境　(下) 30 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解4　　中華人民共和国 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解5　　東南アジア諸国 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解6　　ＥＣ諸国 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解7　  ロシア連邦 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解8　　アメリカ合衆国 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解9　  ブラジル連邦共和国 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解10　　オーストラリア 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解11　  国際社会の中の日本 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解12　   国際連合の働き 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解13　  大規模農家の生活　～アメリカ～ 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 世界地理・国際理解14　　ある印刷工の生活　～中国～ 15 1 平5 ヒルマ

ビデオ 120 地理 日本の海運 30 1 平16 日本船主協会（河内郡）

ビデオ 120 地理 海運シリーズ1　日本とオーストラリアを結ぶ海運　－産業と貿易を通して－ 20 1 平16 日本船主協会（河内郡）

ビデオ 120 地理 海運シリーズ４　日本とアジアを結ぶ海運　－産業と貿易を通して－ 20 1 平16 日本船主協会（河内郡）

ビデオ 120 地理 海運シリーズ５　日本と西アジア・アフリカ・中南米を結ぶ海運　－産業と貿易を通して－ 20 1 平16 日本船主協会（河内郡）

ビデオ 120 地理 海運シリーズ６　日本と世界を結ぶ海運　－国際貿易と国際分業－　 20 1 平16 日本船主協会（河内郡）

ビデオ 120 地理 海運の工夫・技術シリーズ２  豊かさを運ぶ海の道　～コンテナ船～                              　 21 1 平10 日本船主協会

ビデオ 120 地理 海運の工夫・技術シリーズ３　豊かさを運ぶ海の道　～地球環境と海運～ 21 2 平12 日本船主協会

ビデオ 120 地理 海運の工夫・技術シリーズ４　海の大動脈　内航海運 19 1 平16 日本船主協会

ビデオ 120 歴史 古墳文化 28 1 昭56 社会科研究同好会

ビデオ 120 歴史 都市の発達［江戸時代の宇都宮・城下図］ 26 1 昭56 社会科研究同好会

ビデオ 120 歴史 縄文文化 20 1 昭59 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 古墳 7 1 昭60 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 平安仏教［多気山時宝院］ 16 1 昭63 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 戊辰戦争 13 1 平1 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 百姓一揆　～籾摺騒動～ 11 1 平2 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 城下町宇都宮 12 2 平5 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 住居と生活　～日本の伝統的住居～ 12 2 平10 教材制作委員

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ１　　　明治①〈近代国家の誕生〉 12 1 平11 学研

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ２　　　明治②〈国際社会への道〉 26 1 平11 学研

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ３　　　大正　〈民衆の時代〉 11 1 平11 学研

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ４　　　昭和①〈戦争と国民生活〉 13 1 平11 学研
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ５　　　昭和②〈混乱から復興へ〉 20 1 平11 学研

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ６　　　昭和③〈発展する日本〉 20 1 平11 学研

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ７　　　昭和④〈国際社会の中の日本〉 20 1 平11 学研

ビデオ 120 歴史 近代日本の歩みシリーズ８　　　戦後50年の歩み 20 1 平11 学研

ビデオ 120 公民 私たちの生活と地方自治 20 1 昭61 教材制作委員

ビデオ 120 公民 社会保障制度 13 2 平4 教材制作委員

ビデオ 120 公民 宇都宮市の財政と仕事 18 2 平6 教材制作委員

ビデオ 120 公民 流通のしくみと変化 10 2 平8 教材制作委員

ビデオ 120 公民 宇都宮の文化財を守るために 9 2 平9 教材制作委員

ビデオ 120 公民 宇都宮市の仕事 12 3 平11 教材制作委員

ビデオ 120 公民 税を探る　－宇都宮市租税教育教材－ 12 3 平12 教材制作委員

ビデオ 120 公民 ＯＤＡって何だろう？　　　　　　政府開発援助の立場から 20 1 平11 外務省

　  ◆１４０　中学校理科 　

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第1巻　生き物の世界を探る　～調べ方の基礎～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第2巻　緑のデンプン工場　～光合成のしくみ～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第3巻　地層は語る　～大地と生命の歴史～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第4巻　大地が火をふく　～火山とマグマ～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第5巻　大地が動く　～地震が起こるしくみ～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第6巻　動物が生きる力　～命を保つ営み～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第7巻　天気を調べる　～大気の動きと水分～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第8巻　細胞がふえる　～細胞分裂と成長～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第9巻　命を伝える　～生物のふえ方～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第10巻　地球がまわる　～自転と公転～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第11巻　宇宙を探る　～太陽系と恒星～ 15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科探求ビデオ　第12巻　物質はめぐる　～自然界のバランス～   15～20 1 平13 啓林館

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(1)　　植物の生活と種類① 18 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(2)　　植物の生活と種類② 20 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(3)　　植物のなかま 15 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(4)　　動物の生活と種類① 17 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(5)　　動物の生活と種類② 18 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(6)　　動物の生活と種類③ 15 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(7)　　生物のつながり① 18 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(8)　　生物のつながり② 18 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 中学校理科教材シリーズ(9)　　生物のつながり③ 13 1 平11 日本ビクター

ビデオ 140 2分野 遺伝の法則をたしかめる 24 1 平11 東映

ビデオ 140 2分野 皆既日食のふしぎ 13 1 平16 学研

ビデオ 140 2分野 天球で考える　地球の運動 14 1 平16 学研

ビデオ 140 2分野 日食・月食で考える　太陽・月・地球の運動 13 1 平16 学研

ビデオ 140 2分野 観測とシミュレーションで考える　惑星の運動 12 1 平16 学研

ビデオ 140 2分野 中学校理科宇宙１　～地球と太陽系～　地球の自転と天体の動き 14 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科宇宙２　～地球と太陽系～　地球の公転と季節の変化　 14 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科宇宙３　～地球と太陽系～　太陽系の天体と地球 14 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科宇宙４　～地球と太陽系～　月の満ち欠けと惑星の運動 14 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科宇宙５　～地球と太陽系～  四季の星座と星の世界 14 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科気象１　霧や雲のでき方，雲の変化 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科気象２　気圧と風の吹き方 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科気象３　前線と天気の変化 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科気象４　気象観測とインターネットの活用 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 140 2分野 中学校理科気象５　地球環境と気象災害 15 1 平14 TDKコア

ビデオ 140 2分野 火山のなりたちとうつりかわり　 　～富士をしらべる～ 15 1 平7 学研

ビデオ 140 2分野 地層とたいせき岩 30 3 昭59 教材制作委員

ビデオ 140 2分野 理科地質シリーズ　マグマと火山活動 13 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 理科地質シリーズ　 化石は語る 12 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 理科地質シリーズ  　地震とその災害 13 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 理科地質シリーズ  地層からわかること 13 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 理科地質シリーズ　地球の環境 12 1 平10 TDKコア

ビデオ 140 2分野 地層を調べる　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞／H15全国自作視聴覚教材コンクール入選 9 3 平14 教材制作委員

ビデオ 140 2分野 火山の噴出物と火成岩のつくり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール最優秀賞 8 3 平16 教材制作委員

ビデオ 140 2分野 静電気とそのはたらき 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール優秀賞 8 3 平15 教材制作委員

ビデオ 140 1分野 いろいろなエネルギー 6 3 平17 教材制作委員
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 140 2分野 顕微鏡で観察しよう 12 1 平18 教材制作委員

ビデオ 140 1分野 音の速さを測定しよう 7 1 昭63 足利地区理科部会

ビデオ 140 1分野 熱分解 16 3 昭60 教材制作委員

ビデオ 140 1分野 酸化と還元　 16 1 平16 学研（河内郡）

ビデオ 140 環境 世界遺産シリーズ１　白神山地　－ブナ林と動植物の豊かなつながり－ 20 2 平12 国土緑化推進機構

ビデオ 140 環境 世界遺産シリーズ２　生命に満ちた島　～屋久島の森を探る～ 20 1 平12 国土緑化推進機構

ビデオ 140 環境 環境教育資料シリーズ(1)　　大気汚染 12 1 平11 学研

ビデオ 140 環境 環境教育資料シリーズ(2)　　水の汚染　河川・湖沼・海 12 1 平11 学研

ビデオ 140 環境 環境教育資料シリーズ(3)　　地球の砂漠化 12 1 平11 学研

ビデオ 140 環境 中学生向けエネルギー環境教育用ビデオ　エネルギーの未来　－みんなで考えよう21世紀のエネルギー- 18 1 平9 Ｅ環境教育情報センター

ビデオ 140 環境 地球と環境ＪＡＰＡＮ　１　四大公害・新公害事情 27 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境ＪＡＰＡＮ　２　ゴミのゆくえ・リサイクル 27 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境ＪＡＰＡＮ　３　水質浄化への取り組み・生態系の保護 27 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境　第1巻　地球の温暖化・オゾン層の破壊 28 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境　第2巻　熱帯林の減少・酸性雨 28 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境　第3巻　海洋汚染・都市生活型公害 28 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境　第4巻　野生生物種の減少・砂漠化 28 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境　第5巻　有害廃棄物の越境移動・開発途上国の公害問題 28 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 地球と環境　第6巻　エネルギーの有効利用・地球にやさしいライフスタイル 28 1 平13 東京書籍

ビデオ 140 環境 学習アニメーション　地球が危ない 15 1 平13 汐文社

ビデオ 140 環境 未来からの電子メール　～環境に国境はない～ 28 1 平11 毎日ＥＶＲシステム

ビデオ 140 環境 私たちのくらしと環境汚染 31 1 平10 東映

ビデオ 140 環境 今が変われば　-省エネと未来の親密な関係－ 21 1 平16 省エネルギーセンター

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>①　新しい地球 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>②　55億人の生活圏 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>③　鳴動する大地 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>④　世界市場 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>⑤　天候と大気の流れ 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>⑥　生きている海洋 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>⑦　大河のゆくえ 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>⑧　消えゆく森林 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>⑨　飽食と飢餓 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

