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2020年 新規配信タイトル
ハイウェイで まさか！ 高速道路に潜む危険
監修

星 忠道

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2018

商品コード

1030937038

日本交通安全教育普及協会推薦／教育映像祭優秀作品賞。高速道路では、突然のパンク、逆走
車やいないはずの歩行者との遭遇など、予想もしない事態によって重大な事故が起こることがありま
す。本作品では、模範ドライバーが高速道路を走行する上で常に心がけている安全運転のポイント
を、図解や実験映像なども織りまぜてわかりやすく示します。運転者が初心にかえり、高速道路での
事故防止に努めていただくことを企図しました。（約19分）

安全運転のための条件 危険予測で事故を防ぐ
監修

髙木 裕己

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2018

商品コード

1030937039

全日本交通安全協会推薦。車の運転で最も重要なことは、「安全に運転する」ということです。そのた
めには、様々な交通場面において「どのような危険があるのか」「次に何が起こるのか」「対歩行者、対
自転車は、どのような行動をとるのか」といった危険要因を予測し、的確に回避することが必要です。
本作品では、様々な交通場面の事故事例を検証し、危険予測と回避の方法を具体的にわかりやすく
描き、事故防止を強く訴えます。（約20分）

自分の運転のここが危ない！
高齢ドライバー 安全運転のポイント（高齢ドライバー教育シリーズ）
監修

太田 博雄・奥山 祐輔

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2018

商品コード

1030937040

日本交通安全教育普及協会推薦／科学技術映像祭部門優秀賞。近年高齢ドライバーによる交通
事故が頻繁に取り上げられています。本作品は、安全運転を継続するためのヒントを、自動車学校で
の実験や模擬講習、路上での高齢ドライバーの走行などで描きます。更に高齢ドライバーにありがち
な過信と有効視野の問題に焦点を当て、これからも運転を続けたいと考える高齢ドライバーの皆さん
へ安全運転のための一つのあり方を示します。（約20分）
● 表示価格は税抜きです。

● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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Maruzen eBook Library は、学術・研究機関のための学術情報に特化した電子書籍をご提供する丸善雄松堂オリジナルのプラットフォームです

2020年 新規配信タイトル
いじめ「考え、議論する道徳」 小学校の児童・教職員向け
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

藤川 大祐
¥92,950
2018

同時3アクセス（本体）

¥143,000

商品コード

1030937049

■第1話 ふざけただけだよ＋解説 ■第2話 散らかったつくえ＋解説 ／ 『いじめ「考え、議論する
道徳」シリーズ』の小学校の児童・教職員向け作品。いじめに関する２つの映像作品が収録されてい
る道徳教材。１話ごとに、児童が視聴する「ドラマ」部分、教職員が視聴する「解説」部分で構成されて
おり、選択視聴が可能です。「解説」では、それぞれ専門家がどの点に着目し、どのように注意を向け
るべきかをわかりやすく解説します。（ドラマのみ字幕版も収録。）（約9分/約8分）

いじめ「考え、議論する道徳」 中学校の生徒・教職員向け
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

藤川 大祐
¥92,950
2018

同時3アクセス（本体）

¥143,000

商品コード

1030937050

■第1話 SNSで本音トーク＋解説 ■第2話 教室に来るかな？＋解説 ／ 『いじめ「考え、議論する
道徳」シリーズ』の中学校の生徒・教職員向け作品。いじめに関する２つの映像作品が収録されている
道徳教材。１話ごとに、生徒が視聴する「ドラマ」、教職員が視聴する「解説」で構成されており、選択視
聴が可能です。「解説」では、それぞれ専門家がどの点に着目し、どのように注意を向けるべきかをわ
かりやすく解説します。（ドラマのみ字幕版も収録。）（約12分/約9分）

