
保健教材等の貸出について

見学だけの場合は事前連絡は必要ありませんので、お気軽にお越しください。

　ご質問等ございましたらご連絡ください。

○貸出は事前にお電話にてご連絡してからお越しください。
他の学校に貸出中の場合がありますので、必ず事前に電話で予約をしてください。

また、こちらでの物品準備にお時間を頂く場合もありますので、お早めのご連絡をお願いいた

します。

○金沢健康福祉財団まで受取、返却をお願いします。
ビデオやDVDは2本までならメールカーでの配送に応じられます。その他の教材については、

金沢健康福祉財団で直接、受取・返却をお願いいたします。

○貸出期間は原則２週間です。
貸出延長ご希望の場合は、他に貸出希望校がなければ対応いたしますのでご相談ください。

○貸出物品に破損・紛失があった場合は必ずお知らせください。

○使用後は説明書や付属品の確認をして、次の学校がすぐに使える状態で
　返却してください。

○教材一覧表を学校内でご回覧ください。
保健教材等は養護教諭による保健指導等だけではなく、体育や学校医の指導にもお役立てくだ

さい。

○その他教材（ビデオ）もあります。保健教材の見学はいつでもできます。
当財団は8:30～17:00まで開館しております。

公益財団法人金沢健康福祉財団

金沢市大手町３番２３号

TEL ：（076）222-0102

FAX：（076）222-4366



No.1

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

小学生版　エイズ教育セット ・紙芝居　　14枚

・マグネット付パーツ　　24個

・マグネット付文字プレート　　9枚

小学生のエイズ教育 ・マグネット付パネル　　32枚

　書きこみパネルセット （ビニールコーティング）

アーニ出版　

小学生版　性教育授業セット ・おかあさんとあかちゃん人形

・ビデオ　10分

・パネル　　8枚

小学生版　性教育授業セット ・図版 （65×90ｃｍ）　2枚 

　３巻　いのちのはじまりと成長 ・図版 （90×40ｃｍ）　2枚 

・マグネット付パーツ　　35個

・マグネット付文字プレート　　10枚

小学生版　性教育授業セット ・ビデオ　12分

・図版 （90×65ｃｍ）、（65×90ｃｍ）

・マグネット付パーツ　　17個

・マグネット付文字プレート　　12枚
アーニ出版　ビデオとマグネット式教材がセットされ、

二次性徴のしくみを立体的にたのしく学べ
る。

　４巻　おもしろいな！性教育
　　＜女子の成長＞

３-(４)

３-(３) アーニ出版

　明るく大胆にさわやかに生命の始まり
（性交と受精）を指導できる教材。
　誕生から成人までの体の成長が一目で
わかり自分の位置が理解できる。

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

１-１,２
アーニ出版　エイズへの誤った知識から、教室で“い

じめ”などがうまれないように、発達段階に
合わせて解説がかえられる内容。
　複雑な免疫のシステムは紙芝居でわかり
やすく説明。はしかウイルスとHIV（エイズ
ウイルス）の違いも理解できる。

　小型だから扱いやすく、マグネットで黒
板にも貼れる。
　水性ペンでの書きこみなども自由にでき
る。
　裏面の豊富な資料は、コピーをして、子
どもたちの資料として活用できる。
　小学校中・高学年向

２

３-(１) アーニ出版　おかあさん人形から、ほ～ら、あかちゃん
が誕生！へそのおをハサミでチョキン！思
わずひきこまれる人形劇がすぐできる。
　ビデオとパネルで、生命誕生のしくみを
ごくやさしく解説。いのちの大切さを早期
に実感させるようポイントをおさえていく。

