小学校国語
●学習指導要領では論理的思考力，表現力の育成と伝統的な言語文化の指導が強調
されています。
話す・聞く
●文章や写真では説明しづらい「話すこと・聞くこと」を映像でわかりやすく解説。
スピーチや話し合い，話を聞くときの姿勢などをポイントごとに学習できます。
伝統的な言語文化
●昔話・神話をまとめたものや古文作品の鑑賞・解説映像，伝統芸能の紹介など，
小学校で学習する伝統的な言語文化の授業をきめ細かくサポートします。

標準 全22巻

価格 各16,500円
（本体15,000円）

①話す・聞く 1年

DVD 各巻約20分

コード 50351

●ねえ はなして ねえ きかせて（スピーチ）●あたらしい
明・報告）●すきな もの なあに（話し合い）

じゃんけんで

②話す・聞く 2年

あそぼう（説

コード 50352

●はかせに なろう（スピーチ）●あそびせつ明会を ひらこう（説明・報告）●おしえて
んなの たからもの（話し合い）●ブックトークをしよう

③話す・聞く 3年

み
①話す聞く1年「すきなものなあに」

コード 50353

国語

●楽しかった夏休み（スピーチ）●かん境を守る取り組みを紹介しよう（話し合い）●「子ども相談
室」へようこそ（説明・報告）●だいじなことをメモに書こう（聞く）●インタビューをしよう（聞く）

④話す・聞く 4年

コード 50354

●メモの取り方をくふうして聞こう（聞く）●今の自分 これからの自分（スピーチ）●話しあ
ってものごとを進めよう（話し合い）●ポスターを発表しよう（説明・報告）

⑤話す・聞く 5年

②話す聞く2年「はかせになろう」

コード 50355

●意見とその理由を聞きとろう（聞く）●パネルディスカッションをしよう（話し合い）●気持
ちを伝えよう（説明・報告）●おもいでの一枚（スピーチ）

⑥話す・聞く 6年

コード 50356

●いくつもの意見を聞き分けよう（聞く）●話し合いで問題を解決しよう（話し合い）●言葉への
理解を深めよう（説明・報告）●わたしの好きな故事成語（スピーチ）

⑦近現代文学

④話す聞く4年
「ポスター発表をしよう」

コード 50357

宮沢賢治／新美南吉／椋鳩十について紹介したものを収録しています。著者への興味や著者の作
品にふれるきっかけをつくる映像教材です。

⑨伝統的な言語文化

和歌

コード 50359

小学校中学年で学習する和歌を取り上げました。児童が和歌の世界や歌に親しめるよう,「万葉
集」と「百人一首」の紹介映像や代表的な歌の鑑賞用映像を収録しています。

⑩伝統的な言語文化

俳句

⑥話す聞く6年
「言葉への理解を深めよう」

コード 50360

小学校中学年で学習する俳句を取り上げました。児童が俳句の世界や句に親しめるよう，「おく
のほそ道」を取り上げ，松尾芭蕉や代表的な句の紹介映像を収録しています。

⑪伝統的な言語文化

物語

コード 50361

小学校高学年で学習する古文の物語を取り上げました。児童が古文の物語の世界に親しめるよう，
「竹取物語」と「平家物語」の紹介映像や物語の冒頭部分の鑑賞用映像を収録しています。
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⑨伝統的な言語文化「和歌」

⑫伝統的な言語文化

随筆

コード 50362

小学校高学年で学習する古文の随筆を取り上げました。児童が古文の随筆の世界に親しめるよう，
「徒然草」と「枕草子」の紹介映像や物語の冒頭部分の鑑賞用映像を収録しています。

⑬伝統的な言語文化

古文資料1

コード 50363

日本の伝統文化「能」と「狂言」を取り上げました。「能」「狂言」の紹介映像や「井筒」「高
砂」「棒しばり」のダイジェスト，能舞台や装束，能面などの資料映像，演者のインタビュー映像，
小学生の体験教室の模様を収録しています。

⑭伝統的な言語文化

古文資料2

⑩伝統的な言語文化「俳句」

コード 50364

日本の伝統文化「歌舞伎」
「人形浄瑠璃」
「落語」を取り上げました。
「歌舞伎」では「義経千本桜」
「桜
門五三桐」を,「人形浄瑠璃」では「曽根崎心中」
「義経千本桜」のダイジェスト映像を収録しています。

⑮伝統的な言語文化

故事成語・漢文・漢詩

コード 50365

漢文・漢詩・故事成語の紹介映像を収録しています。漢文・漢詩では，それぞれ「論語」や「春暁」を
取り上げ，故事成語では「漁夫の利」
「蛇足」
「矛盾」などを取り上げ，その成り立ちを紹介しています。

⑯スピーチをしよう

教育映像祭優秀作品賞

⑬伝統的な言語文化「古文資料1」

コード 50386

スピーチの題材を見つけるところから，スピーチメモや原稿の作成，発表までをドラマ仕立てで
解説します。
●うれしかったことを話そう（3, 4年生）●出会いを通して学んだことを話そう（5, 6年生）

⑰グループで話し合おう

コード 50387

⑱インタビューをしよう

⑱インタビューをしよう

コード 50388

インタビューをする際のメモの取り方や相手への質問の仕方を，失敗例を交えながら解説します。
●インタビューをしてメモを取ろう（基本編）●インタビューの仕方（応用編）

⑲グループで発表しよう

国語

グループで話し合う際の司会の役割や問題の解決に向けた話し合いのポイントを，失敗例を交え
ながら解説します。
●グループで話し合おう（3, 4年生）●問題を解決するために話し合おう（5, 6年生）

⑲グループで発表しよう

コード 50389

発表する内容を調べるところから，調べた情報の整理，発表の工夫，グループでの発表までを，
失敗例を交えながら解説します。
●町について調べて発表しよう（3, 4年生）●和の文化について調べて説明会を開こう（5, 6年生）

⑳ポスターセッションをしよう

コード 50390

アンケートの作り方からポスターの制作，ポスターを使った発表の工夫を，失敗例を交えながら
解説します。
●ポスターを作ろう（前半）●ポスターを使って発表しよう（後半）

㉑ディベートをしよう

コード 50391

前半は「メモ」「意見文」「主張メモ」「予想カード」の作成を通して討論の準備の仕方を解説，
後半は前半の準備をいかして「賛成グループ」「反対グループ」「司会」「審判」に分かれて討
論を実践します。
●討論の準備をしよう（前半）●討論をしよう（後半）

㉒プレゼンテーションをしよう

⑳ポスターセッションをしよう

㉑ディベートをしよう

コード 50392

前半は「プレゼンテーションとは何か」から，目的意識や説得材料の集め方，資料作り，発表の
構成を解説，後半は発表の工夫を，失敗例を交えながら解説します。
●準備をしよう（前半）●発表しよう（後半）

㉒プレゼンテーションをしよう
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中学校国語
●「古典資料」では，作品の基本情報や解説・鑑賞を，美しい映像と貴重な資料で，分かり
やすく紹介しています。
●「近現代文学・外国文学」では，丁寧な作者紹介と作品紹介で，生徒の興味が広がる
よう工夫しています。

準拠 全10巻

⑦古典資料 神話・説話

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約20〜40分

コード 51877

「古事記」「今昔物語集」「宇治拾遺物語」をとりあげ，その基本情報をわかりやすく説明した
映像資料と共に，それぞれのエピソードや説話も紹介します。

⑧古典資料 日記・随筆

国語

⑦古典資料

神話・説話

⑧古典資料

日記・随筆

⑨古典資料

物語 I

⑩古典資料

物語 II

コード 51878

「土佐日記」「枕草子」「方丈記」「徒然草」について解説します。「枕草子」「方丈記」「徒然草」は
当時の音声を再現した「復元読み」でも鑑賞できます。

⑨古典資料 物語 I

コード 51879

「竹取物語」「伊勢物語」「源氏物語」の解説をはじめ、その面白みや印象的なエピソードなども
紹介します。「竹取物語」「源氏物語」は「復元読み」も収録します。また平安時代の女流文学に
ついてもとりあげます。

⑩古典資料 物語 II

コード 51880

「平家物語」の解説，代表的なエピソードをまとめました。また「復元読み」や「平曲」でも鑑
賞できます。「伊曽保物語」の解説や代表的なエピソードも収録しています。

⑪古典資料 和歌

コード 51881

「万葉集」「古今和歌集」「新古今和歌集」について，それぞれ基本情報と代表的な和歌を映像資
料にまとめました。
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⑫古典資料 俳諧

コード 51882

「おくのほそ道」について，芭蕉の足跡を実際にたどった映像とともに紹介します。また俳諧を
「辞世の句」という切り口で味わえる資料も用意しました。

⑬古典資料 漢文

⑫古典資料

俳諧

⑭古典資料

漢詩

コード 51883

故事成語とは/孔子/論語とは/孟子/司馬遷と史記

国語

⑭古典資料 漢詩

コード 51884

漢詩の解説とともに，杜甫，李白，孟浩然，柳宗元，白居易，王維，王翰，王之渙の代表的な詩を鑑賞
できます。

⑰近現代文学・外国文学 I

コード 51887

「森鷗外」「島崎藤村」「高村光太郎」「北原白秋」「中原中也」「ヘルマン・ヘッセ」をとりあげ，そ
の代表的な作品も紹介します。
⑰近現代文学・外国文学 I

⑱近現代文学・外国文学 II

コード 51888

「夏目漱石」「菊地寛」「芥川龍之介」「太宰治」「魯迅」「アントン・チェーホフ」をとりあげ，そ
の代表的な作品も紹介します。

⑱近現代文学・外国文学 II
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小学校社会
●文章や写真だけではつかみにくい現地や現場の姿を，映像で生き生きと伝えます。
●新学習指導要領に対応し，従来のビデオシリーズから内容を一新しました。
●映像はテーマごとに5〜10分程度で構成していますので，普段の授業の中でも効
果的に活用できます。

標準 全26巻

価格 各16,500円
（本体15,000円） DVD 各巻約10〜75分

３・４年
①かわってきた人々のくらし

DVDコード 50156

愛媛県松山市を取り上げ，松山城，坊っちゃん列車，道後温泉，伊予万歳を紹介。
地域に残る文化財や郷土芸能などに触れ，その保存・継承に携わる人々の願いや努力について考
えることができます。

②くらしを守る

DVDコード 50157

①かわってきた人々のくらし

消防署と地域の消防団の活動を紹介。
火災から人々の安全を守るための消防署・消防団の働きや，そこに従事する人々の工夫や努力を

社会

考えることができます。

③住みよいくらしをつくる

DVDコード 50158

水源の森や浄水場の仕組み，ごみの処理とリサイクルなどを紹介。
飲料水の確保とごみの処理にかかわる施設の様子や，そこに従事する人々の工夫や努力に触れ，
節水やごみの削減の大切さを考えることができます。

④わたしたちの県

②くらしを守る

DVDコード 50159

兵庫県を取り上げ，豊岡市のコウノトリ，姫路市の姫路城について紹介。
地域の自然環境や伝統文化の資源が保護・活用されている様子に触れ，県の特色や良さを考える
ことができます。

⑲はじめよう！社会科の学習

DVDコード 50199

学習の進め方，見学やインタビューの仕方などを映像でわかりやすく解説。共感的・意欲的に視聴

④わたしたちの県

できるよう，登場する児童がそれぞれ得意分野を生かして問題解決に取り組むような構成として
います。

5年
⑤国土の地形の特色と人々のくらし

DVDコード 50160

岐阜県海津市（低地），徳島県三好市（山地），長野県川上村・南牧村（高地）を紹介。
特色ある地形条件と，人々の暮らしや産業とのかかわりを考えることができます。（新事例対応版）
⑲はじめよう！社会科の学習

⑥国土の気候の特色と人々のくらし

DVDコード 50161

沖縄県（暖かい土地），北海道十勝地方（寒い土地），秋田県横手市（雪の多い土地）を紹介。
特色ある気候条件と，人々の暮らしや産業とのかかわりを考えることができます。（新事例対応版）

⑦わたしたちの生活と食料生産

DVDコード 50162

米づくり（新潟県），水産業（静岡県），果樹栽培（福島県）を紹介。
食料生産に従事する人々の工夫や努力に触れ，食料生産の重要性やその発展について考えること
ができます。
水産業は，さかなクンが案内役を務めています。
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⑥国土の気候の特色と人々のくらし

⑧わたしたちの生活と工業生産

DVDコード 50163

自動車工業，眼鏡工業，製鉄業，石油工業，食料品工業，繊維工業，横浜港を紹介。
工業生産に従事する人々の工夫や努力に触れ，工業生産の重要性やその発展について考えること
ができます。

⑨情報化した社会とわたしたちの生活

DVDコード 50164

テレビ局でのニュース番組づくりと，病院の医療情報ネットワークを紹介。
放送局に従事する人々の工夫や努力と，情報ネットワークの活用による医療サービスの向上に触

⑧わたしたちの生活と工業生産

れ，情報化の進展と自分たちの生活とのかかわりについて考えることができます。

⑩わたしたちの生活と環境

DVDコード 50165

白神山地（青森県鰺ヶ沢町）の森林資源と，京都府京都市の水資源を紹介。
森林資源の働きとその育成・保護の取り組みや，汚染された河川の環境を改善・保全する取り組み
の様子に触れ，環境を守ることの大切さを考えることができます。

⑳わたしたちの生活と食料生産 II

⑨情報化した社会とわたしたちの生活

DVDコード 50200

平成27年度用教科書に合わせて新規撮影した映像で構成。庄内平野の米づくり，長崎漁港，青森
県のほたての養殖・ひらめの栽培漁業，宮崎県のきゅうり栽培を取り上げています。

㉑わたしたちの生活と工業生産 II

DVDコード 50201

平成27年度用教科書に合わせて新規撮影した映像で構成。東京都大田区の中小工場，静岡県焼津
市の缶詰工場を取り上げています。
⑳わたしたちの生活と食料生産 II

㉒社会を変える情報

DVDコード 50202

長野県諏訪地域の図書館情報ネットワーク，岩手県滝沢市のお年寄りを見守るシステム，和歌山県の

社会

防災情報ネットワークを紹介。情報ネットワークの働きと利便性について考察することができます。

6年
⑪縄文のむらから古墳のくにへ

DVDコード 50166

ひがしみょう

東名遺跡，三内丸山遺跡，板付遺跡，吉野ヶ里遺跡，大仙（仁徳陵）古墳などを紹介。
代表的な遺跡や古墳とその出土品などから，農耕の開始により生活や社会が大きく変化し，やがて
国土が統一されていく様子を見ることができます。