ビデオ 140 環境 宇宙船地球号<かけがえのない青い星>⑩　地球の未来のために 26 1 平16 TDKコア(河内郡）

　 　  ◆１４５　中学校英語 　 　 　 　

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ１［中学生向け英語リーディングテープ］ 15 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ３［中学生向け英語リーディングテープ］ 15 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ４［中学生向け英語リーディングテープ］ 8 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ５［中学生向け英語リーディングテープ］ 15 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ８［中学生向け英語リーディングテープ］ 8 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ８［中学生向け英語リーディングテープ］ 10 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ１０［中学生向け英語リーディングテープ］ 13 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ１１［中学生向け英語リーディングテープ］ 7 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ１１［中学生向け英語リーディングテープ］ 12 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ１１［中学生向け英語リーディングテープ］ 10 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＬＥＳＳＯＮ１５［中学生向け英語リーディングテープ］ 15 1 昭63 市立教育研究所

ビデオ 145 中 ＶＩＳＩＴＩＮＧ　ＴＨＥ　ＵＳＡ 25 1 昭63 市立教育研究所

 ◆１５０　中学校音楽
ビデオ 150 中 発見!!　篳篥（ひちりき）の魅力 20 1 平14 共和教育映画社

ビデオ 150 中～一般 音楽鑑賞を10倍楽しむ基礎知識　邦楽編①楽器紹介 20 1 平16 ぜんきょうグループ

ビデオ 150 中～一般 音楽鑑賞を10倍楽しむ基礎知識　邦楽編②邦楽アンサンブル 20 1 平16 ぜんきょうグループ

ビデオ 150 中～一般 音楽鑑賞を10倍楽しむ基礎知識　オーケストラ編①楽器紹介 20 1 平16 ぜんきょうグループ

ビデオ 150 中～一般 音楽鑑賞を10倍楽しむ基礎知識　オーケストラ編②オーケストラサウンド 20 1 平16 ぜんきょうグループ

　  ◆１７０　保健衛生・体育　※性教育，エイズなど 　

ビデオ 170 中・高 中学生のための性教育シリーズ　性感染症から身を守る 15 1 平14 東映

ビデオ 170 中・高 しのびよる性感染症 21 1 平13 東映

ビデオ 170 中・高 保健ビデオ　思春期と性 20 1 平10 毎日ＥＶＲシステム

ビデオ 170 中・高 保健ビデオ　受精・妊娠・出産の生理 20 1 平10 毎日ＥＶＲシステム

ビデオ 170 中・高 見つめてますか　からだ 30 1 平5 学研

ビデオ 170 中・高 エイズってなに？ 20 1 平5 学研

ビデオ 170 中・高 エイズの予防 20 1 平5 学研
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 170 中・高 エイズを科学する 30 1 平5 学研

ビデオ 170 中・高 ＡＩＤＳ　●正しい理解と行動（河内郡より寄贈） 21 1 平16 桜映画社

ビデオ 170 中・高 君たち，エイズにかかるなよッ！ 42 2 平5 草興社

ビデオ 170 中・高 これだけは知っておきたい　エイズ　正しい知識と予防 16 1 平4 日本広報協会

ビデオ 170 中～一般 リビング・ウイズ・エイズ 　～支え合う時代～ 31 2 平9 生命保険協会

ビデオ 170 中 前方倒立回転とび 13 2 昭60 教材制作委員

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　サッカー　　　　　　　　                       　［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　サッカー　　　　　　　　                       　［授業展開］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　バトミントン　　　　　　                       　［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　バトミントン　　　　　　　　                    ［授業展開］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　バレーボール　　　　　　                     ［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　器械運動　　　　　　　　　                    ［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　剣道　　　　　　　　　　　                      ［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　剣道　　　　　　　　　　                      　［授業展開］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　柔道　　　　　　　　　　　                      ［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　水泳　　　　　　　　　　                        ［学習指導のポイント］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　創作ダンス　　　　　　　                      ［授業展開］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　体操　　　　　　　　　　                        ［授業展開］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

ビデオ 170 中 中学校体育実技指導　陸上競技　　　　　　　　　                    ［授業展開］ 30 1 平7 日本中学校体育連盟

　  ◆１８０　技術・家庭 　

ビデオ 180 中 新しい技術・家庭　ごみのしまつと再利用 18 1 平13

ビデオ 180 中 新・情報基礎ビデオ(1)　コンピュータ　「単純な原理・すばらしい能力」 20 1 平11 開隆堂

ビデオ 180 中 新・情報基礎ビデオ(4)　　通信とインターネット 20 1 平11 開隆堂

ビデオ 180 中 情報社会とコンピュータ 19 1 平15 東映（河内郡）

ビデオ 180 中 ＬＰガスの正しい使い方と安全器具 28 1 平11 通商産業省

ビデオ 180 中 プリント基板 　 1 昭59 教材製作委員

　  ◆１90　道徳・特別活動 　

　 [差別やいじめの問題] 　

ビデオ 190 中 いじめ　１４歳のメッセージ 25 1 平11 ジャパンホームビデオ

ビデオ 190 中 ある日突然に   ～君にいじめは似合わない～ 78 1 平10 進路指導センター

ビデオ 190 中 いじめ問題ビデオ2  中学校用 　いじめの告白　 20 1 平12 東京書籍

ビデオ 190 指導者 いじめ問題ビデオ3　教師用　　　いじめのサインを見のがすな 31 1 平12 東京書籍

ビデオ 190 中 シリーズいじめ1　ドキュメント1000の叫び　 大河内清輝君の両親に寄せられた全国の手紙より 30 1 平12 NHKソフトウェア

ビデオ 190 中 シリーズいじめ2　ドラマ   　僕は死にたくない 30 1 平12 NHKソフトウェア

ビデオ 190 指導者 シリーズいじめ3　問いかけ・提言　　　　大人たちへのメッセージ　信頼の回復 40 1 平12 NHKソフトウェア

ビデオ 190 指導者 いじめ　早期発見チェックポイント35　　～子供たちを守るために～ 60 1 平12 ジャパンホームビデオ

ビデオ 190 指導者 いじめゼロをめざして　　～家庭と学校の連携～ 30 1 平11 東映

　 [生命の尊重] 　 　 　

ビデオ 190 中 純がくれた命 20 1 平13 東映

ビデオ 190 中 阪神大震災　被災者の心 20 1 平11 東映

ビデオ 190 中 生きている今を 21 1 平11 東映

　 [道徳全般] 　

ビデオ 190 中 いつも一緒に［信頼・友情］ 21 1 平11 東映

ビデオ 190 中 ほほえみの朝［人間愛］ 20 1 平11 東映

ビデオ 190 中 銀色のシャープペンシル［人間の弱さの克服］ 20 1 平11 東映

ビデオ 190 中 遅刻調査から［自他の尊重，勇気］ 15 1 平11 学研

　 [指導者や保護者へ] 　

ビデオ 190 指導者 わが子の心が見えない～心の時代・親と子に語りかける～ 32 1 平11 学研

ビデオ 190 指導者 教室に行けない～登校拒否のシグナル～ 30 1 平11 学研

ビデオ 190 指導者 代打　とうさんの出番です 31 1 平5 東映

ビデオ 190 指導者 とべない紙ひこうき 30 1 平15 学研（河内郡）

ビデオ 190 指導者 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（中学校編）１　学校教育全体で取り組む道徳授業 30 1 平3 文部省

ビデオ 190 指導者 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（中学校編）１　学校教育全体で取り組む道徳授業 30 1 平15 文部省(河内郡）

ビデオ 190 指導者 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（中学校編）２　道徳教育の充実と年間指導計画 43 1 平4 文部省

ビデオ 190 指導者 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（中学校編）２　道徳教育の充実と年間指導計画 43 1 平15 文部省(河内郡）

ビデオ 190 指導者 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（中学校編）３　生き生きとした道徳授業の工夫 39 1 平5 文部省

ビデオ 190 指導者 豊かな心をもちたくましく生きる生徒を育てる（中学校編）３　生き生きとした道徳授業の工夫 39 1 平15 文部省(河内郡）

ビデオ 190 指導者 裏庭でのできごと　［中学校道徳教育推進資料１］ 43 1 平8 文部省

ビデオ 190 指導者 一番星　［中学校道徳教育推進資料3］ 45 2 平10 文部省

ビデオ 190 指導者 中学校道徳指導ビデオシリーズ(1)　　　　　　　　　　　　「玉虫厨子」「蛇の目の子」 20 1 平11 学研
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 190 指導者 中学校道徳指導ビデオシリーズ(2)　　　　　　　　　　　　「うろうろ船」「糸車」 27 1 平11 学研

ビデオ 190 指導者 中学校道徳指導ビデオシリーズ(3)　　　　　　　　　　　　「カベル女史の人間愛」「石段の思い出」 24 1 平11 学研

ビデオ 190 指導者 中学校道徳指導ビデオシリーズ(4)　　　　　　　　　　　　「影絵映画の王様」「天心と芳崖」 26 1 平11 学研

ビデオ 190 指導者 中学校道徳指導ビデオシリーズ(5)　　　　　　　　　　　　「虎」「天井が明るい」 25 1 平11 学研

ビデオ 190 指導者 中学校道徳指導ビデオシリーズ(6)　　　　　　　　　　　　「辞職願」「名なしの墓」 22 1 平11 学研

　 生徒指導[たばこ・アルコール・薬物・ネット犯罪・交通安全など] 　

