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ＤＶＤ教材ＤＶＤ教材は
オリジナル

教図DVDラインナップ

★ 授業の導入や話し合い活動（アクティブ・ラーニング）、
　 まとめとして最適な教材！
★ 付属のワークシートですぐに授業が組み立てられます。
★ 教師用解説書付きで，先生の授業をサポートします。

最新 今日から実践！食中毒予防 P14

栄養の科学
～五大栄養素を科学する～ P14

日本と世界の食文化
～見て楽しむ伝統的な料理～ P14

子どもの成長
～新生児から幼児まで～

生命の誕生２
～命を育む～

子どもの貧困
～子どもたちの未来を支えよう～

快適に暮らす住居
～掃除を科学する～

高齢期の特徴と健康
～めざそう！いきいきライフ～

P15

P15

高齢者の生活とサポート P16

災害から命と暮らしを守る P16

P15

P16

P16

SDGｓ 今、私たちにできること P2

笑費者になろう！
～笑って学ぶ消費生活 P3

1８歳成人
～できること できないこと～ P4

みんなで考える LGBTs
①いろいろな性　～好きになる性～ P6

みんなで考える LGBTs
②いろいろな性 ～心の性・表現する性～ P6

みんなで考える LGBTs
③性的指向と性自認（解説編） P6

アクティブに学ぼうVol.5
生活設計/家族 P8

アクティブに学ぼうVol.6
衣生活 /住生活 P9

LGBTs の子どもの命を守る学校の取組
①危機管理としての授業の必要性 P7

LGBTs の子どもの命を守る学校の取組
②当事者に寄り添うために　～教育現場での落とし穴～ P7

アクティブに学ぼう Vol.1
身近な食生活 P10

アクティブに学ぼう Vol.2
暮らしと消費 P10

アクティブに学ぼう Vol.3
こどもを見つめる P11

アクティブに学ぼう Vol.4

消費生活とトラブル防止 【改訂版】

食生活を考える P11

エシカルコンシューマーを目指して
～持続可能な消費生活～ P12

身近な食品添加物を知ろう
～安全・安心な食生活のために～ P13

知っておきたいクレジットカードの基本 P12

P12

朝食と生活習慣の科学 【改訂版】 P13

食の安全と輸入大国日本 【改訂版】 P13
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最新DVD
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お取り扱い代理店名
お問い合わせ

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

災害から命と暮らしを守る
教育映像祭優秀作品賞

災害が起きた時に、命を守るにはどうすればいいか？
災害に対する正しい知識と対処方法を学びます！

コード番号 定価

3847050 15,000円+税

DVD 20分 2017 年発行

内容
●地震の被害とその備え

●災害への日頃の備え

●さまざまな災害とその備え①
～津波、火山災害～

●さまざまな災害とその備え②
～気象災害～

（自助・共助・公助 / ハザードマップ
の活用 / 災害時の備蓄品・非常持ち
出し品）

快適に暮らす住居
～掃除を科学する～

教育映像祭優秀作品賞

ダニ・カビ・ホコリ　
日常的な掃除を科学的にアプローチします。

コード番号 定価

3247050 15,000円+税

DVD 21分 2013 年発行

内容
●効果的な掃除を実践する
（ホコリ・カビ・油汚れの正体と取り
除き方）

●シックハウス症候群

●健康に優しい住宅

（シックハウス症候群の原因）

高齢者の生活とサポート
高齢社会の特徴を知り、
ともに支え合って生きることの重要性を学ぶ。

コード番号 定価

3247020 15,000円+税

DVD 20分 2012 年発行

内容

高齢期の特徴と健康
～めざそう！いきいきライフ～

教育映像祭優秀作品賞

充実した人生を送るために、
自分自身の課題として考えてみよう。

コード番号 定価

3846980 15,000円+税

DVD 20分 2015 年発行

内容●高齢期の心身の特徴

（日本の年金制度）

（地域の役に立つ NPO/ 定年後から始
める農業 / 高齢者のビジネス）

（骨粗しょう症 / ロコモティブシンドロー
ム / サルコペニア肥満）

●高齢期特有の病気①
　運動器の症状と予防

（認知症 / 認知症の予防）

●高齢期特有の病気③
　認知症の症状と予防

（白内障 / 噛む力とアルツハイマー病の
関係 / 口腔を健康にたもつ体操）

●高齢期特有の病気②
　目や口腔の病気と予防

●日本の高齢社会

（高齢者を支える介護保険制度）
●高齢社会を支える仕組み

（アメリカ・スウェーデン）
●諸外国の事例

●どう年をとるか？

●解説書・ワークシート付　 ●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　 ●解説書・ワークシート付　
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知っておくべきSDGsを学べるDVD教材新刊

SDGｓ 今、私たちにできること
持続可能な世界を実現するために掲げられた「SDGs」。
最近さまざまなところでロゴを見かけるようになりました。
そもそも「SDGs」とは何なのか，基本構造について見
ていきます。また，家庭科に関連の深い「食」「共生」「環境」
の例を挙げ，それぞれの問題点と解決のための取り組み
を紹介します。