⑫天皇中心の国づくり

DVDコード 50167

法隆寺，東大寺，唐招提寺，十二単，熊野古道などを紹介。
代表的な仏教建築と関係する人物，大陸文化の摂取，貴族の生活の様子などに触れ，この時代の
人物の働きや文化遺産の意味などについて考えることができます。

⑬武士の世の中へ

㉑わたしたちの生活と工業生産 II

⑪縄文のむらから古墳のくにへ

DVDコード 50168

厳島神社や源平の戦い，鎌倉幕府ゆかりの地，元寇などを紹介。
この時代の寺社や史跡，戦いのエピソードなどから，人物の働きや文化遺産の意味などについて考
えることができます。

⑮戦国の世から江戸の世へ／江戸の文化と新しい学問

DVDコード 50170

全国統一を進めた信長・秀吉・家康の働きや，火縄銃の実演，江戸幕府の政策，江戸時代の文化や
学問などを紹介。

⑬武士の世の中へ

キリスト教や鉄砲の伝来，3人の武将の全国統一，参勤交代や鎖国とそれらにかかわる人物の働き
や文化遺産の意味などについて考えることができます。また，歌舞伎や人形浄瑠璃，浮世絵，蘭学
や国学を取り上げ，社会が安定するにつれて町人が力をつけ，新しい文化や学問が生まれたことを
見ることができます。

⑯明治の国づくりを進めた人々／世界に歩み出した日本

DVDコード 50171

黒船来航，明治維新，文明開化，憲法発布，日清・日露戦争，国際社会での日本人の活躍，近代産業
の発展に伴う問題などを紹介。260年余り続いた江戸時代が終わり，急激な変化を遂げた時代の
日本の歩みを見ることができます。

⑮戦国の世から江戸の世へ／
江戸の文化と新しい学問
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⑰長く続いた戦争と人々のくらし／新しい日本，平和な日本へ
DVDコード 50172

日中戦争から太平洋戦争，東京大空襲，沖縄戦，広島・長崎への原爆投下，戦後の復興などを紹介。
当時の貴重な映像資料や，戦争体験者のインタビューを収録しています。
戦争の悲惨さを伝え，平和の尊さを考えることができます。

⑱わたしたちの生活と政治

DVDコード 50173

⑱わたしたちの生活と政治

埼玉県東松山市の子育て支援センター「ソーレ」と，富山県富山市を走る路面電車「ライトレー
ル」を紹介。
市民の思いや願いと，市の政治の働きとの結びつきを見ることができます。

㉓震災復興の願いを実現する政治

DVDコード 50203

宮城県気仙沼市を中心に，東日本大震災からの復興について紹介。国や県，市，また地域の人々に
よる復興への取り組みを通じて，政治の働きについて考えることができます。
㉓震災復興の願いを実現する政治

㉕日本とつながりの深い国々 I アメリカ

DVDコード 50205

アメリカの学校の様子や子どもたちの生活，季節の行事，産業などを紹介。子どもたちの興味・関
心を高め，調べ学習をより一層深めることができます。

㉖日本とつながりの深い国々 II 中国

DVDコード 50206

中国の学校の様子や子どもたちの生活，季節の行事，産業などを紹介。子どもたちの興味・関心を
高め，調べ学習をより一層深めることができます。

社会

㉗日本とつながりの深い国々 III 韓国

㉕日本とつながりの深い国々アメリカ

DVDコード 50207

韓国の学校の様子や子どもたちの生活，季節の行事，産業などを紹介。子どもたちの興味・関心を
高め，調べ学習をより一層深めることができます。
㉖日本とつながりの深い国々 II 中国

㉘日本とつながりの深い国々 IV サウジアラビア

DVDコード 50208

サウジアラビアの学校の様子や子どもたちの生活，季節の行事，産業などを紹介。子どもたちの興
味・関心を高め，調べ学習をより一層深めることができます。

㉘日本とつながりの深い国々 IV サウジアラビア
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中学校社会

目指せ！ 調査の達人
●地理・歴史・公民それぞれの分野で行う調査学習について，要点をわかりやすく
まとめた映像教材です。
●調査学習を進めるうえでの基礎的・基本的な技能を身につけることができ，調査
学習を円滑に進めることができます。

標準

全1巻

価格 19,800円
（本体18,000円）

目指せ！調査の達人

DVD 約50分

コード 52380

地理的分野：視点を持って地域を調べよう／統計資料を活用してグラフを作ろう／主題図を
作ろう など
歴史的分野：図書室・図書館を利用しよう／年表にまとめよう／イラストマップを作ろう
公民的分野：資料の収集と読み取り／話し合いで考察を深める方法

など

など

社会
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中学校社会

地理

●中学校社会科の地理的分野の内容に対応した映像教材です。
●写真や文章だけではつかみにくい現地や現場の姿を，オリジナルのビデオ映像で
生き生きと伝えることができます。

準拠 全10巻

①世界各地の人々の生活と環境

価格 各19,800円
（本体18,000円）

DVD 各巻約20分

コード 52081

世界のさまざまな場所でくらす人々の多様な生活と環境を紹介。地域で異なる自然環境と人々の
生活とのかかわりを見ることができます。

①世界各地の人々の生活と環境

⑤北アメリカ州

コード 52085

社会

アメリカ合衆国を中心に，自然環境や産業，生活・文化，歴史的背景などを紹介。
大規模で合理的な農業の特色や，情報化と新しい工業の発展などを見ることができます。

⑤北アメリカ州

⑥南アメリカ州

コード 52086

ブラジルを中心に，自然環境や産業，生活・文化などを紹介。
アマゾン川流域での人々のくらしの様子や，開発の進展と環境問題などについて取り上げています。

⑥南アメリカ州

⑦オセアニア州

コード 52087

オーストラリアを中心に，自然環境や産業，生活・文化などを紹介。
自然環境に適した農牧業や，豊富な鉱産資源，自然景観を生かした観光産業などから，アジアと
の結びつきを見ることができます。

⑦オセアニア州

⑧九州地方 教育映像祭優秀作品賞

コード 52088

九州地方の自然環境や産業などの地域的特色を紹介。
沖縄県での土壌流出を防ぐ取り組みや，安全な海に生まれ変わった水俣湾，福岡県北九州市に形
成されたエコタウンなど，環境と開発を両立する「持続可能な社会」をめざす取り組みについて
取り上げています。
⑧九州地方
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⑨中国・四国地方

コード 52089

中国・四国地方の自然環境や産業などの地域的特色を紹介。
高知県室戸市のなす栽培，愛媛県今治市のまだいの養殖，地方中枢都市・広島，徳島県上勝町の
町おこし，本州四国連絡橋などを取り上げています。都市と農村の変化を人々の生活や産業など
と関連づけて考えることができます。
⑨中国・四国地方

⑩近畿地方

コード 52090

⑪中部地方

コード 52091

中部地方の自然環境や産業などの地域的特色を紹介。
中京工業地帯の自動車生産，静岡県浜松市の電子機器生産，山梨県甲州市の観光農園，静岡県の
茶の生産や施設園芸農園，中部国際空港や新潟港などを取り上げています。活発な産業を支える
人々のくらしを見ることができます。

⑫関東地方

⑩近畿地方

コード 52092

関東地方の自然環境や産業などの地域的特色を紹介。
都市機能が集中する首都・東京，東京近郊の交通網の広がり，各地と結びつく産業などを取り上げ
ています。東京を中心とした市街地の拡大や，他地域との結びつきの強まりなどから，関東地方
の変容を考えることができます。

⑬東北地方

社会

近畿地方の自然環境や産業などの地域的特色を紹介。
京都の西陣織，堺の刃物，京都・奈良の世界遺産，商業都市・大阪，兵庫県神戸市のポートアイ
ランドなどを取り上げています。歴史の中で形づくられてきた人々のくらしを見ることができます。

⑫関東地方

コード 52093

東北地方の自然環境や産業などの地域的特色を紹介。
日本海側・太平洋側それぞれの気候を生かした農業，東北地方の夏祭り，南部鉄器などを取り上げ
ています。伝統的な生活や文化を守り育てるとともに，新しい文化をはぐくむ人々の工夫や努力を
見ることができます。
⑬東北地方
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中学校社会

歴史

●中学校社会科の歴史的分野の内容に対応した映像教材です。
●大きな歴史の流れとともに，各時代の特色をとらえることができます。

準拠 全11巻

②古代国家の歩みと東アジア世界

価格 各19,800円
（本体18,000円）

DVD 各巻約20分

コード 52242

聖徳太子の政治，飛鳥文化，大野城跡と水城跡，平城宮跡，天平文化，国風文化などを紹介。
大陸の文化や制度を取り入れながら国家のしくみが整えられたことや，古代の日本において栄え
た文化の特色などを見ることができます。

③武士の台頭と鎌倉幕府

コード 52243

②古代国家の歩みと東アジア世界

社会

平将門，藤原純友，鎌倉幕府，武士の生活，東大寺南大門，平曲などを紹介。
武士が台頭し武家政権が成立したことや，鎌倉時代の武士の生活の様子，鎌倉時代の新しい文化
の特色などを見ることができます。

④東アジア世界とのかかわりと社会の変動

コード 52244

元寇，南北朝の動乱と室町幕府，日明貿易，琉球王国の成立，農業の進歩，戦国大名の登場，室
町文化などを紹介。武家社会の展開や経済の発達と社会の変化，室町時代の新しい文化の特色な
どを見ることができます。

⑤ヨーロッパ人との出会いと全国統一

コード 52245

キリスト教世界とルネサンス，ヨーロッパ人の進出，織田信長・豊臣秀吉による全国統一事業，
兵農分離と朝鮮侵略，桃山文化などを紹介。ヨーロッパ人の日本への来航の背景や信長・秀吉に
よる統一事業と対外関係，安土桃山時代の文化の特色などを見ることができます。

⑥江戸幕府の成立と鎖国

④東アジア世界とのかかわりと社会の変動

コード 52246

江戸幕府の成立と支配のしくみ，江戸時代のさまざまな身分，対外政策の変化，鎖国下の対外関
係などを紹介。江戸幕府の成立の経緯と政治制度のあらまし，貿易振興から鎖国へと変化した対
外政策とその影響，鎖国下の貿易の様子などを見ることができます。

⑦産業の発達と幕府政治の動き

③武士の台頭と鎌倉幕府

⑤ヨーロッパ人との出会いと全国統一

コード 52247

農業や諸産業の発達，都市の繁栄と元禄文化，享保の改革，寛政の改革，新しい学問と化政文化，
外国船の出現と天保の改革などを紹介。農業をはじめとする諸産業の発達の様子や，はなやかな
町人文化，幕府による代表的な政治改革，学問の発達などを見ることができます。
⑥江戸幕府の成立と鎖国
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⑧欧米の進出と日本の開国

コード 52248

啓蒙思想とその影響，産業革命と社会の変化，ヨーロッパのアジア侵略，開国と江戸幕府の滅亡
などを紹介。欧米諸国の近代革命や産業革命が，近代国家の成立やその後のアジア諸国に大きな
影響を及ぼしたこと，また日本の開国や江戸幕府の滅亡との関連を見ることができます。

⑪第一次世界大戦と日本

コード 52251

⑧欧米の進出と日本の開国

⑫世界恐慌と日本の中国侵略

コード 52252

世界恐慌とブロック経済，ファシズムの台頭，満州事変と国際連盟脱退，二・二六事件，日中戦
争などを，当時の貴重な資料映像を交えて紹介。世界恐慌への各国の対応の違いや日本の軍国主
義化の経緯などを見ることができます。

⑬第二次世界大戦と日本

⑪第一次世界大戦と日本

コード 52253

第二次世界大戦の始まりと戦争の拡大，日独伊三国同盟，日本の南進と太平洋戦争の始まり，戦
時下の人々，戦争の終結などを，当時の貴重な資料映像を交えて紹介。第二次世界大戦の原因と
概要，戦争の被害と加害，戦時下の日本の状況などを見ることができます。

⑭戦後日本の発展と国際社会

社会

第一次世界大戦，ロシア革命，国際協調の時代，アジアの民衆運動，大正デモクラシー，大衆文
化の発展などを，当時の貴重な資料映像を交えて紹介。第一次世界大戦の原因と概要，大戦後の
国際関係，日本の大正時代の様子などを見ることができます。

⑫世界恐慌と日本の中国侵略

コード 52254

占領の始まり，民主化と日本国憲法，冷戦の始まり，朝鮮戦争，独立の回復と55年体制，緊張緩和
の進展と日本外交，高度経済成長などを，当時の貴重な資料映像を交えて紹介。戦後の国際情勢と
日本の歩み，高度経済成長期の日本国内の変化や国際的な立場の変化などを見ることができます。

⑬第二次世界大戦と日本
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小学校理科
●直接観察することが難しい事象や，さまざまな制約により，実演するのが困難な
実験のようすなどはもとより，基礎的な技能などについても収録しています。
●題材ごとに細かくクリップに分かれているので，授業展開に合わせて，選択して
視聴することができます。

標準 全20巻

価格 各16,500円
（本体15,000円） DVD 各巻約15〜60分

３年
①こん虫と植物

DVDコード 50561

自然の中でのこん虫の姿をとらえ，それぞれの食べ物やすみか，からだのつくりなどをわかりやす
く示しています。また，ホウセンカなどを例に，植物が芽生えてから実をつけるまでの成長のよう
すも取り上げています。

②太陽とかげの動き／日光のせいしつ／太陽と地面のようす

DVDコード 50562

①こん虫と植物

太陽は1日のうちにどのように動くかを説明し，かげの動きと太陽の動きとの関係を，わかりやすく
示しています。また，日なたと日かげの地面のようすや，温度のちがいなどを調べる観察のようす
も収録しています。

理科

③電気のはたらき／じしゃくのせいしつ

DVDコード 50563

日常生活で明かりを利用している場面などをとらえ，電気のはたらきを示しています。また，磁石
の極を調べる実験のようすや，導線のつなぎ方などの細かな実験技法についても収録しています。
③電気のはたらき／じしゃくのせいしつ

