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わたしたちのからだと健康 第3版（動画版）全10巻 

生涯を通じて健康に過ごすことは、若いときから健康について考えて
いく必要があります。この番組は、自らの健康を積極的に維持・増進
しようとする意思決定や行動の選択ができるように、健康に関連する
10のテーマについてCGや映像によってわかりやすく解説し、健康に
ついて問題解決する力を養います。保健体育の講義や授業、自己学
習に是非ご活用ください。 

Vol. タイトル 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 

■わたしたちのからだと健康 第3版  前編5巻  - ¥154,000 ¥308,000 1028203337 

1 運動と健康 （36分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203338 

2 睡眠と健康 （35分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203339 

3 食事と健康 （42分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203340 

4 喫煙・飲酒・薬物乱用 （48分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1028203341 

5 感染症とその予防 （37分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203342 

■わたしたちのからだと健康 第3版  後編5巻  - ¥154,000 ¥308,000 1028203343 

6 応急手当 （42分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203344 

7 こころとからだの健康 （35分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203345 

8 性のしくみ、妊娠・出産 （40分） 2020 ¥30,800 ¥61,600 1028203346 

9 生活習慣病とその予防～生涯にわたる健康づくり～ （41分） 2019 ¥30,800 ¥61,600 1028203347 

10 環境・生活と健康～健康な生活を送るために～ （47分） 2020 ¥30,800 ¥61,600 1028203348 

企画協力：小澤 治夫（静岡産業大学 副学長／経営学部 教授）  
野井 真吾（日本体育大学 体育学部 教授） 岡崎 勝博（東海大学 体育学部 教授） 

健 康 

全10巻 
セット価格 

同時1アクセス(本体)： ¥ 308,000 

同時3アクセス(本体)： ¥ 616,000 

商品コード： 1028203336 

http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160
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健 康 

全8巻セット 価格 
同時1アクセス(本体)： ¥ 246,400 
同時3アクセス(本体)： ¥ 492,800 

商品コード： 1027840841 

生命の科学 第2版（動画版）全8巻 

「ヒトはどのような生体機能を発揮しているのか」「どのように生命を維持し、
外敵から身を守っているのか」。本シリーズでは3Dを含めた最新のアニメー
ションと豊富な資料写真を駆使して、ヒトに関わる生命現象をよりわかりやす
くていねいに解説していきます。 

Vol. タイトル 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 

1 ヒトとは 身体を構成するもの （40分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840842 

2 ヒトとは 外部情報の獲得と精神機能 （32分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840843 

3 ヒトとは 随意運動のしくみ （34分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840844 

4 ヒトとは 生命を継ぐ （43分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840845 

5 生命の維持システム血液循環の機能 （44分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840846 

6 生命の維持システム栄養の摂取と利用 （39分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840847 

7 人体の防御システム内部環境の維持 （41分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840848 

8 人体の防御システム防御のしくみ （42分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840849 

原案監修：高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

目で見る子どもの保健（動画版）全9巻 

Vol. タイトル 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 

■目で見る子どもの保健 成長・発達編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1027840933 

1 成長（発育）・発達と保健 （39分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840934 

2 健康と保健活動 （44分）  2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840935 

■目で見る子どもの保健 病気編 全4巻 - ¥123,200 ¥246,400 1027840936 

1 先天異常 （34分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840937 

2 感染症 （40分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840938 

3 免疫とアレルギー疾患 （34分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840939 

4 慢性疾患 （33分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840940 

■目で見る子どもの保健 予防・対応編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1027840941 

1 健康状態の把握と保育 （31分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840942 

2 保育環境と衛生・安全管理 （44分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840943 

■目で見る子どもの保健 精神保健編 全1巻 - - - - 

1 健やかな発達と精神保健 （37分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840944 

「子どもの保健」の目標は、子どもの身体と心の健康を支え、子ども自身が本
来持っている力や可能性を伸ばしていけるようにすることです。このシリーズは
子どもの成長・発達や健康を守る保健活動、乳幼児にみられるさまざまな病気、
そしてその予防や対応、心の健康や問題など、子どもの健康の維持増進に必
要な知識を実際の映像やCGでわかりやすく解説しています。 

全9巻セット 価格 
同時1アクセス(本体)： ¥ 277,200 
同時3アクセス(本体)： ¥ 554,400 

商品コード： 1027840932 

原案監修：加藤 忠明（元国立成育医療研究センター 成育政策科学研究部長）ほか 
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