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視聴覚教材や動画付き書籍の動画を閲覧できます！ 

Maruzen eBook Library 
から各機関へ配信 

 Maruzen eBook Libraryからの 
動画の閲覧が可能に！ 

動画コンテンツの配信を開始しました！ 

映像メディア 

動画付き書籍 

※動画の印刷・ダウンロードは出来ません 

ご好評！ 
新規コンテンツが 
続々リリース！ 
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「視聴」ボタンを押して 
動画を見よう! 

ブラウザで 
動画スタート! 

再生したい動画を 
選んでクリック! 

動画のみのタイトルは「閲覧」ボタンが 
表示されず、「視聴」のみとなります。 
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Maruzen eBook Library 
動画コンテンツの再生方法 

  



スマホで 
簡単に視聴! 

「視聴」ボタンを押して 
動画を見よう! 

Maruzen eBook Library 
動画コンテンツは、スマホでも 

ご覧いただけます！ 



● 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6月 

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 神経系I 中枢神経、高次機能、運動系 （41分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203203 

2 神経系II 末梢神経、感覚系 （38分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203204 

3 循環系I 心臓 （42分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203205 

4 循環系II 血管、リンパ管 （32分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203206 

5 血液 （37分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203207 

6 呼吸 （40分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203208 

7 自律神経・内分泌 （38分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203209 

8 運動系I 総論 （33分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203210 

9 運動系II 上肢、下肢 （34分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203211 

10 消化系I 口、消化管 （38分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203212 

11 消化系II 肝臓・胆嚢・膵臓、代謝 （36分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203213 

12 腎・尿路 （37分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203214 

13 生殖 （47分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203215 

14 免疫 （45分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203216 

15 細胞・遺伝子 （43分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203217 

目で見る解剖と生理 第2版（動画版）全15巻 

ご好評をいただいた『目で見る解剖と生理』を大幅にリニューアルしまし
た！ヒトの身体について学ぶ全ての方が、その構造や機能に興味を持
つきっかけとなり、楽しく理解できるように、CGアニメーションやデータ
を豊富に加えた番組です。講義やミーティングに幅広くご活用ください。 

医 学 

総監修：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 
資料協力：山本 正二／下総 良太／堀越 琢郎（千葉大学大学院 医学研究院【放射線医学】） 

全15巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 528,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,056,000 

商品コード 1028203202 

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


● 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。 

 
 

目で見る医学の基礎 第2版（動画版）全13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 

1 細胞と組織 （47分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203237 

2 神経系 （47分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203238 

3 循環器系 （49分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203239 

4 呼吸器系 （46分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203240 

5 骨格・筋肉系 （41分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203241 

6 消化器系 （44分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203242 

7 泌尿器系 （35分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203243 

8 生殖器系 （49分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203244 

9 内分泌系 （39分） 2006 ¥35,200 ¥70,400 1028203245 

10 血液 （42分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203246 

11 皮膚・感覚器系 （38分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203247 

12 感染 （40分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203248 

13 免疫系 （40分） 2007 ¥35,200 ¥70,400 1028203249 

『目で見る医学の基礎 第2版』はベストセラーシリーズを全13巻で完全リ
ニューアルしました!!チーム医療スタッフに必要な解剖・生理・病態のベー
シックな知識を器官系別に、映像とCGアニメーションによって、よりわかりや
すく解説！医学概論用としての講義やミーティングにぜひご活用ください！ 

目で見る病気 第2版（動画版）全15巻 

待望の『目で見る病気 第２版』、完全リニューアル版！！豊富な病理形態像データを中心に、臨床像やCG・アニ
メーションを駆使し、より動きのある映像表現を実現！！最近のトピックスに加え、ていねいでわかりやすい映像
構成と解説による“病気のしくみ”教材決定版！ 

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 病気の原因 （43分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203220 

2 病気と遺伝子 （48分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203221 

3 循環器の疾患 （41分） 2002 ¥35,200 ¥70,400 1028203222 

4 脳血管障害 （32分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203223 

5 呼吸器の疾患 （45分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203224 

6 消化器の疾患 （38分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203225 

7 肝・胆・膵の疾患 （35分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203226 

8 泌尿器の疾患 （33分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203227 

9 生殖器の疾患 （40分） 2004 ¥35,200 ¥70,400 1028203228 

10 内分泌・代謝疾患 （40分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203229 

11 血液の疾患 （39分） 2003 ¥35,200 ¥70,400 1028203230 

12 免疫疾患 （37分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203231 

13 がん 総説 （37分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203232 

14 
がん 特異性皮膚・脳・骨軟部腫瘍
を中心として （42分） 

2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203233 

15 感染症 （44分） 2005 ¥35,200 ¥70,400 1028203234 

全15巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 528,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,056,000 

商品コード 1028203219 

全13巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 457,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 915,200 

商品コード 1028203236 

医 学 
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企画協力：坂井 建雄（順天堂大学 医学部 教授【解剖学・生体構造科学】） 

総監修：小田島 粛夫（前 金沢医科大学 理事長） 三俣 昌子（日本大学 医学部 循環器内科 客員教授） 
企画・資料協力：谷野 幹夫（前 金沢医科大学 第1 病理学 教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

病気の基礎知識 
病気の成因・病態と治療（動画版）全10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 

1 循環の領域 （53分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203136 

2 血液の領域 （46分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203137 

3 呼吸の領域 （62分） 2008 ¥35,200 ¥70,400 1028203138 

4 消化の領域 （47分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203139 

5 代謝の領域 （47分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203140 

6 腎・泌尿器の領域 （48分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203141 

7 運動・神経の領域 （58分） 2009 ¥35,200 ¥70,400 1028203142 

8 精神の領域 （47分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203143 

9 免疫の領域 （57分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203144 

10 悪性新生物の領域 （46分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203145 

医学、薬学、歯学、看護学をはじめ医療分野を学ぶ学生にとって、こ
れだけは知っておきたい病気を、10の領域に各々4～6疾患を取り上
げ、8分から12分にまとめた映像データベースです。 

目で見る生化学入門 第3版（動画版）全5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 

1 生命を構成するもの （28分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1028203096 

2 生体エネルギー（Ⅰ） （26分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1028203097 

3 生体エネルギー（Ⅱ） （33分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203098 

4 生体機能とタンパク質 （27分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203099 

5 
生命の継続 
 -遺伝情報の発現- （23分） 

2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203100 

生化学を学ぶ上で必要な基礎知識を新たに盛り込み、初学者にも分
かりやすいよう解説した完全リニューアル版です！資料写真を一新す
るとともに、3Dを含めた最新のCGアニメーションを駆使して、実体とし
てイメージの掴みにくい複雑な生命現象を丁寧に解説していきます。
生化学概論の決定版として、医学部、看護学部、栄養学部、保健衛
生学部などで学ぶ方々に幅広くご活用いただけます。 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 176,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 352,000 

商品コード 1028203095 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203135 

医 学 
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監修：山崎 純一（東邦大学 名誉教授）ほか 

原案監修：岡野 栄之（慶應義塾大学 医学部 生理学教室 教授） 
末松 誠（慶應義塾大学 医学部 医化学教室 客員教授） 高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

目で見る薬理学入門 第3版（動画版）全12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 

1 心疾患の治療薬 （43分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840852 

2 高血圧・他の治療薬 （44分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840853 

3 血液系疾患の治療薬 （43分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840854 

4 呼吸器系疾患の治療薬 （43分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840855 

5 消化器系疾患の治療薬 （44分）  2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840856 

6 代謝性疾患の治療薬 （52分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840857 

7 炎症と免疫性疾患の治療薬 （44分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840858 

8 感染症の治療薬 （48分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840859 

9 悪性腫瘍の治療薬 （42分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1027840860 

10 中枢神経作用薬 I （34分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1027840861 

11 中枢神経作用薬 II （30分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1027840862 

12 中枢神経作用薬 III （28分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1027840863 

近年、特定の生体分子に作用するよう設計された分子標的治療薬が世界中で開発され、最先端のバイオテクノロ
ジー技術で作製される生物学的製剤が数多く登場しています。そうした最新の薬を含め、日常診療でよく処方される
薬を完全アップデート！“疾病と治療薬”という視点をベースに、薬効・薬理、作用機序などを、さらにわかりやすくてい
ねいに解説した最新リニューアル版です！！ 医学・薬学・歯学・看護学など医療に携わる方々必見！ 

目で見る微生物学（動画版）全7巻 

さまざまな感染症が猛威をふるう今日、その原因である微生物の知識がます
ます重要になっています。このシリーズでは細菌、ウイルス、真菌に焦点を当
て、微生物の基礎知識や応用微生物学を踏まえた上で、感染症と原因微生
物、感染症治療や生体防御について詳しく解説します。医学や看護など医療
に携わる方々、そして広く生命科学に携わる方々もぜひご活用ください。 

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 

1 微生物学総論 （29分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203103 

2 細菌の代謝・遺伝学 （34分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203104 

3 応用微生物学 （33分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203105 

4 感染免疫 （43分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203106 

5 細菌感染症 （41分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203107 

6 ウイルス感染症 （45分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203108 

7 感染症の治療と対策 （40分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203109 

全7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 1028203102 

全12巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 422,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 844,800 

商品コード 1027840851 

医 学 
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原案監修：山崎 純一（東邦大学 名誉教授） 原案協力：高原 章（東邦大学 薬学部 薬物治療学 教授）ほか 

原案監修：水之江 義充（東京慈恵会医科大学 細菌学 教授）ほか 

2020年6月 



● 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。 

 
 

医師国家試験にチャレンジ!ビジュアルで学ぶCaseStudy（動画版）全3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 

1 循環器 （33分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1029452526 

2 呼吸器 （38分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1029452527 

3 腎・泌尿器 （36分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1029452528 

医師国家試験の症例問題を参考に診療の様子を映像化しています。

「医療面接」「臨床診断（確定診断）」「解説」という構成となっており、

「医療面接」では、患者の主訴や症状、病歴などから疾患を鑑別し、

必要な検査について考えます。「臨床診断」では、検査データ、画像な

どから確定診断を考えます。また、監修の橋本先生による解説で学

習者の理解がより深まります。 

目で見る臨床検査 第2版（動画版）全10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 

1 一般検査 （34分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203112 

2 血液学検査 （45分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203113 

3 血液生化学検査 （41分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203114 

4 代謝・内分泌検査 （46分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203115 

5 臓器機能検査 （38分）  2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203116 

6 微生物学検査 （45分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203117 

7 免疫血清検査 （46分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203118 

8 病理検査 （37分） 2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203119 

9 生理機能検査I （35分）  2010 ¥35,200 ¥70,400 1028203120 

10 生理機能検査II （50分） 2011 ¥35,200 ¥70,400 1028203121 

『目で見る新しい臨床検査』が生まれ変わりました！複雑な検査の原
理や検査方法、そして検査結果が示す臨床上の意義を、豊富な資料
映像と画像に加え、CGを駆使してシンプルでわかりやすく解説してい
ます。 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203111 

全25巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 105,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 211,200 

商品コード 1029452525 

医 学 
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監修：橋本 正良（埼玉医科大学 総合診療内科 教授） 

総監修：猪狩 淳（順天堂大学 名誉教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

臨床診断推論入門（動画版）全10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 

1 総論 （31分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203148 

2 胸痛 （26分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203149 

3 腹痛 （27分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203150 

4 頭痛 （21分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1028203151 

5 呼吸器症状・発熱 （27分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203152 

6 めまい （23分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203153 

7 疲労感 （27分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203154 

8 失神 （28分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203155 

9 呼吸困難 （32分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203156 

10 腰痛 （30分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203157 

医師が臨床現場で的確な診断をするために、豊富な知識と経験に加え、臨床
診断推論能力を身に付けることで素晴らしい効果が期待できます。しかし、日本
の医学教育の現場では、限られた授業数の中で臨床診断推論に時間を割くこ
とが難しく、臨床実習の場における実際の症例で学ばざるを得ないことが少なく
ありません。本シリーズでは、臨床診断推論についてわかりやすく説明し、日常
の診療でよくみられる症例で具体的な臨床診断推論の進め方を紹介します。 

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 精神機能と障害 （43分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1028203124 

2 今日の精神科医療 （37分） 2019 ¥35,200 ¥70,400 1028203125 

3 統合失調症 （43分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1028203126 

4 うつ病、双極性障害 （54分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1028203127 

5 不安症、強迫症 （54分） 2016 ¥35,200 ¥70,400 1028203128 

6 物質依存症 （57分） 2017 ¥35,200 ¥70,400 1028203129 

7 認知症 （57分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203130 

8 児童期の精神障害（発達障害） （54分） 2018 ¥35,200 ¥70,400 1028203131 

9 青年期の精神障害 （59分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1028203132 

10 睡眠障害 （43分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1028203133 

精神医学を学ぶ方へ 
精神疾患・障害の基礎知識（動画版）全10巻 

本シリーズは、医療系（医学、看護）・福祉系（福祉、介護）の学生、臨床心
理士を目指す学生、また、日頃、精神領域を専門とされていないかかりつけ
の医師をはじめ、医療従事者、ヘルスケア産業従事者の方々に精神医学を
わかりやすく解説する番組です。 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203123 

全10巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 352,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 704,000 

商品コード 1028203147 

医 学 
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総監修：岡田 唯男（鉄蕉会 亀田ファミリークリニック館山 院長 / 家庭医診療科千葉大学 臨床教授／聖マリアンナ医科大学 客員教授） 
原案監修：伊藤 彰洋（オアシス愛生クリニック 院長／南イリノイ大学 医学部 臨床准教授） 

原案監修：水野 雅文（東邦大学 医学部 精神神経医学講座 教授）ほか 

2020年6月 



● 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。 

 
 

リハビリテーション医学 第2版（動画版）全20巻 

チーム医療としてのリハビリテーションの実際と、その解剖
学的・生理学的な裏付けを分かりやすく解説します。医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士などの卒前
教育、卒後研修用にご活用ください。 

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 

1 脳卒中（急性期）のリハビリテーション （37分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1027840866 

2 摂食・嚥下障害 （42分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840867 

3 排尿障害 （38分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840868 

4 切断と義肢 （37分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840869 

5 呼吸器のリハビリテーション （46分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840870 

6 脊髄損傷 （47分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840871 

7 神経・筋疾患 （42分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840872 

8 小児の発達障害 （42分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840873 

9 認知症 （42分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840874 

10 失語症 （39分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840875 

11 脳卒中の回復期 （35分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840876 

12 疼痛 （38分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840877 

13 関節リウマチ （40分） 2015 ¥35,200 ¥70,400 1027840878 

14 高次脳機能障害 （32分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840879 

15 心臓のリハビリテーション （40分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840880 

16 小児疾患のリハビリテーション （35分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840881 

17 内部障害のリハビリテーション （40分） 2013 ¥35,200 ¥70,400 1027840882 

18 骨粗鬆症のリハビリテーション （38分） 2012 ¥35,200 ¥70,400 1027840883 

19 運動器のリハビリテーション 1 （36分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840884 

20 運動器のリハビリテーション 2 （46分） 2014 ¥35,200 ¥70,400 1027840885 

全20巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 704,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,408,000 

商品コード 1027840865 

医 学 
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総監修：米本 恭三（東京慈恵会医科大学 名誉教授／首都大学東京 名誉教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