④風やゴムのはたらき／物づくり／物の重さ

DVDコード 50564

風やゴムで動く車を使った実験のようすを収録しています。また，物の重さくらべの実験も，手順
から詳細に解説しています。その他に，3年生で学習する内容を利用したおもちゃづくりについて
も収録しています。

4年
⑤動物や植物の季節によるようすのちがい

DVDコード 50565

④風やゴムのはたらき／物づくり／物の重さ

季節ごとに共通の動物・植物を取り上げ，年間を通しての活動や成長のようすとあたたかさとの関
係がとらえられるようにしています。また，季節ごとに特徴的な動物・植物の例も収録しています。

⑥とじこめられた空気や水のせいしつ／金ぞく，水，空気の温度による変化のちがい
DVDコード 50566

注射器に空気や水をとじこめ，おしたときの体積の変化を調べる実験のようすなどを収録してい
ます。また，金属や水，空気の温度による体積の変化のちがいを調べる実験のようすなども収録し
ています。

⑦電気のはたらき

⑤動物や植物の季節によるようすのちがい

DVDコード 50567

乾電池を直列つなぎにしたときと並列つなぎにしたときの豆電球の明るさのちがいを調べる実験
や，光電池のはたらきを調べる実験などを収録しています。また，生活の中で光電池を利用してい
る例も紹介しています。

⑧月や星

DVDコード 50568

夏の大三角を中心とした夏の星座や，冬の大三角を中心とした冬の星座などを取り上げています。
また，星座早見の使い方などの観察技法や，各方位の空の星の動き方なども取り上げています。
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⑦電気のはたらき

⑨水のじょうたい変化／物のあたたまり方

DVDコード 50569

水が温度変化とともに，氷（固体），水（液体），水蒸気（気体）とすがたを変えていくようすなど
を，わかりやすく示しています。また，金属や水，空気のあたたまり方を調べる実験のようすなど
も収録しています。

⑩人のからだのつくりと運動

DVDコード 50570

目に見えない骨や筋肉の動きをアニメーションで示し，それらのつくりやはたらきをしっかりとと
らえられるようにしています。また，キリンやウサギなどの動物の動くようすも収録しています。

⑪植物の発芽と成長／魚や人のたんじょう

5年
⑪植物の発芽と成長／魚や人のたんじょう

DVDコード 50571

植物の発芽に必要な条件を調べる実験のようすなどを収録しています。また，メダカの卵がかえるまで
のようすや，プランクトンのようす，人の卵と精子のようすなど，観察が困難な映像も収録しています。

⑫物のとけ方／ふりこのはたらき

DVDコード 50572

⑭流れる水のはたらきと土地の変化

さまざまな物をとかす実験や，食塩水の水を蒸発させて結晶を取り出す実験のようすなどを収録
しています。また，ふりこの１往復する時間を調べる実験の映像や，ふりこのおもちゃをつくる映像
なども収録しています。

⑬天気の変化

DVDコード 50573

季節における天気の特徴を，気象衛星の雲画像などと関連させながら示し，天気の変化についての理
解を深めます。また，台風の進み方や，台風がもたらす災害とめぐみについての映像も収録しています。
⑮電じしゃくのはたらき

⑭流れる水のはたらきと土地の変化

DVDコード 50574

⑮電じしゃくのはたらき

理科

実際の川（長良川）のようすや，校庭での流水実験，雨水の流れたあとの観察，上・中・下流の川原
の石の大きさや形のちがいなどを通して，流れる水のはたらきについて考えることができるような
構成にしています。
DVDコード 50575

乾電池の向きを変えたとき，電磁石のそばに置いた方位磁針の向きが変化するか調べる実験や，電磁
石のはたらきの大きさを変える実験などを通して，電磁石についての理解を深める構成にしています。

⑰水よう液の性質／物の燃え方

6年
⑯動物のからだのはたらき／植物のからだのはたらき／生物と環境とのかかわり
DVDコード 50576

人の呼吸を調べる実験や，葉に日光が当たるとでんぷんができるか調べる実験など，動物・植物のからだ
のはたらきを調べる実験を収録しています。また，人と環境とのかかわりを示す映像も収録しています。

⑰水よう液の性質／物の燃え方

DVDコード 50577

⑱電気とわたしたちのくらし／てこのはたらき

水溶液の性質を調べる実験や，金属を塩酸にとかす実験などを取り上げ，いろいろな水溶液の性
質を示します。また，どのような場合に物がよく燃えるか調べる実験などを通して，物の燃え方に
ついての理解を深めます。

⑱電気とわたしたちのくらし／てこのはたらき

DVDコード 50578

手回し発電機で電気をつくる実験や，コンデンサーに電気をためて利用する実験などを収録し，電気の
利用について考えさせます。また，てこのはたらきを利用した道具を紹介する映像なども収録しています。

⑲土地のつくりと変化

⑲土地のつくりと変化

DVDコード 50579

実際の地層のようすや，観察のしかたを収録し，地層に関する関心を高めます。また，水のはたら
きや地震のはたらき，火山のはたらきなど，地層のでき方についても，実写映像でわかりやすく示
しています。

⑳太陽と月

DVDコード 50580

太陽・月の形や表面のようすなどをまとめた映像や，太陽と月の位置と月の形の関係を調べる映像
などを収録しています。ボールに光を当てて，月の形が変化する理由を調べる実験の映像も収録
しています。

⑳太陽と月
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中学校理科
●文書や写真だけではつかみにくい実験や自然現象のようすを，映像で生き生きと
伝えます。
●新学習指導要領に対応し，従来のビデオシリーズから内容を一新しました。
●映像は題材ごとに数十秒〜10分程度で構成していますので，普段の授業の中でも
効果的に活用できます。

準拠 全24巻

①植物の世界

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約20〜60分

コード 52561

花の観察や，光合成のはたらき・蒸散などを調べる実験を通して，植物の花や葉，茎，根のつくりとはたらきについて考えさ
せる構成にしています。植物の分類についても，種子をつくらない植物として，シダ植物・コケ植物はもとより，藻類のなか
まの紹介といった発展的な内容も収録しています。また，観察に必要な顕微鏡の使い方などの基礎操作も収録しています。

②気体の性質

コード 52562

身近にあふれる気体についての説明や，酸素・二酸化炭素などの気体を発生させる実験を通し，気体の性
質についての理解を深め，気体の発生方法や捕集方法などの技能を示します。また，身近な材料から気体
を発生させる実験も収録しており，気体についての関心を高めます。

③水溶液の性質

教育映像祭優秀作品賞

①植物の世界

コード 52563

理科

物質が水にとけるようすを示し，物質が水にとけるとはどういうことなのか考えさせます。また，再結晶によりとけた物
質をとり出す実験や，溶解度の説明を通し，再結晶は純粋な物質を得ることができる方法であることを捉えさせます。

④物質の姿と状態変化

コード 52564

鉄や窒素，酸素，水銀など，さまざまな物質が液体になるようすや，二酸化炭素やヨウ素などが昇華する
ようすを通して，物質の状態変化についての理解を深めます。また，液体のロウと固体のロウの体積と質
量を比較する実験を通して，状態変化によって体積は変化するが質量は変化しないことを捉えさせます。
赤ワインなどの混合物を蒸留する実験も収録しています。

⑤光の世界・音の世界

③水溶液の性質

コード 52565

鏡に当たった光の道筋を調べる実験や，凸レンズによってできる像を調べる実験などを通し，光の反射や
屈折についての理解を深めます。また，音が振動によって伝わることを調べる実験や，音の大小と物体の
振動との関係を調べる実験なども収録しており，音についての理解を深めます。

⑥いろいろな力

コード 52566

力の大きさとばねののびの関係を調べる実験などを通し，力に関する基礎的な性質やはたらきについての
理解を深めます。また，力のはたらく面積による力のはたらきのちがいを調べる実験などを通し，圧力に
ついての理解を深めます。水圧や大気圧についての実験も収録しています。

⑦火山・地震

④物質の姿と状態変化

コード 52567

火山の噴火のようすや，石膏の粘り気による形の違いを調べる実験などを通し，火山の形や噴火活動がマ
グマの性質と関係があることを捉えさせます。また，結晶のでき方と結晶の大きさの関係を調べる実験を
通し，火山岩と深成岩のつくりの違いについて考えさせます。地震の波の伝わり方を調べる実験や実際の
地震のようす，それによる災害のようすなども収録しています。

⑧大地の変化

コード 52568

侵食・運搬・堆積作用のようすや，地層のでき方を調べる実験などを通して，地層はどのようにしてできるのか考
えさせます。また，化石のでき方や化石の発掘についても紹介し，地層と化石の関係についての理解を深めます。

⑨化学変化と原子・分子

⑤光の世界・音の世界

コード 52569

物質を分解する実験などを通して，物質は原子や分子からできていることへの理解を深めます。物質どう
しの化学変化や，酸化・還元について調べる実験も収録しています。また，化学変化と物質の質量の関係
を調べる実験も収録しています。

⑩生物と細胞

コード 52570

植物や動物の細胞を観察する実験などを通して，細胞の基本的なつくりについての理解を深めます。また，
単細胞生物についても紹介し，単細胞生物と多細胞生物の違いを捉えさせます。観察に必要な顕微鏡の使
い方などの基礎操作も収録しています。
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⑦火山・地震

⑪動物のからだのつくりとはたらき

コード 52571

唾液によるデンプン溶液の変化を調べる実験や，肺の模型をつくって動かす操作，メダカの血液の流れの
観察などを通して，消化・吸収，呼吸，血液循環などのはたらきについての理解を深めます。また，刺激
に対する反応についての観察や，骨と筋肉の関係についての観察も収録しています。

⑫動物の分類・生物の変遷

コード 52572

魚類・両生類・ハチュウ類・鳥類・ホニュウ類といったセキツイ動物の特徴を紹介し，セキツイ動物の分
類についての理解を深めます。また，節足動物や軟体動物といった無セキツイ動物についても紹介し，特
徴を捉えさせます。

⑬電気の世界

⑨化学変化と原子・分子

コード 52573

直列回路・並列回路の各点の電流・電圧をはかる実験を通して，それぞれの回路における電流と電圧の規則性を
捉えさせます。また，電流と電圧の関係を調べる実験や，電力と発熱量の関係を調べる実験なども収録しており，
電流の性質についての理解を深めます。電流と磁界の関係を調べる実験についても豊富に収録しています。

⑭天気の変化

コード 52574

気象観測の方法や，観測装置などを示す映像を通し，気象に対する関心を高めます。温暖前線や寒冷前線
といった前線についても，その構造を説明する映像を収録しており，前線通過にともなう天気の変化につ
いての理解を深めます。日本の天気の特徴についても，季節ごとの映像でまとめています。

⑮雲のでき方と水蒸気

⑫動物の分類・生物の変遷

コード 52575

露点を計測する実験や，簡易真空容器を使って雲を発生させる実験などを通し，霧や雲が発生する原因に
ついての理解を深めます。また，さまざまな雲のようすを捉えた映像や，地球上で水がどのように循環す
るか示した映像なども収録しており，天気の変化をもたらす雨や雲に対する関心を高め，理解を深めます。

⑯化学変化とイオン

コード 52576

さまざまな水溶液を電気分解する実験を通してイオンの存在に気づかせ，それに対する理解を深めます。
また，電解質水溶液と2種類の金属を使って電流をとり出す実験などから，電池についての理解を深めます。
酸とアルカリの中和反応に関する実験なども収録しています。

⑰生物の成長と生殖

⑬電気の世界

コード 52577

⑱遺伝と遺伝子

コード 52578

エンドウを使ったメンデルの実験の説明を通し，分離の法則や，優性の形質・劣性の形質といった概念に
ついての理解を深め，遺伝の規則性について考えさせます。また，遺伝子操作技術を利用した実例を紹介し，
この技術に対する関心を高めます。

⑲運動とエネルギー

理科

タマネギの根の観察などから，細胞分裂のようすについて捉えさせ，生物の成長と細胞分裂との関係につ
いての理解を深めます。また，植物の受粉や，動物の受精・発生のようすを示す映像も収録しており，生物の
生殖についての理解を深めます。

⑭天気の変化

コード 52579

さまざまな運動のようすを記録する実験などを通して，物体に力がはたらくときとはたらかないときの運
動の規則性についての理解を深めます。また，2力の合成に関する実験や，慣性について調べる実験，仕
事の大きさを調べる実験なども収録しています。

⑳宇宙の広がり

コード 52580

わたしたちの住む地球は，宇宙のなかでどのようなところにあるのか。銀河の構造や宇宙の広がりについ
て，また太陽をはじめとする太陽系の天体はどのようなものがあるのかなどを，最新のCGと観測データ
を用いて紹介します。
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○地球の運動と天体の動き

⑯化学変化とイオン

コード 52581

太陽や星の動きは，地球の運動とどのような関係があるのだろうか。恒星と明るさ，天体の位置や動きの
表し方から，地球の自転・公転などをCGやモデル実験を用いて紹介し，太陽の動きと季節の変化をとら
えられるよう構成しています。

○月と惑星の見え方

コード 52582

月や惑星の見え方が変化するのはどうしてだろうか。月の観察や月の満ち欠け，月食や日食，金星の見え方など
をCGやモデル実験で紹介します。また天文台や望遠鏡など最新の天文施設や宇宙開発についても紹介します。

○科学技術と人間

⑰生物の成長と生殖

コード 52583

さまざまなエネルギーの変換を調べる実験などを通して，日常生活では，いろいろなエネルギーを変換し
利用していることを捉えさせます。また，さまざまな発電方法について紹介し，エネルギー資源について
の理解を深めます。新しい技術やその産物である製品などを紹介し，科学技術の発展についての理解を深
め，科学技術に対する関心を高めます。

○自然と人間

コード 52584

微生物のはたらきを調べる実験などを通して，生態系における生物の役割（特に分解者）についての理解
を深めます。また，身近な自然環境を調査する映像や，さまざまな外来種を紹介する映像，里山のようす
を紹介する映像なども収録しており，自然環境に対する関心を高めます。