いじめ「考え、議論する道徳」 教職員向け
監修

藤川 大祐

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2018

商品コード

1030937051

■「いじめ」を正確に把握する 小学生編＋解説 ■「いじめ」を正確に把握する 中学生編＋解説
／ 『いじめ「考え、議論する道徳」シリーズ』の教職員向け作品。「小学生編」「中学生編」として１話ず
つ、いじめに関する作品が収録されている道徳教材。１話ごとに“こんな場合はどうする？”と考えな
がら視聴する「ドラマ」、その答えのヒントとなる「解説」で構成され、選択視聴が可能です。「解説」で
は、それぞれ専門家がどの点に着目し、どのように注意を向けるべきか、わかりやすく解説します。
（ドラマのみ字幕版も収録。）（約7分/約14分）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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2020年 新規配信タイトル
日常に潜むDV（暴力） ―ドメスティック・バイオレンスから身を守る方法―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

小早川 明子・島田 貴仁
¥92,950
2015

同時3アクセス（本体）
商品コード

¥143,000
1030937055

日本市民安全学会推薦／文部科学省選定。ＤＶ（ドメスティック・バイオレンス）の被害件数は、年々増加傾向にあります。本
作品では、ＤＶ被害の実態と、実際に被害を受けたときに自身で何ができるのか、警察や専門機関などからどのような支援を
受けられるのかを詳しく紹介しています。現在被害を受けている人、将来被害を被るかもしれない人に向けて、問題解決のた
めのヒントを提供する内容となっています。（約19分）

見過ごしてしまった危険 ―ストーカー対策のポイント―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

小早川 明子・島田 貴仁
¥92,950
2015

同時3アクセス（本体）
商品コード

¥143,000
1030937056

日本市民安全学会推薦／文部科学省選定。ストーカーの被害件数は年々増加傾向にあります。本作品では、ストーカー被
害の実態と、実際に被害を受けたときに自身で何ができるのか、警察や専門機関などからどのような支援を受けられるのかを
詳しく紹介しています。現在被害を受けている人、将来被害を被るかもしれない人に向けて、問題解決のためのヒントを提供
する内容となっています。（約23分）

どうして盗まれる？個人情報 ―ネット・トラブルに巻き込まれない秘訣―
監修

吉岡 良平
¥92,950
2017

同時1アクセス（本体）
制作年

同時3アクセス（本体）
商品コード

¥143,000
1030937058

文部科学省選定／教育映像祭優秀作品賞。最近、インターネットの個人情報をめぐるトラブルが絶えません。ＩＤ・パスワード
が他人に知られてしまうと、自分になりすました他人が、パソコンの中の情報を盗み出すことは容易にできてしまいます。本作
品では、一般の方向けに、個人情報の知識、漏洩の詳細と被害、その予防法・対処法について、わかりやすく説明します。
（約24分）

あなたのそばに危険が…テロから身を守る心がまえ
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

神保 謙・板橋 功
¥92,950
2018

同時3アクセス（本体）
商品コード

¥143,000
1030937059

警察政策学会市民生活と地域の安全創造研究部会推薦。不特定多数の人々が利用する施設を狙ったテロが世界各地で発
生し、多くの命が奪われています。我が国にとっても、テロ対策は避けては通れない重要な課題です。本作品は一般の方向
けに、テロに対する知識・予防法・対処法を解説していきます。様々なテロの実態と特徴、予防するための心がけとポイント、
万一遭遇してしまったときに、生き延びるための対処法について紹介します。（約24分）

SNSに潜む危険 ―書き込む内容・載せる動画―
監修

吉岡 良平
¥92,950
2018

同時1アクセス（本体）
制作年

同時3アクセス（本体）
商品コード

¥143,000
1030937060

文部科学省選定。インターネットには、便利で楽しい反面、使い方を間違えると深刻なトラブルに直面することもあります。本
作品では、中高生が直面する主なネットのトラブルの実態を紹介し、トラブルを避けるために注意するポイントを解説します。
さらに、万一トラブルになってしまった場合の対処法についても紹介します。ネットの安全について今一度考え、学んでいく
きっかけとなることを目指します。（約22分）