コード番号 定価

3847200 15,000円+税
●DVD　約26分　●解説書・ワークシート付　

【オープニング】

【まとめ】

SDGs の目標、ターゲット、指標、日本の課題
【食】（約1０分）
各国の干ばつによる影響、食品ロス

【共生】
異文化との共生（多文化共生）、多世代共生

【環境】
マイクロプラスチックごみが動物たちに与える影響
マイクロプラスチック問題
プラスチックを減らす取り組み
環境破壊を防ぐための取り組み

内容

サンプル動画をチェック

解説書 ワークシート

（約４分）

（約８分）

楽しみながら消費生活の基礎知識が身に付くDVD教材新刊

笑費者になろう！
～笑って学ぶ消費生活

楽しみながら消費生活の基礎知識が身に付く
授業の導入や話し合い活動（アクティブ・ラーニング）に最適

① 契約について知ろう（約９分）
内容

コード番号 定価

3847210 18,000円+税
●DVD　約47分　●解説書・ワークシート付　

●監修：公益財団法人消費者教育支援センター　

お笑いコンビ　ラバーガールのコントが教材に！

プロダクション人力舎のお笑い養成所「スクー
ル JCA」出身の大水洋介と飛永翼が養成所時
代に結成したコンビ。（2001年結成、スクール JCA10期卒業）
2010 年と 2014 年には「キングオブコント」決勝に進出する
などお笑いコンビとして活躍するかたわら、それぞれ映画・ドラマ・
舞台など俳優としても活躍。また、定期的に単独ライブも開催し、
2018年、2019年には全国ツアーも実施し、大成功を収める。

ラバーガール

「契約」についての基礎知識を得る。狙い

② 消費者トラブルに巻き込まれないために　～様々な悪質商法～ （約１3分）
若者に被害の多い悪質商法の手口とその対策を知る。狙い

③ 消費者トラブルに巻き込まれないために　～デート商法～ （約8分）
若者に被害の多いデート商法の手口とその対策を知る。狙い

④ 消費者トラブルに巻き込まれないために　～マルチ商法～ （約12分）
若者に被害の多いマルチ商法の手口とその対策を知る。狙い

狙い
⑤ 消費者市民として行動しよう（約５分）

消費者市民社会について知り、自分の消費行動が社会や環
境に与える影響を考えて消費生活を送ることができるように
します。

狙い

解説書

ワークシート 1 契約について知ろう

ワークシート 2
消費者トラブルに

巻き込まれないために
～様々な悪質商法～

サンプル動画をチェック
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202２年４月からスタート！！

1８歳成人 ～できること できないこと～

●オープニング

●世界の成人年齢は何歳？

●成人年齢引き下げで何が変わる？

●契約とトラブル

●クレジットカードの仕組み

●18 歳で成人になってもできないこと　

●おとなへの第一歩

～結婚・性別変更年齢・国家資格の取得・契約など～

～マルチ商法・無料商法・お金を借りるということ～

～喫煙・飲酒・公営ギャンブル～

～三者間契約・一括払い・分割払い・リボルビング払い～

内容
おもな収録内容

話題作！

消費生活

契約 自分の意志
責任と義務➡

結婚➡ ➡親の
承諾

自分の
意志

現役高校生の
インタビュー

LGBT性別変更
年齢 ➡

サンプル動画をチェック

●DVD　約25分 ●解説書，ワークシート付
●監修：柿野 成美（（公財）消費者教育支援センター総括主任研究員）
●協力：桜丘中学・高等学校（東京都）

コード番号 定価

3847160 15,000円+税

「1８歳成人　できること できないこと」は、家庭科の授業やロングホームルーム
の時間での活用を想定して構成しています。
「全編再生」機能を用いて、すべてを視聴した後に解説やワークシートを記入する
ことも効果的ですが、生徒が自分自身の問題としてとらえながら知識を定着させ
ていくために、項目ごとに再生することをご提案します。その際、指導されるクラ
スの実態に応じて、生徒に問いかけをして、自分の意見・考えを持たせたうえで
視聴すると、映像中に出てくる同世代の生徒たちの意見・考えとの比較などもでき、
興味・関心を持つことができるでしょう。また、今後先生方にとっても、在学中に「成
人」する生徒に直面することになります。指導する生徒を「大人」として扱うとい
うのはどういうことなのかなど、生徒と一緒になって授業をつくり上げていく一助
に、本 DVD 教材をご活用ください。

18歳成人！？何が変わるの？
●はじめに
①おとなの条件とは？
②ひとりでできる契約の楽しさと怖さ
③「支払いはクレジットカードで…」ってどういう仕組み？
④もうお小遣いとは呼ばせない
⑤あなたはどのタイプ？性格診断テスト（気をつけたい悪質商法）
⑥困ったとき，相談できるのがおとなです！
●おわりに

NHKDVD 教材をより効果的に !!