⑲運動とエネルギー

19

DVD 宇宙大百科

コンプリート コスモス
●鮮明なコンピュータ・グラフィックスをNASAの最新映像と組み合わせ，太陽系，
銀河系，さらに宇宙の最果ての領域について解説する最新の宇宙シリーズ。３集を
合わせて４００分の映像をDVDの機能を活かしてテーマ別に検索視聴することができ，
英語，米語，スペイン語，ドイツ語，フランス語，オランダ語，日本語の７ヶ国語
の音声・字幕を選択しての視聴も可能です。
（第３集は英語，日本語のみ）

標準

全3巻

価格 各6,380円
（本体5,800円）

対 象：小学 校・中学 校

第1集

太陽系の神秘

コード 58075

・太陽系の中心部（太陽，水星，金星）
・地球と月
・火星と生命
・太陽系の外縁部へ（木星，土星，天王星と海王星，彗星の世界）

第２集 人類と宇宙

コード 58076

理科

・宇宙開発（宇宙開発史他）
・先駆者たち（人 工衛星，探 査機他）
・宇宙をみる目（ハッブル宇宙望遠鏡他）
・ディープスペース（ブラックホールとダークマター他）

第３集 天空への道しるべ
・星はどのように動いているか
・１月〜３月の星空
・４月〜６月の星空
・７月〜９月の星空
・１０月〜１２月の星空
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コード 58083

DVD 各集120〜130分

小学校保健
●小学校中学年から高学年にかけての時期にある児童にとって，自分のからだを
よく知ることは，健康な生活習慣を身につけるうえで大変重要です。
●日々の生活の中の食事，運動，睡眠，休養のバランスを意識することや，自分自身
の成長を振り返ること，異性や他人に対する思いやりの心など，自分たちの心と体に
起こっている変化について，思春期の入り口に立つ子どもたちに分かりやすく解説して
いきます。また身のまわりにある環境に対する安全や病気や薬物など，今日の子ども
たちが直面している新しい問題についても，分かりやすい解説で授業をサポートし
ます。
●DVDのチャプターは学習項目に沿った構成になっていますので，全体を通した
視聴でもチャプターごと視聴でも，授業の流れに合わせた活用の仕方が可能です。

標準
①けんこうな生活（3年）

全5巻

価格 各16,500円
（本体15,000円） DVD 各巻約15〜20分

コード 50881

1日の生活の中の様々な場面を取り上げながら，CGキャラクターと実写の子どもとの掛け合いで
展開します。
全体を通してストーリーを持たせるのではなく、食事や運動，睡眠，休養などのポイントを中心
に，それぞれのバランスが大切であること，また体を清潔に保ち，生活環境を整えることの重要
さを解説します。
随所さまざまな実験や資料を折り込み，児童の知的好奇心刺激する構成です。

保健

②育ちゆく体とわたし（4年）

①けんこうな生活

コード 50882

10年後の「20歳のわたし」が，成長のことで悩んでいる私の前にあらわれて，思春期に起こる心
や体の成長のことについて優しく語ります。
成長のしかたには個人差があることを強調し，子どもたちが安心して自らの心身の発達を受け入
れることができるよう解説していきます。
②育ちゆく体とわたし

③心の健康（5年）

コード 50883

心の発達に伴い，不安や悩みがあるときにどのようにしたらよいのか，主人公とその家族，友人
などが登場し，その人が抱える不安や悩みに気づいたり，周囲の人に相談したり，お互いに理解
しあったりする様子を描きます。心も体と同時に発達すること，心と体は密接な関係があること
を理解し，不安や悩みに対して適切な対処の方法があることに気付かせる2編のストーリーで構
成しています。

④けがの防止（5年）

③心の健康

コード 50884

学校の廊下で友だちとぶつかって，気が付くとそこは…。
不思議な空間で自分たちの身に起こった事故の原因を振り返りながら，事故の原因になる環境や
行動を見つめ直します。学校や地域で起こりやすい事故の例を取り上げて解説します。
④けがの防止

⑤病気の予防

コード 50885

ここは，ヘルス･ファースト探偵社。みのり達3人が，感染症や生活習慣病のこと，喫煙･飲酒の
害と健康について，薬物乱用の害について，正しい知識を持つことと行動について考えていきます。

⑤病気の予防
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サブタイトル
小学校体育実技DVD
〈体つくり運動編〉
●新学習指導要領に対応し，低・中学年の体つくり運動を初めて映像化しました。
●低・中・高学年の児童実態に合わせた内容構成で，だれでも効果的な授業づくりが可能です。
〈器械運動編〉
●低学年向けの「器械・器具を使っての運動遊び」，中・高学年向けの「マット運動」「鉄棒運動」
「跳び箱運動」に対応し，新学習指導要領解説で例示された技を全て収録しています。
〈水泳編〉
●新学習指導要領で新たに位置づけられた，低学年の「水遊び」，中学年の「浮く・泳ぐ運動」に対
応しています。
●泳法は「クロール」
「平泳ぎ」
「背泳ぎ」を収録し,解説映像に加え，段階的な運動や練習方法も収
録しました。
〈ゲーム・ボール運動編〉
●「ボール運動」は新学習指導要領に合わせた３型で内容を構成し，各種目におけるルール，基礎的
技能や戦術能力を高める運動を紹介し，学習内容を確実に習得できるよう配慮しました。
●「ボールゲーム／鬼遊び」には，ボール運動へ発展する基本的な動きの習得に役立つ運動を多数
収録しました。
〈陸上運動〉
●低学年向けの「走・跳の運動遊び」には中・高学年からの陸上運動につながる運動を多数収録し
ました。「短距離走・リレー／ハードル走」「走り幅跳び／走り高跳び」はお手本となる映像，ストッ
プモーションによる解説に加えて，各局面に応じた運動（ドリル）を収録しました。
●それぞれの運動がどのようなメカニズムで行われているのかを理解するのに役立つ「科学しよ
う」という映像を収録しました。
〈表現運動〉
●新学習指導要領及び解説に示された「表現」「リズムダンス」に対応し，児童がいきいきと踊るこ
とができる題材を多数収録しました。
●学習の進め方に合わせて映像を構成し，チャプターによって映像を細かく分類しています。付属
のＣＤには，授業ですぐに使える曲を複数収録しています。

体育

標準 全19巻

①体つくり運動１−低学年の体つくり運動−

価格 各10,450円
（本体9,500円）

DVD 各巻約60分

コード 57514

明日から授業で実践できる，効果的で楽しい運動を児童実態に合わせて構成しました。

リズムに乗った体ほぐしの運動／ペアストレッチ／集団で行う体ほぐしの運動／伝承遊び／体のバランスをとる運動遊
び／体を移動する運動遊び／用具を操作する運動遊び／力試しの運動遊び

②体つくり運動２−中学年の体つくり運動−

コード 57515

明日から授業で実践できる，効果的で楽しい運動を児童実態に合わせて構成しました。

リズムに乗った体ほぐしの運動／ペアストレッチ／集団で行う体ほぐしの運動／伝承遊び／体のバランスをとる運動／
体を移動する運動／用具を操作する運動／力試しの運動

③体つくり運動３−高学年の体つくり運動−

②体つくり運動2

コード 57516

明日から授業で実践できる，効果的で楽しい運動を児童実態に合わせて構成しました。

リズムに乗った体ほぐしの運動／ペアストレッチ／集団で行う体ほぐしの運動／伝承遊び／徒手での運動／用具などを
用いた運動／人や物の重さを用いた運動／時間やコースを決めて行う全身運動

④器械運動１−器械・器具を使っての運動遊び−

コード 57517

器械運動の楽しさや喜びに触れさせ，「基礎感覚」づくりに役立つ運動を多数収録しました。
固定施設を使った運動遊び／マットを使った運動遊び／鉄棒を使った運動遊び／跳び箱を使った運動遊び

⑤器械運動２−マット運動−

③体つくり運動3

コード 57518

それぞれの技に対して，ストップモーションによる分かりやすい解説と，スモールステップによる構成
で，児童の「できた！」を支援します。

前転／大きな前転／開脚前転／跳び前転／倒立前転／後転／開脚後転／伸膝後転／壁倒立／補助倒立／頭倒立／倒立／腕
立て横跳び越し／側方倒立回転／ロンダート／ブリッジ／倒立ブリッジ／前方倒立回転／前方倒立回転跳び／組み合わせ技

⑥器械運動３−鉄棒運動−

コード 57519

それぞれの技に対して，ストップモーションによる分かりやすい解説と，スモールステップによる構
成で，児童の「できた！」を支援します。

膝掛け振り上がり／膝掛け上がり／もも掛け上がり／補助逆上がり／逆上がり／かかえ込み回り／前方支持回転／後方
支持回転／後方片膝掛け回転／前方片膝掛け回転／前回り下り／転向前下り／片足踏み越し下り／両膝掛け倒立下り／
両膝掛け振動下り／組み合わせ技
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④器械運動１

⑦器械運動４−跳び箱運動−教育映像祭最優秀作品賞 文部科学大臣賞

コード 57520

それぞれの技に対して，ストップモーションによる分かりやすい解説と，スモールステップによる構
成で，児童の「できた！」を支援します。

開脚跳び／大きな開脚跳び／かかえ込み跳び／台上前転／大きな台上前転／首はね跳び／頭はね跳び

⑧水泳１−水遊び／浮く・泳ぐ運動−

コード 57522

水泳につながる基礎感覚を養うことができる運動を多数収録しました。また，単元最初のオリエン
テーションで活用できる「プールでの決まり」も収録しました。

⑨水泳

いろいろな水遊び／水の中を歩く遊び／リレー遊び・鬼遊び／浮く・潜る遊び／バブリング・ボビング／伏し浮き／背
浮き／けのび／ばた足／かえる足／面かぶりクロール／面かぶりの平泳ぎ／呼吸をしながらの初歩的な泳ぎ

⑨水泳２−クロール／平泳ぎ／背泳ぎ−

コード 57523

それぞれの泳法に対して①分かりやすい解説②技を身に付けるための段階的な運動③関連したやさ
しい運動で構成しました。また，単元最初のオリエンテーションで活用できる「プールでの決まり」
も収録しました。
クロール／平泳ぎ／背泳ぎ／水中スタート

⑩ゲーム・ボール運動1−ゲーム（ボールゲーム／鬼遊び）−

⑪ゴール型Ⅰ
（ハンドボール）

コード 57524

ボール運動へ発展する基本的な動きの習得に役立つ運動を多数収録しました。

ボールを投げたり捕ったりする遊び／ボールを蹴る遊び／ボールをつく遊び／ボールゲーム／鬼遊び

⑪ゲーム・ボール運動2−ゴール型Ⅰ−

コード 57525

①概要・ルール②基本の動きの解説③基本の動きを高める運動④ミニゲーム（戦術能力を高める運
動）で構成し，学習内容を確実に習得できるよう配慮しました。
バスケットボール／サッカー／ハンドボール

⑫ゲーム・ボール運動3−ゴール型Ⅱ−

⑬ネット型（ソフトバレーボール）

コード 57526

体育

①概要・ルール②基本の動きの解説③基本の動きを高める運動④ミニゲーム（戦術能力を高める運
動）で構成し，学習内容を確実に習得できるよう配慮しました。

タグラグビー／フラッグフットボール

⑬ゲーム・ボール運動４−ネット型−

コード 57527

①概要・ルール②基本の動きの解説③基本の動きを高める運動④ミニゲーム（戦術能力を高める運
動）で構成し，学習内容を確実に習得できるよう配慮しました。

⑯短距離走

プレルボール／ソフトバレーボール

⑭ゲーム・ボール運動５−ベースボール型−

コード 57528

①概要・ルール②基本の動きの解説③基本の動きを高める運動④ミニゲーム（戦術能力を高める運
動）で構成し，学習内容を確実に習得できるよう配慮しました。

⑮陸上運動１（走・跳の運動遊び)

コード 57529

陸上運動につながる運動を多数収録しました。
走の運動遊び／跳の運動遊び／なめらかな動きを高める運動遊び

⑯陸上運動２（短距離走・リレー／ハードル走）

⑰走り高跳び

コード 57530

学習内容を確実に習得できるように，ストップモーションやスローモーションによる分かりやす
い解説，段階的な運動で内容を構成しました。

⑰陸上運動３（走り幅跳び／走り高跳び）

コード 57531

学習内容を確実に習得できるように，ストップモーションやスローモーションによる分かりやす
い解説，段階的な運動で内容を構成しました。

⑱表現運動１（表現） 教育映像祭最優秀作品賞 文部科学大臣賞

⑱表現

コード 57532

体ほぐしの運動／ビニールになってみよう／布で遊ぼう／おもちゃになりきろう／忍者遊び／激
しく表現しよう／動物の体と気候

⑲表現運動２（リズムダンス）

コード 57533

わらべ歌で体をほぐそう／ロックのリズムで踊ろう／ロックのリズムでまねっこダンスをしよう
／ロックからサンバのリズムでまねっこダンスをしよう

⑲リズムダンス
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中学校保健体育

保健編

●このシリーズでは各単元で，映像資料が不足していると思われる部分を取り上げて
制作しています。
●①〜②は，災害や事故など，とっさのときに役立つ「応急処置」と「心肺蘇生法」を
取り上げています。
●③〜⑩は，
「保健探偵団」のメンバーが体や心の健康，安全，保健のことを調べていく
構成です。取材やインタビュー，CGによる解説などを用いて，興味をもって視聴できる
内容としています。

準拠 全10巻

③生殖機能の成熟と異性の尊重

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約30〜45分

コード 53242

思春期に起こる体の各器官の発達と男女の体つきの変化，生殖機能の成熟，受精と妊娠のしくみなどの身
体的な変化について，また性的な関心の高まりと異性の尊重や性情報への対処の仕方についてインタビュ
ーやCGを交えて解説します。

④心の健康

コード 53243

心の発達に伴い増えてくるさまざまな欲求と，その欲求が実現できないことによる欲求不満とその対処，
またストレスの影響と対処の方法などをショートドラマやインタビューを通して解説します。

⑤環境への適応能力

③生殖機能の成熟と異性の尊重

コード 53244

保健体育

熱中症を例に，私たちの体に備わっているさまざまな生命を維持する働きについて有識者の話を交えて
解説していきます。高温や低温，明るさなどの環境に適応する能力について極限の環境での体験をした
人のインタビューを交えて解説します。