　１巻　おかあさん人形セット



No.2

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

小学生版　性教育授業セット ・ビデオ　12分

・図版 （90×65ｃｍ）、（65×90ｃｍ）

・マグネット付パーツ　　28個

・マグネット付文字プレート　　12枚

小学生版　性教育授業セット ・図版 （65×90ｃｍ）　　2枚

　６巻　大脳のはたらきとこころ ・図版 （65×60ｃｍ）、（38×88ｃｍ）

・マグネット付パーツ　　9個

・マグネット付文字プレート　　14枚

「にんげん」シリーズ ・大型図版　　2枚

　２巻　胎児の成長と誕生 ・パネル　　7枚

・マグネット付パーツ　　19個

アーニ出版

　小学校高学年

授業セット「ドラッグの害」シリーズ ・大型図版　　2枚

　ノー！シンナー・覚せい剤 ・パネル　　8枚

・マグネット付プレート　　21個

アーニ出版

うまれたばかりのあかちゃん人形 ・あかちゃん　約3ｋｇ　（沐浴はできません）

・胎盤　　　約500ｇ

・へそのお　　約50ｃｍ

アーニ出版

アーニ出版

４-(２)
　月経のサイクルをわかりやすく説明でき
る。
　胎児の成長過程や子宮内でのようすが
わかる。

５ 　パネルの裏には、授業の展開に必要な
解説、豊富な資料が満載。今すぐ使える
セット教材。
　シンナーの慢性作用・急性作用、覚せい
剤のたどる道を図解。
　中学生以上

３-(６)
　わたしたちの脳（こころ）はどう発達してき
たのか？脳の中はどうなっているのか？古
い皮質と新しい皮質の役わりは？前頭葉
で考えるとは？─児童の疑問に科学的
に、しかもわかりやすく答えられる教材。

６ 　うまれたばかりのあかちゃんのようにから
だがやわらかく、首がすわっていないの
で、抱きかたが自然にていねいになる。
　へそのおと胎盤はスナップでとめてある
ので、パチンと切りはなすことができる。
　小学校低・中学年向

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

３-(５) アーニ出版　ビデオとマグネット式教材がセットされ、
二次性徴のしくみを立体的にたのしく学べ
る。

　５巻　おもしろいな！性教育
　　＜男子の成長＞



No.3

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

タバコの肺汚染パネル実験器 ・人体パネル（26×41ｃｍ）　1個

・パネル立て　2個

禁煙教育セット ・ＶＴＲ　「知っているか！タバコの正体」

－知っているか！タバコの正体― ・参考図書「こんにちは！禁煙教育」

・パネル　１０枚

・掲示用ポスター　　　・ＶＴＲ用台本

小学生版　「害がわかるシリーズ」 ・大型図版 1枚

　１巻　タバコの害・授業セット ・上下2つ折パネル  2枚

・両開きパネル  2枚

・パタパタパネル　1枚 アーニ出版

・マグネット付プレート　　13種

　小学校低・中学年向

いのちと性の授業セット ・大型図版　　1枚

　１巻　二次性徴のしくみ ・パネル　　　 8枚

・マグネット付プレート　27種

　小学校低・中学年向 アーニ出版

いのちと性の授業セット ・大型図版　　1枚

　２巻　月経のしくみ　 ・パネル　　　 8枚

・マグネット付プレート　16種

　小学校低・中学年向 アーニ出版

９

10-(1)

10-(2)
　 (4)

ｎ ｉ ｔ ｔ ｏ

２セット

　タバコ（別途準備して下さい）を口にくわ
えさせて、手動吸引器で煙を通過させ、肺
部の綿花等が1本のタバコからどの程度着
色汚染されるかを確認可能。

アーニ出版８
　ビデオとパネル、ポスター、参考図書が
携帯用ケースにセットされており、それぞ
れの教材のよさを生かして、効果の高い禁
煙教育をすぐ実施できる。

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

７-１,２



No.4

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

いのちと性の授業セット ・大型図版　　1枚

　３巻　射精のしくみ　 ・パネル　　　 8枚

・マグネット付プレート　15種

　小学校低・中学年向 アーニ出版

手洗いチェッカー ・本体×１　　　　　

・専用ローション×２

・手洗い石けん液×１

・ライト×１

妊婦体験用モデル ・妊娠中の腹部モデル　　　約8.6kg

（H18,19　金沢市学校保健会で購入） ・妊婦用エプロン           　 約0.3kg

・腹部モデル置き台　　　　　約0.8kg

・ダンボールケース入り　　　約1.0g

咀嚼計　かみかみセンサー
（H20,21,22,２４　金沢市学校保健会で購入）

歯のみがき方模型 ・歯の模型

（金沢市学校保健会で購入） ・指導用歯ブラシ

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

10-(3)
   (5)