おとなドリル1８歳成人に向けて

指導用解説書

本教材をより効果的にご利用いただくため、
オリジナルワークシートが付いています。

生徒用として併せてご利用いただくとさらに効果的

　４～６時間で効果的に学べる消費者教育教材の決定版！この
１冊で「契約」から「三者間契約」「悪質商法」「消費者保護」
までが Q&Ａ方式でトータルに学べるので，消費分野の学習
にピッタリ！
　民法改正による１８歳成人と，アクティブ・ラーニングに対
応した，新学習指導要領移行期の今にピッタリのワーク型教
材です。

コード番号 定価

1047110-02 140円+税
●仕様：B5判 24ページ 

●監修：柿野 成美（（公財）消費者教育支援センター）
　　　  大原 弘子（栃木県立宇都宮中央女子高等学校）

Contents 内容

これで
完ぺき！

多くの学校様に
ご採用いただいて
おります！！
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LGBTs 性の多様性について考え、議論する映像教材

性的指向と性自認の多様性について社会の関心が高まっています。新聞などマスコミでも取り上げられる機会が増え、多
様な性のあり方への理解が広まっています。201５年４月に文部科学省から通知があったことを受け、全国の教育委員会
においても前向きな取り組みが始まっています。
201９年の中学校道徳教科書では、義務教育としてはじめて LGBT をはじめとするセクシュアルマイノリティ(LGBTs) を
扱う教科書が登場し、学校教育においても性の多様性を学ぶ必要性が認知されつつあります。
本シリーズは、性の多様性を人間の個性の一つとして学ぶ機会ととらえ、LGBTs の当事者である児童生徒が、ありのま
まの自分でいいという自己肯定感、自尊感情を育むことを目指した映像教材です。

　異性を好きになるか、同性・両性を好きになるか、
あるいは誰にも恋愛感情を抱かないといった性的指
向は、嗜好や志向とは異なる「指向」であり、本人
が選択できるものではないと考えられています。
本巻は、同性愛者 ( ゲイ、レズビアン ) である生徒
たちのドラマを見ながら、好きになる性の多様性に
ついて考える映像教材です。
「授業実施のための展開案」PDF 付き

　体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、男でも
女でもないと自認する X ジェンダー、自身の性自認に
揺れ動くクエスチョニング…、心の性、表現する性は実
に多種多様です。近年は学校などにおける多目的トイレ
の設置や男女共用制服の整備など、徐々に教育現場で
も取組まれてきています。自分が何者であるのかとい
う戸惑いや揺らぎを経験する生徒たちの物語を見て、
心の性や表現する性について考えます。「授業実施のた
めの展開案」PDF付き

　統計によると、人口の約 8% 前後が LGBTs で
あると推定されています。これは30人のクラスで
いえば約１～２人の生徒が該当するということにな
ります。しかし、学齢期の早い段階での教育を待
ち望まれていながら、教員自身の正確な知識や理
解が追いついていないという現状があります。本
巻では、性の多様性を解説し、LGBTs を取り巻く
社会の動きなども紹介し、その理解を深めます。

各巻ＤVＤ内容
①いろいろな性　～好きになる性～ ②いろいろな性 ～心の性・表現する性～ ③性的指向と性自認（解説編）

コード番号 定価

3247500 みんなで考えるLGBTs
①いろいろな性　～好きになる性～ 18,000円+税

3247510 みんなで考えるLGBTs
②いろいろな性　～心の性・表現する性～ 18,000円+税

3247520 みんなで考えるLGBTs
③性的指向と性自認（解説編） 18,000円+税

●DVD　カラー　各巻 約20分
●監修：日高 庸晴（宝塚大学看護学部教授）

みんなで考えるLGBTs
新刊

「授業実施のための展開案」PDＦ付き
●本作のねらい

●授業使用にあたり ●授業展開のタイムテーブル

●ワークシート ●授業展開・
板書等に活用できる問いかけ、
参考データ　など

LGBTsの子どもの命を守る学校の取組
コード番号 定価

3247530 LGBTsの子どもの命を守る学校の取組
①危機管理としての授業の必要性 18,000円+税

3247540 LGBTsの子どもの命を守る学校の取組
②当事者に寄り添うために　～教育現場での落とし穴～ 18,000円+税

●DVD　カラー　各巻 約38分
●監修：日高 庸晴（宝塚大学看護学部教授)

　LGBTs の人口規模は少なくともクラスに 1 ～ 2 人程度であろうと推定されており、自分の担任する児童生徒の
中に当事者が存在しているかもしれないという意識を持つことが必要です。しかしＬGBTｓ児童生徒の存在に実際にど
のように配慮するのか、どのように性的指向と性自認の多様性を授業で扱うのかそのイメージがついていない学校現
場が多くあるかもしれません。
　本シリーズは学校でＬGBTｓの取り組みの必要性を喚起するとともに、当事者である児童生徒が傷つかないような
教員の実践や学校のあり方を提案しています。日常における当事者への配慮、LGBTｓに関する授業、カミングアウ
トがあった場合の対応例など様々な事柄について、模範的な事例だけでなく、起こりうる落とし穴も描きながら実践
的に理解できるように描きました。視聴することで、「自分でも学校で取り組みが出来そうだ」「授業の時にはこういっ
た言い回しをしてみよう」と実践的な取り組みに繋がる様々なヒントを得ることが出来ます。