SNSの危険から子どもを守る ―親子でしっかり安全対策―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

吉岡 良平
¥92,950
2018

同時3アクセス（本体）
商品コード

¥143,000
1030937061

インターネットには、便利で楽しい反面、使い方を間違えると深刻なトラブルに直面することもあります。本作品では、保護者
の方向けに、子どもが直面する主なネットのトラブルの実態を紹介し、トラブルを避けるために注意すべきポイントを解説しま
す。さらに、万一トラブルになってしまった場合の対処法についても紹介します。ネットの安全について今一度考え、学んで
いくきっかけとなることを目指します。（約21分）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

3

2020年11月

2020年 新規配信タイトル
「一気飲み」が死亡事故へ
急性アルコール中毒の危険性
監修

鬼頭 英明・並木 茂夫

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2015

商品コード

1030937057

文部科学省選定。大学生活を送っていた健康な若者が、ある日突然命を失ってしまう。そんな急性
アルコール中毒による悲劇が後を絶ちません。その原因の多くが飲み会での「一気飲み」です。本作
品では、アルコールで酔うとはどういうことなのか解説するとともに、飲酒事故の再現映像や救急医療
の専門医のインタビューをおりまぜて構成。一気飲みの危険性、飲酒事故の恐ろしさを、ナビゲー
ターの案内でわかりやすく解き明かします。（約20分）

受動喫煙も有害です
―タバコの煙の害のない社会環境づくり―
監修

欅田 尚樹・大和 浩・田淵 貴大

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2019

商品コード

1030937076

文部科学省選定。近年、法令の改正などにより「望まない受動喫煙」をなくすことが広く社会に求めら
れています。職場環境においても、職員の健康を守るため、受動喫煙の防止対策が急務となってい
ます。本作品では、“なぜ受動喫煙が危険なのか” “なぜ完全禁煙が求められるのか”に焦点をあて、
実験をまじえた映像で探り、全ての人の受動喫煙防止には、職場や公共の場の完全禁煙が最善で
唯一の方法であることを実証していきます。（約22分）

赤ちゃんの成長に影響します！
―タバコの煙で起こる健康被害―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

纐纈 朋弥・大和 浩・欅田 尚樹・田淵 貴大
¥92,950
2019

同時3アクセス（本体）

¥143,000

商品コード

1030937077

文部科学省選定。妊娠中や乳幼児の子育て期間、母親やパートナー、家族の喫煙は、胎児や乳幼
児の健康を損なうリスクが高まります。時として乳幼児突然死症候群（ＳＩＤＳ）のような重篤な疾病で
命まで奪うこともあります。本作品は、妊産婦の方や乳幼児のいる家庭向けに、各種データや実験映
像をまじえ、妊産婦の喫煙、家庭での受動喫煙の危険性を描きます。そして、妊産婦は勿論、パート
ナーや家族の禁煙を強く訴えかけます。（約24分）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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2020年 新規配信タイトル
「やさしく」の意味 ―おばあちゃんは認知症だった―
監修

髙木 裕己

同時1アクセス（本体）

¥107,250

同時3アクセス（本体）

¥165,000

制作年

2019

商品コード

1030937052

文部科学省選定。認知症という言葉は知っていても、症状や接し方について正しく理解できておらず、
戸惑う人が多いのが現状です。本作品は、敦賀市で開催された認知症に関する作文コンテストで最優
秀作品に選ばれた小学４年生（当時）の作文を脚色し、ドラマ形式の教育映画にしたものです。認知
症患者とその家族、そして私たち一人一人が安心して暮らしていくために、できる工夫とは何かを示唆
します。（約33分）

長寿の鍵は食にあり 食事のケア 最前線
監修

中村 育子

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2016

商品コード

1030937070

高齢者が健康でいるためには、バランスのとれた食事が不可欠です。しかし、高齢期に摂食機能が低
下することで、食べる量が減って栄養不足になり、感染症にかかりやすくなり、体力の低下を招くという
悪循環に陥りかねません。本作品は、介護従事者向けに、エネルギーや栄養素を無理なく摂るために
食べやすくする調理の工夫や食事介助、口腔ケア、さらに新たに始まったミールラウンド（食事観察）
などを具体的に紹介します。（約20分）