ビデオ 190 中 たばこ　～その恐ろしい害～ 30 1 平5 学研

ビデオ 190 中 中学校喫煙防止シリーズ１  君が知らないたばこの害　～中学生とたばこ～ 16 1 平5 学研

ビデオ 190 中 中学校喫煙防止シリーズ２　私も知りたいたばこの害  ～女性とたばこ～ 15 1 平5 学研

ビデオ 190 中 「ノー」と言える心を育てるシリーズ　たばこの実態を探る 19 1 平16 東映

ビデオ 190 中 「ノー」と言える心を育てるシリーズ　アルコールの本当を知る 20 1 平16 東映

ビデオ 190 中 「ノー」と言える心を育てるシリーズ　薬物乱用・その正体 20 1 平16 東映

ビデオ 190 中 輝く明日へのステップ～中学生は飲酒にＮＯ！！～ 20 1 平14 リュック

ビデオ 190 中・高 薬物乱用防止教育ビデオ　なくした自由　一度の好奇心からはじまる一生の闘い 22 1 平12 文部省

ビデオ 190 中・高 破滅１　薬物乱用の衝撃　保健編　～人体を蝕む恐怖の実態～ 20 1 平10 学研

ビデオ 190 中・高 破滅２　薬物乱用の衝撃　特別活動編　～薬物乱用と狙われる若者たち～ 20 1 平10 学研

ビデオ 190 中・高 健康に生きる 　Ｎｏ！　薬物乱用 22 1 平11 東京シネビデオ

ビデオ 190 中・高 ＤＲＵＧ（映画） 113 1 平13 青少年育成国民会議

ビデオ 190 中 中学生の健康と安全1（薬物乱用防止）  薬物の誘惑に手を出すな 20 1 平12 東京書籍

ビデオ 190 中 中学生の健康と安全2　（対人被害防止）大切な自分の心と体を守る－犯罪の被害者にならない対処法－ 20 1 平12 東京書籍

ビデオ 190 中 中学生の健康と安全3　（交通事故防止） 自転車のルールとマナー －加害者にならないために－ 20 1 平12 東京書籍

ビデオ 190 中 中学生の健康と安全4　（水難事故防止）着衣泳  －水の事故の対処法－ 20 1 平12 東京書籍

ビデオ 190 中 交通事故防止シリーズ   　交通事故はなぜ起こるか 10 1 平12 学研

ビデオ 190 中 交通事故防止シリーズ　   交通事故を防ぐために 10 1 平12 学研

ビデオ 190 中 交通事故防止シリーズ　   中学生期に多い交通事故　原因を探る 10 1 平12 学研

ビデオ 190 中・高 自転車通学のための交通法規と安全な乗り方 20 1 平9 東映

ビデオ 190 中・高 出会い系サイト　狙われる女子中高生 16 1 平16 教配

ビデオ 190 中・高 出会い系サイトの危険 20 1 平14 東映

ビデオ 190 中・高 インターネットの罠 20 1 平14 東映

ビデオ 190 中・高 カード社会をどう生きる　～信用と自己責任～ 16 1 平14 毎日ＥＶＲシステム

ビデオ 190 中・高 若者ねらいの悪質商法 20 1 平16 ＪＢＣ

ビデオ 190 中・高 スクール・セクハラ②中・高校編 25 1 平15 日経ビデオ

　 [進路指導] 　

ビデオ 190 中 新・高校入試　面接の受け方　自分をＰＲできますか？ 20 1 平14 東映

ビデオ 190 中 高校進学　親のアドバイス 20 1 平16 学研(河内郡）

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える１　進路指導ってなんだろう 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える２　自分発見 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える３　職業生活を考える 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える４　上級学校を考える　 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える５　変わる社会の中で 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える６　職業に生きがいを求めて 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 中学生・高校生のための進路指導　将来の行き方を考える７　ひろがる職業の世界 18 1 平15 日本進路指導協会

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●動物看護士・トリマー・動物訓練士 90 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●歯科衛生士・歯科技工士 66 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●介護福祉士・理学療法士・作業療法士 83 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●美容師・リフレクソロジスト・スポーツインストラクター 76 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●フードコーディネーター・パン職人・料理人 90 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●ＣＧクリエイター・Ｗｅｂデザイナー 66 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●一般建築士・測量士・鳶職 90 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●コンシェルジェ・ウェイター・フロント・施設管理 85 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●フラワーコーディネーター・ブライダルコーディネーター 66 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 見れば分かる　知りたい仕事ライブラリー　●エディター・ミキサー・フォトグラファー 90 1 平15 アンフィニ．Co

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人1　旅行会社スタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー 笑顔の達人2　ホテルスタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー  笑顔の達人3　旅館スタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー   笑顔の達人4　民宿／ペンションスタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー  笑顔の達人5　飲食／おみやげ品店スタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー 　笑顔の達人6　体験型観光施設スタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー　笑顔の達人7　テーマパークスタッフ／スポーツインストラクタースタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー 　笑顔の達人8　イベントスタッフ編 25 2 平12 日本観光協会
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー  笑顔の達人9　ガイド編 25 2 平12 日本観光協会

ビデオ 190 中・高 観光ワーキング紹介ライブラリー  笑顔の達人10　交通機関接客スタッフ編 25 2 平12 日本観光協会

　 　

　 　

　  ◆２４０　紀行（外国） 　

ビデオ 240 一般 メアフェルトの風　－ドイツ・勇壮な野生馬の祭り－　 45 1 平14 ＪＲＡ

ビデオ 240 一般 ジオストラの熱い一日 　イタリア・トスカーナの馬上槍試合 45 1 平12 ＪＲＡ

ビデオ 240 一般 ショーロホフの春　―風に乗って駆けるコサックの少年― 45 1 平13 ＪＲＡ

ビデオ 240 一般 サザンクロッスィング・アドベンチャー・イン・ニュージーランド （ニュージーランド観光案内） 27 3 平13 ニュージーランド

　  ◆２７０　郷土資料 　

　 [宇都宮市の映像資料] 　

ビデオ 270 郷土資料 戦災　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※昭和20年7月12日の宇都宮空襲後の市内の映像で す。 6 1 平17 大日本映画社

ビデオ 270 郷土資料 〈見る旅・する旅・宇都宮〉　石の里　大谷 15 2 昭54 宇都宮観光協会

ビデオ 270 郷土資料 石と緑の街・大谷 10 1 昭61 社会科研究同好会

ビデオ 270 郷土資料 いきいきいいまち ［宇都宮市制90周年記念］ 27 2 昭62 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 いきいきいいまち（英語版）  ［宇都宮市制90周年記念］OUR TOWN A LOVELY AND LIVELY PREACS 27 1 昭62 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 ふるさと宮まつり　1986   第11回　[市制90周年記念] 30 1 昭63 宮まつり実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふるさと宮まつり　平成７年度　第20回 30 2 平7 宮まつり実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふるさと宮まつり　平成８年度　第21回　　〈宇都宮市制100周年記念〉 40 1 平8 宮まつり実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 うつのみやの歴史　宮っ子ものがたり　　　　　　　　　[宇都宮市制100周年記念] 25 1 平8 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 うつのみやの歴史　宮っ子ものがたり （字幕版）　　　[宇都宮市制100周年記念] 25 2 平8 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 うつのみやの１００年　宮っ子ものがたり（短縮版）　　　　[宇都宮市制100周年記念] 7 3 平8 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 うつのみやの１００年　宮っ子ものがたり （英語版）　THE STORY OF MIYAKKO　[宇都宮市制100周年記念] 25 3 平8 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふれあいイベント37(１)　　宇都宮市制100周年記念事業地域イベントの記録 34 2 平9 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふれあいイベント37(２)　 　宇都宮市制100周年記念事業地域イベントの記録 34 2 平9 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふれあいイベント37(３)　  　宇都宮市制100周年記念事業地域イベントの記録 34 2 平9 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふれあいイベント37(４)　 　宇都宮市制100周年記念事業地域イベントの記録 34 2 平9 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 夢あるまちへ     　～宇都宮市制100周年記念事業の記録～ 61 3 平9 100周年実行委員会

ビデオ 270 郷土資料 こころの森 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　[マロニエとちぎ緑化祭2000] 34 3 平12 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 映像で訪ねる宇都宮　　　　　　　　　　　　　　　　　　[マロニエとちぎ緑化祭2000] 45 3 平12 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 映像で訪ねる宇都宮　※再編集版　                   [マロニエとちぎ緑化祭2000] 15 3 平12 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 せせらぎに彩られ     「宇都宮の四季」総集編　　　[マロニエとちぎ緑化祭2000] 30 1 平12 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 アメニティーあふれる宇都宮を目指して 15 2 平4 宇都宮市環境部

ビデオ 270 郷土資料 宇都宮市のエコロジーとアメニティー   （仏語版） 15 2 平4 宇都宮市環境部

ビデオ 270 郷土資料 よみがえる太古   ～うつのみや遺跡の広場～ 20 1 平4 宇都宮市教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 復原　縄文時代の建物  ～根古谷台遺跡～ 10 1 平5 宇都宮市

ビデオ 270 郷土資料 よみがえれ！宇都宮城 10 3 平14 宇都宮市

ビデオ 270 伝統工芸 神楽の里　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（宇都宮の民俗芸能シリーズ１） 30 1 昭56 毎日映画社

ビデオ 270 伝統工芸 宗円獅子舞　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　（宇都宮の民俗芸能シリーズ２） 30 1 昭58 毎日映画社

ビデオ 270 伝統工芸 二荒山の田楽舞　　　　　　　　　　　　　　　                 （宇都宮の民俗芸能シリーズ３） 15 1 昭58 読売映画社

ビデオ 270 伝統工芸 宮の鳶木遣り　　　　　　　　　　　　　　　                     （宇都宮の民俗芸能シリーズ４） 10 1 昭58 読売映画社

ビデオ 270 伝統工芸 民謡の里　篠井　～金堀唄・草刈唄～                      （宇都宮の民俗芸能シリーズ５） 10 1 昭58 読売映画社

ビデオ 270 伝統工芸 徳次郎六カ郷彫刻屋台 25 2 平2 宇都宮市広報課

ビデオ 270 伝統工芸 伝統を今も　～宇都宮の鳶木遣り～ 　　　　　　　　　　　　　　　　　                 　※県コンクール最優秀賞 15 5 平10 教材制作委員