教員向けＤVD LGBTsに関わる学校教員のための映像教材

教員向け映像教材バリアフリー・
字幕版選択可

　小学校・中学校の教科書に性的指向と性自認の多様性についての記載が盛
り込まれ、学校教育で性的指向と性自認の多様性を理解する取り組みが始まっ
ています。しかしながら LGBTs の学齢期におけるいじめ被害、自傷行為の
高さが国内外の研究で示されており、教育現場は危機管理の一環としてこの
問題を捉え、現状を十分認識した上での取り組みをしなければなりません。
　本巻では、LGBTs に関する授業の実現を目指し、学校としてできることを
模索していく一人の教師の姿を描きます。取り組みに抵抗する同僚など実際
の学校現場で起こりうる様々な困難も描き、その解決策を考え、問題が起こ
りつつも一歩前に進めるための多くのヒントを得ることが出来ます。

各巻ＤVＤ内容
①危機管理としての授業の必要性

　実際の教育現場に LGBTs の児童生徒は一定数存在しているにも関わら
ず、実際にその当事者と対応経験のある教員は多くありません。当事者の
多くは、誰にも話すことが出来ずにいる場合が圧倒的に多く、葛藤や苦悩を
抱えることが少なくありません。最大限の想像力を持ち、こういった状況へ
の配慮が求められます。
　この巻では LGBTs の児童生徒のみならず彼らを取り巻く非当事者の児童
生徒の存在やその関わりにあたって、教員が留意するべき心得や、学校での
取り組みや授業展開の注意点などを物語仕立てで紹介します。教師の不適
切な声掛けや授業展開がどのような深刻な事態をもたらす可能性があるか具
体的に描く一方、目指すべき理想的な対応の一例も例示します。

②当事者に寄り添うために　～教育現場での落とし穴～

新刊

学校全体で
 取り組んでください。

76



『主体的・対話的で深い学び』を実現するための映像教材
「アクティブに学ぼう」DVＤ製作にあたり…
2１世紀を生き抜くための資質・能力を育成するため、主体的・対話的で深い学び、いわゆる「アクティブ・ラーニング」
が注目されています。家庭科ではこれまでも環境問題や消費者問題、グローバルな問題など何が正解かがまだはっき
りしていないテーマを取り上げ、課題の解決方法を考える学習が行われてきました。
「アクティブに学ぼう」DVＤではさらに、授業中に生徒たちが様々な課題に興味・関心を持つきっかけとなり、その課
題が自分にかかわるものとして捉えることができるよう内容を編集・構成しています。

新刊 アクティブに学ぼうVol.5 生活設計 / 家族
青年期は自立に向けた準備の時期にいます。これからどのような働き方
をしていくのか、また家族ができたときに家事をどう分担していくのかに
ついて、先輩たちの意見や取り組みを参考にして考えてみましょう。

●監修：仙波圭子（女子栄養大学教授）
●解説書・ワークシート付　

コード番号 定価

3847180 15,000円+税
DVD 32分

2020年発行

1 将来仕事を選ぶとき考える優先順位は？（約５分）
内容

これから職業選択を迎える高校生に，給料，やりがい，職場環境など，さまざまな視点
から職業選択の基準について考えます

2 いろいろな働き方があるけれど企業で働くとしたら？（約８分）
正規雇用，契約社員，アルバイト，いろいろな雇用形態についてメリット，デメリットを考えなが
ら違いを見つけ出します

3これは自分の仕事？パートナーの仕事？（約７分）
パートナーと一緒に暮らすとしたら，料理や洗濯，掃除などの家事分担について考え，そこに思
い込みはないか考えます

4 自立って何？（約５分）
何ができるようになると自立していると言えるのか，５つの自立の観点から確認していきます。

5 家事の代行，利用する？しない？（約８分）
家事代行のサービスを取り上げ，家事の外部化とその背景について考えます。

解説書

拡大

ワークシート

サンプル動画をチェック

新刊 アクティブに学ぼうVol.6 衣生活 / 住生活
衣服や住まいはわたしたちの生活に欠かすことのできないものです。
その機能や役割は多岐にわたり選択肢が多くなっています。
自分にとって理想的な衣生活と住生活を考えてみましょう。

DVD 24分

2020年発行

1 今日どんな服着ていく？（約５分）
内容

私服で出かけるとき，何を重視して服を選ぶかを考え，衣服の機能について考えます。

2 気に入った服を買うときに確認する優先順位は？（約６分）
値段，サイズ，手入れの方法など，衣服入手の際に何を確認するかを考えながら，衣服購入の
際の注意点を学びます。

