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 NHK DVD 教材　新ベストセレクション

●大好評「きょうから実践！　食中毒予防」の改訂版。近年猛威を
振るっているノロウイルスや，増加傾向にあるアニサキスなど最新
の情報を用いて，食中毒の特徴と予防について詳しく解説。食中毒
の予防対策・啓発活動に最適！

●約 20 分　●解説書・ワークシート付

特　徴

食中毒の現状
・食中毒の月・病因物質別事件数
の推移
守ろう！　予防の３原則
・つけない／増やさない／生かさ
ない

いろいろな食中毒
・サルモネラ
・腸炎ビブリオ
・カンピロバクター
・病原性大腸菌 O－１５７
・ノロウイルス
・アニサキス

主 な 内 容

価格：本体 15,000 円 + 税

最新 今日から実践！ 食中毒予防食生活 3846970 消費生活分野

●幼児の発達，子育てをめぐる問題，そして子育ての社会的サポー
ト等，幼児を取り巻く家族や社会環境について学ぶことができます。
ファミリー・サポート・センターでの研修に最適の内容になってい
ます。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付

特　徴

心身の発達
・からだ・運動能力・こころ
・考える力・幼児期の経験
子育てのサポートと住生活
・ファミリー・サポート・センター
・自治体の子育て支援事例

主 な 内 容

価格：本体 15,000 円 + 税

幼児の生活と家族保　育 3247010

保　育 生命の誕生 2 ～命を育む～8546830

●胎児の成長，妊娠の母体への影響，さらに産ま
　れてきた赤ちゃんの持つ能力を学べます。また，
　育児を支える社会的な支援を知り，「親になるこ
　と」がどのようなことであるかを理解できる内
　容になっています。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

保　育 生命の誕生 赤ちゃんこんにちは3846580

●子宮内特殊カメラによる胎児の映像から，助産
　院で自然分娩をめざす親子の触診の様子や超音
　波による胎児の動き，子宮内で胎児が聞いてい
　る音の実験など，驚きの映像と実験を収録して
　います。

●約 16 分　●ワークシート付　
定価 12,０00 円 + 税

ゆったり保育 食事・排泄を手がかりに3846600

●約 16 分　●ワークシート付　

●「あせらず，怒らず」をモットーに保育をしてい
　る保育園がその舞台。子どもたち一人ひとりの
　個性に合わせた保育の例を，食事と排泄を通し
　て具体的に見られる内容になっています。

保　育

定価 12,０00 円 + 税

特　徴

特　徴

特　徴

教育映像優秀作品賞
文部科学省選定2015年

新刊

啓発・学習活動に最適なオリジナル DVD

●食べ物はどのように育てられ，どのように私た
　ちのもとに届くのか，その過程を考えることに
　よって，食べ物に対する見方を改めて考ること
　のできる教材です。

食の安全と輸入大国日本8546820食生活

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

特　徴



32

 NHK DVD 教材　新ベストセレクション
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振るっているノロウイルスや，増加傾向にあるアニサキスなど最新
の情報を用いて，食中毒の特徴と予防について詳しく解説。食中毒
の予防対策・啓発活動に最適！

●約 20 分　●解説書・ワークシート付

特　徴

食中毒の現状
・食中毒の月・病因物質別事件数
の推移
守ろう！　予防の３原則
・つけない／増やさない／生かさ
ない

いろいろな食中毒
・サルモネラ
・腸炎ビブリオ
・カンピロバクター
・病原性大腸菌 O－１５７
・ノロウイルス
・アニサキス

主 な 内 容

価格：本体 15,000 円 + 税

最新 今日から実践！ 食中毒予防食生活 3846970 消費生活分野

●幼児の発達，子育てをめぐる問題，そして子育ての社会的サポー
ト等，幼児を取り巻く家族や社会環境について学ぶことができます。
ファミリー・サポート・センターでの研修に最適の内容になってい
ます。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付

特　徴

心身の発達
・からだ・運動能力・こころ
・考える力・幼児期の経験
子育てのサポートと住生活
・ファミリー・サポート・センター
・自治体の子育て支援事例

主 な 内 容

価格：本体 15,000 円 + 税

幼児の生活と家族保　育 3247010

保　育 生命の誕生 2 ～命を育む～8546830

●胎児の成長，妊娠の母体への影響，さらに産ま
　れてきた赤ちゃんの持つ能力を学べます。また，
　育児を支える社会的な支援を知り，「親になるこ
　と」がどのようなことであるかを理解できる内
　容になっています。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