ビデオ 270 伝統工芸 宇都宮の伝統工芸（８９年度版） 16 3 平2 市伝統工芸品推進協

ビデオ 270 伝統工芸 宇都宮の伝統工芸（９１年度版） 35 3 平4 市伝統工芸品推進協

ビデオ 270 伝統工芸 宇都宮の伝統工芸（９４年度版） 48 1 平7 市伝統工芸品推進協

ビデオ 270 伝統工芸 平成15年度改訂版　宇都宮の伝統工芸（０３年度版） 50 2 平15 市伝統工芸品推進協

ビデオ 270 スポーツ 平成５年度全国高等学校総合体育大会記録映画　　『輝いて見せてください青春の汗』 50 1 平6 県実行委員会

ビデオ 270 スポーツ 輝いて青春 '９３　        －宇都宮インタハイの記録－　　　　　　　　　 60 3 平9 市実行委員会

ビデオ 270 スポーツ 大いなる出会い            －栃の葉国体記録ビデオ－ 50 2 昭58 市実行委員会

　 [栃木県内の映像資料] 　

ビデオ 270 郷土資料 日本の伝統工芸⑦手作りの美　 結城紬　～茨城県～ 15 1 平7 ビデオパックニッポン

ビデオ 270 郷土資料 日本の伝統工芸⑧手作りの美   　益子焼　～栃木県～ 15 1 平7 ビデオパックニッポン

ビデオ 270 郷土資料 つむぎの里                    　　　　　  　　　                                            〈わたしたちの栃木県シリーズ№１〉 25 2 昭54 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 那須野が原   ※手話付のビデオもあり                                               〈わたしたちの栃木県シリーズ№２〉 25 3 昭55 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 下野の街道　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           〈わたしたちの栃木県シリーズ№３〉 25 2 昭57 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 足利おりもの　　　　　　　　　　　　　　　　　                                            〈わたしたちの栃木県シリーズ№４〉 25 2 昭58 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 下野の国府　　　　　　　　　　　　　　　　　　                                           〈わたしたちの栃木県シリーズ№５〉 25 2 昭59 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 那珂川流域　～その今と昔～      　　　　                                          〈私たちの郷土　栃木県シリーズ１〉　 25 2 昭61 栃木県教育委員会

  ２０ 歴 史 ・ 哲 学 
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 270 郷土資料 芭蕉の歩いた道　           　　　　　    　　                                          〈私たちの郷土　栃木県シリーズ２〉 25 1 昭61 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 ふるさとの伝統芸能 ～川俣三番叟～                                          　　〈私たちの郷土　栃木県シリーズ３〉 25 1 昭62 栃木県教育委員会

ビデオ 270 郷土資料 やきもののふる里～益子～　　　　　                           　　                 〈私たちの郷土　栃木県シリーズ４〉 25 2 平2 栃木県教育委員会

ビデオ 270 一般 伝説・乙女不動（小山市） 7 1 平7 小山市立中央公民館

ビデオ 270 一般 渡良瀬　そよ風の中で     　～よしずづくり～ 30 1 平7 小山ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 足尾町の文化財（足尾町） 15 1 平11 足尾町教育委員会

ビデオ 270 一般 花と祭りと文化財　　～今市市の文化財を訪ねて～　　　　　　　　                 　 ※H11県コンクール奨励賞 19 1 平12 日光地区視聴覚ライブラリー

ビデオ 270 一般 思川桜　～小山～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H11県コンクール奨励賞 11 1 平12 小山ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 田んぼに水を　　～岡田宗山と唐桶のため～      　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H11県コンクール優秀賞 11 1 平12 芳賀地区広域行政組合

ビデオ 270 一般 水をきれいに　～わたしたちができることは～　　      　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H12県コンクール最優秀賞 12 1 平13 塩谷広域行政組合

ビデオ 270 一般 とちぎ花紀行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H12県コンクール優秀賞 12 1 平13 上野安夫

ビデオ 270 一般 あすてらす・さの　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　 ※H12県コンクール優秀賞 13 1 平13 篠崎翼子（佐野ビデオクラブ）

ビデオ 270 一般 那須町の大地　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H12県コンクール奨励賞 9 1 平13 那須町視聴覚ライブラリー

ビデオ 270 一般 甘みたっぷり努力の実り　　　　　　　　　　　　　　      　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H12県コンクール新人賞 17 1 平13 斎藤英夫（佐野ビデオクラブ）

ビデオ 270 一般 七つの福を呼ぶ七福神めぐり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H13県コンクール優秀賞 9 1 平14 木内文雄

ビデオ 270 一般 道祖神を訪ねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H13県コンクール優秀賞 7 1 平14 橋本光江、高橋サイ

ビデオ 270 一般 ふるさとの方言　～温かみのあることば～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H13県コンクール優秀賞 16 1 平14 塩谷広域行政組合

ビデオ 270 一般 未来にはばたけ生井っこ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ※H13県コンクール優秀賞 20 1 平14 小山ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 はじけろ！４３チャレンジャー‘ｓ王国　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H13県コンクール奨励賞 19 1 平14 三枝庄平

ビデオ 270 一般 室の八嶋　　～歌人達の憧れの場所～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H14県コンクール優秀賞 10 1 平15 松沼善政（小山ビデオクラブ）

ビデオ 270 一般 子供の成長願い　花桶かつぎ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H14県コンクール優秀賞 11 1 平15 佐野ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 小山駅東部の史跡を訪ねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H14県コンクール優秀賞 11 1 平15 小出達弘（小山ビデオクラブ）

ビデオ 270 一般 先人達の足あとを訪ねて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H14県コンクール優秀賞 14 1 平15 小山ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 兜をつくろう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H14県コンクール優秀賞 10 1 平15 佐々木正春（今市ビデオクラブ）

ビデオ 270 一般 耕して天に至る　～棚田の米作り～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H15県コンクール優秀賞 15 1 平16 宇都宮を写す会

ビデオ 270 一般 那須町の伝統芸能　「半俵の寒念仏」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H15県コンクール優秀賞 15 1 平16 那須町視聴覚研究会

ビデオ 270 一般 わたしたちの葛生町　～山の神様に見守られた　石灰の町～　　　　　　　　　　　　※H15県コンクール奨励賞 10 1 平16 葛生町視聴覚研究会

ビデオ 270 一般 かぜを予防しよう（貸し出し不適？）　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　※H15県コンクール奨励賞 6 1 平16 小山第二小学校

ビデオ 270 一般 安全な自転車通学のために（貸し出し不適？）　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　※H15県コンクール応募作品 12 1 平16 ニュー富士見が丘ローズタウン

ビデオ 270 一般 知っていますか？－IT社会の落とし穴ー（貸し出し不適？）　　　　　　　　　　　　※H15県コンクール応募作品 4 1 平16 　

ビデオ 270 一般 えんじもびっくり　かいこのいっしょう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H16県コンクール最優秀賞 15 1 平17 斎藤トシ子（佐野市）

ビデオ 270 一般 日光道中を歩く　～乙女から栗宮の昔と今～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H16県コンクール優秀賞 15 1 平17 小山ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 歓喜の富嶽五景　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H16県コンクール奨励賞 8 1 平17 大兼英徳

ビデオ 270 一般 古代ロマンの花　～大賀ハス～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H16県コンクール奨励賞 11 1 平17 大平ビデオクラブ

ビデオ 270 一般 「給食の手順」　～手洗い～配膳～いただきます　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H16県コンクール応募作品 8 1 平17 横川東小

ビデオ 270 一般 那須町の伝統芸能　「伊王野温泉神社　付け祭」　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H17県コンクール最優秀賞 14 1 平18 那須町視聴覚ライブラリー

ビデオ 270 一般 サクラマスの遡上・産卵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H17県コンクール最優秀賞 14 1 平18 栗山村立川俣中学校

ビデオ 270 一般 美術品の宝を守る　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H17県コンクール優秀賞 12 1 平18 篠崎翼子（佐野市）

ビデオ 270 一般 鋸の挽き方～片手挽きの場合～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H17県コンクール優秀賞 9 1 平18 片山正人（宇都宮市）

ビデオ 270 一般 奥日光の自然　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※H17県コンクール優秀賞 9 1 平18 赤松一夫（栗山村）

ビデオ 270 一般 栃木の緑　       第33回全国植樹祭記録映画 30 1 昭57 栃木県

ビデオ 270 一般 人と大地の交響楽　とちぎ　      「今が旬です　とちぎ県」 25 1 平5 毎日映画社・栃木県

ビデオ 270 一般 第20回全国育樹際    　栃木県矢板市県民の森 166 2 平7 栃木県

ビデオ 270 一般 いま翔きのとき　～栃木県産業技術大学校～ 17 1 平8 栃木県

ビデオ 270 一般 首都圏機能移転促進ＰＲビデオ  風の詩が聞こえる 16 1 平9 首都機能移転促進会議

ビデオ 270 一般 1242ミリ　豪雨災害のつめあと　　　（那須町　平成10年8月集中豪雨災害の記録） 30 3 平11 那須町

　 　

　 　

　 188  ◆３１０　公共活動 　

ビデオ 310 一般 みんなでみんなの　まちづくり 29 1 平12 日本広報協会

ビデオ 310 一般 地域の中で育つ子どもたち　～今，大人たちができることは～　　　　　　　　　　　　 ※ 県コンクール最優秀賞 12 1 平12 塩谷地区広域行政組合

ビデオ 310 一般 愛犬と楽しく暮らす5つのポイント 28 1 平15 ペットフード工業会

ビデオ 310 一般 子どもの居場所づくり　－基本編ー 27 1 平17 リュック

ビデオ 310 一般 子どもの居場所づくり　－マニュアル編ー 30 1 平17 リュック

ビデオ 310 一般 子どもの居場所づくり　－事例編ー 25 1 平17 リュック

　  ◆３２０　社会生活　　1．祭りなど風習や風俗　　２．現代の防災・防犯（応急手当） 　

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　１　出雲　神有月（島根） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　２　佐太　御座替祭　佐太神社（島根） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　３　飯田八幡　鉄砲祭　飯田八幡神社（埼玉） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　４　出羽三山神社　松例祭（山形） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