3 着なくなった衣類，どうする？（約５分）
着なくなった衣服のリユースやリフォームについて考え，持続可能な衣生活のためにできること
を探ります。

4 初めての一人暮らし，住むならどこ？（約４分）
ひとり暮らしを想定し，寮か賃貸かシェアハウスかを考えながら，自分の暮らし方と住まいに重
視する点について考えます。

5 家を借りるときに重視する優先順位は？（約５分）
家を借りるときを想定し，間取りやセキュリティ，立地など重視する点について考え，住宅広告
の読み方を学びます。

解説書

拡大

ワークシート

「アクティブに学ぼう」DVDの使い方
再生までの流れ
❶DVDプレイヤーにディスクを挿入

❷使いたいチャプターを選ぶ

アクティブ ① 問いかけ
❸動画スタート！

❹問いかけで一時停止。 
　ワークシートの問いに答えてみる

本編再生
❺問いかけに答えた本編スタート！

❻問いかけについて考えるための 
　資料映像が流れます（約５分）

アクティブ ② まとめ
❼ワークシートでまとめ

チャプター
を選択！

一時停止
して

改めてワークシートに
立ち返って考えてみよう！

▶ ▶ ▶

●監修：仙波圭子（女子栄養大学教授）
●解説書・ワークシート付　

コード番号 定価

3847190 15,000円+税
サンプル動画をチェック

8 9



食生活

教育映像祭優秀作品賞身近な食生活アクティブに学ぼう Vol.1

暮らしと消費アクティブに学ぼう Vol.2

食生活について、たくさんの選択肢があふれています。生産から消費ま
での情報を把握し、食にともなう正しい知識を身につけたうえで、自分
にとっての理想的な食生活とはなにかを考えてみましょう。

新聞・雑誌・インターネットなどから大量の情報があふれているなか、
どの商品を選んでどのように買えばよいのでしょうか。情報を読み解く力
を身につけて、消費生活でどのような選択をすれば良いのかを考えてみ
ましょう。

「ポテトチップスの賞味期限が切れてしまったら，どうするか？」を導入のテー
マに，賞味期限と消費期限が設定される仕組みを見ていきます。テーマを
通じて，日本で年間６2１万トンにものぼる「食品ロス」について考えていき
ます。

テーマ１ 賞味期限過ぎたらどうする？

「自分の体型についてどう思うか？」を導入のテーマに，健康的に暮らすため
の栄養素について考えます。BMＩによる評価や，過食症，拒食症の例など
を挙げ，バランスよく栄養をとることが大切であることに気づかせます。

テーマ２ 理想の体重 知っている？

「ひとり暮らしを始めたらどう食事をとるか？」を導入のテーマに内食（うちしょ
く），中食（なかしょく），外食それぞれの違い，メリット・デメリットについ
て考えます。今後の食生活について考えるきっかけになるテーマです。

テーマ３ 自炊？外食？

「食材を買うとき，スーパーマーケットか地元野菜の直売所のどちらで買う
か？」を導入のテーマに，地産地消について学びます。実際に行われている
地産地消の取り組みを見ながら，そのメリット・デメリットについて考えます。

テーマ４ 食品の選択で重視すること

「ビタミンを摂取するのに，野菜や果物から摂取するか，サプリメントから摂
取するか？」を導入のテーマに，近年増加しているサプリメントの現状につ
いて見ていきます。サプリメントのメリットとデメリットについても考えること
ができます。

テーマ５ 足りない栄養を補うには？

内容

「ほしい商品が近所のお店になかったらどうするか？」を導入のテーマに，イ
ンターネット通販による購入と店舗での購入を比較していきます。インター
ネット通販の便利さと，通販ならではの問題点に触れ、日々の消費生活を見
直します。

テーマ１ 店舗で買う？インターネット通販で買う？

「不要になった服を売るか，捨てるか？」を導入のテーマに不要なものの処
分方法について考えます。近年増えているインターネットオークションやフ
リーマーケットアプリの例についても見ていきます。

テーマ２ 不要なもの捨てる？売る？

「将来高価なものを買うとき，クレジットカードを使いたいか？」を導入のテー
マに，クレジットカードの三者間契約について見ていきます。また，リボルビ
ング払いの注意点などを紹介し，クレジットカードとの上手な付き合い方を
考えます。

テーマ３ クレジットカード使いたい？

「どんな基準で商品を購入するか？」を導入のテーマに，フェアトレードの仕
組みを見ていきます。また，商品がつくられた背景や環境への影響などを配
慮を考慮したエシカル消費を目指します。

テーマ４ エシカル消費とは

「インターネット上で公式以外にアップロードされている音楽や映像をダウン
ロードしたことがあるか？」を導入のテーマに，著作権の仕組みについて考
えます。なぜ著作権が定められているのかを知ることで，普段の消費生活を
振り返ります。