11
ＳＡＲAＹＡ（サラヤ）

４１台

（H17　金沢市学校保健会で購入　１セット）
（金沢総合健康センターで購入　３５セット）

15

　あごの咀しゃく運動をとらえて、噛む回数をカ
ウントします。
　使い方は簡単。センサーをあごの下にセット
して、スタートボタンを押すだけ。
　30回噛むごとに電子音が鳴り、噛んだ回数が
液晶画面に表示されます。

　Ｓサイズ　小学校　中学年まで
　Ｍサイズ　小学校　高学年～大人

　実際の大きさに近いモデルの歯列模型で
す。
　ちょうつがいであごは開くことができます。
　実際の歯ブラシで歯へのブラシのの当て方
などを例示することができます。

　専用ローションを汚れに見立てて塗り、
手洗い後、専用ライトの下に手をかざすと
洗い残しが光り、適切な手洗いができてい
るか確認できます。

12-1,2,3
株式会社ヤガミ

３セット

日陶科学株式会社

Sｻｲｽﾞ　３７セット
Mｻｲｽﾞ　５５セット

13

㈱ニッシン

２台



No.5

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

歯の断面模型 ・歯の断面模型

（金沢市学校保健会で購入）

デジタル表示　糖分計

（金沢市学校保健会で購入）

見歯るくん
（金沢市学校保健会で購入）

蘇生法教育人体モデル ・フェースマスク

　＜JAMY-P＞ ・ディスポ肺、気道部一式

（H22　金沢市学校保健会で購入） ・キューマスク（使用した分は補充して返却してください）

・専用ウェア

・収納用バック

自動体外式除細動器トレーナー
CU-ERT
（H24,H25　金沢市学校保健会で購入）

　

Bobbitt Laboratories

１台

　
　歯の内部の様子を学習できます。

京都電子工業㈱

５台

18-1
～

18-6

　見歯るくん(みはるくん)は歯医者さんで使わ
れている業務用の口腔内カメラを家庭向けに
改良したカメラです。
　テレビ画面で見ながら歯の健康チェック！
子ども自身が、自分の歯のようすを確認できま
す。
　使い捨てビニールカバー付

㈱アールエフ

４台

株式会社ヤガミ

６体

CU Medical
 Systems㈱
（㈱ヤガミ）

２台

　気道確保、人工呼吸、心臓マッサージ（胸骨
圧迫）の基本的な実技が身につけられるシンプ
ル構造の簡易型模擬人体(トルソー)です。

　実際のＡＥＤと同じ音声ガイダンスで、ＡＥＤ
の使い方を練習できます。
　蘇生法教育人体モデルＪＡＭＹと併用してお
使いください。
　また、ＤＶＤソフトも一緒に活用することで、正
しい蘇生法をしっかりと学べます。
※充電式ではありませんので、電源ケーブル
ををコンセントに差し込んで使用してください。

19-1
～

19-6

20-1,2

17-1
～

17-5

　果汁や清涼飲料水などの糖分濃度をデジタ
ルで手軽に測定できます。操作は簡単で、試
料をセンサ部に滴下するか直接試料に浸すだ
けで、糖度、糖分量、摂取量を測定できます。

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

16



No.6

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

多目的実習用新生児モデル
コーケンベビー　男の子
（H27　金沢市学校保健会で購入）

　

　

AED学習キット　ミニアン
CR-T  （H28　金沢市教育委員会より譲受）

　

肺活量計
（H28　金沢市学校保健会で購入）

　

背筋力計

　

歯みがきじょーずくん

26

　低学年児童向けの歯みがき指導用大型パ
ペット人形です。
従来の大型あご模型では指導し難かった、奥
歯など磨き難い部位の指導にも適しています。
　歯並びの悪さを再現するため、片側の犬歯の
横の歯は少し奥に配置してあります。また、６歳
臼歯は高さを少し低くしてあります。