  ３０ 社 会 科 学 
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　５　気多　おいで祭　平国祭　気多神社（石川） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　６　加茂祭　葵祭（京都） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　７　真鶴　貴船祭（神奈川） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　８　三輪のお田植えまつり　大神神社（奈良） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　９　高千穂地方の夜神楽（宮崎） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 祭りの国　日本　１０　横手　梵天祭（秋田） 30 1 平16 日本の祭り制作委員会

ビデオ 320 風習 馬と祭り　～関東編～ 34 1 平4 農林放送事業団

ビデオ 320 風習 馬と祭り　～東北編～ 35 1 平4 農林放送事業団

ビデオ 320 風習 土光敏夫 （岡山県人物シリーズ） 30 1 平5 岡山県郷土文化事業団

ビデオ 320 防災 海外旅行を安全に ～事件や事故にあわないために～ 20 1 平5 日本広報協会

ビデオ 320 防災 煙火災と有毒ガス 19 1 平11 東映

ビデオ 320 防災 あなたの備えは　だいじょうぶ？ －宇都宮市の防災対策から－   　　　　　 　　　　　　※県コンクール優秀賞 14 2 平12 教材制作委員会

ビデオ 320 防災 面向在日外国人的防災録像帯（在日外国人向け防災ビデオ　中国語版） 27 1 平10

ビデオ 320 防災 激震の記録(1)  ～映像で語りつぐ阪神・淡路大震災～ 48 1 平7 朝日放送

ビデオ 320 防災 激震の記録(2) 　～映像で語りつぐ阪神・淡路大震災～ 45 1 平7 朝日放送

ビデオ 320 防災 震度７・阪神大震災の教訓1 ドキュメント・神戸72時間の記録 30 1 平7 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 320 防災 震度７・阪神大震災の教訓2ライフラインの切断と火災   ～崩壊した市民生活～ 20 1 平7 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 320 防災 震度７・阪神大震災の教訓3 　家屋倒壊     ～あなたの家は万全か～ 20 1 平7 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 320 防災 震度７・阪神大震災の教訓4  　グラッときたら     ～いのちを守る防災術～ 20 1 平7 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 320 防災 震度７・阪神大震災の教訓5 　心のケアとボランティア  ～避難生活への支援～ 20 1 平7 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 320 防災 今一度，火の用心！（高齢社会のなかでの防災対策） 1 平14

ビデオ 320 防災 外出先で地震にあったら！ 26 1 平5 消防科学総合センター

ビデオ 320 防災 これだけは知っておきたい応急手当　応急手当の基本① 32 1 平14 インターメディカ

ビデオ 320 防災 これだけは知っておきたい応急手当　応急手当の基本② 27 1 平14 インターメディカ

ビデオ 320 防災 これだけは知っておきたい応急手当　乳児の応急手当 20 1 平14 インターメディカ

ビデオ 320 防災 これだけは知っておきたい応急手当　幼児の応急手当 20 1 平14 インターメディカ

ビデオ 320 防災 これだけは知っておきたい応急手当　お年寄りの応急手当 22 1 平14 インターメディカ

ビデオ 320 防災 新・全国統一基準による心肺蘇生法 20 1 平14 一橋出版

　  ◆３３０　福祉・ボランティア・ＮＧＯ（国際協力）　　※小学校・中学校教材含む 　

　 [福祉・ボランティア] 　

ビデオ 330 小 スクール･イン･アクション　小学生シリーズ  　まちに出ようボランティア学習    ～考える･見つける･やってみる～ 20 1 平13 東京書籍

ビデオ 330 小 地域社会と小学生シリーズ　お年寄りとのふれあい 19 1 平13 東映

ビデオ 330 小 地域社会と小学生シリーズ  　障害を持った人とのふれあい 19 1 平11 東映

ビデオ 330 小 みんなのしあわせ　～わたしたちと福祉～ 25 1 平11 東映

ビデオ 330 小 みんなともだち   　～障害のある子ども達との交流～ 20 1 平10 東京シネビデオ

ビデオ 330 小～一般 みんながくらしやすいまちに　－バリアフリーってなに？－　　　　　　　　　　　　※栃木県コンクール最優秀賞 12 3 平14 教材制作委員

ビデオ 330 中 この愛をありがとう 26 1 平11 東映

ビデオ 330 中 障害のある人とともに生きる 30 1 平13 東京書籍

ビデオ 330 中 高齢者から学び，ともに生きる 30 1 平13 東京書籍

ビデオ 330 中・高 体験から学ぶ　心のふれあい 20 1 平13 東映

ビデオ 330 中・高 “ひと味”違う夏休み　 ～中・高生の福祉活動体験～ 15 1 平12 佐野市社会福祉協議会

ビデオ 330 中～指導者 スクール･イン･アクション　中学生シリーズ 　教師のためのボランティア学習マニュアル 20 1 平13 リュック

ビデオ 330 中～指導者 スクール･イン･アクション　中学生シリーズ　  中学生のボランティア学習マニュアル 20 1 平13 リュック

ビデオ 330 中～指導者 スクール･イン･アクション　中学生シリーズ 　魅力あるプログラムづくり 20 1 平13 リュック

ビデオ 330 中～指導者 スクール･イン･アクション　中学生シリーズ　  地域でボランティア学習 20 1 平13 リュック

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１巻　手話ってなあに？ 40 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話  第２巻　あいさつをしよう 42 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第３巻　みのまわりのこと 46 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第４巻　この手で歌おう①　[この手で歌おう／ともだちはいいな／WAになっておどろう] 41 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第５巻　この手で歌おう②　[翼をください／贈る言葉／長い間] 40 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第６巻　この手で歌おう③　[ちゅうりっぷ／さんぽ／ありがとうさようなら] 30 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第７巻　この手で歌おう④　[はじめての一歩／この星に生まれて／切手のないおくりもの] 41 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第８巻　この手で歌おう⑤　[心の鐘／旅立ちの日に／夜空のムコウ] 53 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第９巻　出かけよう 41 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１０巻　みんなで話そう 35 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１１巻　この手で歌おう⑥　[証城寺のたぬきばやし／森のくまさん／ピクニック] 23 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１２巻　この手で歌おう⑦　[ともだちになるために／学芸会のうた／大きな古どけい] 46 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１３巻　この手で歌おう⑧　[Smile Again／瑠璃色の地球／上を向いて歩こう] 48 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１４巻　この手で歌おう⑨　[世界中のこどもたちが／BELIEVE／仰げば尊し] 40 1 平20 ビクター

ビデオ 330 小～一般 みんなともだち手話　第１５巻　この手で歌おう⑩　[花／サライ／TSUNAMI] 64 1 平20 ビクター
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 330 中～一般 へんてこなボランティア（アニメ映画） 46 1 平7 東映

ビデオ 330 中～一般 どんぐりの家（アニメドラマ） 110 1 平13 「どんぐりの家」制作委員会

ビデオ 330 中～一般 盲導犬は私の目　ハッピーウォーク 28 1 平14 東映

ビデオ 330 中～一般 バリアフリー社会を考えるシリーズ　車いすの人に出会ったら 11 1 平14 東映

ビデオ 330 中～一般 バリアフリー社会を考えるシリーズ　目の不自由な人に出会ったら 11 1 平14 東映

ビデオ 330 中～一般 バリアフリー社会を考えるシリーズ　耳の不自由な人に出会ったら 11 1 平14 東映

ビデオ 330 中～一般 ともに生きるためにシリーズ　あなたにもできる車椅子の介助 9 1 平11 東映

ビデオ 330 中～一般 ともに生きるためにシリーズ　視覚障害者の介助　ーその誘導のしかたー 10 1 平11 東映

ビデオ 330 中～一般 ともに生きるためにシリーズ　聴覚障害者とのコミュニケーション 9 1 平11 東映

ビデオ 330 中～一般 ともに生きる　～高齢者福祉～　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　※県コンクール奨励賞 14 3 平11 教材制作委員会

ビデオ 330 中～一般 思いやりを行動に　  ～社会福祉　障害者とともに歩む～ 18 1 平2 総理府

ビデオ 330 中～一般 学びあい・支え合い  ～生涯学習とボランティア活動～ 21 1 平11 東映

ビデオ 330 中～一般 ボランティアガイド・シリーズ　－教育・環境・国際協力編－ 20 1 平16 学研（河内郡）

ビデオ 330 中～一般 輝きたい  　～ヤングエイジのボランティア活動～ 20 1 平11 日本青年奉仕協会

ビデオ 330 中～一般 知っていますか？　  要約筆記のボランティア 10 1 平11 小山ビデオクラブ

ビデオ 330 国際協力 ルワンダ難民を追って    ～赤十字救護活動の現場から～ 28 1 平10 日本赤十字社

ビデオ 330 国際協力 世界の難民はどこに 19 1 平8 国連

ビデオ 330 国際協力 みんなで生きるために 60 1 平10 東京シネビデオ

ビデオ 330 国際協力 記録映画　熱帯に賭ける夢    　～アジア太平洋からのリポート～ 27 1 平5 オイスカ開発協力団

ビデオ 330 国際協力 記録映画　熱帯に賭ける夢    　～アジア太平洋からのリポート～ 27 1 平16 オイスカ開発協力団（河内郡）

ビデオ 330 国際協力 私たちの国際交流 30 1 平16 東映（河内郡）

　  ◆３４０　高齢者・青少年・女性の諸問題 　

ビデオ 340 高齢者 おじいちゃんが階段をおりるとき　　　　～明るい長寿社会をめざして～ 31 2 平3 栃木県高齢者センター

ビデオ 340 高齢者 おばあちゃんほほえみをもう一度　　　　～明るい長寿社会をめざして～ 31 1 平3 栃木県高齢者センター

ビデオ 340 高齢者 ストレッチングでいつまでも若々しく 30 1 平4 健康体力づくり事業団

ビデオ 340 高齢者 ストレッチングでいつまでも若々しく 30 1 平16 健康体力づくり事業団(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 ゆとりある老後をめざして　生涯学習で自立・共生 27 1 平16 日本視聴覚教材センター(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 セカンドライフをさわやかに 30 1 平16 東映(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 春ふたたび 30 1 平16 東映(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 それからの季節　－自然の時のめぐり　更年期を考える－ 30 1 平16 東映(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 おとしよりの介護とリハビリ　第1巻　在宅での介護をはじめるとき 41 1 平16 NHKビデオ(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 おとしよりの介護とリハビリ　第2巻　ねまきとシーツのとりかえ，排せつの世話 38 1 平16 NHKビデオ(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 おとしよりの介護とリハビリ　第3巻　身体のふき方・洗髪，マッサージ，床ずれの予防 41 1 平16 NHKビデオ(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 おとしよりの介護とリハビリ　第4巻　ねたきりを防ぐリハビリ 43 1 平16 NHKビデオ(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 笑顔みたくてこんにちは 24 1 平16 NHKビデオ(河内郡）