⑥生活に伴う廃棄物の衛生管理

コード 53245

私たちが便利で快適な生活を送る一方で，ごみや生活排水，環境汚染などの環境問題が生じています。こ
れらの問題が私たちの健康に与える影響や改善の取り組みについて資料映像やインタビュー，廃棄物処理
の現場の紹介を交えて解説します。

⑦交通事故の発生要因と回避

④心の健康

コード 53246

中学生では自転車運転中の事故が増えています。なぜ事故が起きるのかを人的要因，環境要因，車両的要
因から考えます。また自転車運転中いろいろな場面での危険予測を回避シミュレーション的に解説します。
2015年6月に改正された道路交通法を踏まえた内容です。

⑧犯罪被害の防止

コード 53247

誘拐や暴力などの犯罪被害の防止と回避について，犯罪が起きやすい場所の特徴（環境要因）と，危険予測
などの人の行動（人的要因）の両面から考えていきます。また安全を守るために地域で取り組んでいる例に
ついて紹介します。

⑨感染症の原因と予防

⑨感染症の原因と予防

コード 53248

感染症・性感染症について，その原因と広がり方，それらの予防について医師や研究者のインタビュー，
資料映像を交えて解説します。また世界エイズデーの取り組みを通して，エイズの現状について解説し
ます。

⑩保健・医療機関，医薬品の利用

コード 53249

自分が体調が悪いときにどの医療機関を受診すればよいのか。身のまわりの保健・医療機関の役割や
利用について，それぞれの機関の様子や担当者のインタビューを交えて考えていきます。また医薬品
の使用方法についても良い例と悪い例を挙げて解説します。
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⑩保健・医療機関，医薬品の利用

中学校保健体育

体育編

●体育編は「体育理論」と「体育実技」を発行しています。
●「体育理論」は特に1年の学習内容を中心に映像資料を作成しています。
●「体育実技」は武道の中から「柔道」「剣道」を取り上げています。柔道は安全な
学習を進めるための巻も用意しています。またダンスの中では「現代的なリズムの
ダンス」「創作ダンス」を取り上げ，それぞれ簡単なレベルから学習できるように内
容を構成しています。

準拠 全11巻

①武道1

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約30〜45分

柔道 I［基本編］

コード 53263

柔道 II［応用編］

コード 53264

剣道 I［基本編］

コード 53265

剣道 II［応用編］

コード 53266

柔道の安全な学習 I（基本動作・受け身）

コード 53267

柔道の歴史と特性にはじまり，柔道衣の着方や柔道の礼法，柔道の基礎動作に通じる準備運動，基本動作や柔道の導
入に使えるゲームを紹介します。
監修・指導：野瀬清喜（埼玉大学教育学部教授 講道館柔道八段）

②武道2

投げ技，固め技，柔道の練習法から簡単な試合の行い方までを紹介します。
監修・指導：野瀬清喜（埼玉大学教育学部教授 講道館柔道八段）

③武道3

①武道

柔道 I

③武道

剣道 I

剣道の歴史と特性から，剣道の用具についての解説，剣道の準備運動と体ほぐし運動，剣道の基礎動作，素振りと竹
刀への打ち込み，剣道具を着けての基本打ちについてを分かりやすく解説します。
監修・指導：山神眞一（香川大学教育学部教授 剣道教士八段）

保健体育

④武道4

しかけ技や応じ技，演武性を重視した授業モデルの紹介，簡単な試合の行い方を紹介します。
監修・指導：山神眞一（香川大学教育学部教授 剣道教士八段）

⑤武道5

武道の特性と柔道の安全な学習のしかたを，基本動作と受身の学習を中心に解説します。それぞれに安全な学習の
しかたのポイントを示します。
●武道の特性について（武道とは，礼法の大切さ，柔道衣の正しい着方）●基本動作の安全な学習（姿勢，組み方）●受け身の安全な学習（受け身に
ついて，横受け身，後ろ受け身，前回り受け身）

⑥武道6

柔道の安全な学習 II（対人的技能・投げ技）

コード 53268

柔道の特性と，柔道の安全な学習のしかたを投げ技を中心に解説します。それぞれに安全な学習のしかたのポイントを示します。
●柔道の特性について（柔道の特性，柔道の基本構造）●投げ技の安全な学習（ひざ車，支えつり込み足，体落とし，大腰，小内刈り，大外刈り）

⑦ダンス１

創作ダンス I

コード 53304

創作ダンスの初期段階で行うと効果的なアイスブレイクの活動や，表現につながる活動を中心に取り上げて解説しています。
教材中で使用する音楽を収録したCDを付属しています。
●アイスブレイク（ひとりでほぐそう，ペアでほぐそう ほか）●表現につながる活動（リーダーのまねをしてみよう，体でジャンケン ほか）●創作
ダンスへつなげよう（新聞紙を使って対決の動き）

⑧ダンス２

創作ダンス II

⑥柔道の安全な学習II

コード 53305

創作ダンスの活動例として，
「表わしたい場面のイメージを楽しもう」「音楽を手がかりにイメージを広げて楽しもう」を
取り上げて，活動の流れを紹介しています。教材中で使用する音楽を収録したCDを付属しています。
●「表わしたい場面のイメージを楽しもう」
（身近なできごとから表わしたいテーマを選びイメージを広げよう，選んだ場面を動きにしてみよう ほか）
●「音楽を手がかりにイメージを広げて楽しもう」（音を手がかりにイメージを広げよう，音を手がかりに動いてみよう ほか）●表現方法のいろいろ
（個と群，動き方 ほか）

⑨ダンス３

現代的なリズムのダンス I

教育映像祭優秀作品賞

コード 53306

初めて現代的なリズムのダンスを学習するための教材です。ダンスの型やステップを覚えるのではなく，体からでる
リズムを感じたり，伝え合ったりすることからリズムに乗ることの楽しさを身につけられるよう構成を工夫しています。
教材中で使用する音楽を収録したCDを付属しています。

⑨ダンス３

現代的なリズムのダンス I

⑩ダンス4

現代的なリズムのダンスII

●体と音でリズムをつなごう（アイスブレイク，三本締めゲーム，三三七拍子ゲーム）●みんなとリズムと合わせて踊ろう（アイスブレイク，いろいろな
曲のリズムに乗ってみよう ほか）

⑩ダンス４

現代的なリズムのダンス II

コード 53307

ダンスの型やステップを覚えるのではなく，体からでるリズムを感じたり，伝え合ったりすることからリズムに乗り，
簡単な動きをつなげることでダンスにの形になっていくよう構成を工夫しています。簡単な動きをつなげることで，ダ
ンスの形が出来上がります。教材中で使用する音楽を収録したCDを付属しています。
●体と音でリズムをつなごう（アイスブレイク，体から出る音をつないでリズムに乗ろう ほか）●仲間とリズムを合わせて踊ろう（アイスブレイク，
発展の鍵となる動き（キームーブ）を見てみよう ほか）

⑪運動やスポーツの関わり

コード 53250

運動やスポーツのへの参加のしかたは，行う・見る（観戦する）・支えるとさまざまな関わり方があります。実際の
スポーツのシーンの中でのそのような多様な関わりを通して，運動やスポーツを行うことの意味を考えていきます。
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小学校家庭
●基礎技能として，用具の基本操作やまちがえやすい点，作業の難しいものを分か
りやすく映像化し，安全面を配慮した内容になっています。
●生活と関連して考えることが難しい題材では，児童の身の回りにある具体的なも
のを取り上げて映像化し，学習への興味・関心を高めるようにしました。

標準 全13巻

価格 各16,500円
（本体15,000円） DVD 各巻約30〜40分

①調理用具の使い方

コード 50985

ガスこんろ，包丁，まな板，計量器，フライパンの使い方について，安全面にも配慮して提示し
ます。包丁の使い方では，いろいろな切り方を収録しました。
ガスこんろ／包丁／まな板／はかり／計量スプーン・計量カップ／フライパン
いちょう切り／くし形切り／たんざく切り／細切り／ななめ切り／ひょうし木切り／輪切りなど

②ゆでる調理／お茶の入れ方

コード 50986

①包丁の使い方

ゆでる調理，お茶の入れ方について，調理実習の手順を分かりやすく示します。
ゆで野菜のサラダ／ゆで卵／ほうれんそうのおひたし／いんげんのごまあえ／お茶の入れ方／野
菜の洗い方

家庭
③いためる調理／ポテトサラダの作り方

コード 50987

いためる調理，ポテトサラダについて，調理実習の手順を分かりやすく示します。
野菜いため／いり卵／ほうれんそうのツナいため／ポテトサラダ／じゃがいもの皮のむき方と切
り方／フライパンの使い方／野菜の洗い方

④ごはんとみそ汁の作り方

②ゆで野菜のサラダの作り方

コード 50988

日本人の主食であるごはんとみそ汁の作り方の手順を分かりやすく示します。
ごはん／みそ汁／だしのとり方（こんぶだし／かつおぶしだし／混合だし／にぼしだし）／みそ
のできるまで（資料映像）／配膳と食事のマナー
④ごはんのたき方

⑤玉結び・玉どめ・ボタン付け

コード 50989

玉結び・玉どめ・ボタン付けに加えて，さいほう用具の使い方を収録しています。
糸の通し方／玉結び／針先でつくる玉結び／玉どめ／すくい玉どめ／ボタン付け（２つ穴，４つ
穴）／針の安全な使い方／ワッペンの作り方

⑥いろいろなぬい方

コード 50990

⑤玉結び

手ぬいでよく使われるぬい方について分かりやすく解説します。
なみぬい／本返しぬい／半返しぬい／かがりぬい／アップリケの付け方／まつりぬい
衣服の手入れと補修／指ぬきの使い方

⑦アイロンの使い方／しるし／しつけ／布のたち方／まち針

コード 50991

被服の製作で身につけるべき基本的な技能を分かりやすく解説します。
アイロンの安全な使い方／しるしの付け方／布のたち方／まち針の打ち方／しつけ
伝統的な染物・織物（資料映像）
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⑥本返しぬい

⑧ミシンの使い方

コード 50992

ミシンの基本的な使い方を解説します。
準備としまい方／針の付け方／空ぬい／下糸の巻き方／下糸を入れる／上糸をかける／下糸を出
す／ぬう／ぬい目の大きさの調整／糸の始末の仕方

⑨ランチョンマット・お弁当バッグの作り方

コード 50993

⑧ミシンの使い方

ランチョンマット，お弁当バッグの製作手順をわかりやすく解説します。
ランチョンマット／お弁当バッグ／きん着

家庭

⑩家庭科のガイダンス

コード 50994

４年生までの学習や，人々との関わりを振り返りながら，自分の成長を確認するとともに，これ
からの家庭科の学習で何を学び，どのようなことができるようになるかを見通せるように内容を
構成しました。

⑪家族や地域の人々とのかかわり

⑨ランチョンマットの作り方

コード 50995

家庭生活や家族について，それぞれの立場や役割，家族の仕事について考えることができるよう
にしました。また，近隣の人々との関わりにも目を向けさせ，自分が家族の一員として，地域社
会の一員として何ができるのかを考えることができるように内容を構成しました。
⑩家庭科のガイダンス

⑫身の回りを使いやすく

コード 50996

「片付け」「掃除」については，無関心な子どもが多く，親まかせになりがちです。快適に住ま
うための基本であるこれらについて，快適な暮らしのアドバイザーである，近藤典子先生と一緒
に楽しく学べる内容にしました。

⑬住まいと暮らし

コード 50997

⑫身の回りを使いやすく

特殊撮影や実験などの臨場感溢れる映像で，暑さ・寒さを感じる条件や，通風と換気の大切さ，
採光を分かりやすく解説しました。また，冷暖房器具にたよらない，環境に配慮した生活に主体
的に取り組めるように内容を構成しました。

⑬住まいと暮らし
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中学校技術・家庭
●鮮明な画像ですので，作業の細かい様子もよくわかります。
●授業の中で必要な映像を，特に基礎的な習得すべき技能は全て網羅し，安全面に
も配慮しながら丁寧に扱っています。
●生徒が，学習した内容を自らの家庭や社会と関連付けて理解できる映像を収録し
ました。

準拠 全14巻

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約20〜60分

■技術分野
①ガイダンス/安全な実習の仕方(技術編)

コード 52861

３年間の技術分野の学習を始めるにあたり，日本の技術力の象徴である「はやぶさ」や電気自動
車を取り上げることで，学習への興味を高める工夫をしました。４つの学習分野を概観できる映
像も収録しています。また，実習の安全をまとめて収録しました。実習時に，その都度安全面で
の注意点を確かめることができます。

②材料と加工1

コード 52862

①ガイダンス/安全な実習の仕方（技術編）

技術家庭

木材・金属・プラスチックのそれぞれの材料の性質と特徴について，実験なども加えて，分かり
やすく見せる工夫をしました。ほかにも，話題の素材である炭素繊維複合材とカーボンナノチュ
ーブも取り上げています。持続可能な社会を考えるために，コピー機の３Ｒに取り組む企業も紹
介しています。

③材料と加工2

コード 52863

技術分野の基礎的な技能である製図，木材・金属・プラスチックのけがき・切断，かんな削り，
木材・金属の穴あけ，金属・プラスチックの折り曲げ，金属の旋削，ねじ切り，くぎ接合，ねじ
接合，リベット接合，はんだ付け，塗装と表面処理について説明しています。また，失敗例など
も取り入れ丁寧に扱っています。

④エネルギー変換1

コード 52864

火力・水力・原子力，風力や太陽光発電の解説をしました。身近なエネルギーを電力に換える最
新の技術，振動力発電についても取り上げています。環境に配慮したエネルギー利用として，電
気自動車，効率的なエネルギー利用として，最新のエアコン技術を取り上げました。電気機器の
安全な利用の仕方についても収録しています。

⑤エネルギー変換2

②材料と加工1

③材料と加工2

コード 52865

電気エネルギーの熱エネルギー・光エネルギー・運動エネルギーへの変換を，身近な製品や話題
の製品の中から豊富に例示して解説しています。動きの伝達の仕組みは，ＣＧなども活用してわ
かりやすい解説をしています。基礎的な技能であるスパナ，ニッパ，はんだごて，圧着端子，回
路計（アナログ，デジタル）の使い方も，丁寧に解説しました。