実践！看護技術シリーズ（動画版）全25巻 

このシリーズの基本コンセプトは、基礎と応用を融合させた臨床（実
習）で役立つ看護技術です。看護師が習得すべき基礎看護技術のな
かでも、特に重要な25の技術に焦点を当て、安全で安楽かつ効率的
な実践のための手順やコツ、およびその根拠について丁寧に解説し
ます。是非ご活用下さい。 

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 

■実践！看護技術シリーズ 日常生活の援助技術編 全5巻 - ¥154,000 ¥308,000 1027840888 

1 ベッドメイキング （35分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1027840889 

2 リネン・寝衣の交換 （55分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1027840890 

3 体位変換 （50分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840891 

4 食事の介助 （38分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840892 

5 経管栄養法 （53分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840893 

■実践！看護技術シリーズ 終末期とその後の看護技術編 - ¥61,600 ¥123,200 1027840894 

1 終末期の苦痛と緩和ケア （40分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840895 

2 死後のケア （46分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840896 

■実践！看護技術シリーズ 清潔の援助技術編 全5巻 - ¥154,000 ¥308,000 1027840897 

1 入浴・シャワー浴 （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840898 

2 全身清拭・陰部洗浄 （50分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840899 

3 洗髪 （48分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840900 

4 部分浴（足浴・手浴） （38分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840901 

5 口腔ケア （47分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1027840902 

■実践！看護技術シリーズ 感染予防編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1027840903 

1 スタンダード・プリコーション （46分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840904 

2 消毒・滅菌と無菌操作 （36分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1027840905 

■実践！看護技術シリーズ 排泄の援助技術編 全4巻 - ¥123,200 ¥246,400 1027840906 

1 排尿・排便の援助 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840907 

2 オムツを用いた排泄の援助 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840908 

3 導尿・膀胱留置カテーテル （38分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840909 

4 浣腸・摘便 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840910 

■実践！看護技術シリーズ 診療に係わる技術編 全7巻 - ¥215,600 ¥431,200 1027840911 

1 検査時の看護 Ｉ （52分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840912 

2 検査時の看護 ＩＩ （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840913 

3 与薬 （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840914 

4 注射 （40分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840915 

5 輸液 （41分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840916 

6 持続硬膜外麻酔・持続皮下注入 （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840917 

7 輸血 （34分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840918 

全25巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 770,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 1,540,000 

商品コード 1027840841 

看 護 
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監修：長谷部 佳子（名寄市立大学 保健福祉学部 看護学科 教授） 

2020年6月 
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2020年6月 

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 

■生体のしくみ 第3版（動画版） 前編 全10巻 - ¥ 308,000 ¥ 616,000 1029452513 

1 人間の存在 （29分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452514 

2 細胞からヒトへ （34分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452515 

3 神経系のしくみ1 （32分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452516 

4 神経系のしくみ2 （35分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452517 

5 神経系のしくみ3 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452518 

6 感覚のしくみ （33分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452519 

7 身体運動のしくみ1 （33分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452520 

8 身体運動のしくみ2 （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452521 

9 血液のしくみ （34分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452522 

10 循環のしくみ1 （29分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452523 

■生体のしくみ 第3版（動画版） 後編 全10巻 - ¥308,000  ¥616,000  1030815353 

11 循環のしくみ2 （32分） 2018 ¥30,800  ¥61,600  1029527622 

12 呼吸のしくみ （34分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815344 

13 消化吸収のしくみ1 （32分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815345 

14 消化吸収のしくみ2 （33分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815346 

15 代謝のしくみ （36分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815347 

16 排泄のしくみ （31分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815348 

17 ホルモンのしくみ （33分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815349 

18 ホメオスタシスのしくみ （33分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815350 

19 防御のしくみ （34分） 2020 ¥30,800  ¥61,600  1030815351 

20 生殖のしくみ （32分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030815352 

生体のしくみ 第3版（動画版） 全20巻 

看 護 

原案協力：前川 幸子（甲南女子大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 
監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

完結 
しました! 

「生物学的に人間とはいかなる存
在なのか（常態）」をテーマに、複
雑な側面をもつ人間の身体を解
き明かします。看護やリハビリ
テーション、介護福祉など、人間
の身体に関わる仕事を目指す人
すべてに求められる解剖生理の
基礎知識を、100のチャプターに
わかりやすくコンパクトに収録した
フルリニューアル版です！ 

前編 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 1029452513 

後編 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 1030815353 

スマホでも 
簡単に視聴が 
できます！ 



● 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。 

 
 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203282 

フィジカル アセスメント 第2版（動画版）全5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 

1 フィジカルアセスメントの実際 （57分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203283 

2 皮膚・頭頸部・眼・耳 （38分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203284 

3 呼吸・心血管・乳房 （36分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203285 

4 腹部・筋骨格・神経 （40分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203286 

5 フィジカルアセスメントの所見 （43分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203287 

ご好評を頂いた「フィジカルアセスメント」がリニューアル！CGなどもグ
レードアップされました！！フィジカルアセスメントの実際の映像を通
して、アセスメント技術を系統的かつ実践的にわかりやすく解説して
います。第2版では新たに、アセスメント所見の例を解説する第5巻が
加わりました。身近なアセスメント所見の例を見ることで、アセスメント
時の洞察力を深めます。 

看 護 

14 

看護のための病態生理とアセスメント（動画版）全14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 

1 摂食・嚥下障害 （37分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203160 

2 悪心嘔吐 （41分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203161 

3 発熱 （42分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203162 

4 呼吸障害 （44分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203163 

5 ショック （43分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203164 

6 浮腫・脱水 （50分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203165 

7 排尿障害 （39分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203166 

8 排便障害 （45分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203167 

9 意識障害 （43分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203168 

10 不眠 （40分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203169 

11 うつ状態 （43分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203170 

12 難聴・耳鳴り・めまい （44分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203171 

13 高次脳機能障害 （46分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203172 

14 運動障害 （54分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203173 

本シリーズは、臨床でよく見られる症状について、本来の生理学的知識、病態の理解、検査や治療について、看護のために
必要な内容を分かりやすく解説しています。また具体的に患者を設定し、病態生理を踏まえた上でのアセスメントや看護目
標・援助といった看護過程でのポイントの例を示しています。看護学生には、ヘルスアセスメント、臨床看護過程、老年看護、
成人看護などの学習の教材としてご活用いただけます。 

全14巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 431,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 862,400 

商品コード 1028203159 

原案・監修：芳賀 佐和子（東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 客員教授） 
原案・出演：佐藤 冨美子（東北大学大学院 医学系研究科 教授） 

監修：高橋 龍太郎（東京都健康長寿医療センター研究所 副所長） 
堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 山田 律子（北海道医療大学 看護福祉学部 看護学科 教授） 

2020年6月 
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看護情報学（動画版）全3巻 
だいじょうぶ？あなたの情報リテラシー 

この番組は「患者情報」についての知識や、誤った取り扱いにより引き起こされる問題を

具体例で示し、看護情報学の理解を深められるように構成されています。 

看護のための酸素吸入療法（動画版）全2巻 

酸素吸入療法は、看護のさまざまな場面で行われます。また、近年の慢性閉塞性肺疾患の増加により、日
常的に酸素吸入を行う必要のある患者が増加しています。こうした状況の中で、看護師が正しい知識をもち、
確実に酸素吸入を実践する必要性が高まっています。本シリーズでは、呼吸器の仕組み、呼吸器の検査や
アセスメントだけでなく、酸素吸入療法に必要な物品や装置、ボンベを使用した酸素吸入療法の実際などに
ついても詳しく解説しています。酸素吸入療法を包括的に学ぶためにぜひご活用ください。 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452603 

監修：坂田 信裕（獨協医科大学 基本医学 情報教育部門 教授） 

原案監修：田中 晶子（昭和大学 保健医療学部 看護学科 准教授） 
企画協力：下司 映一（昭和大学 保健医療学部 内科学 教授） 

2020年6月 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452538 

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 だいじょうぶ？ あなたの情報リテラシー （29分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452539 

2 だいじょうぶ？ 電子カルテの取り扱い（27分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452540 

3 だいじょうぶ？ あなたのレポート・論文の作り方 （30分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452541 

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 酸素吸入療法の導入 （32分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452604 

2 酸素吸入療法の実際 （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452605 

看護ケアに役立つ（動画版）全3巻 
原案監修：小板橋 喜久代（京都橘大学 看護学部 看護学科 教授） 

原案協力：柳 奈津子（群馬大学 医学部 保健学科 講師）ほか 

この番組では、看護ケアに役立つ手技として、近年その必要性が唱えられるようになったリラク
セーション法と指圧・マッサージを取り上げます。これらの基礎理論、手技の方法やポイントをCG
と実写で分かりやすく解説しています。チャプター分けされているので、見たい項目を素早くピン
ポイントでご覧いただけます。ぜひご活用ください。 

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 

1 看護ケアに役立つ リラクセーション法 （42分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1029452620 

2 看護ケアに役立つ 指圧・マッサージ （49分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1029452621 

3 看護ケアに役立つ フットケア （42分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452622 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452619 



● 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。 

 
 

実習前に必ず見よう!  

事例で学ぶヒヤリ･ハット（動画版）全2巻 

実習場面でよく起こるヒヤリ・ハットや事故の事例から、「何がヒヤリ・ハットにつながるのか」、 「ど
うして事故になったのか」について、見て学ぶだけではなく、事例の後のQuestionを考察すること
により、いかなる看護場面でも事故や危険を予測できるスキルや視点を養うことができます。看
護実習前のガイダンス、基礎看護技術演習での注意すべきポイント、医療安全のシミュレーショ
ン学習としてぜひご活用ください。 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452543 
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監修:片山 はるみ（浜松医科大学 医学部 看護学科 基礎看護学講座 教授） 
原案：鈴木 美奈（浜松医科大学 医学部 看護学科 基礎看護学講座 准教授） 

2020年6月 

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 あらゆる看護行為に潜むヒヤリ・ハット （37分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452544 

2 患者アセスメントに潜むヒヤリ・ハット （36分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452545 

体の状態を数値として観察できるバイタルサインは、治療や看護の選択、決定を行うための、最も基本的で重要な情報で
す。そのため看護師には、体のしくみを理解した上で正確に測定すること、また得られた数値から体の状態を把握し、今
後の治療や看護に活かす知識や技術が求められます。このシリーズでは、「体温」「脈拍」「呼吸」「血圧」「意識」、それぞ
れの知識や測定・観察方法を学ぶとともに、事例を通して、バイタルサイン測定の基本的・応用的な流れ、また記録やア
セスメントについて、看護の視点から解説しています。 

原案：佐藤 智子（杏林大学 保健学部 看護学科 講師） 監修：山本 君子（杏林大学 保健学部 看護学科 教授） 
企画協力：中島 恵美子（杏林大学 保健学部 看護学科 教授） 

学術協力：岩楯 桜子（杏林大学 保健学部 看護学科 准教授（M.D）） 

わかる!できる!バイタルサイン測定（動画版） 全2巻 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452530 

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 基本的な測定の流れ・体温・意識 （48分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452531 

2 呼吸・脈拍・血圧・援助を考える （51分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452532 

看護のための対話学習（動画版）全3巻 

この番組は、患者と看護師が相互に「理解・信頼」しあい、「発展」的な対話ができるように構成
されています。ケアの質の向上を目指す看護師は必見です！病棟実習の事前学習にぜひご活
用ください。 

原案監修：清水 裕子（香川大学 医学部 看護学科 教授） 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452607 

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 対話の基本 （33分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452608 

2 高齢者との対話 （40分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452609 

3 がん患者との対話 （32分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452610 



● 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。 

 
 

全12巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 369,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 739,200 

商品コード 1029452589 

看護のためのアセスメント事例集 第2版（動画版）全12巻 

この番組は、アセスメントの演習のために作成された映像による事例紹介で
す。患者さんをトータルに捉え、看護のポイントを考えるという第1版のシリー
ズのコンセプトを引き継ぎながら、第2版では近年の看護事情に合った事例
内容に変更し、映像やCGを一新しています。ぜひご活用ください。 

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 

1 大腿骨頸部骨折患者の看護事例 （20分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452590 

2 胃切除術を受けた患者の看護事例 （26分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1029452591 

3 糖尿病教育入院患者の看護事例 （24分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452592 

4 直腸切除術を受けた患者の看護事例 （27分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452593 

5 脳梗塞患者の看護事例 （28分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452594 

6 乳房温存術を受けた患者の看護事例 （31分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452595 

7 慢性心不全患者の看護事例 （22分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452596 

8 慢性呼吸不全患者の看護事例 （20分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452597 

9 肝硬変症患者の看護事例 （24分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452598 

10 急性骨髄性白血病の患者の看護事例 （21分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452599 

11 慢性腎不全の血液透析患者の看護事例 （27分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452600 

12 肺がんのﾀｰﾐﾅﾙ期にある患者の看護事例 （25分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1029452601 
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企画協力：藤村 龍子（東京慈恵会医科大学 医学部 看護学科 客員教授） 

2020年6月 

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 1028203289 

ME機器の知識と技術（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 

1 輸液ポンプ、シリンジポンプ （24分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203290 

2 除細動器 （21分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203291 

3 低圧持続吸引器 （34分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203292 

4 
パルスオキシメーター、EtCO2モニター 
 （27分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203293 

5 
動脈圧モニタリング、スワンガンツカテーテル 
（31分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203294 

6 ペースメーカー （27分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203295 

7 血液浄化装置 （37分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203296 

8 IABP （22分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203297 

9 PCPS （25分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203298 

医療の現場では、日々さまざまな医療工学機器（Medical Engineering：ME機
器）を取り扱います。本シリーズでは、ME機器を的確に、そして安全に使用
するために必要な、ME機器の原理と正しい取り扱い方、トラブル対応などに
ついて実際の機器を使った映像とCGによってわかりやすく解説しています。
臨床看護学や医療安全の学習、研修にご活用ください。 

原案監修：宮本 毅治（東邦大学医療センター大森病院）（Vol.1、4） 下舘 勇樹（市立室蘭総合病院 麻酔科 部長）（Vol.2、5、6） 
藤田 智（旭川医科大学救急医学講座 教授／旭川医科大学病院 救急部 部長）（Vol.7、8、9） 
渕本 雅昭（東邦大学医療センター大森病院 救急救命センター／東邦大学 看護学部）（全巻） 



● 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。 

 
 

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 1029452624 

医療チームに必要な  

画像医学の知識と技術（動画版）全5巻 

進歩し続ける“最新の画像医学の知識と技術”を、コメディカルスタッフを対
象にわかりやすく解説した番組です。卒前教育、卒後研修、そして患者教育
にもぜひご活用ください。 

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 

1 Ｘ線検査 （52分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203301 

2 CT検査 （54分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203302 

3 MRI検査 （52分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203303 

4 核医学検査 （72分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203304 

5 超音波検査 （46分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203305 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000  

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203300 

ステップで考える急変時看護（動画版）全10巻 

急変時の看護教育において、「症状から対象患者に何が起きて
いるか？」「対象患者にどのような対応が必要か？」など、推論
を用いて個人あるいは複数名で考え、ディスカッションを通して
理解を深めながら学ぶ教育手法の重要性が高くなっています。 