テーマ５ その音楽 ダウンロードしても大丈夫？

内容

●監修　仙波圭子（女子栄養大学教授）
●解説書・ワークシート付

コード番号 定価

3847120 15,000円+税

DVD 29分 2018年発行

サンプル動画
をチェック

DVD 26分 2018年発行

サンプル動画
をチェック ●監修　仙波圭子（女子栄養大学教授）

●解説書・ワークシート付

コード番号 定価

3847130 15,000円+税

消費生活

教育映像祭優秀作品賞

こどもを見つめるアクティブに学ぼう Vol.3

食生活を考えるアクティブに学ぼう Vol.4

「親になること」は、子どもを生むことだけではなく、成長を支えていく
ことでもあります。子育ての際に直面する健康・安全の課題やさまざま
な支援について、実際の取り組みを見ながら学んでいきましょう。

現代の食生活には、たくさんの選択肢があふれています。
食べ物を買うときや食事をするとき、あなたはどんな基準でどんな選択
をするでしょうか。
自分にとっての理想的な食生活について考えてみましょう。

「このマーク知っている？」を導入のテーマに、マタニティマークについて考
えていきます。妊娠することによる身体の変化・妊婦体験学習等を通じて妊
婦さんにどんな配慮ができるかを考えさせていきます。

テーマ１ このマーク知っている？

「子どもにとって危ない場所、わかる？」を導入のテーマに、家庭内事故に
ついて考えていきます。防ぐことができた不慮の事故にも触れ、子どもにとっ
て危ない場所とはどこかを考えさせていきます。

テーマ２ 子どもにとって危ない場所、わかる？

「あなたの食事、赤ちゃんに与えて大丈夫？」を導入のテーマに、離乳食の
役割について考えていきます。またなぜ「はちみつ」「ケーキ」「刺身」を
乳児に与えないよう指導されているかなど因果関係を見ていきます。

テーマ３ あなたの食事、赤ちゃんに与えて大丈夫？

「子育てを支える社会の仕組みは？」を導入のテーマに、子育て支援制度に
ついて考えていきます。ファミリーサポートセンターや子育て広場、東京都
の赤ちゃんふらっとなどの事例と、ウェブサイトからの情報入手方法など新し
い支援制度について見ていきます。

テーマ４ 子育てを支える社会の仕組みは？

「子どもにスマホを見せる？」を導入のテーマに、スマートフォンと育児につ
いて考えさせていきます。このテーマは科学的なエビデンスが十分とは言え
ず、まさに現状では「正解がない」テーマのため「自分だったらどのように
使いたいか」までを考えさせていきます。

テーマ５ 子どもにスマホを見せる？

内容

「何を基準に食べ物を選ぶ？」を導入のテーマに、PFC 比率、三大栄養素、
五大栄養素の働きを見ていきます。また、栄養バランスの大切さとともに、
食べ物を選ぶ基準について考えていきます。

テーマ１ 何を基準に食べ物を選ぶ？

「食べきれない料理、どうする？」を導入のテーマに、食品ロスの現状と削
減に向けた試みを見ていきます。事業者の試み、海外の事例、そして家庭
で何ができるのかを考えていきます。

テーマ２ 食べきれない料理、どうする？

「食品添加物、必要？」を導入のテーマに、食品添加物のメリット・デメリッ
トについて考えます。経済性・利便性・安全性などさまざまな視点から自分
自身がどのように食品を選んでいくかを考える契機となります。

テーマ３ 食品添加物、必要？

「どっちの野菜を選ぶ？」を導入のテーマに、規格外野菜について考えます。
規格外野菜のメリット・デメリットにも触れ、消費者としてだけではなく、スー
パー等小売店や外食産業の立場からだとどうかという観点も押さえながら、
食品ロス・地産地消等、発展的に考えさせていきます。

テーマ４ どっちの野菜を選ぶ？

「どのように食事をしている？」を導入のテーマに、さまざまな「こ食」につ
いて考えます。日本の食生活の変化ともに、食事の役割について触れ、ど
んな食生活を目指したいかを考えさせます。

テーマ５ どのように食事している？

内容

DVD 28分 2019年発行

サンプル動画
をチェック

DVD 31分 2019年発行

サンプル動画
をチェック

食生活

教育映像祭優秀作品賞

保育

教育映像祭優秀作品賞

●監修　仙波圭子(女子栄養大学教授) 協力：桜丘中学
・高等学校 ●解説書・ワークシート付

コード番号 定価

3847140 15,000円+税

●監修　仙波圭子（女子栄養大学教授）
●解説書・ワークシート付

コード番号 定価

3847150 15,000円+税

10 11



現在、私たちは、商品をインターネット通販や通信販売など様々な方法で購入すること
ができます。
便利になった反面、それにともなうトラブルも続出するようになりました。私たちが自
立した消費者として行動するためには、必要な知識を身につけることが大切です。