保　育 生命の誕生 赤ちゃんこんにちは3846580

●子宮内特殊カメラによる胎児の映像から，助産
　院で自然分娩をめざす親子の触診の様子や超音
　波による胎児の動き，子宮内で胎児が聞いてい
　る音の実験など，驚きの映像と実験を収録して
　います。

●約 16 分　●ワークシート付　
定価 12,０00 円 + 税

ゆったり保育 食事・排泄を手がかりに3846600

●約 16 分　●ワークシート付　

●「あせらず，怒らず」をモットーに保育をしてい
　る保育園がその舞台。子どもたち一人ひとりの
　個性に合わせた保育の例を，食事と排泄を通し
　て具体的に見られる内容になっています。

保　育

定価 12,０00 円 + 税

特　徴

特　徴

特　徴

教育映像優秀作品賞
文部科学省選定2015年

新刊

啓発・学習活動に最適なオリジナル DVD

●食べ物はどのように育てられ，どのように私た
　ちのもとに届くのか，その過程を考えることに
　よって，食べ物に対する見方を改めて考ること
　のできる教材です。

食の安全と輸入大国日本8546820食生活

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

特　徴
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 NHK DVD 教材　新ベストセレクション
消費生活分野福　祉 高齢者の生活とサポート3247020

●高齢者の心身の健康の特徴，年金制度や介護
　保険制度などの高齢者を支える社会の仕組み
　を，日本のほか諸外国の事例を通して学ぶた
　めの内容です。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

消費生活 消費生活とトラブル防止3846940

●契約やクレジットカードの仕組み，インター
　ネットの普及による消費生活の変化などを紹
　介し、増加する悪質商法とその対策について，
　「消費者庁」の紹介等を交えて解説しています。 ●頭囲，身長，体重は，最新の平成 22 年度乳幼児身

体発育調査を基に設定しています。
●ボディは布製。従来の合成樹脂製の保育人形にはな
い，やわらかい抱き心地です。
●思わずほほえみ返してしまう，かわいらしい笑顔に
は特にこだわりました。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

高齢期の特徴と健康 めざそう！いきいきライフ3846980

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　

●高齢期を迎えると起こる心身の老化，白内障・
　認知症・ロコモティブ・シンドローム等の高齢
　期特有の疾病・症状について，原因や症状，予
　防法を最新の映像を用いて科学的に解説します。

福　祉

定価 15,０00 円 + 税

特　徴

特　徴

特　徴

特　徴

文部科学省選定

 新生児抱き人形「ゆうくん」「あいちゃん」
 ほんものの赤ちゃんそっくり！　高齢者の生きがいづくりに！　小学生の命の教育に！

■セット内容：抱き人形（ベビー服付，
解説書（ワークシート付），新生児用
紙おむつ（１枚）
■材質：頭・手・足＝PVC，ボディ（生
地）＝シャークスキンコットン・綿・
ポリエステル・PP，洋服（生地）＝ギ
ンガムチェック（綿 100％），スムー
ス（綿 100％）
※沐浴はできません。
※顔以外のボディは男女一緒です。