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 頭痛 （20分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452625 

2 胸痛 （20分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452626 

3 呼吸困難 （25分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452627 

4 腹痛 （23分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452628 

5 意識障害 （20分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452629 

6 嘔吐 （26分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452630 

7 めまい （27分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452631 

8 発熱 （24分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452632 

9 吐血 （24分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452633 

10 下血 （25分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452634 
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総監修：米本 恭三（東京慈恵会医科大学 名誉教授／首都大学東京 名誉教授） 

監修：渕本 雅昭（東邦大学医療センター大森病院 救急救命センター／東邦大学 看護学部） 
学術協力：本多 満（東邦大学医療センター大森病院 救命救急センター 准教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

看護実践のためのがん看護（動画版）全5巻 

がん看護には、患者のQOL(クオリティ・オブ・ライフ:生活・生命の質)への配慮、緩
和ケア、初期診療から社会復帰にいたる支援など、技術的・精神的に高度な専門性
が必要とされ、他の慢性疾患看護とは異なる特徴があります。本シリーズでは、が
ん看護における基本的な知識や技術、ケアのポイントなどについて解説し、看護師
の役割について説明します。 

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 がん看護概論 （28分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452613 

2 身体症状のアセスメントと看護援助 （33分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452614 

3 精神症状のアセスメントと看護援助 （36分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452615 

4 
在宅におけるがん看護と家族へのケア  
（39分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452616 

5 
チーム医療におけるがん看護と倫理的課題 
（25分） 

2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452617 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1029452612 

目で見る周術期看護（動画版）全4巻 

周術期看護は、患者さんが手術侵襲からの早期回復を支援するために、外来・
手術室・病棟看護師が連携して、切れ目のない看護を提供する必要があります。
本シリーズは、患者さんが手術決定から退院する周術期の一連がイメージでき、
術前、術中、術後、それぞれに必要な看護師の支援やケアのポイントを映像や
CGで分かりやすく解説しています。周術期の流れを理解したい、看護の根拠を深
めたい方に必見です！実習前の事前学習などにぜひご活用ください。 

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 

1 周術期看護の基礎知識 （8分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452548 

2 術前看護 （32分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452549 

3 術中看護 （25分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452550 

4 術後看護 （35分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452551 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1029452547 
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監修：林 和彦（東京女子医科大学 化学療法・緩和ケア科 教授） 
原案：金子 眞理子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 教授） 

原案監修：粕谷 恵美子（中部学院大学 看護リハビリテーション学部 看護学科 教授） 
学術監修：藤田  真司（豊田地域医療センター 副院長）今津 浩喜（いまず外科 院長） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1028203175 

目で見る老年看護学 第2版（動画版）全7巻 

ご好評をいただいた『目で見る老年看護学』がリニューアル！最新のデータ、
最近のトピックスなどを加え、CGもグレードアップして、さらに分かりやすく
なって生まれ変わりました。高齢者に対する理解を深め、また看護を実践す
るための基礎知識を段階的かつ系統的に学べるように構成しています。 

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 高齢者の生理機能I （30分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203252 

2 高齢者の生理機能II （30分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203253 

3 高齢者の生理機能III （30分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203254 

4 看護援助I （41分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203255 

5 看護援助II （32分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203256 

6 看護援助III （33分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1028203257 

7 看護援助IV （36分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203258 

全7巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 215,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 431,200 

商品コード 1028203251 

認知症高齢者の看護  
パーソン・センタード・ケアの視点（動画版）全6巻 

認知高齢者の看護の実践でよく起こる事例を見て学び、事例の後のQuestionを考え、そして解説を見ることで、
認知症高齢者の看護の考え方であるパーソン・センタード・ケアの視点を深めることができます。 

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 

■ 急性期病院編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1028203176 

1 コミュニケーションはとれていますか （48分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1028203177 

2 看護の工夫をしていますか （67分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1028203178 

3 意思決定の援助をしていますか （65分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1028203179 

■ 高齢者施設編 全2巻 - ¥61,600 ¥123,200 1028203180 

1 
適切な看護援助・生活援助ができて 
いますか （62分） 

2016 ¥30,800 ¥61,600 1028203181 

2 
本人の意思やニーズをケアに反映して 
いますか （65分） 

2017 ¥30,800 ¥61,600 1028203182 

■ 訪問看護編 - - - - 

1 
本人と家族の支援ができていますか  
（65分） 

2018 ¥30,800 ¥61,600 1028203183 

看 護 
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監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

原案監修：鈴木 みずえ（浜松医科大学 医学部 看護学科 教授） 
学術協力：水野 裕（いまいせ心療センター 認知症疾患センター長） 吉村 浩美（聖隷三方原病院 総看護部長）ほか 

2020年6月 



● 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。 

 
 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452561 

目で見る母性看護 第2版（動画版）全6巻 

妊娠期から分娩期にかけて、妊婦とその家族には様々な支援が行われます。
この番組では、正常妊娠の妊婦を例に、各時期にどのような妊婦健康診査
や保健指導が行われているのかを紹介します。第2版では、現在の妊娠・妊
婦の状況に合わせて疾患の解説や保健指導の内容を追加し、CGもリニュー
アルし、よりわかりやすくなりました。実習の事前学習として、また、事例学習
用の教材としてぜひご活用ください。 

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 

1 妊婦健康診査と保健指導 妊娠初期 （28分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452562 

2 妊婦健康診査と保健指導 妊娠中期 （31分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452563 

3 妊婦健康診査と保健指導 妊娠後期 （33分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452564 

4 
分娩経過のアセスメントと看護 
 入院時の健康診査 （32分） 

2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452565 

5 
分娩経過のアセスメントと看護 
 分娩進行の観察とサポーティブケア （40分） 

2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452566 

6 
分娩経過のアセスメントと看護 
 分娩1～4期の看護実践 （42分） 

2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452567 

看 護 
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看護学生のための 初めての実習ガイド（動画版）全2巻 

看護学生が臨床現場に臨む際には、医療スタッフや患者・家族などの協力
者への感謝の気持ちを忘れずに、謙虚な態度で積極的に実習に臨むことが
求められます。そのためには、看護学生も医療人としての心構えと社会人と
しての最低限のマナーは身に付けておく必要があります。本シリーズでは、
実習の際に学生に理解し、実践してもらいたい態度や行動などについて解
説しています。臨床実習前の事前学習にご活用ください。 

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 

1 基本編 【実習の心得】 （39分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452535 

2 実践編 【実習の実際】 （41分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452536 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600  

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452534 

監修：阿曽 洋子（武庫川女子大学 看護学部 教授） 
原案：松澤 洋子（大阪市立大学大学院 看護学研究科 講師） 柴田 しおり（神戸市看護大学 准教授） 

片山 恵（武庫川女子大学 看護学部 准教授） 

原案監修：齋藤  いずみ（神戸大学大学院 保健学研究科 教授） 
笹木 葉子（名寄市立大学 保健福祉学部 教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200  

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400  

商品コード 1030555829 

看護過程から学ぶ！ 母性看護学実習（動画版）全4巻 

本シリーズは、より充実した母性看護学実習での学びの向上のために、学生が
学んできた看護過程をどのように実習で活用すれば良いのか理解できるように
構成しています。学生の視点で映像が展開していき、母性看護学特有のウェル
ネスの視点でのアセスメント、看護診断や看護目標、看護計画の立案、ケアの
実施、指導者への実施報告（評価・修正）の看護過程に沿った実習場面を確認
できます。またケアのポイントや根拠についてCGを用いて、分かりやすく解説し
ています。実習前の事前学習など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 

1 全身の回復と子宮復古を促す看護 （21分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555830 

2 母乳育児の確立に向けた看護 （23分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555831 

3 新生児の子宮外生活への適応の看護 （22分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555832 

4 帝王切開で出産した褥婦への看護 （28分） 2019 ¥30,800  ¥61,600  1030555833 
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原案監修：礒山 あけみ （上智大学 総合人間科学部看護学科 准教授） 
渋谷 えみ （茨城キリスト教大学 看護学部看護学科 准教授） 

看 護 

2020年6月 

周産期の実際と支援（動画版）全3巻 

周産期の母子へは、さまざまな支援が必要となります。この番組では、普段
目にすることが難しい、実際の妊婦健康診査や分娩時などの映像も交えな
がら、助産師や看護師が行っていく支援について説明します。実習前の事前
学習、男性看護師への母性領域への教育指導にもぜひご活用ください。 

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 

1 周産期の実際 （50分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452658 

2 分娩期の支援と産後の保健指導 （51分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452659 

3 周産期の異常とケア （32分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452660 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452657 

原案監修：中島 通子（新潟県立看護大学 看護学部 教授） 
撮影協力：波々伯部 重和（ホーカベレディースクリニック 院長 



● 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。 

 
 

看 護 
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このシリーズでは、学生が実際に目にすることが難しい、カンガルーケアや乳房の観察など
の豊富な映像に加え、実習ではなかなか体験できない新生児訪問や母乳外来などに焦点を
当て、入院中や退院後の支援について、学生がイメージしやすいようわかりやすく解説して
います。ぜひご活用ください。 

全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1029452662 

2020年6月 

産褥経過のアセスメントと支援の実際（動画版）全4巻 

目で見る新生児看護（動画版）全4巻 

本シリーズでは、保育器に関する基礎知識、保育器内で行うケア・処置について、また新生児が
胎外生活に適応するための生理機能の変化、正常・逸脱のサインについて、新生児の豊富な映
像とCGによりわかりやすく解説しています。 

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 保育器内での新生児看護(改訂版) （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452569 

2 新生児の異常とディベロップメンタルケア（改訂版） （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452570 

3 胎外環境への適応生理（Ⅰ） （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452572 

4 胎外環境への適応生理（Ⅱ) （28分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452573 

全4巻 揃価格 
同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

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 出産直後からの育児支援  （26分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452663 

2 産褥早期の母親へのｱｾｽﾒﾝﾄと支援 （28分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452664 

3 退院に向けての支援 （34分）  2011 ¥30,800 ¥61,600 1029452665 

4 退院後から産後１ヵ月健康診査までの育児支援 （32分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1029452666 

母性看護のためのアセスメント事例集（動画版）全3巻 

監修：坂梨 薫（関東学院大学 看護学部 看護学科 教授） 

監修：堀内 ふき（佐久大学 看護学部 看護学科 教授） 

原案監修：松原 まなみ（関西国際大学 母性看護学 教授） 

効果的な退院指導や母乳育児支援のためには、入院中の母子がどのような家族のもとに退院し、
どのような環境で子育てをスタートするのかを知ることが大切です。産後うつや乳児虐待が問題
視される昨今、産後の母親と家族の支援について、周産期に関わる看護職が理解しておくべき
必要な視点について考えるための事例を紹介します。ぜひご活用ください。 

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 

1 初めての赤ちゃんを育てる 産科退院後の生活 （22分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452669 

2 初めての赤ちゃんを育てる 家族との生活 （21分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452670 

3 初めての赤ちゃんを迎える 産科入院中の生活 （26分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452671 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452668 



● 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。 

 
 

子どもの病気と看護技術（動画版）全3巻 

本シリーズには、通常の実習では経験することが難しい臨床現場の映像が豊富に収録されてお
り、現場で実際に行われている処置、看護師の業務について学ぶことができます。実習前の事前
学習、また看護師の新人研修などにもぜひご活用ください。 

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 

1 小児白血病の検査と治療 概要 （20分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203318 

2 採血・輸液を受ける子どもへの援助 （28分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203319 

3 骨髄穿刺・腰椎穿刺を受ける子どもへの援助 （24分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203320 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203317 

看 護 

小児のフィジカルアセスメント（動画版）全3巻 

小児を対象にフィジカルアセスメントを行う際には、発達段階に応じたアセスメントのアプローチや
スキルが必要です。方法や実施上のポイントについて解説を加えながら、実際の小児のフィジカ
ルアセスメントを見ていきます。また、アセスメント記録例を挿入し、アセスメント結果の判断につ
いても解説しています。 
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原案監修:土井 まつ子（一宮研伸大学 学長） 原案：椙山 委都子（一宮研伸大学 准教授） 
学術協力：リンダ L. リンデケ（ミネソタ大学 看護学部 准教授） 

原案監修：中垣 紀子（和洋女子大学 看護学部 看護学科 教授） 
学術協力：加藤 剛二（名古屋第一赤十字病院 小児血液腫瘍科 部長） 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203312 

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 幼児（I） 皮膚・頭頸部・眼・耳・呼吸器 （37分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203313 

2 幼児（II） 心血管・腹部・生殖器・筋骨格・神経系 （33分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203314 

3 乳児 （33分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203315 

小児看護技術 第2版（動画版）全3巻 
原案監修:山口 求（前 藍野大学 医療保健学部 看護学科 教授） 

原案協力:武内 龍伸（藍野大学 医療保健学部 看護学科 講師） 制作協力:社会医療法人 真美会 中野こども病院 

子どもに対する看護技術は、看護スキルに加え、子どもの理解や家族への関わりなどの特徴的
なポイントがあります。本シリーズは、小児看護技術の中から、清潔援助の「臀部浴・上半身清
拭」「プレパレーション」「救急看護」を取り上げ、技術の目的や方法、注意点などについて実写と
CGによりわかりやすく解説します。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452652 

2020年6月 

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 乳幼児の臀部浴と上半身清拭 （30分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452653 

2 プレパレーション （37分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452654 

3 乳児・小児の救急看護 （33分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452655 



● 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。 

 
 

与薬方法として経口与薬は最も簡単な方法に思えますが、小児の経口与薬は成人と異なり決し
て簡単ではありません。本シリーズでは、正確で安全に苦痛を少なく投与する知識・技術に焦点
を当て、投与前の確認の重要性、スムーズに服薬するための工夫、さらに服薬コンプライアンス
を高める方法について学ぶことができます。実習前の事前学習などに、ぜひご活用ください。 

看 護 
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原案監修：園田 悦代（京都府立医科大学 医学部 看護学科 准教授） 

2020年6月 

小児への経口与薬（動画版）全3巻 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452647 

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 基礎知識 （21分）  2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452648 

2 基礎技術（乳児・幼児編） （25分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452649 

3 基礎技術（学童・家庭編） （23分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452650 

小児看護学実習（動画版）全3巻 
原案監修：桑田 弘美（滋賀医科大学 医学部看護学科 臨床看護学講座【小児】教授） 

撮影協力：滋賀医科大学医学部附属病院 

少子化、核家族化が進んだ現在の社会では日常生活で乳幼児や児童に接する機会が減り、多くの学生が実習での子
どもやその家族との接し方に不安を感じています。また、分娩数の減少や小児の入院期間の短縮などにより、充実した
実習を行うことが難しくなってきています。本シリーズでは、小児看護学実習の実際の様子を多数収録しており、学生が
子どもの成長や発達段階に合わせてかかわり、看護する様子などを見ることで、小児看護学実習について具体的にイ
メージすることができるようになっています。実習の事前学習教材としてぜひご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452581 

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 小児看護学実習の特徴と看護学生の心得 （24分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452643 

2 小児病棟での実習の実際 （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452644 

3 小児科外来とNICU・GCU 実習の実際 （31分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452645 