消費生活とトラブル防止 【改訂版】

エシカルコンシューマーを目指して ～持続可能な消費生活～ 

知っておきたいクレジットカードの基本

文部科学省選定

生徒自身が“自立した”“賢い”消費者になるための手段を学びます。

※映像を一新！統計資料も最新になりました。

解 

説

コード番号 定価

3847100 15,000円+税
●解説書・ワークシート付　

内容

DVD 22分 2018年発行

●インターネットの普及による消費生活の変化
（インターネット通販 / インターネット通販をめぐるトラブル）

●クレジットカードの仕組みと問題
（クレジットカード誕生のエピソード / 多重債務問題）

●さまざまな悪質商法
（デート商法 / マルチ商法）

●消費者トラブルにあってしまったら
（クーリングオフ / 消費者センター）

内容●カードの種類
（プリペイドカード / デビットカード / クレジットカード）

●クレジットカードの仕組み
（消費者信用 / 代金後払いの仕組み）

●クレジットカードをよく知る
（クレジットカードの申し込み / 支払手数料とは）

●クレジットカードの落とし穴
（遅延損害金 /リボルビング払い / 多重債務 / 自己破産）

「フェアトレード」や「エシカル消費」など、NPＯや企業による環境に配慮した取り組みを見ながら、消費者の
立場からできることを探ります。持続可能な社会の実現に向けて、一人ひとりがグローバルな視点を持つ大切さ
を学びます。

人や社会、地球のことを考えて、商品やサービスを選択していますか？
解 

説

コード番号 定価

3847060 15,000円+税
●解説書・ワークシート付　

内容

DVD 18分 2017年発行

●消費者の権利と問題①
（消費者問題の歴史 / カネミ油症事件 / 消費者保護基本法制
定と消費生活センター設立 / 現在の消費者問題）

●消費者の権利と問題②
（食卓を脅かす消費者問題 /PL 法の制定）

●消費者の選択
（エシカル消費 / カカオのフェアトレード / オーガニック商品と
はなど）

NAME

000

0000 0000 0000 0000
00/00

NAME SAMPLE

C R E D I T  C A R D

0000 0000 0000 0000
00/00

NAME SAMPLE
CARD

クレジットカードの仕組みと使う時の注意点、使い方次第では多重債務に陥ってしまうこともある危険性について、
映像で詳しく学んでいきます。

もっとも身近な消費者信用のひとつ「クレジットカード」について学びます。
解 

説

コード番号 定価

3247070 15,000円+税
●解説書・ワークシート付　DVD 17分 2013年発行

消費生活

消費生活

消費生活

成長期にある生徒にとっての食生活は、健康な心身を育むために欠かせないものです。
朝食欠食や栄養の片寄りなどを実例で紹介し、それらが及ぼす悪影響を学びます。
よりよい食生活、そしてそれを実現するための生活習慣にまで関心を広げます。

朝食と生活習慣の科学【改訂版】

食の安全と輸入大国日本【改訂版】

身近な食品添加物を知ろう ～安全・安心な食生活のために～

食生活の乱れが招く生活習慣病などのリスクを再確認し、
よりよい食生活を考える内容になっています。

※朝食の欠食率など最新の調査データに変わりました。

解 

説

コード番号 定価

3847080 15,000円+税
DVD 18分 2018年発行

コード番号 定価

3847110 15,000円+税

内容

内容

「安全な食品とは何か」を考えるため、食品表示の読み方や食品添加物、遺伝子組換えについて学びます。
また、食料自給率の学習から、輸入食品の安全性について考察します。

BSＥや輸入食品の化学物質の混入事故が起こり、食の安全について関心が高まっています。これをきっかけに生産
から消費までを把握するトレーサビリティを導入するなど、より安全で安心な食べものを求めるようになりました。
生きるうえでもっとも欠かせない、食べもの。その安全性について考えます。

解 

説

食品添加物は悪者ですか？ 食品添加物と上手に付き合うコツを教えます！
私たちの暮らしに深くかかわる食品添加物について、その歴史や使用の背景、安全性を守る仕組みなどを具体的に
見ていきます。また、消費者の要望に応え、企業の食品添加物に頼らない加工食品づくりについても紹介します。

解 

説

DVD 20分 2018年発行

コード番号 定価

3847040 15,000円+税
DVD 20分 2017年発行

食生活

食生活

食生活

あいがも農法

無添加のめんたいこ 着色しためんたいこ

●朝食と集中力の関係
（クレペリンテスト / 朝食をとらないリスク）
●好きなものだけ食べていないですか
（家庭の食事の例 / 食事の栄養別データ）
●子どもたちに忍び寄る危機
（子どもたちに広がる生活習慣病）
●理想的な朝食
（バランスの良い食事）