株式会社　ヤガミ
2個

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

21

特殊シリコーンゴム製で継ぎ目のないシームレ
ス構造。
リアルな外観と感触で、新生児のイメージを十
分に理解することができます。

株式会社 高研

１体

25

　ほとんど全身の筋力が関わっている背筋力
測定は、全身の筋力をみる尺度と考えられてい
ます。
　２回の測定終了後、自動的に最高値をデジタ
ル表示します。

竹井機器株式会社

１台

22-
1,2,3
4,5,6

　ＡＥＤと同じ操作ができるシュミレータ。操作シ
ナリオ４種。
　コントローラで設定と異なるケースを発生させ
ることもできます。
　蘇生法教育人体モデルＪＡＭＹと併用してお
使いください。
※乾電池式

ﾌｨｼﾞｵｺﾝﾄﾛｰﾙ
ｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱
（㈱ヤガミ）

6台

23

簡易マネキンによる心肺蘇生法・AED操作学
習用キット。
※胸骨圧迫とＡＥＤ操作のみ使用可能。
人工呼吸用の肺袋は付いていません。
人工呼吸の練習をする場合は、各校で使い捨
て肺袋を直接ご購入願います。

レールダル
ﾒﾃﾞｨｶﾙｼﾞｬﾊﾟﾝ㈱

79セット

自動体外式除細動器トレーナー
LIFEPAK CR-T
 （H28　金沢市学校保健会で購入）

24

水槽の中に拭き口から息を吹き込み、その空
気を集め回転層を回転させ、それを測定し数
値化する。
ひと呼吸で肺活量を測定することができる。

有限会社　堤製作所

１台



No.7

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考
非接触体温計
サーモピット
（R２　金沢市学校保健会で購入）

　

　

健康エプロン
できるかな？
元気いっぱいのおやくそく
 （R２　金沢市学校保健会で購入）

　

食育エプロン
「早ね早おき朝ごはん」～生活習
慣からはじめる食育～
 （R２　金沢市学校保健会で購入）

31

・お口の中をみてみよう
・歯みがきはいつするの？
・歯ブラシの持ち方
・大切な６歳臼歯
・歯医者さんへ行こう
・歯の健康クイズ
・よくかんで食べよう

（株）全教図

１セット

32

・お口の中をみてみよう
・歯ブラシについて
・前歯は大切
・歯みがきをしないとどうなるの？
・歯医者さんへ行こう
・歯の健康クイズ
・かむことの大切さ

（株）全教図

１セット

29

季節を問わず、衛生・健康に大切な「おやくそ
く」が身につくエプロンです。「手洗い・うがい」
「せき・くしゃみのマナー」「帽子をかぶる」「汗
をふく」などの「おやくそく」を、年間を通して子
どもたちに楽しく伝えられます。

㈱メイト

１セット

30

「早ね早おき朝ごはん」運動をテーマとした食
育教材です。昼夜の場面が変わったり、朝ごは
んがでてくるなど、楽しいしかけがいっぱいで
す。規則正しい生活習慣の大切さを、子どもた
ちにわかりやすく伝えます。

（株）メイト

１セット

　歯を大切に【パワーポイント教材】
　　＜小学１年生編＞
　（R２　金沢市学校保健会で購入）

　歯を大切に【パワーポイント教材】
　　＜小学２年生編＞
　（R２　金沢市学校保健会で購入）

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

27 　非接触型の体温計

ケンツメディコ（株）

４台

28

ＣＯ２モニター
 CO２-mini-
（R２　金沢市学校保健会で購入）

二酸化炭素の濃度を数値（PPM）と
３段階LEDでお知らせ

㈱カスタム

５台



No.8

番　号 題　　　　　名 内　　　　　容 備　　考

　

金沢健康福祉財団　保管教材一覧

33

・自分の口の中を観察して構造や役割を知る
・前歯のみがき方・６歳臼歯のみがき方の復習
・小臼歯のみがき方
・むし歯について
・歯みがき剤について
・おやつの食べ方（お菓子編）
・定期検診の重要性

（株）全教図

１セット

34

　歯を大切に【パワーポイント教材】
　　＜高学年編＞
（R２　金沢市学校保健会で購入） ・歯肉炎について

・歯肉炎を防ぐには
・第二大臼歯のみがき方
・デンタルフロスの使い方
・毎食後と就寝前の歯みがきは大切に
・丈夫な歯を作る生活
・おやつの食べ方（飲み物編）
・定期健診の重要性