小児看護のためのアセスメント事例集（動画版）全6巻 
原案：鈴木 恵理子（淑徳大学 看護栄養学部 教授） 監修：小川 純子（淑徳大学 看護栄養学部 准教授）ほか 

この番組は、小児看護のアセスメントの演習のために作成された映像による事例紹介番組です。疾患により、入院する
ことになった小児の入院にいたるまでの経過から、身体症状、不安・恐怖、家族の不安・心配、治療援助で起こる問題な
どをモデルを使って紹介しています。本シリーズは、より現実に則した看護計画を立てるうえで必要な情報収集の仕方
や、小児の一般的な疾患の看護を学習する機会を提供します。小児看護のイメージづくりやグループディスカッションな
どでぜひご活用ください！ 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452581 

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 喘息発作で入院した小児の看護事例 （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452582 

2 ネフローゼ症候群で入院した 小児の看護事例 （25分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452583 

3 急性胃腸炎で入院した 小児の看護事例 （24分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452584 

4 低出生体重児とその家族への看護事例 （32分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452585 

5 川崎病で入院した小児の看護事例 （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452586 

6 膀胱尿管逆流で手術を受けた 小児の看護事例 （41分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452587 



● 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。 

 
 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452673 

精神看護のためのアセスメント事例集（動画版）全3巻 

精神看護のアセスメントの演習のために作成された映像による事例紹介番
組です。精神疾患により、入院することになった患者の入院に至るまでの経
過、特徴的な症状、家族の不安や心配、治療援助で起こる問題などについ
て、モデルを使って紹介します。本シリーズは、看護目標や看護計画を立て
る上で必要な情報を収集でき、より現実に則した看護を学習する機会を提
供します。精神看護のイメージづくりやシミュレーション学習、グループディス
カッションなどでぜひご活用ください！ 

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 

1 うつ病の患者事例 （30分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452674 

2 統合失調症急性期の患者事例 （32分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452675 

3 統合失調症慢性期の患者事例 （37分） 2017 ¥30,800 ¥61,600 1029452676 

看 護 

目で見る精神看護 第2版（動画版）全3巻 

現在の精神科医療は「入院医療中心から地域生活中心へ」という基
本方針のもとに、精神障害者の地域生活支援体制の充実が進められ
ています。本シリーズでは、病院だけでなく地域生活からの視線を含
めた精神科医療の現状、精神障害者の地域生活を支える社会資源、
また精神看護実習の実際についてわかりやすく解説します。 

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 精神科医療と福祉の現状 （40分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203261 

2 精神看護実習 （32分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203262 

3 病院から地域社会へ （37分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203263 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203260 
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原案監修：上野 恭子（順天堂大学 医療看護学部 教授）ほか 

原案監修：金子 眞理子（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 教授） 
原案：中村 裕美（東京医療保健大学 東が丘・立川看護学部 助教） 

学術協力：二村 園恵（東京大学医学部附属病院 こころの発達診療部 病院診療医）ほか 

2020年6月 



● 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。 

 
 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1029452683 

小児在宅ケア（動画版）全2巻 

医療ケアを必要とする子どもが家族とともに在宅生活を行うためには、訪問
看護の支援が必須であり、そのニーズは高まっています。しかしその受け皿
である訪問看護ステーションは、主に高齢者を対象としているところが多く、
小児を受け入れているところは多くありません。学生の実習でも経験できる
訪問看護ステーションは少なく、また国家試験では、在宅看護論で小児在宅
ケアは出題傾向にあります。このシリーズでは、先駆的に小児在宅ケアに
取り組んでいる訪問看護ステーションの実践を紹介します。またご家族や臨
床の訪問看護師に思いを語ってもらうインタビューも収録しています。 

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 在宅ケア移行への支援 （33分）  2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452684 

2 小児訪問看護の実際 （45分） 2018 ¥30,800 ¥61,600 1029452685 

看 護 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1027840924 

目で見る訪問看護（動画版）全6巻 

訪問看護は、患者の生活の場に訪問してケアを提供するため、医療機関で
行われる看護とは異なる視点が必要となります。本シリーズでは、ふだん目
にすることが難しい実際の利用者への訪問の様子を通して、ケアのポイント
や在宅でのケアにおける工夫、訪問看護に必要な視点などについて解説し
ています。実習前の事前学習、訪問看護を目指す看護師の学習や研修に
ぜひご活用ください。 

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 

1 訪問看護とは （45分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840925 

2 
訪問看護において必要な倫理と態度 
 （28分） 

2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840926 

3 
慢性呼吸器疾患のある療養者の看護 
 （48分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840927 

4 
在宅栄養療法を行う療養者の看護 
 （45分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840928 

5 
皮膚ケアを必要とする療養者の看護 
 （51分） 

2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840929 

6 精神疾患をもつ療養者の看護 （52分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1027840930 
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原案監修：原沢 優子（名古屋市立大学 看護学部 准教授） 
撮影協力：一般財団法人 名古屋市療養サービス事業団 

原案監修:佐々木 裕子（愛知医科大学 看護学部 准教授） 
小塩 泰代（中部大学 生命健康科学部 保健看護学科 准教授） 制作協力:白井 裕子（愛知医科大学 看護学部 講師） 

撮影協力：柊訪問看護ステーション／児童発達支援センター楽田RAKUDA 

2020年6月 



● 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。 

 
 

目で見る災害看護（動画版）全2巻 

災害時、ニーズと資源の不均衡の中で、看護職は救命医療や避難所の支援など、災害サイクル
各期にあわせ、看護職はさまざまな役割を担うことが期待されます。本シリーズでは実際の映像
を使用し、現場で活かすことのできる看護対応を使用して解説しています。ぜひ、災害看護の学
びにご活用ください！ 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1027840920 

看 護 

目で見る国際看護（動画版）全3巻 

国際化が急速に進んでいる現在では、諸外国との関係なしでは社会が成り立ちません。これは
看護の分野も同様であり、看護カリキュラムが改正され、国際看護は新たな学習科目となりまし
た。国際看護シリーズでは、国際看護の現状、グローバルヘルス、そしてグローバルヘルスに関
する国際機関について、わかりやすくまとめられています。ぜひご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1028203265 
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原案監修：西川 まり子 （広島国際大学 看護学部 准教授） 
撮影協力：国際看護師協会（ICN）／UNICEF 東京事務所／UNFPA 東京事務所 

医療法人 鉄蕉会亀田総合病院／医療法人社団曙会シムラ病院 

原案監修：石井 美恵子（国際医療福祉大学 災害医療領域 教授） 

2020年6月 

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 国際看護の現状 （34分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203266 

2 グローバルヘルス （22分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203267 

3 グローバルヘルスに関する国際機関 （44分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203268 

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 災害看護の基礎知識と 災害急性期の医療・看護 （32分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840842 

2 災害時の地域における医療・看護 （36分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1027840843 

よくある場面から学ぶ多重課題（動画版）全3巻 
原案監修：渕本 雅昭（東邦大学医療センター大森病院 救急救命センター／東邦大学 看護学部） 
原案：橋本 裕（東邦大学医療センター大森病院 看護部 老人看護専門看護師／看護部教育専従） 

四本 竜一／伊勢 圭則／山村 尚裕（東邦大学医療センター大森病院 救命救急センター 看護部 主任看護師） 

現在の多重課題の研修は、主に机上訓練やシミュレーションです。しかし、机上訓練はリアリティに欠け、シミュレーション
は手間がかかるという欠点があります。本シリーズは、臨床判断能力の育成に寄与することを目的としたシミュレーション
学習の視聴覚教材です。経験の浅い看護師が臨床場面で直面する多重課題場面として【予定変更】【報告・相談】【複数
の行為の優先度】【複数の人との関わり】の４つをキーワードとして事例を提示します。また対応例を示し、対応のポイント、
優先順位の判断の根拠などについて解説します。演習やグループワークでご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452576 

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 総論・予定変更1 （16分）  2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452577 

2 予定変更2（報告・相談）・複数の行為  （19分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452578 

3 複数の人との関わり1・2 （20分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452579 



● 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。 

 
 

看護教育概論（動画版）全2巻 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203278 

看 護 
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原案監修：ライダー 島崎 玲子（青森県立保健大学 名誉教授） 

2020年6月 

本シリーズでは、アメリカおよび日本の看護が専門職として確立された過程を、当時の政治
的、社会的背景などを交えながら、資料写真やCGを用いて分かりやすく解説します。看護学
生はもちろん、臨床看護師、訪問看護師、保健師、看護教育者にも必見の番組です。 

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 アメリカの看護 専門職への道 （24分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203279 

2 日本の看護 GHQによる看護改革 （25分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203280 

院内教育提供に必要な知識と技術（動画版）全4巻 
原案監修：舟島 なをみ（新潟県立看護大学 基礎看護学 研究科長 教授） 

制作協力：亀岡 智美（国立看護大学校 教授 看護教育学） 

効果的な院内教育を実施するためには、一定水準以上の看護実践能力や看護管理能力を修得
した看護師が、院内教育の提供に必要な基礎知識を修得し、それを活用して院内教育プラグラ
ムを、立案・実施・評価する必要があります。本シリーズでは、院内教育提供に必要な知識と技術
の基本を舟島なをみ教授（千葉大学）が経験と研究に基づいて分かりやすく解説しています。是
非ご活用ください。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1029452636 

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 基本編Ⅰ院内教育の理解 （27分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452637 

2 基本編Ⅱ 研修計画作成に必要な基礎知識 （30分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452638 

3 基本編Ⅲ研修計画作成の実際 （25分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452639 

4 基本編Ⅳ院内教育の評価 （31分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452640 

ライフヒストリー（動画版）全3巻 
原案監修：渡部 鏡子（前 神奈川県立保健福祉大学 講師） 

石田 千絵（日本赤十字看護大学 地域看護学 教授） 

この番組は、病を抱えながらも、その人らしく生活する姿を、ご本人やご家族などへのインタ
ビューとともに紹介するライフヒストリーです。これまでの生い立ちから現在の生活、また病の発
症などについて、普段の授業や実習ではなかなか接することができない、当事者の生の声を聞く
ことができます。これから看護師を目指す学生をはじめ、地域医療に携わる方々も必見です。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1029452678 

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 統合失調症（大石洋一さんの場合） （43分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1029452679 

2 ALS（筋萎縮性側索硬化症）（岡部宏生さんの場合） （39分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452680 

3 重症心身障害児（英太郎くん（脊髄性筋萎縮症）の場合） （53分） 2016 ¥30,800 ¥61,600 1029452681 



● 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。 

 
 

知っておきたい緩和ケア（動画版）全1巻 

知っておきたい痛みの知識（動画版）全2巻 

「痛み」は身体に生じた異常や危険を知らせる警告反応です。しかし「痛み」は極めて
主観的で、他人とは共有できない感覚です。多くの患者が痛みを訴えますが、客観的
に理解することは容易ではありません。本番組では、知っておきたい痛みについての
知識をわかりやすく解説しています。 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203307 

看 護 

全1巻 価格 

同時1アクセス(本体)  ¥ 30,800 

同時3アクセス(本体)  ¥ 61,600 

商品コード  1028203310 
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緩和ケアは、生命を脅かす疾患による問題に直面している患者およびその家族のQOLを
改善するアプローチです。しかし現在でも、「緩和ケアは死を待つだけのあきらめの医療」
と誤解をされることが少なくありません。本番組では、「緩和ケア」の正しい知識についてわ
かりやすく解説しています。ぜひご活用ください。 

（2013年制作/36分） 

重篤な新生児の 

医療をめぐる協働意思決定（動画版）全1巻 

全1巻 価格 

同時1アクセス(本体)  ¥ 30,800 

同時3アクセス(本体)  ¥ 61,600 

商品コード  1029452612 

重篤な子どもの生命維持治療は、医師、看護師、家族等による話し合いによって決定する
が、臨床では上手な話し合いができない現状がある。本作では、超低出生体重児（在胎23 
週 498ｇ）の生命維持をめぐる事例を取り上げ、 倫理コンサルテーションを含めた話し合い
のシミュレーションを提案する。                        （2016年制作/37分）  

原案監修：井上 みゆき（山梨県立大学 看護学部 教授） 学術協力：豊島 勝昭（神奈川県立こども医療センター 新生児科 部長）  
坂井 孝壱郎（宮崎大学大学院医学 獣医学総合研究科 教授 / 宮崎大学医学部附属病院 臨床倫理部 部長）  

寺澤 大祐（岐阜県立総合医療センター 新生児内科 医長） 齋藤 香織（神奈川県立こども医療センター 新生児集中ケア認定看護師）  
村田 知佐恵（東京大学医学部附属病院 小児看護専門看護師） 稲村 絵美子（東京医科大学病院 小児科 臨床心理士）  

浅井 宏美（埼玉県立大学 保健医療福祉学部 看護学科 講師） 宗村 弥生（山梨県立大学 看護学部 准教授） 

原案監修：大津 秀一（東邦大学医療センター 大森病院 緩和ケアセンター センター長 緩和医療専門医） 

原案監修：宮崎 東洋（医療法人財団 健貢会 東京クリニック 院長／順天堂大学 名誉教授） 

2020年6月 

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 痛みってなに  （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203308 

2 いろいろな痛み （35分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203309 



● 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。 

 
 

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 

人体を学ぶための理科（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 

■人体を学ぶための理科 生物編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1027840952 

1 細胞 ―からだを作る60兆個の細胞たち― （34分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840953 

2 
生殖と発生 ―命はどのようにして誕生するの？― 
 （36分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840954 

3 遺伝 ―なぜ、子どもは親に似るの？― （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840955 

■人体を学ぶための理科 化学編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1027840956 

1 原子 ―生命の源、原子と化学記号― （30分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840957 

2 
化学反応 ―物質の変化を式で表してみよう！― 
 （34分） 

2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840958 

3 酸と塩基 ―酸って何!? 塩基って何!?― （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1027840959 

■人体を学ぶための理科 物理編 全3巻 - ¥92,400 ¥184,800 1027840960 

1 
力学 ―腕力より力学の真髄をきわめよう！― 
 （33分） 

2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840961 

2 電気 ―電子が見えれば電気がわかる― （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840962 

3 
波 ―物質は進まず形が進む！波の正体とは？― 
 （29分） 

2014 ¥30,800 ¥61,600 1027840963 

生物、化学、物理はわたしたちの身体や生活を理解するのに大切な学問です。本シリー
ズでは、高校までに履修する生物、化学、物理の中から、人体に関係する内容を中心に、
わかりやすく映像化しました。生物、化学、物理を選択せずに医療系、健康科学系など
の学校に進学した学生、履修したけれども再学習したい学生が基礎から理解する機会
となる番組です。※新学習指導要領に準拠して作成しています。 

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 1027840951 

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 
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総監修：鈴木 誠（北海道大学 高等教育推進機構／大学院理学院 自然史科学専攻 教授） 

原案監修：高松 研（東邦大学 医学部 生理学講座 教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1028203328 

目で見る運動生理学 第2版（動画版）全6巻 

「目で見る新しい運動生理学」がリニューアルされました！生理学を
ベースに身体運動の生理的変化や機能・適応についてCGや実写映
像でわかりやすく解説しています。また、パフォーマンスの向上や、
健康増進をもたらす適切な運動の実施法・指導法についても説明し
ています。 