●食品の品質表示
（品質表示について / 食品添加物 / 遺伝子組換え作物）

●食料輸入大国日本
（食料自給率/ドイツでの取り組み/食生活の欧米化/「定年帰農」）

●輸入に頼る利点と問題点
（輸入自由化 / 輸入と経済の関係 / 日本での取り組み）

●食品添加物とは？
（古代エジプトの食品保存 / 豆腐・こんにゃくに使われる食品
添加物 / 食品添加物の分類）

●食品添加物の役割
（ｐH 調整剤を使った日持ちの実験）

●食品添加物の安全性
（安全性を検査する実験 / 安全な量とは）

●食品添加物を使用しない食品
（マヨネーズ風調味料の保存技術　（酸化防止の技術）/ 惣菜工
場での保存技術（徹底した衛生管理））

内容

●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　
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食中毒は家庭での食事や調理実習など、身近なところで発生する可能性があります。食中毒の原因となる細菌、
ウイルスなどを映像で解説するとともに、食中毒予防の 3 原則「つけない」「増やさない」「死滅させる」を具体的
に紹介しています。

最新　今日から実践！食中毒予防

栄養の科学 ～五大栄養素を科学する～ 

日本と世界の食文化 ～見て楽しむ伝統的な料理～ 

教育映像祭優秀作品賞

教育映像祭優秀作品賞

調理実習の事前学習にみせたい！
解 

説

コード番号 定価

3846970 15,000円+税

内容

DVD 24分 2015年発行

●いろいろな食中毒
（サルモネラ / カンピロバクター / 腸管出血性大腸菌
O-157/ ノロウイルス / アニサキス etc.）

●守ろう！ 予防の３原則

内容●日本料理の食文化
 （懐石料理 / すし）

●西洋料理の食文化
 （フランス料理 / イタリア料理）

●中国料理の食文化
 （北京料理 / 広東料理 / 上海料理 / 四川料理）

●その他の地域の食文化
（トルコ料理 / インド料理 / ベトナム料理 / メキシコ料理）

内容
●栄養素の働き
（炭水化物 / 脂質 / たんぱく質 / 無機質 /ビタミン）

●栄養素の偏りや欠乏がもたらす影響

●サプリメントの効能と問題点

五大栄養素の働きについて、実験映像を使って科学的に学ぶことができます。
栄養について正しい知識を身につけ、理想的な食生活のあり方を考えていきます。

栄養素の効果を映像を通して科学的に理解！
解 

説

コード番号 定価

3247040 15,000円+税
DVD 18分 2013年発行

和・洋・中の料理を中心に各地の料理、食事様式やマナー・歴史を見ることで、日本と世界の国や地域の食文
化を学んでいきます。

日本と世界の食文化を貴重な映像で解説しました。
解 

説

コード番号 定価

3247080 15,000円+税
DVD 20分 2014年発行

食生活

食生活

食生活

●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　

生れてから 6 歳までの時期をいくつかに区切って、
それぞれの段階にどのような特徴があるのかを実際の映像を中心に見ていき、
子どもの成長について正しい知識を学びます。

子どもの成長 ～新生児から幼児まで～

生命の誕生２ ～命を育む～

子どもの貧困 ～子どもたちの未来を支えよう～

乳幼児期の こころ と からだ の発達を理解する！
解 

説

コード番号 定価

3847020 15,000円+税
DVD 20分 2016年発行

コード番号 定価

8546830 15,000円+税

●生命の誕生
（受精の瞬間 / エコー検査 / 臍帯（へその緒）の働き）

●新生児の能力
（原始歩行 / モロー反射 / 把握反射）

●親になるということ
（母子健康手帳 /４D エコー / 妊婦の生活習慣 / 立会い出産）

内容

●子どもの貧困問題　実状と背景

●子どもの貧困対策　国や自治体の対応

●子どもの貧困対策　民間や地域の活動
（こども食堂 / フードバンクなど）

内容

●０歳児（新生児）の特徴
（身体的特徴 / 原始反射 etc.）

●５歳頃～６歳頃の特徴
（運動機能の発達 / 遊びの発展 / 文字への興味）

●1～ 1１か月頃の特徴
（人見知り/ 離乳 / 喃語 / 寝返り/ おすわり/ はいはい / つかまり立ち）

●１歳頃～２歳頃の特徴

●３歳頃～４歳頃の特徴
（ひとり立ち/ファーストシューズ/一語文/二語文/ひとり遊び/平行遊び/第一次反抗期）

（連合遊び /ごっこ遊び / 食事 / 多語文）

内容

『命を育む』『親になること』とは、一体どういうことなのだろうか。
新しい“生命”の誕生。その瞬間はおごそかで、誰もが大きな感動に包まれます。
“生命”を育む、親になることは、私たちにとってどのような意味をもっているのでしょうか？

解 

説

「相対的貧困」という概念と貧困の現状、背景を確認するとともに、国や地方自治体、民間ではじまりつつあ
る支援の取り組みを紹介しています。

解 

説

最近耳にする「子どもの貧困」。どのような政策や支援策が必要か考えてみよう。

DVD 20分 2011年発行

コード番号 定価

3847070 15,000円+税
DVD 20分 2017年発行

保育

保育

保育

教育映像祭優秀作品賞

●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　

●解説書・ワークシート付　
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