（株）全教図

１セット

　歯を大切に【パワーポイント教材】
　　＜中学年編＞
　（R２　金沢市学校保健会で購入）



No.1

番　号 題　　　　名 備　　　　考 メーカー/収録時間

３８分

２８分

３８分

ＮＨＫエンタープライズ
２３分

牛乳石鹸共進株式会社
２５分

社団法人日本医師会
ＮＨＫエンタープライズ

２２分
６

まなちゃんと博士のたばこのはなし
～すっちゃダメ！はじめの１本～ 　小学生向け保健教材

　日本医師会の監修のもと、子どもたちが
「たばこを吸わない人生」を選ぶよう、喫煙
が身体に与える影響や禁煙の取り組みな
どを、NHKで放送された実験映像でわか
りやすく紹介します。

３

心と身体の健康シリーズ

心の健康
　中学生向け保健教材

　1. 『心』ってなに？
　2. ストレスを知ろう
　3. ストレスで変化する心と体
　4. ストレスと上手に付き合おう

学校保健研究サークル
「さくら草」(埼玉県)

４

朝食と生活リズム　おもしろ大実験 　小学校高学年～中学生向け保健教材

　生活実感の中から生まれた数々の「はて
な？」に焦点を当て、ＮＨＫの科学番組か
ら精選した＜朝食と生活リズムの科学＞を
めぐる９つの「おもしろ大実験」を展開の柱
として、さらに子どもたちにとって夢と興味
のつきない「国際宇宙ステーションの生活
リズム」の話題、オリジナルのクイズとキャラ
クターも加えて、個別・集団の保健指導ビ
デオ教材として再構成。

５

石けん大すき
モーくん＆アワちゃん手洗い教室 　小学生向け保健教材

　≪創業100周年記念DVD≫
　これからの未来を担う子ども達に健康作
りの基本となる正しい生活習慣を身につけ
ていただきたいと考え、正しい手洗いの方
法などについて子どもたちが楽しく学べる
よう、アニメーションやクイズ、手洗い歌な
どにより、親しみやすくわかりやすいビデ
オにまとめました。
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１

心と身体の健康シリーズ

喫煙・飲酒・薬物乱用と健康 　中学生向け保健教材

　1. 喫煙
　2. 飲酒
　3. 薬物

　〈2005年優秀映像教材選奨受賞作品〉

学校保健研究サークル
「さくら草」(埼玉県)

２

心と身体の健康シリーズ

思春期を学ぶ（性教育） 　中学生向け保健教材

　1. 成長ホルモンの秘密
　2. 何が起こるの？大人への身体の変化
　3. 受精・妊娠の神秘とメカニズム
　4. 性感染症
　5. あなたならどうする？性情報と犯罪の
現状

　〈2005年優秀映像教材選奨受賞作品〉

学校保健研究サークル
「さくら草」(埼玉県)



No.2

番　号 題　　　　名 備　　　　考 メーカー/収録時間

日本蘇生学会
２９分

㈱日本歯科商社
３７分

学研
１６分

東映株式会社
１７分

北陸がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ
養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局

（金沢大学）
１７分

１２

子どもに対するがん教育のための
がんに関する基礎知識

　②がん発生のしくみ
　教員向け教材

　どこから、いつがんが発生するのか、な
ぜ発生するのかを学ぶ 北陸がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局
（金沢大学）

１４分

９

熱中症の予防と手当
　中学生向け保健教材

　部活動の最中など、身近な場面で起こり
うる熱中症を防ぐための知識と、手当の方
法を学びます。

１０

げきたい！　インフルエンザ
かからないために、うつさないために 　小学生向け保健教材

　実写とＣＧキャラクターを合成して、楽し
くインフルエンザを学ぶ映像教材です。

１１

子どもに対するがん教育のための
がんに関する基礎知識

　①人体の構造と組織
　教員向け教材

　ヒトの体の基本的なつくりの理解と、なぜ
がんが問題となるのかを学ぶ
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７