ビデオ 340 高齢者 我らユトリスト　～シルバーと車の２１世紀～〈高齢者の交通安全〉 19 2 平13 自動車工業振興会

ビデオ 340 高齢者 老いても今が青春　～真岡線コットンウェイ～〈生きがい〉 9 2 平13 大兼英徳

ビデオ 340 青少年 少年犯罪と親の責任 25 1 平13 東映

ビデオ 340 女性 ２１世紀はみんなが主役（男女共同参画） 17 3 平14 内閣府男女共同参画局

ビデオ 340 女性 根絶！夫からの暴力　あなたは悩んでいませんか？ 27 1 平13 内閣府男女共同参画局

ビデオ 340 女性 女たちの選択　－男女共生時代－ 30 1 平15 学研

  ◆３６０　幼児教育 　

　 　  ◆３７０　時事（政治・経済・法律など） 　

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９５４（昭和２９）年 30 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９５５（昭和３０）年 30 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９５６（昭和３１）年 30 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９５７（昭和３２）年 30 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９５８（昭和３３）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９５９（昭和３４）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６０（昭和３５）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６１（昭和３６）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６２（昭和３７）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６３（昭和３８）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６４（昭和３９）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６５（昭和４０）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６６（昭和４１）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６７（昭和４２）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６８（昭和４３）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９６９（昭和４４）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７０（昭和４５）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ
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種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７１（昭和４６）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７２（昭和４７）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７３（昭和４８）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７４（昭和４９）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７５（昭和５０）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７６（昭和５１）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７７（昭和５２）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７８（昭和５３）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９７９（昭和５４）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８０（昭和５５）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８１（昭和５６）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８２（昭和５７）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８３（昭和５８）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８４（昭和５９）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８５（昭和６０）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８６（昭和６１）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８７（昭和６２）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 ＴＨＥ　ＮＥＷＳ〈ＮＨＫニュースハイライト〉  １９８８（昭和６３）年 60 1 平1 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 370 政治 橋本総理の外交記録Ⅱ 35 1 平9 ニュース映画製作連盟

ビデオ 370 政治 橋本総理の外交記録Ⅲ 29 1 平9 ニュース映画製作連盟

ビデオ 370 政治 九州・沖縄サミット2000　 －森総理の首脳外交記録－ 46 1 平12 ニュース映画製作連盟

ビデオ 370 政治 国連平和維持活動   　～カンボジアからの報告～ 44 1 平6 総理府

ビデオ 370 政治 政治改革　明るい未来のために 30 1 平7 総理府

ビデオ 370 政治 いっしょに考えよう２１世紀の日本と首都機能移転 26 1 平13 電通

ビデオ 370 法律 さよさんの春　相続税編 20 2 平4 国税庁

ビデオ 370 法律 タックン　くらしのタックスノート 25 1 平5 総理府

ビデオ 370 法律 タックン　くらしのタックスノート 25 1 平16 総理府(河内郡）

ビデオ 370 法律 ハローＴＡＸ　税のしくみ 　～高校生用～ 24 1 平5 日本税務協会

ビデオ 370 法律 ハローＴＡＸ　税のしくみ 　～高校生用～ 24 1 平16 日本税務協会(河内郡）

ビデオ 370 法律 著作権法入門    ～やさしい法律シリーズ～ 29 1 昭62 学研

ビデオ 370 経済 Ｈｏｗ　Ｔｏ　資産運用！ 38 1 平16 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 370 経済 お客様の資産は守られています！　－証券会社の分割保管ー 19 1 平13 日本証券業協会

ビデオ 370 経済 Ｔｈａｔ‘ｓ　預金保険制度 17 1 平16 金融広報中央委員会

　  ◆３８０　人権教育（平和・同和） 　

ビデオ 380 平和 はだしのゲン１（アニメ） 90 1 平16 ジャパンホームビデオ

ビデオ 380 平和 はだしのゲン２（アニメ） 90 1 平16 ジャパンホームビデオ

ビデオ 380 平和 クロがいた夏（アニメ） 80 1 平11 学研

ビデオ 380 平和 黒い雨にうたれて（アニメ） 90 1 平11 学研

ビデオ 380 平和 夏服の少女たち　～ヒロシマ・昭和20年8月6日～（アニメ） 30 1 平2 ＮＨＫソフトウェア

ビデオ 380 平和 ナガサキの少年少女たち  －証言と映像でつづる長崎原爆の記録－ 30 2 平11 長崎市

ビデオ 380 平和 明日への伝言　語りつぐもの 26 1 平13 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　私たちの町にも空襲があった 26 1 平14 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　雨にぬれた碑（いしぶみ） 23 1 平15 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　ほむらいろの空 25 1 平16 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　祈りかさねて　神戸60年目の記憶 23 1 平17 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　イタンキ浜の伝言　～室蘭艦砲射撃の爪痕～ 25 1 平18 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　ふるさと・平和への調べ　鹿児島　忘れがたき空襲の記憶 30 1 平19 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 明日への伝言　語りつぐ炎の記憶 30 1 平20 日本戦災遺族会

ビデオ 380 平和 にんげんをかえせ[原爆被害実写] 20 1 平16 被爆の記録を贈る会(河内郡）

ビデオ 380 平和 歴　史　～核狂乱の時代～[原爆記録映画] 116 1 平10 被爆の記録を贈る会

ビデオ 380 同和 チェリーブラッサム（アニメ） 42 1 平11 学研

ビデオ 380 同和 チェリーブラッサム（アニメ） 42 1 平16 学研(河内郡）

ビデオ 380 同和 友子よ晴れない霧はない 42 1 平11 群馬県教育委員会

ビデオ 380 同和 明子のハードル 41 1 平11 群馬県教育委員会

ビデオ 380 同和 ネバー・ギブ・アップ 40 1 平8 大阪市

ビデオ 380 同和 おはようの声が響く街に！（実写ドラマ） 35 1 平14 共和教育映画社

ビデオ 380 同和 美しいメッセージ（アニメ） 27 1 平13 大阪市

ビデオ 380 同和 にんげんの詩（アニメ）                                                              26 1 平2 東京都同和事業促進協会

ビデオ 380 同和 ハツエちゃんとハーモニカ（実写） 53 1 平9 三重県

ビデオ 380 同和 三人兄妹 43 1 平16 東映（河内郡）
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 380 同和 雲が晴れた日    【栃木県企画・同和人権問題啓発映画】 53 1 平11 栃木県

ビデオ 380 同和 雲が晴れた日    【栃木県企画・同和人権問題啓発映画】 53 1 平11 栃木県（河内郡）

ビデオ 380 外国人 いちばん近くに～在日外国人人権啓発アニメーション～ 22 1 平10 大阪府

　 　

　 　

　  ◆４１０　自然（動・植物），生物科学・人類学 　

ビデオ 410 自然 巣立て！　チョウゲンボウ 30 1 平10 伊東善久

ビデオ 410 自然 まもろう水鳥の生息地   ～湿地の保全～ 20 1 平5 日本環境協会

ビデオ 410 自然 自然の宝庫・屋久島 47 1 平6 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 410 自然 自然の宝庫・屋久島 47 1 平16 ＮＨＫエンタープライズ(河内郡）

ビデオ 410 自然 世界の自然遺産・屋久島　ＹＡＫＵＳＨＩＭＡ　ＩＳＬＡＮＤ（英語版） 48 1 平6 ＮＨＫエンタープライズ

ビデオ 410 自然 世界の自然遺産・屋久島　ＹＡＫＵＳＨＩＭＡ　ＩＳＬＡＮＤ（英語版） 48 1 平16 ＮＨＫエンタープライズ(河内郡）

ビデオ 410 自然 屋久島・森と水 48 1 平16 ＮＨＫエンタープライズ(河内郡）

ビデオ 410 科学 セブン・イン・ワンダーランド ～北野博士，女性サイエンティストと語る～  SEVEN IN WONDERLAND 20 1 平6 科学技術広報財団

ビデオ 410 科学 セブン・イン・ワンダーランド ～北野博士，女性サイエンティストと語る～  SEVEN IN WONDERLAND 20 1 平16 科学技術広報財団(河内郡）

ビデオ 410 科学 ”不思議”がひらく科学のとびら  ～20世紀の科学技術を振り返って～ 27 1 平6 科学技術庁

ビデオ 410 科学 科学技術立国への歩み 　～日本の科学技術50年～ 30 1 平7 科学技術広報財団

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(１)海からの創世 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(２)進化の不思議な大爆発 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(３)魚たちの上陸作戦 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(４)花に追われた恐竜 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(５)大空への挑戦者 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(６)奇跡のシステム“性” 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(７)昆虫たちの情報戦略 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(８)ヒトがサルと別れた日 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(９)ヒトは何処へいくのか 54 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