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 神経・骨格筋系の科学 （39分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203271 

2 呼吸・循環器系の科学 （40分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203272 

3 ホメオスタシスの科学 （38分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203273 

4 栄養・エネルギーの科学 （48分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203274 

5 トレーニングの科学 （40分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203275 

6 スポーツ医学 （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203276 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1028203270 

やさしい栄養学 第3版（動画版）全6巻 

栄養学は細胞から社会までを扱う総合科学です！！「やさしい栄養
学の基礎第2版」がリニューアル！！栄養・食・健康・疾病などと関わ
る栄養学の内容を、2010年度版の食事摂取基準と共に、CGと実写
でわかりやすく解説しています。 

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 栄養学とは （35分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203329 

2 エネルギーとなる栄養 （37分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203330 

3 身体をつくる栄養 （44分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203331 

4 ライフステージと栄養 （41分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203332 

5 疾病と栄養 （43分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203333 

6 健康と栄養 （42分） 2010 ¥30,800 ¥61,600 1028203334 
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原案監修：川上 泰雄（早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授） 
宮地 元彦（独立行政法人 国立健康・栄養研究所 健康増進研究部長） 永島 計（早稲田大学 人間科学学術院 教授） 

樋口 満（早稲田大学 スポーツ科学学術院 教授） 内藤 久士（順天堂大学 スポーツ健康科学部 教授・研究科長） 
石田 浩之（慶應義塾大学 スポーツ医学研究センター 准教授） 

原案監修：岩間 範子（女子栄養大学 短期大学部 名誉教授） 
学術指導：荒木 英爾（女子栄養大学 保健センター 所長） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

目で見る公衆衛生（動画版）全6巻 

公衆衛生の概要が一目で理解できるように、完全映像化！覚えておきたい主な保健統計などの資料
も充実！看護学、健康保健科学、体育学、栄養学など幅広い分野の映像教材としてご利用いただけ
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 健康と公衆衛生 （43分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452554 

2 健康指標と感染症予防 （42分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452555 

3 生活環境の保全 （49分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452556 

4 健康と生活 （56分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1029452557 

5 保健活動 （51分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452558 

6 社会保障制度 （44分） 2008 ¥30,800 ¥61,600 1029452559 

全6巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 184,800 

同時3アクセス(本体) ¥ 369,600 

商品コード 1029452553 

スポーツバイオメカニクスの基礎（動画版）全3巻 

バイオメカニクスの理解に必要な生理学的・力学的要因の基礎や、運
動の基本動作である歩・走動作、跳動作のメカニズムとパフォーマン
スの向上についてなど、CGや実写を用いてわかりやすく解説してい
ます。スポーツバイオメカニクスの入門編としてぜひご活用ください。 

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 

1 バイオメカニクスの基礎 （43分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840947 

2 歩・走動作 （29分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840948 

3 跳動作 （31分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1027840949 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1027840946 
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原案監修：宮本 邦彦（前 大阪青山大学 健康科学部 教授） 森岡 郁晴（和歌山県立医科大学 保健看護学部 教授） 
後和 美朝（大阪国際大学 人間科学部 教授） 

原案監修：川上 泰雄（早稲田大学 スポーツ科学学術院 スポーツ科学部 教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

生活習慣病の運動指導（動画版）全4巻 

生活習慣病とは、運動不足や食生活の乱れなどの生活習慣が要因となって起こる病気の総称です。この生活習慣病
の予防・改善に、大きくかかわるのが運動です。このシリーズでは、生活習慣病を「正しく」理解し、安全に生活習慣病
の予防・改善、健康の維持・増進を図るための運動指導の実際や注意点について解説します。 

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 運動指導の基礎知識 （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203323 

2 生活習慣病I （48分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203324 

3 生活習慣病II （35分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203325 

4 生活習慣病III （40分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1028203326 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1028203322 

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。 

健 康 
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原案監修：鈴木 政登（東京慈恵会医科大学 医学部 客員教授） 橋本 通（昭和大学 客員教授） 
石島 旨章（順天堂大学大学院 医学研究整形外科 運動器医学 准教授） 

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） 

2020年6月 

前編全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203337 

後編全5巻セット価格  

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203343 

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 



● 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。 

 
 

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 

健 康 

乳幼児の発達と保育（動画版） 全3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 

1 0歳児 （32分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840966 

2 1歳児・2歳児 （36分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840967 

3 3歳児・4歳児・5歳児 （42分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1027840968 

乳児期・幼児期は、子どもが日々目覚ましく発達する時期です。保育園や家
庭で子ども達が活動する様子や遊ぶ姿を中心に記録しており、友達や保育
者と関係を築きながら、自然とふれあい、活動や遊びを通して育まれる子ど
もの運動性や心の様子、ポイントとなる保育者との関わりをわかりやすく解
説しています。保育士や幼稚園教諭、幼児教育を専攻する学生、また子ど
も達に関わる全ての人へ送る「発達」や「成長」、そして「保育」の記録です。 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 92,400 

同時3アクセス(本体) ¥ 184,800 

商品コード 1027840965 
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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 

原案・監修：大橋 喜美子（大阪成蹊大学 教育学部 教授） 

2020年6月 



● 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。 

 
 

子どもの発達と支援（動画版）全5巻 

本シリーズでは、子どもの発達を理解し、適切な観察や支援を
行うために、発達の概要、子どもの行動の観察ポイント、具体
的な支援方法について、わかりやすく解説します。 

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 運動機能の発達 （21分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203351 

2 情動の発達 （20分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203352 

3 社会性の発達 （21分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203353 

4 ことばの発達 （21分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203354 

5 認知・思考の発達 （22分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203355 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203350 

赤ちゃんの一年（動画版）全2巻 

育児や発達の相談に携わる小児科医、保健師、保育士、療育
関係者必見のシリーズです。小・中学生や高校生のいのちの
教育にもご利用ください。 

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 

1 姿勢と運動の発達 前編0～6ヶ月 （26分） 2001 ¥30,800 ¥61,600 1028203358 

2 姿勢と運動の発達 後編7ヶ月以降 （26分） 2002 ¥30,800 ¥61,600 1028203359 

全2巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203357 

健 康 
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原案監修：松村 京子（兵庫教育大学大学院 教授） 

制作著作家：森 百合子（家森クリニック院長／前聖ヨゼフ医療福祉センター 副院長／元 京都大学 医学部 臨床 教授） 
鈴木 順子（滋賀女子短期大学 幼児教育保育学科 名誉教授） 

弓削 マリ子（社会福祉法人 花ノ木医療福祉センター 花ノ木児童発達支援センター長） 
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全4巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 123,200 

同時3アクセス(本体) ¥ 246,400 

商品コード 1028203361 

ダウン症児のめざめ（動画版）全4巻 

ダウン症の赤ちゃんに身近にかかわるご両親、保健師、看護
師、保育士、教師の方々必見のシリーズです。ダウン症とは
どんな病気？ 家庭でできるダウン症の発達援助の考え方と
実際を映像化!! 

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 運動・感覚の発達援助 （31分） 2002 ¥30,800 ¥61,600 1028203362 

2 ことばと情緒の発達援助 （27分） 2002 ¥30,800 ¥61,600 1028203363 

3 日常生活動作の発達援助 （38分） 2003 ¥30,800 ¥61,600 1028203364 

4 コミュニケーション機能の発達援助 （28分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203365 

脳性まひの発達支援（動画版）全2巻 

このシリーズでは、自主性に乏しかったある脳性まひの男の
子が、作業療法士とのやりとりを通して、具体的な活動を実現
させた過程を紹介します。 

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 「やってみたい！」を引き出すために （28分） 2005 ¥30,800 ¥61,600 1028203368 

2 「 自分でできたよ！」につなげるために （31分） 2006 ¥30,800 ¥61,600 1028203369 

全3巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 61,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 123,200 

商品コード 1028203367 
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原案監修：安藤 忠（大阪府立大学 名誉教授） 大貝 茂（武庫川女子大学 准教授） 

監修：木俣 祐子（前 大阪府立大学 総合リハビリテーション学部 教授） 
原案：加藤 雅子（神戸学院大学 総合リハビリテーション学部 講師） 
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● 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。 

 
 

LD・ADHD・高機能自閉症等の理解と支援 
（動画版）全5巻 

本シリーズはLD・ADHD・高機能自閉症（アスペルガー症候群を含む）
などの子どもへの理解を促し、子どもたちへの支援や指導の基礎とな
るように構成されています。 

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 気づきと理解 （46分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203372 

2 ソーシャルスキルトレーニング （49分） 2007 ¥30,800 ¥61,600 1028203373 

3 
読むこと・書くことに困難のある子どもへの 
理解と支援 （45分） 

2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203374 

4 
聞く・話す・算数に困難のある子どもへの 
理解と支援 （55分） 

2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203375 

5 行動・対人関係の困難への支援 （42分） 2009 ¥30,800 ¥61,600 1028203376 

全5巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 154,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 308,000 

商品コード 1028203371 

全12巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 369,600 

同時3アクセス(本体) ¥ 739,200 

商品コード 1029452687 

スピリチュアルケアを学ぶ（動画版）全12巻 

医療、看護、心理臨床、福祉、教育、宗教など、さまざまな領域で「スピリチュア
リティ」や「スピリチュアルケア」への関心が高まっています。このシリーズでは、
医療、看護、心理臨床、宗教などの各分野に精通された先生方にご出演いただ
き、「スピリチュアリティとは何か」また「スピリチュアルケアとは何か」についてわ
かりやすく解説しています。医療やカウンセリングなど、対人援助専門職を目指
す方々は必見です！ 

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 医療とスピリチュアリティ （27分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452688 

2 スピリチュアルケアとユーモア （36分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452689 

3 スピリチュアリティと身体 （22分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452690 

4 スピリチュアルケアと看護 （42分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452691 

5 宗教とスピリチュアリティ （46分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1029452692 

6 スピリチュアルケアとキリスト教 （38分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452693 

7 スピリチュアルケアと仏教 （38分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452694 

8 スピリチュアルケアとカウンセリング （28分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452695 

9 スピリチュアルケアと無心 （34分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452696 

10 日本人とスピリチュアリティ （28分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452697 

11 精神分析とスピリチュアリティ （41分） 2015 ¥30,800 ¥61,600 1029452698 

12 スピリチュアルケアの教育と資格 （35分） 2014 ¥30,800 ¥61,600 1029452699 
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総監修：上野 一彦（東京学芸大学 名誉教授） 

企画協力：滝口 俊子（放送大学 名誉教授） 
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全15巻セット価格 

同時1アクセス(本体) ¥ 462,000 

同時3アクセス(本体) ¥ 924,000 

商品コード 1028203185 

心理臨床を学ぶ（動画版）全15巻 

近年、子どもから大人まで心に悩みや不安、問題を抱えた
人々が増え、「心の病」をどのように理解し解決に導く援助
を行っていくかが重要になっています。心理臨床は、こうし
た心の問題を持つ人に対して、心理学的な知識や技法をも
ちいて援助していきます。このシリーズでは、心理臨床の基
礎や取り上げる療法について、再現を用いた実際を交えて、
わかりやすく解説していきます。 

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 心理臨床の対象とアプローチ （40分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203186 

2 心理臨床の領域 （51分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203187 

3 心理アセスメント（心理査定） （39分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203188 

4 心理療法・カウンセリング （47分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203189 

5 認知療法・認知行動療法 （48分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203190 

6 臨床動作法（動作療法） （42分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203191 

7 表現療法 ～MSSMを中心に～ （43分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203192 

8 風景構成法 （40分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203193 

9 箱庭療法 （46分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203194 

10 遊戯療法 （39分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203195 

11 家族療法 （39分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203196 

12 病院臨床 （30分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203197 

13 スクールカウンセリング （46分） 2012 ¥30,800 ¥61,600 1028203198 

14 保育カウンセリング （40分） 2011 ¥30,800 ¥61,600 1028203199 

15 心理臨床の倫理・研究・訓練 （36分） 2013 ¥30,800 ¥61,600 1028203200 
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企画：滝口 俊子（放送大学 名誉教授） 
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マルチメディア出版社だからできた難解な解剖生理を新しい切り口で解説！ 

※発行年、ISBN はプリント版の情報です 

監修  

高松 研 
東邦大学医学部生理学講座 細胞生理学分野 教授 

堀内ふき 
茨城県立医療大学 保健医療学部 教授 

※すでに電子書籍を導入済みのお客様は、差額で動画をご購入いただけます。 

NEW 生体のしくみ標準テキスト 
新しい解剖生理(第２版)【カラー版】 

NEW 生体のしくみ標準テキスト 新しい解剖生理(第２版)【カラー版】（電子書籍＋動画） 

＋動画 

DVD「生体のしくみ」 
第2版 全17集（動画収録 
100チャプター・783分） 
と同じ動画が見られます！ 

動画が付きました！ 

同時1アクセス（本体） ¥41,800 冊子版ISBN 9784862433251 

同時3アクセス（本体） ¥83,600 発行年 2009  商品コード 1025880122 

書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

さあ!やってみよう集団認知行動療法  （21分） 
  ―うつ・不安への支援のために― 【動画付】 

集団認知行動
療法研究会 

2011 9784862434067 ¥10,450 ¥15,675 1025466238 

うつ病の集団認知行動療法 
  ―さあ!はじめよう― 【動画付】 （52分） 

岡田 佳詠 2008 9784862432636 ¥10,450 ¥15,675 1025466239 

Yoga大百科 【動画付】 （3枚/160分） 山田 多佳子 2007 9784862431769 ¥23,375 ¥35,062 1025880121 

理論と実践!治療的テーピング 
  ―DVDで学ぶ― 【動画付】 （2枚/106分） 

Maria 
Constantinou 

2012 9784862434791 ¥19,800 ¥29,700 1028515325 

2020年6月 
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No. 書名 著編者 発行年 冊子版ISBN 
同時 

１アクセス 
（本体） 

同時 
３アクセス 
（本体） 

商品コード 内容紹介 

1 上腕・肘・前腕の手術  金谷 文則 2015 9784521732541 ¥60,500 ¥90,750 1022024166 
最新の知識に基づく、上腕・肘・前腕の標準的な手術手技を詳述。手
術手技のコツとピットフォールを、美しく正確なイラストと写真を多用し、
わかりやすく解説する。 

2 脊髄の手術  馬場 久敏 2014 9784521732534 ¥58,080 ¥87,120 1022024167 
高い専門性が要求される脊髄疾患の手術手技のコツとピットフォール
を、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。 

3 骨盤・股関節の手術  内藤 正俊 2012 9784521732527 ¥58,080 ¥87,120 1022024168 
骨盤・股関節に関する代表的な手術について、そのコツとピットフォー
ルを、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。 

4 手関節・手指の手術  三浪 明男 2012 9784521732510 ¥58,080 ¥87,120 1022024169 
手関節・手指に関する手術全般をほぼ網羅し、そのコツとピットフォー
ルを、美しく正確なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。 

5 膝関節の手術  黒坂 昌弘 2011 9784521732503 ¥50,820 ¥76,230 1022024170 
 膝関節の手術法と手術術式を総括的にまとめたテキスト。整形外科
専門医として経験が求められる手術手技の実践書として、美しく正確
なイラストと写真を多用し、わかりやすく解説する。 