⑥生物育成 教育映像祭優秀作品賞

コード 52866

植物を生育する基礎的な技能である土の作り方，種まき，間引き，移植・定植，かん水，養分の管

⑤エネルギーの変換2

理，受粉，収穫などについて解説しています。家畜の成育技術として乳牛を，水産物の養殖技術と
して，和歌山県串本町のまぐろの完全養殖を扱いました。また，東京都心にある企業の農園や，有
機農法を行う中国の農場を扱うことで，植物の生育について多様に思考できる配慮をしています。

⑦情報1

コード 52867

情報通信ネットワークを活用している例として，宅急便を取り上げています。内部がわかりにくい
コンピュータを分解して，機能を紹介する映像を収録しています。また，安全に情報を利用する
ための情報モラルについて，ドラマ形式で提示することで，生徒たちにより切実な問題として捉
えさせる配慮をしました。
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⑥生物育成

⑧情報2

コード 52868

計測・制御システムについて，最新の全自動洗濯乾燥機を例に解説しています。また，社会を支
え，貢献する情報技術の例として，一刻を争う消火活動を支える消防局の消防情報システム，高
い生産性を支える自動車工場のロボットの生産工程を紹介しています。最新の情報技術の例とし
て，手のひら静脈認証を取り上げました。
⑦情報1

■家庭分野
⑨ガイダンス/安全な実習の仕方(家庭編)

コード 52869

⑨安全な実習の仕方

⑩わたしたちの食生活1

コード 52870

技術家庭

３年間の家庭分野の学習を始めるにあたり，小学校の家庭科の学習を振り返りながら，４つの学
習分野を概観できる映像を収録し，学習への興味を高める工夫をしました。また，実習の安全を
まとめて収録しました。実習時に，その都度安全面での注意点を確かめることができます。ユニ
バーサルデザインの製品についても紹介しています。

調理の基礎技能であるはかり等の計測の仕方，野菜の様々な切り方，熱を使った調理方法，火を使
う時の安全面の注意点，調味料を入れる順番，盛り付けの仕方，後片付けの仕方について解説して
います。また，伝統野菜の例として埼玉県の青なすを，郷土料理の例として神奈川県相模原市の
かんこ焼きを取り上げ，地域に伝わる伝統野菜や郷土料理に目を向けさせる工夫をしています。

⑬わたしたちの衣生活と住生活2

コード 52873

日本各地の住まいの特徴として，北海道，東京都の超高層住宅，富山県，京都府，沖縄県を例と
して取り上げ，解説しています。安全な住まい方として，バリアフリー住宅を中学生が体験する
映像や，地震災害や火災に備えた住まいの工夫についての映像を収録しました。また，自然環境
を生かした住まいとして，東京大学の最新の実験住宅を紹介しています。

⑭家庭と家族関係

⑩わたしたちの食生活1

コード 52874

家族の機能と，人々に支えられる家庭の仕事について解説しました。生徒が地域と関わる事例と
して，東京都足立区の避難所運営訓練の様子を取り上げています。家族関係で，生徒に身近な場
面をドラマ化，家族のそれぞれの立場や気持ちを考えるロールプレイングのやり方についての映
像を通して，生徒が家族関係を考え，発表し合うきっかけになる工夫をしました。

⑮幼児の生活と家族

教育映像祭優秀作品賞

コード 52875

⑭家庭と家族関係

幼児の運動機能の発達の解説をしています。保育所の幼児・乳児の年齢ごとの様子や，２歳児と
５・６歳児の生活習慣習得の比較がわかりやすく映像化されています。保育所の実習の事前学習と
して，また，実習に替わる教材としてご使用いただけるように，保育施設の１日の様子や幼児との
ふれあい方の注意点，保育園の園長先生からのアドバイスも収録しています。

⑯わたしたちの消費生活と環境

コード 52876

さまざまな販売方法や支払方法について，中学生の日常の生活と関連付けて理解できるような映
像を収録しました。また，消費者の権利と責任について解説しています。消費者トラブルを学習
するうえで，代表的な悪質商法についての映像を収録しました。生活と環境のかかわりについて
の教材として，石鹸の製造会社がパームオイルの使用を取りやめた取り組みを紹介しています。

⑮幼児の生活と家族
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小学校道徳
●現代の児童は，映像の環境に恵まれ，映像に慣れ親しんでいます。そのような児
童に，道徳授業で映像資料を与える事は，大変学習効果を高めます。そこで，制作
にあたっては，次のことに配慮しました。
・児童に関心を持たせ，感動を呼び起こす。
・美しい映像，わかりやすい内容で学習効果を高め，原作の良さを十分に生かす。
・学習のねらい（道徳的価値）が達成できる。
・話題になることが明確で，話し合いが活発になる。

準拠
全47巻
標準

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約10〜20分

低学年向け
①こびとといもむし

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57461

原作／肥塚 彰 項目／親切，思いやり アニメーション
お祭りの夜，こびとに親切にしてもらっていたいもむしが，やがて成長し，美しい蝶となって，
こびとに恩返しをするという心あたたまる作品。

②七つのほし

準拠
■

コード 57462

道徳

原作／トルストイ 項目／感動，畏敬の念 人形劇
病気の母のためにやっと手に入れたひしゃく一杯の水をかわいそうな子犬や老人に分けてあげ
る少女の美しい心。木のひしゃくはやがて北斗七星になるというトルストイの感動の名作。

⑦二わのことり

準拠
■

コード 57467

①こびとといもむし

原作／久保 喬 項目／友情，信頼 アニメーション
今日は，やまがらの誕生日。小鳥たちは，みんなよばれていた。今日は，うぐいすの家でも，音楽会の練
習がある。両方によばれているみそさざいは，どちらに行こうか迷う。そして…。

⑩ともだちほしいなおおかみくん

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57470

原作／さくらともこ 項目／友情，信頼 アニメーション
物語にでてくる狼はみんな怖いので，森の動物は，おおかみくんを怖がっています。そんなおおかみ
くんが，友達をつくろうと一生懸命に努力するのです。

⑯こぎつねコンとこだぬきポン

標準 教育映像祭優秀作品賞 文部省選定
■

コード 57476

原作／松野正子 項目／友情，信頼 アニメーション
「ともだちって，なぁに？」，
「いっしょにあそぶひとのこと。」，
「どこにいるの？」と聞かれて，
かあさんきつねはこまりました。つばき山には，コンのきつね一家以外は，きつねはだれもすん
でいないのです。

⑲おじいちゃんのたからもの

標準 文部省選定
■

⑦二わのことり

コード 57479

原作／鈴木喜代春 項目／善悪の判断，自律，自由と責任 アニメーション
ひろしくんは，おじいちゃんが大好きです。お父さんやお母さんには，あまえられません。でも，
おじいちゃんには，あまえられるからです。そんなひろしくんがおじいちゃんの大事な虫めがね
を友だちにとられてしまいました。

㉗ちいさいちいさい手をつないで

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57487

⑯こぎつねコンとこだぬきポン

原作／香山美子 項目／自然愛護 アニメーション
仲良しの，ゆうことまいこは，街で花の種をもらう。空き地に花の種を蒔いて，花を咲かせ町の人
を驚かせようと計画する。そして，それが実現するのを心待ちにする二人。いつしか種は，きれい
な花を咲かせ空き地はきれいな花畑に。

㉚金のおの

準拠 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57511

イソップ物語より 項目／正直，誠実 アニメーション
ある日働き者のきこりは，あやまって大切な斧を池に落としてしまいました。斧がなければ，木
を切ってお金を稼ぐことができません。そこへ…。
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㉚金のおの

㉝きつねとぶどう

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57535

原作／坪田譲治 項目／感謝 アニメーション
おなかをすかせた子ぎつねのために，母ぎつねは山をこえ，ぶどうをとりに行きます。しかし巣
穴に戻る直前…。子を思う母の行動と，母を思う子の心情を描いた作品です。

㉞はしのうえのおおかみ

準拠
■

コード 57536

原作／奈街三郎 項目／親切，思いやり アニメーション
主人公のおおかみが，うさぎたちを相手に意地悪をします。しかし，くまから親切にされたおお
かみは，自分の行為を振り返ります。人形を用いたかわいらしいコマ撮りアニメ作品です。

㊴タマにしらーんぷり

標準
■

コード 57541

原作／ふりやかよこ 項目／感謝 アニメーション
私，うちのねこのタマのことがきらいなの。だって、うちのタマ，のろまで，おでぶで，みっと
もないんだもん。そんなタマが，ある日，私をたすけてくれた。

㊷ダメ

準拠
■

㉝きつねとぶどう

㉞はしのうえのおおかみ

コード 57544

原作／くすのきしげのり 絵：いもとようこ
項目／善悪の判断，自律，自由と責任 アニメーション ★いじめ問題対応教材
給食の時間，りすくんは楽しみにとっておいたプリンを友だちのくまくんに食べられてしまいます。
「ダメ」と言えなかったことを悔しく思うものの，体の大きいくまくんになかなか切り出せず…。

㊺ぼくのはなさいたけど

準拠
■

コード 57547

㊴タマにしらーんぷり

原作／山崎陽子 項目／親切，思いやり アニメーション
こぐまのトトは，森の中でたくさん花を育てていました。お母さんの誕生日に，花束を贈るためです。
しかし，不思議なことに大切に育てた花が，毎日少しずつ減っていきます。見張っていると，もぐら
の女の子が病気のお母さんのために毎日つんでいたことがわかりました。可哀想に思ったトトは花
をあげましたが，誕生日当日，花は残り2本だけになってしまいます。

中学年向け

㊷ダメ

標準
■

コード 57463

道徳

③金色の足あと

原作／椋 鳩十 項目／生命の尊さ アニメーション
山で人間に捕えられた子ギツネを助け出そうとする親ギツネの姿。その姿を見た正太郎の感動と
畏敬の念を描いた作品。

④花咲き山

準拠
■

コード 57464

原作／斎藤隆介 項目／感動，畏敬の念 劇
「あっ！ 今，花咲き山でおらの花が咲いているな。」村の人間が心やさしい行動をとると花咲き山
に花が咲く。現代人が失いかけている心のやさしさについて描いた作品。

⑧金の小鳥

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

㊺ぼくのはなさいたけど

コード 57468

原作／あまんきみこ 項目／親切，思いやり アニメーション
「北風は，南風のように，人間や動物によろこばれないんだよ。でも，北風もりっぱな風なんだか
らね。」北風の子が，母親の言葉の本当の意味をわかったのは，旅に出てからであった。

⑪天の笛

標準
■

コード 57471

⑧金の小鳥

原作／斎藤隆介 項目／感動，畏敬の念 アニメーション
ある日，とつぜん雪が降ってきて，いつまでたってもやまなかった。鳥たちは，次々に死んでい
った。ひばりは，燕から太陽のカケラを取ってくれば，地面は暖かくなると聞く。

⑭きりの中のぶらんこ

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57474

原作／あまんきみこ 項目／思いやり，家族愛 アニメーション
弟のサブロウに大切にしていたゴム飛行機を壊されたジロウ。絶対に許せないと公園にいるサブ
ロウのところに自転車を走らせるジロウ。公園に着くとなぜか，霧がかかっていた。

⑰雪わたり

標準
■

コード 57477

⑭きりの中のぶらんこ

原作／宮沢賢治 項目／友情，信頼 アニメーション
雪がすっかり凍って大理石よりもかたくなり，空も冷たいなめらかな青い石の板でできているよ
うな夜になりました。四郎とかん子は，きつねとの約束を守るために，招待された幻燈会へでか
けます。「かた雪かんこ，しみ雪しんこ」

⑳りゅうの目のなみだ

標準 文部省選定
■

コード 57480

原作／浜田廣介 項目／親切，思いやり アニメーション
みなみのほうに，ひとつの国がありました。その国のやまのどこかに，おおきなりゅうがかくれてい
ると，ひとたちは，むかしからはなしてきました。

⑳りゅうの目のなみだ
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㉘クジラのハンフリー

標準
■

コード 57488

原作／ウェンディ・トクダ，リチャード・ホール 項目／生命の尊さ アニメーション
サンフランシスコ湾に現れたクジラのハンフリーは，川をさかのぼり，サクラメント川に達して
しまった。人々はハンフリーを海に帰してやろうと船に乗って音を出したり，フライパンを叩い
たりして誘導を試みるがうまくいかない。

㉛金色の魚

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57512

㉘クジラのハンフリー

ロシア民話による 項目／節度，節制 アニメーション
捕まった魚を逃がしてあげたおじいさんに，その金色の魚はお礼に何でも望みを叶えると言う。
おじいさんはお礼を受け取らなかったが，その話を聞いた欲張りなおばあさんは…。

㉟とべないホタル

標準
■

コード 57537

原作／小沢昭巳 項目／友情，信頼 アニメーション
仲間のホタルがみな空を飛んでいるのに，１匹のホタルだけが飛べずに悲しい思いをしています。
そのホタルが子どもに捕まりそうになり…。友だちと理解し合い助け合う心情を育てます。

㊱しあわせの王子

準拠
■

㉛金色の魚

コード 57538

原作／オスカー・ワイルド 項目／感動，畏敬の念 アニメーション
とある町に立つきらびやかな王子の像。自己を犠牲にしながら貧しい人たちのために尽くす姿と，
その王子の心に打たれて行動するツバメの姿を感動的に描いた作品です。
㊱しあわせの王子

㊵ハロー・ディア・エネミー！〜こんにちは敵さん さよなら戦争〜

標準
■

コード 57542

道徳

原作／グードルン・パウゼバンク 項目／善悪の判断，自律，自由と責任 アニメーション
服をぬいで川に入ると，青い兵隊と赤い兵隊は，川の真ん中で出会った。誰が味方で，誰が敵だ
かさっぱり見分けがつかなくなった。おもわずみんなは大笑い。「こんにちは 敵さん！」

㊸一さつのおくりもの

準拠
■

コード 57545

㊵ハロー・ディア・エネミー！

原作／森山京 項目／親切，思いやり アニメーション
クマタは「かいがらのおくりもの」という絵本が大好きで，大切にしています。ある日，隣の村で
大雨があったと知り，お見舞いとして悩んだ末その絵本を送りました。本がなくなって落ち込む
クマタに，一通の手紙が届きます。