ビデオ 410 人類学 ＮＨＫスペシャル　生命・40億年はるかな旅　　　　　　　　　(最終回)地球と共に歩んで 74 1 平11 ＮＨＫクリエイティブ

　  ◆４２０　数学・物理学・化学 　

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１巻　独楽（こま）とスピン 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第２巻　「コリオリの力」って何？ 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第３巻　ベルヌーイの定理 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第４巻　不幸な猿　－放物運動と落下運動－ 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第５巻　熱の不思議 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第６巻　エンジンと逆エンジン 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第７巻　「エントロピー」って何？ 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第８巻　静電気の不思議 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第９巻　磁気の世界 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１０巻　生活の中の電磁波 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１１巻　身近な半導体 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１２巻　赤い星と青い星　－ドップラー効果－ 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１３巻　四次元時空 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１４巻　原子に触る 30 1 平14 丸善

ビデオ 420 物理学 素晴らしいサイエンスの世界　第１５巻　定常波の秘密 30 1 平14 丸善

　  ◆４３０　天文・気象・地学・宇宙・海洋 　

ビデオ 430 一般 ４６億年の贈りもの～地球とエネルギー資源～ 25 1 平13 電気事業連合会

ビデオ 430 一般 気象を科学する～緑の地球を守るために～ 27 1 平13 文部科学省

　  ◆４４０　医学（健康法・胎教） 　

ビデオ 440 一般 Ｏ－１５７と食中毒 16 1 平10 東映

ビデオ 440 一般 栄養障害と食生活の工夫 19 1 平10 東映

ビデオ 440 一般 もう、がんはこわくない！？ 30 1 平5 科学技術庁

ビデオ 440 一般 脳科学への招待 24 1 平10 科学技術庁

　 　

　 　

　  ◆５２０　電気・機械・エネルギー（石油・原子力） 　

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影①　エネルギーってなに（日本のエネルギー概説） 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影②　第１回　石油はいつまでもつか　第２回　魔法の水石油　第３回　日本の石油・・・ 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影③　第4回　安定供給の絆　第5回　最後の手段　石油備蓄　第6回　誰が決めるの・・ 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影④　第7回　救世主の天然ガスⅠ　第8回　救世主の天然ガスⅡ　第9回　見直・・ 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑤　第10回　化石燃料　今後の役割　第11回　いま地球で何が　第12回　温暖化・・・ 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑥　第13回　省エネ最前線　第14回　暮らしの中の省エネ 47 1 平15 エネルギー教育情報

  ４０ 自 然 科 学 

  ５０ 工 学 ・ 産 業 

20



　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑦　第15回　新エネルギーとは　第16回　新エネルギー普及への課題 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑧　第17回　原子力ってなに？　第18回　原子力発電所　災害への備え　第19回 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑨　第20回　核燃料サイクル　第21回　放射性廃棄物　第22回　世界の原子力発電 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑩　第23回　石油をめぐる国際情勢　第24回　世界の資源戦略と外交　 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑪　第25回　小さい頃から積み重ね・・・　第26回　持とう「危機意識」・・・ 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 日本のエネルギー　光と影⑫　クイズで知るエネルギーの将来 47 1 平15 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 新しいエネルギーの話　[小学生向けエネルギー教育用ビデオ] 25 1 昭63 エネルギー教育情報

ビデオ 520 一般 エネルギー知ってるつもり   実験で知るエネルギーの世界　[高校生用教育ビデオ] 20 1 平10 エネルギー環境教育

ビデオ 520 一般 ルーシーの挑戦　 エネルギー100万年の旅　　THE CHALLENGE OF LUCY 25 1 平6 電気事業連合会

ビデオ 520 一般 アースとムースの石油トラベル　考えよう，石油のこと，エネルギーのこと，地球のこと 30 1 平6 石油連盟

ビデオ 520 一般 アースとムースの石油トラベル　考えよう，石油のこと，エネルギーのこと，地球のこと 30 1 平16 石油連盟(河内郡)

ビデオ 520 一般 ○原子力と環境    ○原子力発電所のしくみ 24 1 平5 国際原子力機関

ビデオ 520 一般 臨界事故のそこが疑問      　ＪＣＯウラン加工施設 60 1 平11 科学技術庁

ビデオ 520 一般 原子力平和利用と高レベル放射性廃棄物 17 1 平12 核燃料サイクル機構

ビデオ 520 一般 地球に学び人の英知を集めて 29 1 平12 核燃料サイクル機構

ビデオ 520 一般 地層処分フォーラム（東京） 高レベル放射性廃棄物の後始末を考える 50 1 平12 核燃料サイクル機構

ビデオ 520 一般 はじめて見る地層処分 11 1 平12 核燃料サイクル機構

ビデオ 520 一般 秘められた地層の力 22 1 平12 核燃料サイクル機構

ビデオ 520 一般 未来への選択 －なぜ地層処分か－ 20 1 平12 核燃料サイクル機構

ビデオ 520 一般 石油坊やの話(1)     　誕生・発見・輸入 15 1 昭62 石油連盟

ビデオ 520 一般 石油坊やの話(2)　 　  製油所・製品の流れ 15 1 昭62 石油連盟

 ◆５３０　食品・染色・料理・その他 　

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ1 タンパク質と人体　～生命現象の主役～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ2　成長・体力とタンパク質　～発育，発達，加齢と食事～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ3  血管の健康とタンパク質　～脳卒中・脳血管性痴呆症を予防する～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ4  免疫機構とタンパク質　～疾病予防と栄養～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ5   食肉はヘルシー食品　～コレステロールをめぐって～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ6　長寿と食肉　～豊かな老後の食生活～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ7  栄養と免疫　～動物性タンパク質と生命防御～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ8   心と身体の栄養素　～健やかな老いのために～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ9   コレステロールと人体　～リボタンパク質最新情報～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ10  補体－その不思議な働き～生命防御と栄養～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ11　疫学・医学統計を読む　～数学の真実と錯覚～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ12   病気と栄養　～結核・Ｂ型肝炎をめぐって～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ13    長寿の島沖縄　伝統的食文化の検証 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ14 　ストレス　心と身体と栄養の関係 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ15　健康づくりと脂質　～活力ある生活のために～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 食肉の科学ビデオシリーズ16   長寿を探る　～ハワイ日系人の長寿と食事～ 19 1 平４ 日本食肉消費センター

ビデオ 530 一般 太陽エネルギーの結晶・砂糖 13 1 平7 精糖工業会

 ◆５４０　環境・森林・公害　　　　　　　　※リサイクル含む 　

ビデオ 540 一般 多自然型川づくり 15 1 平12 リバーフロント整備センタ

ビデオ 540 一般 森のちから       　－森にいかされ，森にかえる－ 25 1 平12 ＮＨＫエデュケーショナル

ビデオ 540 一般 森の恵み（２本組）　ＰＡＲＴ１　第1章　山から海へ　第2章　森，その様々な動き　ＰＡＲＴ２　第1章　日本の森林・・ 26 1 平11 森の公益的機能

ビデオ 540 一般 私たちの暮らしを守る山の緑　～森林の働きを知ろう～ 18 1 平5 総理府

ビデオ 540 一般 あなたも木を使ってみませんか？　～環境と人にやさしい木の話～ 21 1 平13 日本木材総合情報センタ

ビデオ 540 一般 海に森に大漁旗　～海・川・森はひとつ～ 15 1 平13 農林放送事業団

ビデオ 540 一般 手をつなぐ海と森　 17 1 平16 日本水産資源保護協会

ビデオ 540 一般 森林のサイエンス・シリーズ②　森林の成り立ちと営み 16 1 平16 国土緑化推進機構(河内郡）

ビデオ 540 一般 森林のサイエンス・シリーズ③　森林と暮らし　－木を活かす日本人の知恵－ 20 1 平16 国土緑化推進機構(河内郡）

ビデオ 540 一般 育て！子どもの森 20 1 平16 オイスカ産業開発(河内郡）

ビデオ 540 一般 紙・地球への思いやり　－水と大気を守り緑を育てる－ 15 1 平16 日本製紙連合会(河内郡）

ビデオ 540 一般 紙・ワンダーランド　－豊かな暮らしを支えるパートナー 20 1 平16 日本製紙連合会(河内郡）

ビデオ 540 一般 よみがえれマングローブ　海の森づくり 23 1 平16 東京海上火災

ビデオ 540 一般 始めよう！みんなでつくる　循環型社会　『ごみを出さない暮らし方』 25 1 平13 日本広報協会

ビデオ 540 一般 アグリンの農林水産ワールド　食べ残しはどうなるの？　～リサイクルの取り組み～ 15 1 平13 農林水産省

ビデオ 540 一般 うっかり奥さまのＰＥＴボトルリサイクル 18 1 平7 ＰＢリサイクル推進協

ビデオ 540 一般 資源が生きるＰＥＴボトルリサイクル 16 1 平7 ＰＢリサイクル推進協

ビデオ 540 一般 世界のペットボトルリサイクル事情 　～北アメリカ編～ 9 1 平10 農林水産省

ビデオ 540 一般 地球の歌，まだ聞こえますか                                       　～容器包装のリサイクル～ 16 1 平10 農林水産省

ビデオ 540 一般 プラスチックのリサイクルと油化　　～循環型社会の構築に向けて～ 17 1 平11 プラスティック処理推進
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