6 肩関節の手術  井樋 栄二 2011 9784521732497 ¥43,560 ¥65,340 1022024171 

肩関節の疾患や外傷に対する主な手術法についてまとめたテキスト。
肩関節への進入法を直視下と鏡視下に分けて説明したのち、代表的
な手術術式を、美しく正確なイラストと写真を多用してわかりやすく解
説する。 

7 腰椎の手術  高橋 和久 2010 9784521732480 ¥36,300 ¥54,450 1022024172 
胸腰椎移行部および腰椎・腰仙椎へのアプローチをまとめた上で、後
方除圧術、後方除圧固定術、前方除圧固定術に関する具体的手術手
技の詳細を、美しく正確なイラストを多用してわかりやすく解説。 

8 基本手術手技 戸山 芳昭 2017 9784521732558 ¥62,920 ¥94,380 1024775777 

皮膚・筋・腱・骨・末梢神経・関節の手術、四肢切断術、マイクロサー
ジャリー、感染症や腫瘍に対する手術、外傷治療などにおける最も基
本となる手術手技を取り上げて、写真、美しく分かりやすいイラストを
用いて解説。 

9 頚椎・胸椎の手術  鐙 邦芳 2018 9784521732565 ¥60,500 ¥90,750 1027882471 

頚椎・胸椎に対する除圧再建手術を、頭蓋頚椎移行部・上位頚椎、中
下位頚椎、胸椎の３つの部位に分けて取り上げた。環軸椎後方固定
術、頚椎椎弓形成術、頚椎椎弓根スクリュー固定、胸椎前方除圧再
建術などの手術手技を、実際の手術をイメージできるように多くのカ
ラーイラストと簡潔な文章で分かりやすく解説。 

本書は整形外科手術の教科書としてバイブル的存在に成りうる内容を有しており、
実際に手術室に持ち込んで、本書を傍らに置いて参考にしながらナビゲーションし
てくれる整形外科手術書となっている。本書には、使用する手術機器の使い方か
ら手術体位、そして手技のコツや留意すべき点、落とし穴などが鮮明な図を用いて
分かりやすく丁寧に説明されている。整形外科の専門医や認定医、指導医、そし
て整形外科を目指している研修医や専修医、また、手術室の看護スタッフや臨床
助手の方々にも大いに役立つ手術書である。 

9点 
合計価格（特価） 

同時１アクセス（本体） ¥444,400 同時３アクセス（本体） ¥666,600 

※以下続刊、継続してご購入いただけます 

整形外科手術イラストレイテッド シリーズ 【動画付】 

2020年6月 
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「臨床に役立つ解剖学実習」の動画と 

「リハビリテーション解剖アトラス」が 
セットになったタイトルが出ました！ 

◆臨床に役立つ解剖学実習 各巻（動画） 

【著編者：佐藤 達夫】 

●臨場感あふれる鮮明な映像により，書籍や模型では理解しにくかった立体構造，筋・神経の位置関係，
進入状況等を見ることができます． 

●著作者自身の剖出・編集・明快なナレーションにより，臨床解剖の世界に深く引き込まれます． 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス

（本体） 
同時３アクセス

（本体） 
商品コード 

臨床に役立つ解剖学実習 1 上肢 【動画版】 （60分） 2007 9784263212233 ¥132,000 ¥220,000 1027776288 

臨床に役立つ解剖学実習 2 下肢 【動画版】 （60分） 2007 9784263212240 ¥132,000 ¥220,000 1027776289 

臨床に役立つ解剖学実習 3 体幹 【動画版】 （60分） 2007 9784263212257 ¥132,000 ¥220,000 1027776290 

◆リハビリテーション解剖アトラス（電子書籍） 

同時1アクセス（本体） ¥26,400 冊子版ISBN 9784263218556 

同時3アクセス（本体） ¥44,000 発行年 2006 商品コード 1025578833 

動画『臨床に役立つ解剖学実習』全3巻セットをご購入いただくと、    
電子書籍『リハビリテーション解剖アトラス 』をご覧いただけます！ 

＋ 

◆臨床に役立つ解剖学実習 全3巻 ＋ リハビリテーション解剖アトラス セット（動画＋電子書籍） 

同時1アクセス（本体） ¥396,000 冊子版ISBN 9784263212226 

同時3アクセス（本体） ¥660,000 発行年 2006 商品コード 1027776287 

すでに電子書籍を導入済みのお客様は、差額で動画をご購入いただけます。 
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● 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。 

電子書籍を購入済みのお客様は 

差額で動画付を 

ご購入いただけます。 

大好評「写真でわかるアドバンス」シリーズが 
 

動画付きで販売開始！ 

※動画はダウンロード・印刷ができません。 
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写真でわかる 急変時の看護 アドバンス 【動画付】 
―心肺蘇生法を中心に : 処置の流れとポイントを徹底理解!―改訂第2版  

【監修】松月 みどり  発行年 2019年  ISBN 9784899963806 
 

【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1029833981 
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
 

※動画のみの販売は行っておりません。                             

救命救急処置の手技を、豊富なカラー写真とテキスト・動画で徹底解説した『写真でわか
る急変時の看護 アドバンス』が【改訂第2版】としてリニューアル。【改訂第2版】では、救急
や急変の場面でよく見られる「気管挿管の準備と介助」の章を加え、より実践に即した内
容に加筆改訂いたしました。付属動画も、新たなコンテンツを追加し、収録時間：27分(旧
版)から、40分(改訂第2版)へボリュームUP。JRC蘇生ガイドライン2015に準拠。 

（40分） 

No.2019-315 

2020年6月 

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


● 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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写真でわかる 母性看護技術 アドバンス 【動画付】 

―褥婦・新生児の観察とケア、母乳育児を理解しよう!―  

【監修】平澤 美惠子・村上 睦子  発行年 2017年  ISBN 9784899963721 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1028164182 
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞1026881964 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞1028164199 
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200 
※動画のみの販売は行っておりません。（40分） 

看護師に必要とされる母性看護技術をビジュアルに解説する超実践型テキスト。  
十分な実習での学びができないなかで、母性看護技術を精選してその要点を理論的に解説しています。看護学生の
臨地実習や、新人ナースの自己学習に最適です。 

写真でわかる 整形外科看護 アドバンス 【動画付】 

―受傷期のケアから社会復帰への支援まで、写真と動画で体験!― 

監修】山元 恵子  発行年 2018年  ISBN 9784899963714 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1028164181 
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞1026881965 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞1028164198 
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200   
 ※動画のみの販売は行っておりません。（60分）                             

動画と豊富な写真で整形外科看護特有の技術を解説した好評書『写真でわかる整形外科看護』に、 代表的な整形
疾患である大腿骨頸部骨折のケアの流れを『疾患編』として加筆し、より実践的になりました。 

写真でわかる 看護のための感染防止アドバンス【動画付】 

―病院感染対策の基本・実践のポイントを徹底理解!― 

【監修】古川 祐子  発行年 2018年  ISBN 9784899963752 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1028164183 
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞1027518377 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞1028164200 
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200 
※動画のみの販売は行っておりません。（45分）          

医療・看護現場の最前線で、患者にもっとも近い存在の看護師が感染防止の役割を担うことが、施設全体の感染防
止対策につながります。本書では、カラー写真320点と動画で感染防止対策に必須の知識・技術をわかりやすく解説、
現場で実践できる構成になっています。現任看護師から看護学生まで、幅広くご活用いただけます。 

シリーズタイトル好評発売中! 

写真でわかる 実習で使える看護技術 アドバンス【動画付】 

【編著】吉田 みつ子・本庄 恵子  発行年 2017年  ISBN 9784899963646 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1028164179 
同時1アクセス（本体）¥21,120  同時3アクセス（本体）¥52,800 
【電子書籍】＜商品コード＞1025275592 
同時1アクセス（本体）¥13,200  同時3アクセス（本体）¥33,000 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞1028164196 
同時1アクセス（本体）¥7,920  同時3アクセス（本体）¥19,800  
※動画のみの販売は行っておりません。（83分） 

『写真でわかるシリーズ』の膨大なコンテンツを、実習用サブテキストとして再編集した『実 習で使える看護技術』が、
最新の知見にアップデートされ、改訂リニューアル！！動画と鮮明でわかりやすい写真を多用して技術の手順・ポイ
ントを解説し、技術ごとの到達目標や学習内容・課題を明示。チェックリストで確認・観察内容、注意すべきポイントが
わかる、実習に必須の1冊。 

2020年6月 



● 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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写真でわかる 高齢者ケア アドバンス 【動画付】 

【監修】古田 愛子  発行年 2017年  ISBN 9784899963653 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1028164180 
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1025275593 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞1028164197 
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200  
※動画のみの販売は行っておりません。（77分）                        

 『写真でわかる高齢者ケア』を、最新の知見に基づき『写真でわかる高齢者ケア アドバンス』としてリニューアル。高齢患者に対する基
本的なケアを中心に、高齢者の特徴である加齢による機能低下、低栄養や感染防御力の低下、精神・心理状態などを配慮した総合的
なアセスメントの視点から、高齢者一人ひとりに応じたケアのポイントと実践について具体的にイメージしながら学べます。 

写真でわかる 基礎看護技術 アドバンス 【動画付】 

【監修】吉田 みつ子・本庄 恵子  発行年 2016年 ISBN 9784899963400  
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164172 
同時1アクセス（本体）¥19,360  同時3アクセス（本体）¥48,400 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1023982701 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164189 
同時1アクセス（本体）¥8,360  同時3アクセス（本体）¥20,900  
※動画のみの販売は行っておりません。（90分） 

動画と多数の写真で、臨床現場で必要な看護の知識と技術を“見える化”したテキスト。臨床でよく出会う場面を設定して複合事例を提
示し、起こりやすいヒヤリ・ハットの具体的内容も示す。 

シリーズタイトル好評発売中! 

写真でわかる重症心身障害児(者)のケア アドバンス【動画付】 
【監修】八代 博子  発行年 2017年  ISBN 9784899963639 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞1028164178 
同時1アクセス（本体）¥21,120  同時3アクセス（本体）¥52,800 
【電子書籍】＜商品コード＞1024303286 
同時1アクセス（本体）¥13,200  同時3アクセス（本体） ¥33,000 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞1028164195 
同時1アクセス（本体）¥7,920  同時3アクセス（本体）¥19,800  
※動画のみの販売は行っておりません。（50分） 

重度に障害を抱える児(者)たちが、豊かに生きることを支援するために必要なケアを集約し、リニューアル!!呼吸管理から、身体の動か
し方、食事支援や排泄などの日常のケアコミュニケーション支援、外出の工夫まで、児（者）の生活をより豊かに広げるためのケアをビ
ジュアルに解説しました。新たに、乳児の口腔ケアと、在宅での入浴の工夫を加え、ますます実践的な内容に！ビジュアルな書籍で、
東京小児療育病院・みどり愛育園で長年にわたって培われた重症児(者)ケアの「心」と「技術」を学ぶことができます。 

写真でわかる 臨床看護技術① アドバンス 【動画付】 

【監修】本庄 恵子・吉田 みつ子  発行年 2016年 ISBN 9784899963417  
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164173 
同時1アクセス（本体）¥17,160  同時3アクセス（本体）¥42,900 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1023982702 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164190 
同時1アクセス（本体）¥6,160  同時3アクセス（本体）¥15,400  
※動画のみの販売は行っておりません。（50分） 

動画と多数の写真で、注射・検査に関する看護技術などを「見て」「聴いて」習得できるテキスト。臨床でよく出会う場面を設定して複合
事例を提示し、ヒヤリ・ハットの具体的内容も示す。書き込み欄あり。 

写真でわかる 臨床看護技術② アドバンス 【動画付】 

【監修】本庄 恵子・吉田 みつ子  発行年 2016年 ISBN 9784899963424  
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164174  
同時1アクセス（本体）¥17,160  同時3アクセス（本体）¥42,900 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1023982703  
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164191  
同時1アクセス（本体）¥6,160  同時3アクセス（本体）¥15,400  
※動画のみの販売は行っておりません。（20分） 

動画と多数の写真で、呼吸・循環、創傷ケアに関する看護技術などを「見て」「聴いて」習得できるテキスト。臨床でよく出会う場面を設定
して複合事例を提示し、ヒヤリ・ハットの具体的内容も示す。書き込み欄あり。 

2020年6月 



● 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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写真でわかる看護のための フィジカルアセスメントアドバンス 【動画付】 

【監修】守田 美奈子  【医学指導】鈴木 憲史  発行年 2016年  ISBN 9784899963394 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164171  
同時1アクセス（本体）¥17,160  同時3アクセス（本体）¥42,900 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1022708393  
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164188  
同時1アクセス（本体）¥6,160  同時3アクセス（本体）¥15,400  
※動画のみの販売は行っておりません。（50分） 

フィジカルアセスメントを「身体を動かす」「食べる・栄養をとりこむ」「排泄する」などの生活行動から捉えたテキスト。オールカラーの写真
とイラスト、動画で、アセスメント技術を徹底解説する。 

写真でわかる 小児看護技術 アドバンス 【動画付】 

【監修】山元 恵子  【編著】佐々木 祥子  発行年 2017年  ISBN 9784899963448 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164176  
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1024303284 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164193  
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200 
※動画のみの販売は行っておりません。（65分） 

好評書が『写真でわかる小児看護技術 アドバンス』としてリニューアル!!最新情報を盛り込み、わかりやすさはそのままに、よりスッキリ
と見やすい誌面になりました。観察、コミュニケーションから、日常生活援助、臨床看護技術まで、小児看護のポイントを体験するように
学べます。 

2020年6月 

シリーズタイトル好評発売中! 