心肺蘇生法とAED
～身につけよう　命を救う知識と技術～ 　中学生・教員向け保健教材

　新しい指針による心肺蘇生法とＡＥＤの
使い方を、わかりやすく丁寧にレクチャー
します。

　・心肺蘇生法の重要性　救命の連鎖
　・心肺蘇生法・ＡＥＤ　一連の流れ

８

コ・ン・ニ・チ・ハ　元気な歯
　小・中学生保健教材

　歯磨きを動機づける話題をとりあげた導
入編、ムシ歯の進行状態や歯垢、歯石な
どを説明した知識編、各部位別の歯みが
き方法を説明したブラッシング編の3部構
成で、全36項目



No.3

番　号 題　　　　名 備　　　　考 メーカー/収録時間

名古屋市学校歯科医会
１７分

㈱ビデオ・パック・ニッポン

３６分

１７

　歯肉が危ない！ 　小学１年生～中学生向け

　歯肉炎についてわかりやすく解説してい
ます。発生のメカニズムや原因、予防方法
などを実際の映像を使って説明していま
す。口腔内衛生や歯みがきの大切さ、ブ
ラッシング方法などにも触れています。

１８

　健康なこころとからだ　１．睡眠と食事 　小学校中学年～中学生向け

　授業で学ぶ内容の裏付けや根拠を、科
学的にわかりやすく、実験映像やＣＧで解
説しています。１ブロックが５～１０分程度
で、授業の導入としても活用できます。
　・睡眠のことをもっとよく知ろう！
　・バランスの良い食事をとろう！

学校保健研究サークル
「さくら草」(埼玉県)

１４

子どもに対するがん教育のための
がんに関する基礎知識

　④がんの統計・疫学
　教員向け教材

　がんの頻度や、がんの種類など、日本で
の現状を学ぶ 北陸がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局
（金沢大学）

３６分

１５

子どもに対するがん教育のための
がんに関する基礎知識

　⑤がんの症状や診断、治療
　教員向け教材

　がんの種類・状態によって症状、診断
法、治療法が異なることを学ぶ

北陸がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ
養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局

（金沢大学）
３３分

１６

子どもに対するがん教育のための
がんに関する基礎知識

　⑥がん患者のサポート
　教員向け教材

　・がんに伴う苦痛を言える
　・日本人の３大死因を言える
　・がんの痛み治療に使用される代表的な
薬剤を言える

北陸がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ
養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局

（金沢大学）
３１分
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１３

子どもに対するがん教育のための
がんに関する基礎知識

　③生活習慣や行動とがん
　教員向け教材

　がんになる原因にはどのようなものがあ
るのかを学ぶ 北陸がんﾌﾟﾛﾌｪｯｼｮﾅﾙ

養成ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ事務局
（金沢大学）

２２分



No.4

番　号 題　　　　名 備　　　　考 メーカー/収録時間

日本コロムビア株式会社
２０分

ＮＨＫエンタープライズ
２９分

ＮＨＫエンタープライズ
２３分

ＮＨＫエンタープライズ
３０分

株式会社　東山書房
20分

２３

　ＢＬＳ救急法
　Ｖｏｌ.１　心肺蘇生法の手順と実践

　心肺蘇生法の必要性と実際におこなうと
きの手順と実践を解説しています。誰もが
現場に遭遇したときに、どのように対応す
ればよいのか常日頃から心構えをしてお
かなければ、慌てるばかりで何もできない
ということになりかねません。
 ここでは、遭遇したときにスムーズに対応
できることを重点において製作しました。

２０

　スポーツと熱中症 夏バテ予防大実験
　小学校高学年～中学生向け

　「どうして汗をかくとすずしくなるの?」「汗
かき上手になるためには?」「激しい運動中
の水分補給で気をつけたい“ある秘密”と
は?」 さまざまな興味深い実験映像などを
とおして「スポーツと汗の季節」を健康で楽
しく過ごすにはどうしたらよいかを熱中症
の予防法も織りまぜながら紹介します。

２１

　良い姿勢と運動器
　小学校中学年～中学生向け

　現代の子どもたちのからだには、運動の
不足によるからだのおかしな状況と、運
動・スポーツのやり過ぎによる障害の増加
という二極化現象が起きています。
子どもの頃からそれぞれの成長に即した
適切な形と量の運動が行われることで、心
身の健全な発達に結びつけられます。