ビデオ 540 一般 自然と共生エコドライブ  　～燃費の向上とリサイクル～ 18 1 平10 自動車工業振興会

ビデオ 540 一般 人に優しく　地球にやさしく　潤滑油と環境保全 30 1 平15 潤滑油協会

ビデオ 540 一般 水俣病ビデオＱ＆Ａ 30 1 平16 シグロ

 ◆５５０　農・林・水産業 　

ビデオ 550 一般 土の世界から 32 1 平5 自然農法研究センター

ビデオ 550 一般 共に生きる都市と農村　－明日の農業農村整備－ 24 1 平13 農林放送事業団

ビデオ 550 一般 おしえて！　アグリ　平成11年度版 　～日本の農林水産業と食料～ 45 1 平12 農林水産省

ビデオ 550 一般 おしえて！　アグリ　平成12年度版　～日本の農林水産業と食料～ 40 1 平13 農林水産省

ビデオ 550 一般 美しく住みよい田園空間の創造 56 1 平11 全国土地改良事業団

 ◆５６０　商業・交通 　 　 　

ビデオ 560 一般 Ｌｉｆｅ with the motorcycle 25 1 平15 日本自動車工業会

ビデオ 560 一般 純国産車　オートモ号誕生 28 1 平15 日本自動車工業会

ビデオ 560 一般 人，モノ，文化を運んで  　商用車と私たちの生活 19 2 平12 自動車工業振興会

ビデオ 560 一般 マナ・カナの天然ガス自動車で行こう！ 25 1 平13 日本ガス協会

ビデオ 560 一般 東京湾アクアライン  ～一筋の軌跡～ 17 1 平10 国際マーケティング映像

　 　 　

　

 ◆６００　スポーツ全般
ビデオ 600 一般 感動は青春の熱い風に乗って　　　　　　　　　　　　　　［全国高等学校総合体育大会　平成３年度静岡市］ 28 1 平9 静岡市

ビデオ 600 一般 全国高等学校総合体育大会記録ビデオ　　　　　　　　　［平成元年　四国４県］ 45 1 平9 四国4県実行委員会

　　  ◆６１０　球技
ビデオ 610 高校 ＰＩＴＣＨ　ＳＭＡＲＴ　高校生のための投手規則解説 30 1 平4 日本高等学校野球連盟

　 　 　

　

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界1 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界7 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界8 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界9 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界10 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界11 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界12 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界13 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界14 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界15 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界16 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界17 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界18 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界19 20 1 平3 ビクター音楽産業

ビデオ 700 一般 映像による現代俳句の世界20 20 1 平3 ビクター音楽産業

 ◆７３０　美術・工芸 　

ビデオ 730 一般 姫路城（美術鑑賞） 27 1 昭62 学研

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館1  〈ルーブルへの招待Ⅰ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館2  〈ルーブルへの招待Ⅱ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館3  〈ルーブルへの招待Ⅲ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館4  〈古典主義からロマン主義へ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館5  〈自然への情熱〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館6  〈レアリスムの挑戦〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館7  〈印象派Ⅰ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館8  〈印象派Ⅱ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館9  〈印象派Ⅲ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館10   〈印象派Ⅳ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館11   〈印象派から現代へⅠ〉 30 1 昭62 毎日映画社

ビデオ 730 一般 毎日世界美術館12   〈印象派から現代へⅡ〉 30 1 昭62 毎日映画社

 ◆７４０　音楽・ＢＧＶ・歌劇・バレエ 　

ビデオ 740 一般 合唱名曲体系1   合唱とは  ～良い合唱をつくるために～ 71 2 平8 ビクター音楽産業

ビデオ 740 一般 合唱名曲体系2　  合唱指導の実践 40 2 平8 ビクター音楽産業

ビデオ 740 一般 合唱名曲体系3　  第九を歌おう 44 2 平8 ビクター音楽産業

  ６０ ス ポ ー ツ 

  ７０ 芸 術  
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　　ビデオ(DVD等)教材目録 平成31年4月現在

種別 分類 対象 ビデオタイトル 時間 所有 購入 制作会社

　  ◆７５０　演劇 　

ビデオ 750 一般 古典芸能シリーズ(1) 　入門・能の技と心 20 1 平11 紀伊国屋書店

ビデオ 750 一般 古典芸能シリーズ(2)   入門・狂言の技と心 20 1 平11 紀伊国屋書店

　

　

 ◆８１０　日本語 　

ビデオ 810 小～一般 美しく豊かな言葉をめざして 　～昭６０年度版～ 40 1 平15 文化庁（河内郡）

ビデオ 810 小中以上 平成4年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①言葉と環境　②ことばあそび 41 1 平5 文化庁

ビデオ 810 小中以上 平成4年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①言葉と環境　②ことばあそび 41 1 平15 文化庁（河内郡）

ビデオ 810 一般 平成5年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①国際化時代の日本語　②くらしの中の音声 39 1 平6 文化庁

ビデオ 810 一般 平成5年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①国際化時代の日本語　②くらしの中の音声 39 1 平6 文化庁（河内郡）

ビデオ 810 中高以上 平成6年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①心を結ぶ言葉　　②「あいうえお」と「いろは」 39 1 平7 文化庁

ビデオ 810 小～一般 平成7年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①論理的な話し方　　②やまとことばの世界 33 1 平9 文化庁

ビデオ 810 小～一般 平成8年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①自己紹介から始まるあなたと私　　②あいさつが心を結ぶ 33 1 平9 文化庁

ビデオ 810 小～一般 平成8年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①自己紹介から始まるあなたと私　　②あいさつが心を結ぶ 33 1 平9 文化庁

ビデオ 810 小～一般 平成9年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①おわびとお礼　　②言葉の使い分け 33 1 平10 文化庁

ビデオ 810 小～一般 平成10年度版　美しく豊かな言葉をめざして　①対話を組み立てる　～上手な聞き方　　②一言の大切さ 41 1 平11 文化庁

ビデオ 810 一般 平成11年度版　美しく豊かな言葉をめざして　伝わっていますか？　Ⅰ．ドラマ編　分かりやすい説明　Ⅱ．解説編 39 1 平12 文化庁

ビデオ 810 高校以上 平成12年度版　美しく豊かな言葉をめざして　表現を豊かにするために　～「かわいい」ってどういうこと？～ 42 1 平13 文化庁

ビデオ 810 一般 平成13年　豊かな言語生活をめざして１　相手を理解する　言葉のは背景を見つめると・・・ 37 1 平14 文化庁

ビデオ 810 一般 平成14年　豊かな言語生活をめざして２　コミュニケーションの丁寧さ　「ほめる」というはたらきかけ 37 1 平15 国立国語研究所

ビデオ 810 一般 平成15年　豊かな言語生活をめざして３　方言の旅 52 1 平16 国立国語研究所

ビデオ 810 一般 平成16年　豊かな言語生活をめざして４　暮らしの中の「あいまいな表現」 35 1 平17 国立国語研究所

ビデオ 810 一般 豊かな言語生活をめざして５　日本語の音声に耳を傾けると・・・ 34 1 平18 国立国語研究所

　

　 　

 ◆９１０　日本の劇映画
ビデオ 910 一般 とんび家族　[中学生の子を持つ親の対応などの物語] 54 1 平7 スピリット

ビデオ 910 一般 いのちのあさがお　[急性白血病の子の物語] 36 1 平13 東映

ビデオ 910 一般 米百俵　～小林虎三郎の天命～ 98 2 平6 読売家庭新聞社

ビデオ 910 一般 日本一短い「愛」の手紙（アニメ） 23 1 平15 アニメーション画房わ組(河内郡）

ビデオ 910 一般 盲導犬クイールの一生（アニメ） 25 1 平16 アニメーション画房わ組

ビデオ 910 一般 劇映画　泥棒と殿様（時代劇） 60 1 平16 松竹京都映画㈱

ビデオ 910 一般 劇映画　かあちゃん（時代劇） 60 1 平16 松竹京都映画㈱

ビデオ 910 一般 愛しいとしの花子さん 33 1 平16 東映

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場２　葉っぱのゆりかご　[オトシブミという虫の知恵のおはなし] 9 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場３　モリアオガエル　[小さな小さないのちのおはなし]　 11 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場４　あれはだれ？　[すてきな愛のおはなし　動物達が心のやさしさを教えます] 21 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場５　おサルの顔はなぜあかい　[助け合う仲間のおはなし]　 10 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場６　パン屋さんのお仕事 16 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場７　つくる，創る，粘土でつくる[彫刻家のおじさん] 13 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場８　森のレストラン　[みんなのために生きる木のおはなし　くぬぎの木] 18 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場９　遠い森からのお手紙　[かわいい動物達のおはなし　カナダのリスやクマのお話] 14 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１０　よあけ　[夜明けの海のすてきなおはなし] 11 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１１　不思議な仲良し　[海の中のいろいろな生きもの] 10 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１２　記録映画　お塩のおはなし　[大切なお塩をつくるおじいさんのおはなし] 21 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１３　記録映画　汽車汽車しゅっぽっぽ　[スイスのかわいい蒸気機関車] 25 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１４　記録映画　お山に雨が降りました　[しずかな森のおはなし] 13 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１５　記録映画　金太郎飴　[切っても切っても顔がでてくる金太郎飴のおはなし] 11 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１６　記録映画　手のおはなし　[つるつる　ざらざら] 24 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１７　記録映画　ふゆめ　[木の葉が落ちた後の冬芽のおはなし] 10 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１８　空からのお手紙　[きれいな雪の結晶のおはなし] 7 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場１９　劇映画　小さな力もち　タグボート　[みんなの知らないお仕事のおはなし] 28 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場２０　お話の映画　ばっけ　[岩手の民話よりーおばあちゃんのむかしむかしのおはなし－] 7 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場２１　お話の映画　ぴんぱらりん姫　[岩手の民話よりーおばあちゃんのむかしむかしのおはなし－] 8 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場２２　劇映画　雪の下のしずかなおはなし　ゆず　[女の子とおばあさんの物語] 19 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場２３　劇映画　白い鳥　[空をとんだふしぎな男の子のおはなし　白鳥] 16 1 平6 平凡社

ビデオ 910 小～一般 おはなし小劇場２４　アニメ　忘れられた人形　[やさしい，ゆかいなクレヨンのおはなし] 14 1 平6 平凡社

ビデオ全保有本数 本 1,538

  ８０ 語  学 

  ９０ 劇 映 画 ・ 文 学 
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