写真でわかる 助産技術 アドバンス 【動画付】 
【監修】平澤 美惠子・村上 睦子  発行年 2016年  ISBN 9784899963387 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164170 
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1022708395 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164187 
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200  
※動画のみの販売は行っておりません。（80分） 

妊婦に対する診察技術や分娩期・新生児期の助産技術を中心に、ケアの実際を具体的に解説した実践的テキスト。写真と動画で、現
場で体験しているように助産技術が習得できる。 

写真でわかる 訪問看護 アドバンス 【動画付】 

【監修】押川 真喜子  発行年 2016年  ISBN 9784899963370 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164169  
同時1アクセス（本体）¥16,280  同時3アクセス（本体）¥40,700 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1022708394 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164186 
同時1アクセス（本体）¥5,280  同時3アクセス（本体）¥13,200  
※動画のみの販売は行っておりません。（45分） 

訪問看護の基本手技、訪問リハビリテーション、在宅における感染管理、在宅での苦痛緩和と看取りについて解説する実践的テキスト。
訪問看護の現場を、写真と動画でリアルに疑似体験できる。 

写真でわかる リハビリテーション看護 アドバンス【動画付】 

【監修】林 泰史  発行年 2017年  ISBN 9784899963622 
【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164177 
同時1アクセス（本体）¥17,160  同時3アクセス（本体）¥42,900 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1024303285 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164194 
同時1アクセス（本体）¥6,160  同時3アクセス（本体）¥15,400 
※動画のみの販売は行っておりません。（45分） 

『写真でわかるリハビリテーション看護』が〔アドバンス版〕としてリニューアル!!本書では、動画・写真・図表を駆使して、リハビリテーション
看護の実際を疾患別にわかりやすく解説。超高齢社会に突入した今、高齢患者の生活機能を維持し、生活の質を上げるために、看護
のあらゆる場面でリハビリテーションの知識・技法・マインドが求められています。時代の要請に応え、日常の看護でさらに一歩進んだケ
アを提供するために、必須の書です。 



● 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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写真でわかる 介護職のための医療的ケア  【動画付】  
―喀痰吸引と経管栄養を中心に、安全・確実なケアの流れとポイントを解説!― 

【著編者】境 美代子  発行年 2014年  ISBN 9784899963295 
 

【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164168  
同時1アクセス（本体）¥13,200  同時3アクセス（本体）¥33,000 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1017332957 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164185 
同時1アクセス（本体）¥2,200  同時3アクセス（本体）¥5,500 
※動画のみの販売は行っておりません。 

「喀痰吸引」「経管栄養」を中心に、医療的ケアの基本的な流れとポイントを動画と豊富な
写真とわかりやすい文章で解説した、介護職向けの実践的・実用的なビジュアル教本。 

 周術期看護 改訂版 【動画付】 

【監修】中村 美知子  発行年 2017年  ISBN 9784899963707 
 

【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028164167  
同時1アクセス（本体）¥17,160  同時3アクセス（本体）¥42,900 
【電子書籍】＜商品コード＞ 1025275591 
同時1アクセス（本体）¥11,000  同時3アクセス（本体） ¥27,500 
【電子書籍ご購入済み差額】＜商品コード＞ 1028164184 
同時1アクセス（本体）¥6,160  同時3アクセス（本体）¥15,400 
※動画のみの販売は行っておりません。 

【監修】林 泰史  発行年 2018年  ISBN 9784899963769 
 

【電子書籍（動画付）】＜商品コード＞ 1028107444  
同時1アクセス（本体）¥20,680  同時3アクセス（本体）¥51,700 
※動画のみの販売は行っておりません。 

急性期病院から回復期病棟、そして在宅医療へとつなぐリハビリに必要な 
知識と訓練方法を鮮明な写真と動画で解説!!対応が難しく、効果が上がりにくい大腿骨近
位部骨折のリハビリが、写真と動画でビジュアルにわかります。 

大腿骨近位部骨折のリハビリテーション 
 ―Visual Lecture on Rehabilitation―【動画付】 

（26分） 

（65分） 

（45分） 

その他 動画付タイトル 
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全8冊揃価格（分売可） 

同時1アクセス（本体） : ¥22,000 

同時3アクセス（本体） :  ¥44,000 

胸部写真は教科書だけでは身につきにくいため、多くの症例を見る機

会に学ぶことが近道であると言われている。本書は佐藤雅史先生の貴重

な症例を10症例掲載。また、すべての症例に読影の過程・疾患につい

ての講義映像も収載した（講義映像は「MS.CHEST神田塾」での読

影カンファレンス）。創刊号は特別講義映像“「小学校三年J組読影

法」からのアプローチ”付き！⑥号は特別講義映像「だまされてはいけな

いMimicker達①」付き！確実な診断力アップに必携のシリーズ！  

目を鍛える胸部写真アカデミー  
―佐藤雅史先生の講義映像付き― 

監修：佐藤雅史 編集：高間都/鶴田晴子 

書名 発行年 冊子版ISBN 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

目を鍛える胸部写真アカデミー 1  
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2017 9784908339004 ¥2,750 ¥5,500 1028397348 

目を鍛える胸部写真アカデミー 2  
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2017 9784908339011 ¥2,750 ¥5,500 1028397349 

目を鍛える胸部写真アカデミー 3  
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2017 9784908339028 ¥2,750 ¥5,500 1028397350 

目を鍛える胸部写真アカデミー 4 
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2017 9784908339035 ¥2,750 ¥5,500 1028397351 

目を鍛える胸部写真アカデミー 5 
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2017 9784908339042 ¥2,750 ¥5,500 1028397352 

目を鍛える胸部写真アカデミー 6 
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2017 9784908339059 ¥2,750 ¥5,500 1028397353 

目を鍛える胸部写真アカデミー 7  
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2019 9784908339066 ¥2,750 ¥5,500 1029574138 

目を鍛える胸部写真アカデミー 8  
 ―佐藤雅史先生の講義映像付き―【動画付】 

2019 9784908339073 ¥2,750 ¥5,500 1030988276 

医療系のための画像診断・核医学検査 ベーシック 【動画付】 

立石 宇貴秀 著  2018年 発行 

同時1アクセス（本体） ¥12,100 同時3アクセス（本体） ¥24,200 

冊子版ISBN 9784908339110  商品コード 1028397354 

これから画像診断・核医学を学ぶ人のために、やさしく＆わかりやすく、1ページ1テーマで、放射線医学や核医学につ
いての知識、診断の考え方、検査の原理、臨床応用、被ばくの概念などを解説。第２章では、脳・心臓、第３章では骨・
肺・腫瘍、第４章では内分泌・消化器・腎などの臨床で遭遇する頻度の高い検査なども解説されており、核医学の全体
像が短時間で学べます。臨床画像は動画で閲覧！ 
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タイトル 監修・指導 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 

ID触診術 頸部・体幹・上肢編 (294分) 鈴木 重行 2011 ¥66,000  ¥99,000  1031093601 

ID触診術 下肢編 (117分) 鈴木 重行 2011 ¥44,000  ¥66,000  1031093602 

IDストレッチング (82分) 鈴木 重行 2006 ¥66,000  ¥99,000  1031093608 

タイトル 監修・指導 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

脊髄・末梢神経の検査 （1） 小山 素麿 ¥44,000  ¥66,000  1031093603 

脳神経-診察法と異常所見 （2） 服部 孝道 ¥44,000  ¥66,000  1031093604 

失語症 ブローカ失語とウェルニッケ失語 （3） 綿森 淑子 ¥44,000  ¥66,000  1031093605 

失語症 さまざまな臨床像 （4） 綿森 淑子 ¥44,000  ¥66,000  1031093606 

めまい 診断法と異常所見 （5） 加我 君孝 ¥44,000  ¥66,000  1031093607 

ＩＤシリーズ  

やさしい神経学   

タイトル 監修・指導 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 

ADLの極意 (90分) 
石川県作業療法士会
25周年記念委員会 

2009 ¥44,000  ¥66,000  1031093609 

基礎編 ホスピス・緩和ケアの実践から （ホスピス・緩和ケア入門 1）(38分) 季羽倭 文子 - ¥41,905  ¥62,858  1031093610 

実際編 疼痛マネジメントと日常生活のケアを中心に  
（ホスピス・緩和ケア入門 2）(46分)  

季羽倭 文子 - ¥41,905  ¥62,858  1031093611 

認知症ケアの基本視点 ―心に寄り添うケアを中心に― (30分)  小澤 勲 - ¥44,000  ¥66,000  1031093612 

認知症老人のコミュニケーション・ケア (30分) 綿森 淑子 - ¥44,000  ¥66,000  1031093613 

高齢者のレクリエーション (41分) 米永 まち子 - ¥44,000  ¥66,000  1031093614 

もっと自由な出産を (18分) 杉山 富士子 - ¥35,200  ¥52,800  1031093615 

The 7th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 1998 (60分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093616 

The 8th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 1999 (60分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093617 

The 9th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2000 (75分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093618 

The 10th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2001（74分） 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093619 

The 11th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2002 (60分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093620 

The 12th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2003 (65分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093621 

The 13th PTCA Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2004 (75分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093622 

The 14th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2005 (130分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093623 

The 15th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2006 (110分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093624 

The 16th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2007 (150分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093625 

The 17th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2008 (170分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093626 

The 18th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2009 (270分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093627 

The 19th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2010 (200分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093628 

The 20th PCI Live Demonstration Course in Kurashiki Cases 2011 (200分) 光藤 和明 - ¥132,000  ¥198,000  1031093629 
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教育・保育のエピソードシリーズ 
主体的学び・対話的学び・ 

深い学びへのアプローチ 全4巻 

教育・保育のエピソードシリーズ 
生活・遊びを通して学ぶ保育  

全3巻 

21世紀型の保育実践  
全3巻 

全4巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

¥99,000  

同時３アクセス 
(本体) 

¥198,000  

商品コード 

1029835153 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

¥74,250  

同時３アクセス 
(本体) 

¥148,500  

商品コード 

1029835173 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

¥94,050  

同時３アクセス 
(本体) 

¥188,100  

商品コード 

1029835128 

続・実践に学ぶ幼児の保育  
認定こども園編 全2巻 

続・保育者を目指すあなたへ 
幼稚園教育実習編 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥59,400  ¥118,800  1029835132 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥59,400  ¥118,800  1029835142 

０歳児のあそびと保育者の役割 
 -０歳児後半（這い這い・一人歩き）期- 全2巻 

あそびの中で乳児は学ぶ 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000 1029835113 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835105 

さまざまな保育の職場 

(保育教諭) 全2巻 

考える力・意欲・関わる力が 
育つ保育 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

¥59,400  

同時３アクセス 
(本体) 

¥118,800  

商品コード 

1029835125 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

¥59,400 

同時３アクセス 
(本体) 

¥118,800  

商品コード 

1029835122 

やさしさが育つとき 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

¥49,500  

同時３アクセス 
(本体) 

¥99,000  

商品コード 

1029835099 

新宿スタジオのDVDが 
Maruzen eBook Libraryで 

動画配信されます!! 

●各巻の詳細はお問い合わせください。 

2020年6月 
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乳幼児へのまなざし 全3巻 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥74,250  ¥148,500  1029835091 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥74,250  ¥148,500  1029835095 

保育のひだまり  
子どもに寄り添い育み育まれる保育 全3巻 

気になる子どものいる保育 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835082 

豊かな音楽表現を育てる幼児のリトミック 全3巻 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥74,250  ¥148,500  1029835169 

幼児のリトミック 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥59,400  ¥118,800  1029835119 

児童養護施設における施設実習 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835166 

施設実習の予備知識 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835063 

保育者養成校における子育て支援活動 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835150 

乳幼児期の砂遊び 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835116 

保護者からのクレームを活かそう 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835102 

あかちゃんと離乳食 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835088 

乳児の食べる機能の発達と成長・発育 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥39,600  ¥79,200  1029835031 

●各巻の詳細はお問い合わせください。  

2020年6月 

新宿スタジオのDVDが 
Maruzen eBook Libraryで 

動画配信されます!! 
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幼稚園教育実習 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835079 

保育士・幼稚園教諭になるために 全3巻 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥74,250  ¥148,500  1029835072 

子どもを育む保育の環境 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835076 

保育の安全と事故防止 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835066 

応答的保育 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥39,600  ¥79,200  1029835057 

保育ゼミナール  
－語りあい学びあう保育の世界－ 全4巻 

全4巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥99,000  ¥198,000  1029835052 

低年齢児の保育 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835046 

はじめての保育実習 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835043 

幼児の育ちと造形 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835037 

乳児保育の実際 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835034 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥27,500  ¥55,000  1029835029 

保育所の一日 地域社会と共に歩む 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥27,500  ¥55,000  1029835030 

小さな冒険者のために 積極的な安全教育 

●各巻の詳細はお問い合わせください。 

2020年6月 

新宿スタジオのDVDが 
Maruzen eBook Libraryで 

動画配信されます!! 



● 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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音楽的な遊びに見る乳幼児の発達 全4巻 

全4巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥118,800  ¥237,600  1029835145 

健康な乳幼児の発達 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835049 

子 ど も 虐 待  全 2 巻  

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835040 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥59,400  ¥118,800  1029835139 

子ども虐待における家族支援 
― ファミリーグループ・カンファレンスの実践 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥79,200  ¥158,400  1029835163 

全3巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥118,800  ¥237,600  1029835135 

特別支援教育 知的障がい児のキャリア発達を 
育むキャリア教育 全2巻 

特別支援教育 知的障がい児のキャリア発達を 
育む学校力 全3巻 

発達障害の子を持つ母親たち 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835085 

自閉者が語る幼少時代 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835069 

軽度発達障害のある子どもたち 全2巻 

全2巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥49,500  ¥99,000  1029835060 

乳幼児健診の手引き 全4巻 

全4巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥99,000  ¥198,000  1029835158 

子どもの保健・実習 全4巻 

全4巻  
セット特価 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥99,000  ¥198,000  1029835108 

●各巻の詳細はお問い合わせください。 

2020年6月 

新宿スタジオのDVDが 
Maruzen eBook Libraryで 

動画配信されます!! 



学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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 

 
 

● 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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東京シネ・ビデオ 

東京シネ・ビデオのDVDがMaruzen eBookLibraryで 
動画配信されます!! 

認知症とともに生きていく 全2巻 （認知症形態別事例集） 

認知症の人と初めて向き合うこと 全3巻 （介護福祉実習の現場）  

て・あーてと福祉用具を活用したある地方病院の取り組み 全3巻 
（看護師不足・職員の高齢化に悩む全国の病院へ向けたメッセージ）  

利用者の笑顔を支える市民後見人 全2巻 （市民後見人養成研修用映像） 

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） 全2巻 
（日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）促進と生活支援員研修用映像） 

全2巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥57,750  ¥77,000  1029835188 

全3巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥82,500  ¥110,000  1029835191 

2014年制作 

全3巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥82,500  ¥110,000  1029835195 

2016年制作 

2017年制作 全2巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥57,750  ¥77,000  1029835199 

2017年制作 全2巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥57,750  ¥77,000  1029835202 

求められる地域介護サービスと認知症ケア 全2巻 
（必見！新たな地域密着型介護サービスの実際）  

1 アルツハイマー型認知症（22分+解説 8分） 

2 レビー小体型認知症 （24分） 

2016年制作 

1 事前学習編 （19分） 

2 実習編① （22分） （一問一答編 （8分）） 

3 実習編②事後学習編 （21分） 

1 患者の治る力を引き出す ～て・あーてを実践する～ （19分） 

2 
福祉用具を活用し仲間が辞めない職場づくり 
 ～ある地方病院の取り組み～ （46分） 

3 
患者の生きる力を引き出す 
 ～て・あーて、福祉用具を活用した実践例～（45分） 

1 市民後見人の活動 （15分） 

2 活動から見る市民後見人のポイント （18分） 

1 日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業） （22分） 

2 生活支援員の仕事 （18分） 

1 小規模多機能型居宅介護とは （32分） 

2 
小規模多機能型居宅介護の実際 （51分） 
－認知症ケアの理解を深める－ 事例別解説なし （30分） 

全2巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥24,750  ¥33,000  1029835205 