㊻ぬれた本 ̶リンカーン̶

準拠
■

コード 57548

項目／正直，誠実 アニメーション
子どもの頃のリンカーンは，当時高級だった本を読むのが大好きな少年でした。生活がとても苦
しく，学校に通えないときでも，家の仕事を手伝いつつ，暇をみつけては本を読んで勉強してい
ました。しかしある晩，夜中にひどい嵐になり，雨漏りで借りた本を濡らしてしまいます。リン
カーンは本を貸してくれた人に謝りに行き，自ら三日続けて畑仕事を手伝うことを約束します。

高学年向け
⑤転入生

㊸一さつのおくりもの

㊻ぬれた本−リンカーン−

標準
■

コード 57465

項目／国際理解，国際親善 ドキュメンタリー
日本人転入生の目を通して見たアメリカの小学生の生活，習慣。日本とアメリカの文化や生活様
式の違いを通して，真の国際理解とは何かを問う作品。

⑥青の洞門

準拠
■

コード 57466

原作／菊池 寛 項目／感動，畏敬の念 ドラマ
大絶壁に道を通す為，独り黙々とつちをふるう僧，了海。親の仇として彼を狙う実之助は，その
姿を見て仇討ちをためらう。やがて，洞門は完成し，実之助は了海に…。
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⑥青の洞門

⑨僕は生きる

標準
■

コード 57469

石川高広詩集「青空」より 項目／生命の尊さ ドキュメンタリー
現代の難病といわれている進行性筋ジストロフィー症を病む石川高広君の心の記録。

⑫走れメロス

標準
■

コード 57472

原作／太宰 治 項目／友情，信頼 アニメーション
牧人のメロスは，近く結婚する妹の花嫁衣裳を買うために，町へ来た。買い物がすんだら，親友の
セリヌンティウスに会うのを楽しみにしていた。

⑬ひさのほし

準拠
■

⑨僕は生きる

コード 57473

原作／斎藤隆介 項目／感動，畏敬の念 アニメーション
ひさは，なんにもしゃべらんむくちなおなごであったが，みんなでだれかのいえへあそびにいく
と，いちばんあとからあがってきて，そっとうしろにすわるようなわらしであった。
⑫走れメロス

⑮くもの糸

標準
■

コード 57475

原作／芥川龍之介 項目／感動，畏敬の念 アニメーション
お釈迦さまは極楽の蓮池のふちを，独りでぶらぶらお歩きになっていらっしゃいました。やがて
お釈迦さまはその池のふちにおたたずみになって，水の面をおおっている蓮の葉の間から，ふと
下のようすをご覧になりました。

標準
■

コード 57478

原作／小川未明 項目／親切，思いやり アニメーション
昔，ある嵐の夜，重い病の娘がいる一軒の家を，一人の旅人がたずねた。旅人は一夜の宿を求め
たのだが，家の者は，一歩も中へ入れさせず，冷たく追い返してしまった。だが，旅人は，その
家にすばらしい贈り物を残していった。

㉑最後のひと葉

標準
■

コード 57481

原作／オー・ヘンリー 項目／親切，思いやり アニメーション
「5枚ってなんのことよ。ねえ，おしえて」「葉っぱよ。蔦のつるにのこってる葉っぱのこと。
最後の一枚が落ちたら，わたしもさようならするの。3日前からわかっていたのよ。お医者さま
もそうおっしゃらなかった？」

㉒吾一と京造

標準
■

⑬ひさのほし

道徳

⑱二度と通らない旅人

⑱二度と通らない旅人

コード 57482

原作／山本有三 項目／規則の尊重，友情 ドラマ
「おい，ぐずぐずしているとおくれちゃうぜ。」吾一は，みんなの注意をうながすように，いら
いらした語調で言った。一人がこないからといって，自分まで遅刻するのはたまらない，と吾一
は思った。

㉓六千人の命のビザ

標準
■

㉑最後のひと葉

コード 57483

原作／杉原幸子 項目／国際理解，国際親善 アニメーション
第二次世界大戦中，海外駐在の外交官であった杉原氏は，リトアニアでユダヤ人救出のためのビ
ザと書類を英断によって発給し，約六千人の命を救った。

㉔足袋の季節

標準
■

コード 57484

原作／中江良夫 項目／正直，誠実 ドラマ
餅売りの親切な老婆から間違って渡された多額のお釣をそのまま受け取って，足袋を買ってしまっ
た貧しい青年の話。

㉓六千人の命のビザ
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㉕杜子春

標準 文部省選定
■

コード 57485

原作／芥川龍之介 項目／節度，節制 アニメーション
贅沢と貧乏を繰り返し，人間不信になった杜子春は，安易に仙人になろうとするが，試練のすえ
に人間らしさに目覚める。

㉖たんぽぽの金メダル

標準 教育映像祭優秀作品賞 文部省選定
■

コード 57486

㉖たんぽぽの金メダル

原作／武田鉄矢 項目／希望と勇気，努力と強い意志 アニメーション
モスクワオリンピックのカヌー競技初出場をめざし頑張り続けた町のパン屋。努力とまわりの人々
の応援で出場できる記録までにこぎつけたところへ，日本のオリンピック不参加が決まった。

㉙どろんこサブウ

標準 教育映像祭優秀作品賞
■

コード 57489

原作／松下竜一 項目／自然愛護 アニメーション
「どろんこサブウ」は，実話である。主人公のサブウは言っている。
「僕が残したかったのは，思い出で
も記録でも写真でもない。考え方でもない。いろいろな生き物が住み，潮の満ち干がある本物の干潟，
干潟自身だ。」

㉜銀のしょく台

準拠
■

㉙どろんこサブウ

コード 57513

原作／ビクトル・ユゴー 項目／相互理解，寛容 アニメーション
長い刑務所での生活を終えたジャン・バルジャン。そんなジャンをあたたかく迎えてくれたのは
ミリエル司教でした。ところがジャンはその家で盗みをはたらいてしまいます。
㉜銀のしょく台

道徳

㊲手品師

準拠
■

コード 57539

原作／江橋照雄 項目／正直，誠実 アニメーション
売れない手品師が，大劇場のステージに立てるチャンスを捨て，自分が男の子と交わした約束を守
るという内容の物語です。誠実に行動したときのすがすがしい気持ちを描きます。

㊳星野君の二るい打

標準
■

コード 57540

㊳星野君の二るい打

原作／吉田甲子太郎 項目／規則の尊重 アニメーション
県大会出場をかけた決勝戦。最終回のチャンスに打順が来た星野君でしたが，監督の指示は送り
バント。星野君は指示をやぶり二塁打を打ちますが…。試合後の監督の話に焦点を当てた内容です。

㊶どろぼうがないた

標準
■

コード 57543

原作／杉川としひろ 項目／勤労，公共の精神 アニメーション
盗んできた土の入った小さな鉢。土の中から小さな芽が出てきた。泥棒は、どんどん大きくなる
芽を育てることが，面白くなっていた。

㊹東京大空襲の中で

準拠 教育映像祭最優秀作品賞 文部科学大臣賞
■

㊶どろぼうがないた

コード 57546

原作／早乙女勝元 項目／生命の尊さ アニメーション
昭和二十年，東京は爆撃機B29による空襲を受けていました。町が火の海で赤く染まる中，生ま
れたばかりの赤ん坊と患者を担架にのせて運び，命を守った医者や看護婦たちの実話です。
㊹東京大空襲の中で

㊼言葉のおくりもの

準拠
■

コード 57549

原作／波岡輝男 項目／友情，信頼 アニメーション
一郎とすみ子は，小さなきっかけから，仲の良さを学級の皆にひやかされるようになりました。
二人でいるとからかわれないか不安でいっぱいの一郎は，すみ子を避けはじめますが，すみ子は
気にせず明るく振る舞います。一郎はすみ子の優しさを素直に受け取れず，お互い口をきかない
日が続く中，学級の友達から誕生日の人がおくられる「言葉のおくりもの」で，すみ子が一郎に
贈った言葉とは……。
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㊼言葉のおくりもの

中学校道徳
感動 することから道徳の授業は始まります。映像化にふさわしい感動教材を精
選し，教材のねらいを十分に伝えるように制作しました。

準拠
全26巻
標準
標準
①二度と通らない旅人（アニメーション）■

価格 各19,800円
（本体18,000円） DVD 各巻約10〜20分

コード 57571

項目／よりよく生きる喜び 原作／小川未明 昔，
ある嵐の夜，
重い病の娘がいる一軒の家を，
一人の
旅人がたずねた。旅人は一夜の宿を求めたのだが，
家の者は，
一歩も中へ入れさせず，
冷たく追い返して
しまった。だが，
旅人は，
その家にすばらしい贈り物を残していった。
準拠
②足袋の季節（ドラマ）■

コード 57572

項目／よりよく生きる喜び 原作／中江良夫 大変貧しかった主人公は，
冬でも足袋すら買うことも
できなかった。ある日，
上司の言いつけで，
10銭玉を握って餅を買いに行った。餅売りのおばあさんは
餅を渡しながら
「50銭だったね」
と聞く。そしてつい「うん」
とうなずいてしまう。
「これで足袋が買える」
②足袋の季節

標準
③僕は生きる（ドキュメンタリー）■

コード 57573

標準
④吾一と京造 −路傍の石より−（ドラマ）■

道徳

項目／生命の尊さ 石川高広詩集「青空」より 現代の医学では治すことができないといわれて
いる難病「進行性筋ジストロフィー症」を病む石川高広君。死と向き合った石川君の心の記録を
綴った詩集を，ドキュメンタリーで表現し，生命の尊さを強く訴えかける。
コード 57574

信頼 原作／山本有三 「おい，
ぐずぐずしているとおくれちゃうぜ。」吾一は，
みんな
項目／友情，
の注意をうながすように，
いらいらした語調で言った。一人がこないからといって，
自分まで遅刻す
るのはたまらない，
と吾一は思った。
「路傍の石」の一部を題材にした道徳教材の定番。
準拠
⑤六千人の命のビザ（アニメーション）■

コード 57575

⑤六千人の命のビザ

項目／国際理解，
国際貢献 原作／杉原幸子 第二次世界大戦中，海外駐在の外交官であった杉原
千畝氏は，苦悩の末，リトアニアでユダヤ人をナチスの迫害から救うために，国の方針に背き，
自分の家族の安全を気遣いながらビザと書類を発給し，約六千人の命を救った。
標準
⑥改心（アニメーション）■

コード 57576

成功した一市民と
項目／よりよく生きる喜び 原作／オー・ヘンリー 犯罪者である過去を消し去り，
しての生活を手にし，
一目ぼれした娘との結婚式を間近に控えたある日，
ラルフは金庫に閉じ込められ
た子どもを救うために，
「金庫破りのジミィ・ヴァレンタイン」の顔に戻った。彼を追う探偵の目の前で。
標準
⑦青の洞門（ドラマ）■

コード 57577

項目／よりよく生きる喜び 原作／菊池 寛 原作は「恩讐の彼方に」。大絶壁に道を通すため，
独り黙々とつちをふるう僧，了海。親の仇として彼を狙う実之助は，その姿を見て仇討ちをため
らい，共に働くようになる。洞門が完成した朝，了海は両手を合わせて実之助の前に座った。
標準
⑧走れメロス（アニメーション）■

⑦青の洞門

コード 57578

信頼 原作／太宰 治 真面目で正直者のメロスは，人を信じることができなくなり，
項目／友情，
次々に人を殺している王に死刑を宣告される。妹に結婚式を挙げさせたいメロスは自分の身代わ
りに親友セリヌンティウスを置き，３日目の夕暮れまでには帰ることを誓った。
標準
⑨くもの糸（アニメーション）■

コード 57579

蓮の葉の間から
項目／感動,畏敬の念 原作／芥川龍之介 極楽の蓮池のふちを歩いていた釈迦は，
その下の地獄の底をご覧になった。そこでは他の罪人たちと一緒に大泥棒カンダタがうごめいていた。
釈迦はカンダタが成した唯一の善行，
くもを助けたこと，
を思い出し，
地獄の底へくもの糸をおろした。

⑨くもの糸
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標準
⑩最後のひと葉（アニメーション）■

コード 57580

項目／思いやり，
感謝 原作／オー・ヘンリー
病気のため，
生きようとする力を失いかけている貧しい画家のジョンジー。病床の彼女は，
窓から見える，
向かいの家の蔦の葉の最後の一枚が落ちるとき，
自分の命も尽きると思い込む。老画家ベアマンは，
彼
女のために命をかけて，
壁に蔦の葉の絵を描いた。

標準 文部省選定
⑪杜子春（アニメーション）■

コード 57581

⑩最後のひと葉

項目／節度，
節制 原作／芥川龍之介
杜子春は不思議な力を持った老人に２度までも大金持ちにしてもらうが，
裕福と貧乏を繰り返すう
ちに，
人間不信に陥る。そこで，
その老人に頼んで仙人にしてもらうことにする。その修行は，
どのよ
うな責苦にあっても声を出さないことであった。

標準
⑫たんぽぽの金メダル（アニメーション）■
教育映像祭優秀作品賞 文部省選定

コード 57582

項目／希望と勇気，
克己と強い意志 原作／武田鉄矢
武田鉄矢原作の心温まるお話。モスクワオリンピックのカヌー競技初出場をめざし頑張り続ける
修三。そしてそんな父を誇りに思い励まし続ける娘，
チカ。ついに修三は代表選手に選出される。
しかし，
「モスクワオリンピック，
日本選手団全面不参加」の知らせが届く。

標準 文部省選定
⑬にんげんってなんだろう（ドキュメンタリー）■

コード 57583

項目／向上心，
個性の伸長 相田みつを作品より
あふれる優しさ，
深いぬくもりのある作品を数多く残した相田みつをの人生のエピソードと，
「自分
自身に関する」数編の作品を紹介する。また，
その詩に出会って変わった人々のインタビューなど
も盛り込み，
心の豊かさとは何かを考えさせる。

道徳

標準 教育映像祭優秀作品賞
⑭どろんこサブウ（アニメーション）■

⑪杜子春

⑬にんげんってなんだろう

コード 57584

項目／自然愛護 原作／松下竜一
「どろんこサブウ」は，
実話である。主人公のサブウは言っている。
「僕が残したかったのは，
思い出
でも記録でも写真でもない。考え方でもない。いろいろな生き物が住み，
潮の満ち干がある本物
の干潟，
干潟自身だ。」
⑮良心とのたたかい