防げるか？認知症 ―注目される食の力―
監修

中村 育子

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2016

商品コード

1030937071

高齢者が健康でいるためには、バランスのとれた食事が不可欠です。そして、認知症の予防や発症後
の進行を遅らせることにも、“食の力”が注目されてきています。本作品は、介護従事者（看護士、管理
栄養士、介護士）向けに、「認知症を予防する食事の献立例」「認知症の進行を遅らせる食品群、調理
例」を紹介。また、認知症患者に対する食事介助の方法を、専門家のアドバイスをまじえて紹介します。
（約18分）

何をしたか、思い出せない ―認知症をよく知り、早めの備えを―
監修

玉井 顯

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2018

商品コード

1030937075

文部科学省選定。認知症という言葉自体は広く知られていても、その多くは正しく理解されていないの
が現状です。さらに、早期に診断・治療を行って病気の進行を遅くできることも、あまり周知されていませ
ん。そこで本作品では、認知症について広く詳しく学ぶ基礎知識編として、「認知症の症状と早期発見
の仕方、その予防について」という点に着目し、実例を基に、わかりやすく解説していきます。（約20分）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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2020年 新規配信タイトル
歯周病菌が身体を蝕む ―対策は歯みがきと生活習慣改善―
監修
同時1アクセス（本体）

田口 正博
¥92,950
2014

制作年

同時3アクセス（本体）

¥143,000

商品コード

1030937065

歯周病は日本人の半数、３０歳以上の８０％がかかっているといわれています。最近の研究では、歯周
病は口の中の問題だけではなく、全身の病気（動脈硬化、心筋梗塞など）にも深く関わっていることが
わかってきました。そこで本作品は、一般の方向けに、全身を静かに蝕む歯周病とはどのようなものか、
歯周病の予防と対策をわかりやすく描き、毎日の歯みがきと生活習慣の改善が、全身の健康にもつな
がることを強く訴えます。（約15分）

歯周病菌は赤ちゃんにもうつる ―女性と歯周病対策―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

田口 正博
¥92,950
2014

同時3アクセス（本体）

¥143,000

商品コード

1030937066

歯周病は日本人の半数、３０歳以上の８０％がかかっているといわれています。最近の研究では、歯周
病は全身の病気にも深く関係していることがわかってきました。特に女性は、歯周病菌と女性ホルモン
が密接に関わっているため、注意が必要です。そこで本作品は、中学生以上の女性向けに、女性ホ
ルモンと歯周病の関係を描きながら、セルフケアとプロフェッショナルケアで、早期に歯周病予防・改
善に取り組む大切さを訴えます。（約14分）

月経のしくみと身体の変化 ―不安なことは？気になることは？―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

性と健康を考える女性専門家の会
¥78,650
2015

同時3アクセス（本体）

¥121,000

商品コード

1030937067

日本助産師会推薦／日本産婦人科医会推薦／厚生労働省社会保障審議会推薦。月経は個人差が
あるものですが、月経周期や経血量が少し変化したりすると、「自分は異常なのではないか」と大きな
不安を抱える女性が少なくありません。本作品は、苦痛を和らげる方法や、経血量や月経周期の正常
範囲を正しく知った上で見逃してはいけない変化とは何かを示すことで、女性が月経とうまく付き合い
朗らかに暮らせることをねらいとしています。（約21分）