新生児の大きさ，重さを実感できる抱き人形です。

7546140
ゆうくん　  16,800円＋税
7546060
あいちゃん  16,800円＋税
6676200
ペア特価　  33,000円＋税

6876600-01
ピュアクルボックス♯22　   1,100円＋税

首のすわらない様子や柔らかい抱き心地をリアルに再現！

赤ちゃんに触れる機会の少ない
方々に，基本的な新生児の抱き
方・扱い方を教えられます。

哺乳びんを用いて，調整粉乳を
与えるときの抱き方を実習する
ことができます。

新生児の体重とほぼ同じですの
で，実感をもって授乳後の排気
（げっぷ）のさせ方が実習できます。

足はM字に近い形をしています
ので，おむつ交換や着脱の実習
をすることができます。

入浴させるときの抱え方，頭を
洗うときの耳の押さえ方など，
水を使わない手順だけの沐浴実
習ができます。

抱き人形を２体収納できる積み重ね可能なケースです。
■サイズ：W379×D545×H178ｍｍ
■重量：約 1.5kg
■材質：ポリプロピレン

新生児の抱き方実習

ミルクの与え方実習

授乳後のげっぷの
させ方実習

おむつの
取りかえ実習

水を使わない
沐浴の手順実習

●頭囲 約 33cm　●身長 約 50cm　●体重 約 3,000g

※服の色が選べます。ゆうくんはブルーかクリームから，
あいちゃんはピンクかクリームからご注文時にご指定ください。
また，単品でもご購入いただけます。

7546140-02
ゆうくん
クリーム

7546060-01
あいちゃん
ピンク

2015年
新刊

●快適に暮らすために欠かせない掃除や換気につ
　いて，ダニやカビ，ほこり，油汚れ，空気の汚
　れ等，最新の映像を用いて科学的に説明します。

快適に暮らす住居3247050住生活

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

特　徴

教育映像優秀作品賞
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 NHK DVD 教材　新ベストセレクション
消費生活分野福　祉 高齢者の生活とサポート3247020

●高齢者の心身の健康の特徴，年金制度や介護
　保険制度などの高齢者を支える社会の仕組み
　を，日本のほか諸外国の事例を通して学ぶた
　めの内容です。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

消費生活 消費生活とトラブル防止3846940

●契約やクレジットカードの仕組み，インター
　ネットの普及による消費生活の変化などを紹
　介したうえで、現在多く発生している悪質商
　法とその対策について，「消費者庁」の紹介な
　どを交えて解説しています。

●頭囲・身長・体重は，最新の平成 22 年度乳幼児身
体発育調査を基に設定しています。
●ボディは布製。従来の合成樹脂製の保育人形にはな
い，柔らかい抱き心地です。
●思わずほほえみ返してしまう，かわいらしい笑顔に
は特にこだわりました。

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

高齢期の特徴と健康 めざそう！いきいきライフ3846980

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　

●高齢期を迎えると起こる心身の老化，白内障・
　認知症・ロコモティブ・シンドローム等の高齢
　期特有の疾病・症状について，原因や症状，予
　防法を最新の映像を用いて科学的に解説します。

福　祉

定価 15,０00 円 + 税

特　徴

特　徴

特　徴

特　徴

文部科学省選定

 新生児抱き人形「ゆうくん」「あいちゃん」
 ほんものの赤ちゃんそっくり！　高齢者の生きがいづくりに！　小学生の命の教育に！

■セット内容：抱き人形（ベビー服付），
解説書（ワークシート付），新生児用
紙おむつ（１枚）
■材質：頭・手・足＝PVC，ボディ（生
地）＝シャークスキンコットン・綿・
ポリエステル・PP，洋服（生地）＝ギ
ンガムチェック（綿 100％），スムー
ス（綿 100％）
※沐浴はできません。
※顔以外のボディは男女一緒です。

新生児の大きさ，重さを実感できる抱き人形です。

7546140
ゆうくん　  本体16,800 円＋税
7546060
あいちゃん  本体16,800 円＋税
6676200
ペア特価　 本体 33,000 円＋税