２２

　新　朝食と生活リズム　おもしろ大実験 　
　小学校中学年～中学生向け

　本作品は、NHKDVD教材『朝食と生活リ
ズムおもしろ大実験』(2006年)に「テレビ
ゲームと朝の目覚め度」や「10名の中学生
による<眠りのホルモン大実験>」も含めた
大幅な<増補改訂>を施し、発達段階(小
4、小6、中学生)に対応した【学習指導案】
【ワークシート】(CD-ROM)も加えて新たな
作品としたものです。
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１９

　地震、津波から身を守れ！
　～日ごろのそなえと安全な行動～ 　小学校高学年～中学生向け

　地震や津波など、自然災害はいつ、どこ
で発生するかわかりません。日ごろの備
え、地域や家庭ではどんな対策を行って
いるのか。また、発生時にどの様な行動を
とるべきかを考え、備えることを目的としま
す。



No.５

番　号 題　　　　名 備　　　　考 メーカー/収録時間

株式会社　東山書房
18分

株式会社　東山書房
17分

NHKエンタープライズ
20分

2本

株式会社　映学社
16分

株式会社　映学社
16分

２６

　スマホと健康
　～上手に安全につきあうために～

　みんなが気になっていたスマホとのつき
あい方、ルールを作って改善しませんか?
　気軽に持ち運べ、いつでもどこでもイン
ターネットやメール、ゲームなどを楽しめる
便利なスマートフォン。その反面で、健康
に影響を及ぼしたり、危険なことが起こっ
たりすることがわかってきました。このDVD
では、実験映像やCGでの解説を通して、
スマホを健康的に、かつ安全に使うにはど
のようなことに気をつければよいかを一緒
に考えていきます。

２７

　くすりをのむときのやくそく

【小学生向け】
薬の正しい使い方を知っているかな？
親子で確認してみよう！

２８

　調べてみよう！薬の正しい使い方

【中学生向け】
自然治癒力？
副作用？
薬にはどのくらい種類があるのだろう？
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２４

　ＢＬＳ救急法
　Ｖｏｌ.２　ＡＥＤの使用手順と実践

 AED(Automated External　Defibrillator:
自動体外式除細動器)の使用手順と実践
を解説しています。AED自体は小学校の
5、6年生にもなれば使うことができます。こ
こではAEDのパッド(電極)を胸に貼付する
ときの注意点や装着時の注意点等を理解
し、躊躇することなく対応できるようにと製
作しました。

２５

　ＢＬＳ救急法
　Ｖｏｌ.３　三角巾法を使った応急手当
　の実際

三角巾の使用方法の中でも基本的なもの
について解説しています。また、アウトドア
などでも活用できる包帯法であることを念
頭に製作しました。包帯そのものとして体
の各部位を包帯できます。22〜23本もあ
れば頭の先から足の先までスッポリと包帯
ができます。災害時にも非常に役にたつと
確信しています。



No.６

番　号 題　　　　名 備　　　　考 メーカー/収録時間

株式会社　東山書房
24分

株式会社　東山書房
29分

㈱ビデオ・パック・ニッポン

２５分

学校保健研究サークル
「さくら草」(埼玉県)
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29

　「はてな？で学ぶ保健指導」
　むし歯の予防

「人はどうして、むし歯になるの？」「むし歯
をつくるのは、どんな虫？」むし歯をめぐっ
ては、はてな？と不思議がいっぱいです。
むし歯を予防するには、どうすればよいの
か。数々の興味深いクイズや実際の改善
事例をとおして、＜むし歯予防の科学＞
に迫ります。

30

　「はてな？で学ぶ保健指導」
　かぜ・インフルエンザの予防

「どうして冬になると、かぜが流行するのだ
ろう？」数々の興味深いクイズや印象的な
実験映像・CGをとおしてかぜ・インフルエ
ンザの予防をめぐる＜体内ワールド＞を
探検学習しよう！

31

　健康なこころとからだ
　２．生活環境と病気の予防

１．新鮮な空気を吸おう！
　・換気のすすめ
　・正しい呼吸法とは？
　・複式呼吸の方法

２．目に見えない病原体を退治せよ！
　・これでもきみは手を洗わない？
　・手についたばい菌を洗いおとせ！
　・もしも歯がなかったら
　・むし歯にならない歯みがきのしかた