あなたの更年期 どう過ごす？ ―身体のメンテナンスを考える―
監修
同時1アクセス（本体）
制作年

性と健康を考える女性専門家の会
¥78,650
2015

同時3アクセス（本体）

¥121,000

商品コード

1030937068

日本産科婦人科学会推薦／日本助産師会推薦／日本産婦人科医会推薦／文部科学省選定／教
育映像祭優秀作品賞。現代では、責任の大きな仕事を任されながら、更年期による症状に苦しむ女
性が大変増えています。本作品は、女性ホルモンの減少が更年期障害につながる仕組みを紹介し、
更年期障害のやり過ごし方や、やり過ごせないほどのつらい症状には、病院での有効な治療法がある
ことを伝えます。（約23分）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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2020年 新規配信タイトル
こんにちは 金泰九さん ―ハンセン病問題から学んだこと―
監修

髙木 裕己

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2015

商品コード

1030937047

厚生労働省推薦／日本財団推薦／笹川記念保健協力財団推薦／文部科学省選定／映文連ア
ワード企画奨励賞／国際人権映画祭（インドネシア）金賞他、海外映画祭で多数受賞。長島愛生園
で暮らすハンセン病患者と交流を続ける女子中学生が書いた作文（中学生人権作文コンテスト法務
大臣賞受賞）を映像化し、かつてハンセン病を患った人たちや、ご家族への人権侵害の歴史を二度
と繰り返さないように強く訴えかけていくものです。（約25分）

涙に浮かぶ記憶 戦争を次世代へ伝えて
監修

髙木 裕己

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2017

商品コード

1030937048

教育映像祭優秀作品賞／スポットライト・ドキュメンタリー映画賞（アメリカ）銀賞／マインドフィールド
映画祭（アメリカ）プラチナ賞他、海外映画祭で多数受賞。中学生人権作文コンテストで法務大臣賞
を受賞した作文「戦争を次世代へ伝えて」を映画化。「なぜ日本は戦争を止められなかったのか？」
その疑問を中学生３年生の女の子が、戦争体験者の曽祖父から聞き出しながら戦争への拡大の足
跡を資料映像で辿っていくものです。（約28分）

異常気象 地球で今、何が…
地球温暖化対策を考える
監修

塩竈 秀夫・山野 博哉

同時1アクセス（本体）

¥92,950

同時3アクセス（本体）

¥143,000

制作年

2016

商品コード

1030937062

文部科学省選定。地球温暖化は、異常気象や生態系の変化など、様々な異変をもたらしています。原
因として考えられているのが、化石燃料の大量消費による二酸化炭素の排出量の増加です。本作品で
は、温暖化がもたらす影響とメカニズムを解説し、環境問題の先進国や国内の団体の活動事例を紹介
しながら、自分たちに何ができるか、何をなさねばならないかを考えるヒントを提供します。（約21分）

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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好評配信中タイトル
タイトル （収録時間）

監修

制作年

同時1アクセス
(本体)

同時3アクセス
(本体)