準拠
⑮良心とのたたかい −レ・ミゼラブルより−（アニメーション）■

コード 57585

項目／よりよく生きる喜び 原作／ビクトル・ユゴー
「裁判長殿，
被告を放免していただきたい。わたしがジャン・バルジャンです。」偉大なる，
不幸な人
は，
顔に微笑をうかべながら言った。それは勝利の微笑であり，
同時にまた絶望の微笑でもあった。

⑯渡良瀬川の鉱毒

準拠
田中正造（アニメーション）■

コード 57586

項目／公正，
公平，
社会正義
足尾銅山の工場から出る有毒な煙や排水が，
山林をからし，
田畑や川の魚に大きな被害をもたらし
た。衆議院議員の田中正造は，
農民の生活を守るために，
足尾銅山の仕事をやめるように政府に訴
え，
献身的な努力をした。

標準
⑰マザー・テレサ あふれる愛（アニメーション）■
教育映像祭最優秀作品賞 文部科学大臣賞

コード 57587

項目／思いやり，
感謝 原作／沖守弘
人間にとって最も悲しむべきことは，
病気でも貧乏でもない，
自分はこの世に不要な人間なのだと
思いこむことだ。そしてまた，
現世の最大の悪は，
そういう人に対する愛が足りないことだ。マザー・
テレサはそう確信している。

標準
⑱手品師（アニメーション）■

⑰マザー・テレサ

コード 57606

項目／自主，
自律，
自由と責任 原作／江橋照雄
売れない手品師が，
大劇場のステージに立てるチャンスを捨て，
自分が男の子と交わした約束を守
るという内容の物語。誠実に行動したときのすがすがしい気持ちを描いた定番教材。
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⑯渡良瀬川の鉱毒

⑱手品師

標準
⑲星野君の二るい打（アニメーション）■

コード 57607

項目／遵法精神，
公徳心 原作／吉田甲子太郎
県大会出場をかけた決勝戦。最終回のチャンスに打順が来た星野君は奮起するが，
監督の指示は
送りバント。どうしても打ちたかった彼は指示をやぶって二塁打を打ち，
チームは勝利したが…。試
合後の監督の話に焦点を当てた内容。
⑳みんなでとんだ！

準拠 教育映像祭優秀作品賞
⑳みんなでとんだ！
（アニメーション）■

コード 57608

項目／友情，
信頼 原作／滝田よしひろ
２年１組は，
運動会の学年種目「大なわとび」で１位をめざし練習していたが，
勉強や運動面で助け
を必要とする矢部ちゃんには，
応援係をしてもらうことになっていた。しかし運動会前日，
クラスで
そのことについての話し合いが始まった…。

標準
㉑一人しかいない自分（アニメーション）■

コード 57609

㉑一人しかいない自分

項目／自主，
自律，
自由と責任 原作／山本有三
主人公吾一は，
友だちとの自慢話から，
かっとなって鉄橋にぶらさがるが，
幸い助けられる。この無
謀な行為に対する担任教師の説諭を中心とした内容。
「路傍の石」の一部を取り上げ，
生きること
の意義を考えさせる教材。

標準
㉒ひろしまのエノキ（アニメーション）■

コード 57614

項目／感動，
畏敬の念 原作／長崎源之助
原爆は罪のないエノキまで見苦しい姿にした。今日まで本当によく生きてきた。生命の力強さと
尊さを知ったかわいそうなエノキ。基町に住む私たちは，
この木を守っていく義務がある。

コード 57615

項目／家族愛，
家庭生活の充実 原作／杉山ミサ子
コスモスが畑のあぜ道に揺れる頃，
主人は入院した。食道から肺まで，
癌に侵されていたのだ。いくら
放射線治療を受けても，
はかばかしくなかった。小学三年生になる無口な娘とやんちゃな息子は，
も
うすぐ父親と別れなくてはならないだろう。

準拠
㉔われ, ここに生きる（アニメーション）■

道徳

標準 教育映像祭優秀作品賞
㉓お父さん 起きろ（アニメーション）■

㉒ひろしまのエノキ

㉓お父さん起きろ

コード 57616

項目／勤労 原作／島一春
昭和二十八年の二月末に道下夫妻は夜汽車で札幌を発った。釧路赤十字病院浜中分院に赴任す
ることになったのだ。黄昏の闇がただよい始めた時刻に，
二人は霧多布の集落に入った。ペンキが
はげかかり玄関は傾いている古い建物。それが釧路赤十字病院浜中分院だった。

準拠
㉕銀色のシャープペンシル（アニメーション）■

コード 63816

㉔われ，ここに生きる

項目／よりよく生きる喜び 原作／木下一
掃除の時間に拾った銀色のシャープペンシルを、
「 ぼく」はポケットに入れて自分のものにしてしま
う。
しかしそれは友達の卓也のもので、指摘された「ぼく」はとっさに嘘をついて自分で買ったと言
い返しました。こっそりシャープペンシルを卓也のロッカーに返し、自分が犯人でないように見せ
かけるが、帰宅後の卓也からの電話で「ぼく」の心は揺れ動く。 字幕対応。

準拠
㉖二通の手紙（アニメーション）■

コード 63817

㉕銀色のシャープペンシル

項目／遵法精神，
公徳心 原作／白木みどり
動物園の職員だった元さんは、入園終了時刻を過ぎてやってきた「小学校3年生くらいの女の子
と3,4歳くらいの弟」の事情を察し、園の規則を破って中に入れてしまう。閉門時刻が迫っても、な
かなか戻らない二人を園の職員で捜索することになり、問題を引き起こしてしまった元さんに、二
通の手紙が送られた。 字幕対応。

㉖二通の手紙
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NEW HORIZON English Course
ニューホライズン

イングリッシュコース

●Unit，Let s Talk
Unitの教科書本文にオリジナルのシーンを加えてアニメ化。Let s Talkは実写化し
ました。場面や状況が明確になり，英会話やスピーチ，発表などのイメージづくりに
役立ちます。
●Key Sentence
文法を映像で解説。4人の多彩な解説者と一緒に，表現を文法として整理します。
●Let s Read
アニメーション等の手法で映像化。長めの英文を理解する助けとなり，授業の導入
や学習後の視聴に最適です。
●資料映像
UnitとLet s Readの題材に即した資料映像を収録。海外映像や取材映像を通して，
題材への理解を深めます。
●字幕（英語／日本語／なし）や音声（英語／なし）の選択を組み合わせることで，
学習状況に合わせた使い方や会話練習をすることができます。

全面改訂
準拠 全37巻

価格 各10,450円
（本体9,500円） DVD 各巻約10〜20分

※3年⑨は欠番となります。

1年（全16巻）

英語
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① Unit 0

Welcome to Junior High School

コード 52401

② Unit 1

New School, New Friends

コード 52402

③ Unit 2

Our New Teacher

コード 52403

④ Unit 3

Club Activities

コード 52404

⑤ Unit 4

Friends in New Zealand

コード 52405

⑥ Unit 5

A Japanese Summer Festival

コード 52406

⑦ Unit 6

A Speech about My Brother

コード 52407

⑧ Unit 7

Foreign Artists in Japan

コード 52408

⑨ Unit 8

A Surprise Party

コード 52409

⑩ Unit 9

Think Globally, Act Locally

コード 52410

⑪ Unit

Winter Vacation

コード 52411

⑫ Unit

This Yearʼs Memories

コード 52412

⑬ Letʼs Read 1 Letʼs Climb Mt．Fuji

コード 52413

⑭ Letʼs Read 2 City Lights

コード 52414

⑮ Letʼs Talk 1 お願い ／ 2 体調

コード 52415

⑯ Letʼs Talk 3 道案内 ／ 4 レストラン

コード 52416

①1年Unit0

③1年Unit2

⑦1年Unit6

2年（全12巻）
① Unit 0

My Spring Vacation

Unit 1

A Trip to Singapore

コード 52417

② Unit 2

Food Travels around the World

コード 52418

③ Unit 3

My Future Job

コード 52419

④ Unit 4

Homestay in the United States

コード 52420

⑤ Unit 5

Universal Design

コード 52421

⑥ Unit 6

Research Your Topic

コード 52422

⑦ Unit 7

World Heritage Sites

コード 52423

①2年Unit1

①2年Unit1

⑧ Letʼs Read 1 History of Clocks

コード 52424

⑨ Letʼs Read 2 A Glass of Milk

コード 52425

⑩ Letʼs Read 3 Pictures and Our Beautiful Planet

コード 52426

⑪ Letʼs Talk

1 ホテルでのトラブル ／ 2 ていねいなお願い

コード 52427

⑫ Letʼs Talk

3 電車の乗りかえ ／ 4 買い物 ／

コード 52428

⑫2年Letʼs Talk

英語

5 電話でのやり取り

3年（全9巻）
① Unit 0
Unit 1

Three Interesting Facts about Languages

コード 52429

Sports for Everyone

⑤3年Unit5

② Unit 2

Haiku in English

コード 52430

③ Unit 3

Animals on the Red List

コード 52431

④ Unit 4

Be Prepared and Work Together

コード 52432

⑤ Unit 5

A Legacy for Peace

コード 52433

⑥ Unit 6

Beyond Borders

コード 52434

⑦3年Letʼs Read

⑦ Letʼs Read 1 A Motherʼs Lullaby

コード 52435

⑧ Letʼs Read 2 Power Your Future

コード 52436

⑩ Letʼs Talk

コード 52438

1 はじめての出会い ／ 2 町中での手助け ／
3 食品の選択

⑧3年Letʼs Read
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学校安全危機管理ビデオ
●「どこに」
「どんな」危険が起きる可能性があるのか，「何が」
「どのように」危ないの
かがよく理解できるように具体的に示しています。
●危険に遭遇しないために注意することや，心構えを分かりやすく具体的に示して
います。
●「こんなとき」には「こうする」という安全行動の基本を具体的に示しています。
●学校や地域での取り組み，危険を発見したときにどうしたらよいか，が分かるよう
に解説し，
地域の一員として，どんな協力ができるかを示しています。
● 防犯教室の実施前後に視聴することで，訓練の効果を高めることができます。
対 象：小学 校

標準

①学校への不審者侵入から命を守る

全2巻

価格 各20,900円
（本体19,000円）

教育映像祭優秀作品賞

コード 57451

「学校に不審者が来たら」児童はどう行動すれば安全に避難できるか，を中心に描いています。
また教職員にとっても，どのように不審者に対応し児童を安全に誘導すればよいか。日頃の備え
や地域，保護者との連携はどうあるべきかなどがわかるように内容を構成しました。

特別活動
40

②登下校時の犯罪から命を守る

コード 57452

登下校時には，児童が自己の判断に基づいて身を守る行動をとらなければならない場面が多くあ
ります。そのため児童自身に考えさせたり，危機予測をさせたりする要素を多く構成しています。
また学校現場で効果をあげている「安全マップ作り」の考え方も取り入れています。

DVD 各巻約20分

ＮＨＫ ＤＶＤ 地震防災

地震と津波から命を守る（小学校向け）

大きな地震が起こったときや緊急地震速報が流れたときに，どのような避難行動を
とればよいか。地震・津波に対する防災・避難行動を，東日本大震災をふまえて，
NHKの資料映像およびケーススタディを中心にわかりやすく解説します。

このDVDには，実際の強い地震の揺れの映像や津波の映像が含まれます。

標準

全1巻

価格 19,800円
（本体18,000円）

DVD 約20分

※この商品は, ライブラリーで使用する目的での販売はおこなっておりません。

地震と津波から命を守る

教育映像祭優秀作品賞

○地震が引き起こす災害

自然災害／人工的構造物と非構造物の被害／インフラの停止

○地震の基本的なメカニズム

プレートの動きと断層の存在／「地震大国・日本」／震源と地震

コード 57534

○避難行動

特別活動

波（P波・S波）の伝わり方／津波の起こる仕組み
学校での避難行動／登下校中での避難行動／自宅での避難行動
／緊急地震速報が出てから揺れが来るまでの避難行動とその後
の避難行動／津波に対する避難行動
○避難訓練・防災訓練の必要性 学校の避難訓練事例／日常的な備え
○救護活動への意識とその方法 地域の防災訓練事例／「率先避難」の重要性
○さまざまな地震防災システム 減災への取り組み
○過去の教訓と復興
◇監修（順不同・敬称略）
・渡邉正樹（東京学芸大学教授／日本安全教育学会理事長）
・戸田芳雄（東京女子体育大学教授／日本安全教育学会前理事長）
・矢崎良明（鎌倉女子大学講師／板橋区学校防災・安全教育専門委員）
・川邊重彦（元学校安全教育研究所代表／元武蔵野市教育長）
発行：NHKエンタープライズ

41

ＮＨＫ ＤＶＤ 地震防災

大地震と津波に備える（中学・高校向け）

大きな地震が起こったときや緊急地震速報が流れたときに，どのような避難行動を
とればよいか。地震・津波に対する防災・避難行動を，東日本大震災をふまえて，
NHKの資料映像およびケーススタディを中心にわかりやすく解説します。

このDVDには，実際の強い地震の揺れの映像や津波の映像が含まれます。

標準

全1巻

価格 19,800円
（本体18,000円）

DVD 約20分

※この商品は, ライブラリーで使用する目的での販売はおこなっておりません。

大地震と津波に備える

コード 57605

○地震が引き起こす災害

自然災害／人工的構造物と非構造物の被害／インフラの停止

○地震の基本的なメカニズム

プレートの動きと断層の存在／「地震大国・日本」／震源と地震

特別活動

波（P波・S波）の伝わり方／津波の起こる仕組み
○避難行動

学校での避難行動／登下校中での避難行動／自宅での避難行動
／緊急地震速報が出てから揺れが来るまでの避難行動とその後
の避難行動／津波に対する避難行動

○避難訓練・防災訓練の必要性 学校の避難訓練事例／日常的な備え
○救護活動への意識とその方法 地域の防災訓練事例／「率先避難」の重要性
○さまざまな地震防災システム 減災への取り組み
○過去の教訓と復興
◇監修（順不同・敬称略）

・渡邉正樹（東京学芸大学教授／日本安全教育学会理事長）
・戸田芳雄（東京女子体育大学教授／日本安全教育学会前理事長）
・矢崎良明（鎌倉女子大学講師／板橋区学校防災・安全教育専門委員）
・川邊重彦（元学校安全教育研究所代表／元武蔵野市教育長）
発行：NHKエンタープライズ
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