6876600-01
ピュアクルボックス♯22　    本体1,100 円＋税

首のすわらない様子や柔らかい抱き心地をリアルに再現！

赤ちゃんに触れる機会の少ない
方々に，基本的な新生児の抱き
方・扱い方を教えられます。

哺乳びんを用いて，調整粉乳を
与えるときの抱き方を実習する
ことができます。

新生児の体重とほぼ同じですの
で，実感をもって授乳後の排気
（げっぷ）のさせ方が実習できます。

足はM字に近い形をしています
ので，おむつ交換や着脱の実習
をすることができます。

入浴させるときの抱え方，頭を
洗うときの耳の押さえ方など，
水を使わない手順だけの沐浴実
習ができます。

抱き人形を２体収納できる積み重ね可能なケースです。
■サイズ：W379×D545×H178ｍｍ
■重量：約 1.5kg
■材質：ポリプロピレン

新生児の抱き方実習

ミルクの与え方実習

授乳後のげっぷの
させ方実習

おむつの
取りかえ実習

水を使わない
沐浴の手順実習

●頭囲 約 33cm　●身長 約 50cm　●体重 約 3,000g

※服の色が選べます。ゆうくんはブルーかクリームから，
あいちゃんはピンクかクリームからご注文時にご指定ください。
また，単品でもご購入いただけます。

7546140-02
ゆうくん
クリーム

7546060-01
あいちゃん
ピンク

2015年
新刊

●快適に暮らすために欠かせない掃除や換気につ
　いて，ダニやカビ，ほこり，油汚れ，空気の汚
　れなど，最新の映像を用いて科学的に説明しま
　す。

快適に暮らす住居3247050住生活

●約 20 分　●解説書・ワークシート付　
定価 15,０00 円 + 税

特　徴

教育映像優秀作品賞
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 高齢者疑似体験セット教材

本体 25,000 円＋税

本体 90,000 円＋税

本体 21,900 円＋税

本体 22,600 円＋税

本体82,000円＋税

本体84,000円＋税

10,000

※最大・最小は目安です※最大・最小は目安です

本体 58,000 円＋税

本体 65,000 円＋税

本体54,900円＋税

本体55,600円＋税

本体61,900円＋税

本体62,600円＋税

7586080-04
指導DVD付フルパックセットＬ

指導DVD付フルパックセットS

指導用フルパックセットS

指導DVD付フルパックセットM

指導用フルパックセットM

手首・足首
用ウエイト

・身体機能低下の一つである筋力の低下による手・足の変
化や左右の平衡感覚の変化を体験できます。

・身体機能低下の一つである筋力の低下によるひじ・ひ
ざの関節の動きの低下の体験をします。

・聴覚の変化、老人性難聴の体験
・特に高周波を聴きにくく設定しました

・視覚障害の中の視覚の変化（老人性白内障〔視力約
0.1〕、視野狭窄）を体験します。

・手指の感覚の低下や不自由な動作の体験をします。

・直接肌と触れる教材の再利用のための消毒用。
・教材の保管時の消毒用。

ひじ／ひざ用
サポーター

イヤーディ
フェンダー

視覚障害体
験ゴーグル

ゴム手袋

消毒用ツー
ル

・体験の目的や意義・装着の方法を解説した指導用
DVDです。指導の際の注意点や心構えを詳しく説
明した解説書付。

指導DVD

指導用フルパックセットＬ
7576690-01

足首用ウエイト
足の筋肉の低下、
平衡感覚の変化
を体験

ゴム手袋
手指の感覚の
低下を体験

ひじ用サポーター
ひじ関節の動きの
低下を体験

視覚障害体験ゴーグル
視覚の変化（老人性白内
障、視野狭窄）を体験

イヤーディフェンダー
聴覚の変化、特に高周波を
聞きにくくしてあります

ゼッケン
体験表示用

手首用ウエイト
筋力の低下や
平衡感覚の変

ひざ用サポーター
ひざ関節の動きの低下を体験

片マヒ体験教材セット

7586110
本体 7,500 円 + 税前かがみ体験セット

7586101

7586100

7586120

7586130

本体 18,500 円 + 税

本体 7,000 円 + 税
本体 7,500 円 + 税
本体 4,000 円 + 税

片マヒ体験教材セット

肘サポーター

※単品でもお求めいただけます。

足首サポーター
腕固定ベルト

●セット内容：肘サポーター・足首サポーター・腕固定ベルト・解説書

前かがみ体験教材

●セット内容：前かがみ姿勢ベルト・解説書

化を体験

装着例

装着例

歩行補助用杖
杖

 高齢者に関するほとんどの疑似体験をおこなうことができます。

何らかの障害で身体の半分が動かなくなってしまった片マヒ状態の疑似体験教材です。

※ひざサポーター・ゼッケン・
杖・ゴム手袋は別売りです。

※ゼッケン・杖は別売りです。

骨粗しょう症による前屈姿勢や老人性
円背の状態を体験する教材です。

7586080-06

6676610-03

6676640-03

7586080-05
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 高齢者疑似体験セット教材

本体 25,000 円＋税

本体 90,000 円＋税

本体 21,900 円＋税

本体 22,600 円＋税

本体82,000円＋税

本体84,000円＋税

10,000

※最大・最小は目安です※最大・最小は目安です