商品コード

個性なの？障害なの？―早く知っておきたい発達障害― 【動画】 （※）
（約18分）

藤堂 栄子

2019

¥92,950

¥143,000

1030937053

発達障害の対処法 ―当事者からのメッセージ― 【動画】 （※）（約23分）

藤堂 栄子

2019

¥92,950

¥143,000

1030937054

無関心ではいけない！障害者の人権 ―障害者差別解消法を理解する―
長瀬 修
改訂版 【動画】 （※）（約25分）

2016

¥92,950

¥143,000

1030937046

障害者は困っています! 1
―合理的配慮へのポイント―【動画】 （※）（約20分）

長瀬 修

2017

¥92,950

¥143,000

1029835232

障害者は困っています! 2
―合理的配慮へのポイント―【動画】 （※）（約20分）

長瀬 修

2017

¥92,950

¥143,000

1029835233

合理的配慮の実践法
―障害のある者、ない者が共に学ぶ―【動画】 （※）（約20分）

藤堂 栄子

2016

¥92,950

¥143,000

1029835231

キャリアデザインできてますか! ―将来、自分を役立てる秘訣―【動画】
（大学生向け・就職成功の秘訣シリーズ 1）（約25分）

加賀 博

2016

¥50,050

¥77,000

1029835240

面接マナーをマスターしてますか! ―面接官に好印象を与える秘訣―【動画】
（大学生向け・就職成功の秘訣シリーズ 2）（約26分）

加賀 博

2016

¥50,050

¥77,000

1029835241

自己プレゼン力に自信はありますか! ―面接官を説得する秘訣―【動画】
（大学生向け・就職成功の秘訣シリーズ 3）（約24分）

加賀 博

2016

¥50,050

¥77,000

1029835242

個人面接(場面指導を含む) 【動画】（教員採用試験） （※）（約40分）

-

2013

¥50,050

¥77,000

1029835234

集団面接(模擬授業を含む) 【動画】（教員採用試験） （※）（約38分）

-

2013

¥50,050

¥77,000

1029835235

集団討論 【動画】（教員採用試験） （※）（約35分）

-

2013

¥50,050

¥77,000

1029835236

面接前の準備のポイント 【動画】
高野 安弘
（留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ 第１巻） （※）（約22分）

2013

¥54,340

¥83,600

1029835237

面接の基本ポイント 【動画】
高野 安弘
（留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ 第２巻） （※）（約21分）

2013

¥54,340

¥83,600

1029835238

自己プレゼンテーションのポイント 【動画】
高野 安弘
（留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ 第３巻） （※）（約20分）

2013

¥54,340

¥83,600

1029835239

スポーツ事故を防ぐ 今日も熱中症ゼロへ！ 【動画】 （※）（約20分）

戸田 芳雄

2017

¥92,950

¥143,000

1030937074

スポーツ事故を防ぐ どう守る 頭部・頚部外傷 【動画】 （※）（約21分）

戸田 芳雄

2016

¥92,950

¥143,000

1030937072

スポーツ事故を防ぐ なくそう！突然死 【動画】 （※）（約20分）

戸田 芳雄

2016

¥92,950

¥143,000

1030937073

災害の備え・点検を！ 【動画】
（熊本・大阪北部大地震から学ぶ） （※）（約23分）

公益財団法人
市民防災研究所

2018

¥92,950

¥143,000

1030937042

グラッときたら、身を守る方法 【動画】
（熊本・大阪北部大地震から学ぶ） （※）（約22分）

公益財団法人
市民防災研究所

2018

¥92,950

¥143,000

1030937043

避難生活の心がまえ 【動画】
（熊本・大阪北部大地震から学ぶ） （※）（約24分）

公益財団法人
市民防災研究所

2018

¥92,950

¥143,000

1030937044

助ける、助かる 検証 西日本豪雨 【動画】 （※）（約22分）

片田 敏孝

2019

¥92,950

¥143,000

1030937045

熊本地震・連続震度7 内陸の浅い地震の怖さ 【動画】 （※）（約23分）

平田 直

2018

¥92,950

¥143,000

1030937041

救命に必要です！ 心肺蘇生法とAEDの使用法
〈ガイドライン2010対応〉 【動画】 （※）（約22分）

原口 義座

2014

¥78,650

¥121,000

1030937063

いざというときの応急手当 ―災害・事故・急病から命を救う―
〈ガイドライン2010対応〉 【動画】 （※）（約19分/約23分）

原口 義座

2014

¥92,950

¥143,000

1030937064

突然、高熱が…感染拡大 ―その症状と予防策― 【動画】 （※）（約25分）

砂川 富正・多屋 馨子・
髙崎 智彦

2016

¥92,950

¥143,000

1030937069

最期の願い ―どうする自宅での看取り―【動画】 （※）（約26分）

髙木 裕己

2013

¥92,950

¥143,000

1029835230

● 表示価格は税抜きです。 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

2020年11月

丸善雄松堂株式会社学術情報ソリューション事業部 Maruzen eBook Library 担当
Tel：03-6367-6008 Fax:03-6367-6184 e-mail:ebook-i@maruzen.co.jp
営業時間：9：00 ～ 17：30（土・日・祝日、年末年始を除く）

8