本体 58,000 円＋税

本体 65,000 円＋税

本体54,900円＋税

本体55,600円＋税

本体61,900円＋税

本体62,600円＋税

7586080-04
指導DVD付フルパックセットＬ

指導DVD付フルパックセットS

指導用フルパックセットS

指導DVD付フルパックセットM

指導用フルパックセットM

手首・足首
用ウエイト

・身体機能低下の一つである筋力の低下による手・足の変
化や左右の平衡感覚の変化を体験できます。

・身体機能低下の一つである筋力の低下によるひじ・ひ
ざの関節の動きの低下の体験をします。

・聴覚の変化、老人性難聴の体験
・特に高周波を聴きにくく設定しました

・視覚障害の中の視覚の変化（老人性白内障〔視力約
0.1〕、視野狭窄）を体験します。

・手指の感覚の低下や不自由な動作の体験をします。

・直接肌と触れる教材の再利用のための消毒用。
・教材の保管時の消毒用。

ひじ／ひざ用
サポーター

イヤーディ
フェンダー

視覚障害体
験ゴーグル

ゴム手袋

消毒用ツー
ル

・体験の目的や意義・装着の方法を解説した指導用
DVDです。指導の際の注意点や心構えを詳しく説
明した解説書付。

指導DVD

指導用フルパックセットＬ
7576690-01

足首用ウエイト
足の筋肉の低下、
平衡感覚の変化
を体験

ゴム手袋
手指の感覚の
低下を体験

ひじ用サポーター
ひじ関節の動きの
低下を体験

視覚障害体験ゴーグル
視覚の変化（老人性白内
障、視野狭窄）を体験

イヤーディフェンダー
聴覚の変化、特に高周波を
聞きにくくしてあります

ゼッケン
体験表示用

手首用ウエイト
筋力の低下や
平衡感覚の変

ひざ用サポーター
ひざ関節の動きの低下を体験

片マヒ体験教材セット

7586110
本体 7,500 円 + 税前かがみ体験セット

7586101

7586100

7586120

7586130

本体 18,500 円 + 税

本体 7,000 円 + 税
本体 7,500 円 + 税
本体 4,000 円 + 税

片マヒ体験教材セット

肘サポーター

※単品でもお求めいただけます。

足首サポーター
腕固定ベルト

●セット内容：肘サポーター・足首サポーター・腕固定ベルト・解説書

前かがみ体験教材

●セット内容：前かがみ姿勢ベルト・解説書

化を体験

装着例

装着例

歩行補助用杖
杖

 高齢者に関するほとんどの疑似体験をおこなうことができます。

何らかの障害で身体の半分が動かなくなってしまった片マヒ状態の疑似体験教材です。

※ひざサポーター・ゼッケン・
杖・ゴム手袋は別売りです。

※ゼッケン・杖は別売りです。

骨粗しょう症による前屈姿勢や老人性
円背の状態を体験する教材です。

7586080-06

6676610-03

6676640-03

7586080-05
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１・４

2015-16年版
社会福祉協議会・保健所向け

社会教育用教材
パンフレット
社会教育用教材
パンフレット 地域の皆様の福祉活動・ボラン

ティア活動・子育て支援に役立
つ教材をご案内します。

福祉

食生活 環境保育

住生活消費
生活

表 1表 4

●充実のDVD映像教材！

●使いやすい体験教材！

NHKとタイアップ。ホームページにてサ
ンプル動画の視聴ができます。

高齢者や視覚障害者・聴覚障害者の疑似体
験を行える各種体験教材をラインナップ。

本体 7,000円＋税
本体 5,700円＋税
本体 5,400円＋税

本体 5,000円＋税

本体 3,300円＋税

本体 3,000円＋税 本体 1,600円＋税

本体 4,200円＋税
本体 6,500円＋税本体 3,700円＋税

本体 3,400円＋税

本体 3,000円＋税
本体 4,000円＋税
本体 4,800円＋税

本体 6,000円＋税
本体 10,000円＋税

本体 11,200円＋税
本体 11,200円＋税
本体 11,200円＋税

本体 3,100円＋税

7576130
視覚障害体験ゴーグル
視覚障害体験用
●白濁用，視野狭窄用，スモーク用シート付　●説明書付
※メガネタイプ（視覚障害体験グラス 本体3,800円）もございます。

ひじ用サポーター
Lサイズ 7576100-01
Mサイズ 6676480-01
Sサイズ 6676490-01

L サイズ 7576110　
M サイズ 6676460-01
S サイズ 6676470-01

7576760

手首・足首用ウエイト
A 6576080 500g
B 6576090 1kg
C 7576500-01 2kg

7586430
アルミ軽量ステッキ

おもり付ベスト
Lサイズ 7576120-01
Mサイズ 7576610-01
Sサイズ 6676680-01

ゼッケン
7586160-01 5 枚セット
7586160-02 10 枚セット

7576490

7576150　 6576050-01 アイマスク

疑似体験教材は消耗・破損・補充にも対応し、単品販売しています。

http://www.kyoiku-tosho.co.jp/
TEL.03-3233-9100（代）FAX. 03-3233-9104
101-0052 東京都千代田区神田小川町3-3-2

ご注文・お問い合わせは…

2015.4