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


● 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6月 

1 高齢者福祉施設における看護師 ～自宅に近い看護を目指して～ （13分） 

2 高齢者福祉施設における管理栄養士 ～おいしい食事で笑顔を～ （14分） 

3 高齢者福祉施設におけるケアマネジャー ～いつも利用者のそばに～ （13分） 

4 高齢者福祉施設における介護スタッフ ～笑顔が働く力に～ （11分） 

5 
高齢者福祉施設における運転、安全・衛生管理、施設の設備管理 
 ～人と関わり成長できる職場～ （10分） 

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 

私の介護体験 認知症の人と家族の想い 全6巻 揃価格 （分売可） 2015 ¥79,200 ¥105,600 - 

1 「老々介護」 高齢の夫を高齢の私が支えて （52分） -  ¥13,200  ¥17,600  1029835177 

2 「一人暮らし」 遠距離から一人暮らしの母を介護して （50分） - ¥13,200  ¥17,600  1029835178 

3 「男性の介護」 妻を介護する男性介護者 （50分） -  ¥13,200  ¥17,600  1029835179 

4 「介護離職」 夫との時間を大切にして介護離職を選択 （53分） - ¥13,200  ¥17,600  1029835180 

5 「若年性認知症」 若年性認知症の母を介護して （35分） -  ¥13,200  ¥17,600  1029835181 

6 「終末期の介護」 父の看取りと育児を同時に乗り越えて （55分） - ¥13,200  ¥17,600  1029835182 

観て聴いて感じ取る認知症ケア 全3巻 揃価格 （分売可） 2012 ¥99,000 ¥132,000 - 

1 食事の場面から就寝の場面まで観て学ぶ  （38分） -  ¥33,000  ¥44,000  1029835185 

2 介護福祉士、利用者同士のやりとりを観て学ぶ  （33分） -  ¥33,000  ¥44,000  1029835186 

3 さなざまな利用者と介護福祉士の場面から学ぶ  （37分） - ¥33,000  ¥44,000  1029835187 

社会福祉士の仕事 全7巻 揃価格（分売可） 2011 ￥80,850 ￥107,800 1029835216 

1 老人福祉施設で高齢者を支える仕事 -  ¥11,550  ¥15,400  1029835217 

2 障碍者に対する自立生活アシスタント - ¥11,550  ¥15,400  1029835218 

3 児童家庭支援編 -  ¥11,550  ¥15,400  1029835219 

4 医療機関編 - ¥11,550  ¥15,400  1029835220 

5 地域生活を支える地域包括支援センター -  ¥11,550  ¥15,400  1029835221 

6 社会福祉協議会・さわやかサービス -  ¥11,550  ¥15,400  1029835222 

7 福祉事務所編 - ¥11,550  ¥15,400  1029835223 

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 

積極的に生きていく～生活を整えるリハビリテーション看護～  
（廃用症候群からの回復 ） （本編31分・特別映像18分） 

2017 ¥33,000  ¥44,000  1029835183 

映画「グローバルヘルス実現のために」 （58分） 2017  ¥16,500  ¥22,000  1029835184 

介護福祉士の仕事 全7巻 （介護福祉士の仕事） 

全7巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥77,550  ¥103,400  1029835208 

ポジショニング ～快適な姿勢をサポートする～ 全2巻 

全2巻 セット特価 （分売可） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥66,000  ¥88,000  1030884435 

2019年制作 

ふくしの仕事 Ⅰ 全5巻 （福祉の現場での仕事を観る） 

全5巻 セット特価 （分売可）  

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥66,000  ¥88,000  1029835224 

2019年制作 

1 特別養護老人ホーム （11分） 

2 介護老人保健施設 （11分） 

3 障害福祉サービス （10分） 

4 訪問介護サービス（生活援助編） （11分） 

5 デイサービス （11分） 

6 グループホーム （10分） 

7 小規模多機能型居宅介護サービス （11分） 

1 アセスメント 仰臥位編（33分） 

2 側臥位 半腹臥位のポジショニング（31分） 



学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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 

 
 

● 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。 

サン・エデュケーショナルのDVDがMaruzen eBookLibraryで 
動画配信されます!! 

現代心理学シリーズ 認知心理学 全10巻 

巻 書名 指導 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 認知心理学 ―そのプロフィ―ル― 監修：高野陽太郎 (東京大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672614 

2 知覚 ―情報の入力― 指導：渡邊克巳（早稲田大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672615 

3 注意 ―情報の選択― 監修：高野陽太郎 (東京大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672616 

4 記憶 Ｉ ―情報の貯蔵― 指導：伊東裕司（慶應義塾大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672617 

5 記憶 ＩＩ ―実生活の中で― 指導：伊東裕司（慶應義塾大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672618 

6 思考 Ｉ ―問題解決と推論― 指導：服部雅史（立命館大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672619 

7 思考 ＩＩ ―判断と意思決定― 指導：服部雅史（立命館大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672620 

8 言語 ―情報の伝達― 指導：田中章浩（東京女子大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672621 

9 社会的認知 ―人を認知する― 指導：岡 隆（日本大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672622 

10 動物の認知 ―適応の手段としての認知― 指導：藤田和生（京都大学） ¥60,000  ¥72,000  1029672623 

監修：高野陽太郎 (東京大学) 

全10巻 セット特価 
(商品コード：1029672613) 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥540,000  ¥648,000  

人は、目や耳などの感覚器官から環境について情報を入力し、
それを選別、貯蔵、加工し、環境に適応するための行動という形
で出力します。こうした高度なメカニズムを実証的・実践的に明ら
かにする科学が認知心理学（Cognitive Psychology）です。 知覚、
注意、記憶、思考、言語など認知の主要な研究対象をはじめ、社
会的認知、動物の認知についても、最新の研究の知見に基づい
て学んでいきます。 （各巻約30分） 
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http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 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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プライマリー ミクロ経済学入門 全10巻 

看護応用心理学 ―看護場面を心理学から読み解く― 全5巻 

巻 書名 指導 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 看護における発達段階理解の重要性 
河合優年 
（武庫川女子大学教授） 

¥38,500  ¥46,200  1029672607 

2 コミュニケーションから見えるもの 
荘厳舜哉 
（元京都光華女子大学教授） 

¥38,500  ¥46,200  1029672608 

3 発達障害を持つ子どもの看護とその理解 別府 哲（岐阜大学） ¥38,500  ¥46,200  1029672609 

4 育児における親とその心理的理解  
中西由里 
（椙山女学園大学） 

¥38,500  ¥46,200  1029672610 

5 老年期の看護と心理的理解  
成田健一 
（関西学院大学） 

¥38,500  ¥46,200  1029672611 

総監修：荘厳舜哉（元京都光華女子大学教授） / 河合優年（武庫川女子大学教授） 
看護監修：門脇文子（三重大学教授） / 田邊美智子（福井大学名誉教授） 

全5巻 セット特価 
（商品コード：1029672606） 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥175,000  ¥210,000  

看護の現場では、心理相談や心理的治療は専門家が
担当しますが、対象が人間である限り、臨床看護師に
もこころの働きの理解は不可欠です。習得してきた看
護知識や技術が有効に活かされる前提になるのです。
看護実践の現場で起きていることを例示し、その心理
的原因を探り、看護師に求められる対処行動を考えて
いきます。看護に活用できる心理学の知見を学び、と
もに考え、看護の向上を目指す映像教材です。  
 （各巻約30分） 

巻 書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 ミクロ経済学とは ～資源の配分を考える～ ¥44,000  ¥52,800  1029672626 

2 需要と供給 ～市場メカニズムで価格が決まる～ ¥44,000  ¥52,800  1029672627 

3 市場の失敗 ～市場は万能の神ではない～ ¥44,000  ¥52,800  1029672628 

4 家計とミクロ経済 ～効用を最大化する消費行動～ ¥44,000  ¥52,800  1029672629 

5 企業とミクロ経済 ～利益を最大化する生産活動～ ¥44,000  ¥52,800  1029672630 

6 不完全競争 ～独占の弊害と規制～ ¥44,000  ¥52,800  1029672631 

7 賃金の決まり方 ～自助努力と所得再分配～ ¥44,000  ¥52,800  1029672632 

8 ゲーム理論 ～戦略的行動の帰結～ ¥44,000  ¥52,800  1029672633 

9 不完全情報 ～情報発信の重要性～ ¥44,000  ¥52,800  1029672634 

10 限定合理性 ～行動経済学への誘い～ ¥44,000  ¥52,800  1029672635 

監修 ： 浅子和美(一橋大学経済研究所教授) /  山澤成康(跡見学園女子大学教授) 

全10巻 セット特価 
（商品コード：1029672625） 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥400,000  ¥480,000  

経済学の初心者にミクロ経済学の主要テーマを、身近
な事柄から体系的に分かりやすく解説・紹介します。
消費税、賃金格差、限定合理性、家計と企業の行動、
需要と供給、効率的資源配分、市場の失敗、独占、
ゲーム理論、不完全情報などを学び、さらに近年注目
されている行動経済学についても紹介します。重要な
グラフは動画を用いて分かりやすく示し、より科学的な
認識、理解に到達し、ミクロ経済学を興味深く学ぶこと
ができます。 （各巻約30分） 
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現代心理学  発達と支援 児童期～高齢期 全10巻 

現代心理学  発達と支援 胎児期～幼児期 全10巻 

監修：田島信元 (白百合女子大学) 

全10巻 セット特価 
（商品コード：1029672637） 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥540,000  ¥648,000  

人の発達を研究することは人の成長と心を理解
することです。特に、胎児期、乳幼児期の発達と
支援は、後の発達に大きな影響を及ぼすことから
心理学的にも大変重要といえます。子どもは、周
りの人々の支援のもとで本来持つ“育つ力”を発
揮することにより、発達を成就し、真の自立と生き
る力を獲得します。生涯発達過程に於ける乳幼
児期までの発達の特徴や様相、支援のあり方や
原理について紹介します。（各巻約30分） 

巻 書名 指導 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 児童期～高齢期の位置づけと支援のあり方 田島信元 (白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672650 

2 児童期の対人関係・向社会性・自己の発達と支援 藤﨑眞知代(明治学院大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672651 

3 児童期の学習・記憶・情報処理の発達と支援 中澤 潤(千葉大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672652 

4 青年期のアイデンティティの確立と支援 大野 久(立教大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672653 

5 青年期のワーキングメモリ・メタ認知の発達と支援 中道圭人(静岡大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672654 
6 成人期の就労・結婚・子育てと支援  大日向雅美(恵泉女学園大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672655 
7 中年期のアイデンティティの再体制化と支援 大野祥子(白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672656 
8 高齢期の社会関係・身体的条件の変化と支援 藺牟田洋美(首都大学東京) ¥60,000  ¥72,000  1029672657 
9 高齢期の認知・注意・記憶の発達と支援 佐藤眞一(大阪大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672658 
10 生涯発達における可塑性と自己制御 鈴木 忠(白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672659 

巻 書名 指導 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

1 発達の基盤づくりと支援の原理 田島信元 (白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672638 

2 胎児・新生児の心の世界 川上清文（ 聖心女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672639 

3 胎児・新生児の育ちを見守る支援 高井清子 (日本女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672640 

4 乳児の発達とコンピテンスの発揮 矢澤圭介(立正大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672641 

5 乳児の発達を支える母親のまなざし 大藪 泰 (早稲田大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672642 
6 幼児の認知発達と自己コントロール 宮下孝広 (白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672643 
7 幼児の社会性の発達と人間関係のひろがり 園田菜摘 (横浜国立大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672644 
8 幼児の言語発達とコミュニケーションの深化 上村佳世子 (文京学院大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672645 
9 乳幼児期の保育実践の原理と展開 髙橋貴志（白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672646 
10 乳幼児期の発達障害とその支援 秦野悦子 (白百合女子大学) ¥60,000  ¥72,000  1029672647 

監修：田島信元 (白百合女子大学) 

全10巻 セット特価 
（商品コード：1029672649） 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

¥540,000  ¥648,000  

人の発達を研究することは人の成長と心を理解
することです。特に、胎児期、乳幼児期の発達と
支援は、後の発達に大きな影響を及ぼすことから
心理学的にも大変重要といえます。子どもは、周
りの人々の支援のもとで本来持つ“育つ力”を発
揮することにより、発達を成就し、真の自立と生き
る力を獲得します。生涯発達過程に於ける乳幼
児期までの発達の特徴や様相、支援のあり方や
原理について紹介します。（各巻約30分） 
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プライマリー 金融論入門 全10巻 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

金融論を学ぶ ～金融はじめて物語～ ¥44,000  ¥52,800  1030134626 

貨幣の役割と通貨の循環 ～お金の動きを注視せよ～ ¥44,000  ¥52,800  1030134627 

間接金融と銀行 ～信用第一は誰のため～ ¥44,000  ¥52,800  1030134628 

直接金融と証券市場 ～株式相場より企業を見よ～ ¥44,000  ¥52,800  1030134629 

金利の役割と仕組み ～1%は運命の分かれ道か～ ¥44,000  ¥52,800  1030134630 

コーポレートファイナンス ～最適資本構成をめざす～ ¥44,000  ¥52,800  1030134631 

為替の仕組みと影響 ～交換が世界を変える～ ¥44,000  ¥52,800  1030134632 

資産運用と金融リスク ～リスクとリターンの攻防～ ¥44,000  ¥52,800  1030134633 

日銀の役割と金融政策 ～世界は不況に何を学ぶ～ ¥44,000  ¥52,800  1030134634 

金融危機と金融秩序 ～危機は変化へのチャンス～ ¥44,000  ¥52,800  1030134635 

監修：浅子和美（一橋大学経済研究所教授） 
      山澤成康（跡見学園女子大学教授） 

各10巻 セット特価 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥400,000  ¥480,000  

 激動する現代経済の大きな要因の一つは金融。金融は安定した経済活動のために不可欠な経済の大きな柱です。 その機能に支障
をきたすと、たちまち経済活動は混乱、停滞し、社会や暮らしに大きな影響を及ぼすため、世界は金融から目を離すことができません。 
「プライマリー金融論入門」は、金融とそれに起因する現象、金融と実社会、金融と私たちの暮らしの関連性について考えていく金融論
（Monetary Theory）の入門者向け映像教材です。分かりやすいストーリー、実写映像、図版、グラフなどを用いて各テーマを、興味深く解
き明かします。金融とは何か、その役割や仕組み、市場、政策など、金融の基礎を検証、解説し、金融危機の背景や課題も考察しながら、
金融の本質に迫ります。（各巻約30分） 

プライマリー 経済学入門 全10巻    

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

経済学とは ～暮らしの中の経済学～ ¥44,000  ¥52,800  1030134602 

市場は人類の大発明 ～価格はどう決まる～ ¥44,000  ¥52,800  1030134603 

家計は効用を最大化する ～どちらの商品を選ぶ？～ ¥44,000  ¥52,800  1030134604 

企業は利益を最大化する ～儲かる秘訣ってなに？～ ¥44,000  ¥52,800  1030134605 

マクロ経済とＧＤＰ ～需要と供給、どちらが重要？～ ¥44,000  ¥52,800  1030134606 

貿易と経済のグローバル化 ～格安ショップのからくり～ ¥44,000  ¥52,800  1030134607 

金融の仕組み ～お金は経済の潤滑油～ ¥44,000  ¥52,800  1030134608 

景気と日本銀行 ～お小遣いはなぜ上がらない～ ¥44,000  ¥52,800  1030134609 

市場の失敗と政府の役割 ～シャッター街を防げ～ ¥44,000  ¥52,800  1030134610 

経済学で社会を見る ～今後の課題を考える～ ¥44,000  ¥52,800  1030134611 

監修 ： 梅田雅信(首都大学東京大学院教授)  
      山澤成康(跡見学園女子大学教授) 

複雑で、難しそうに見える経済は、人間の重要な営みであり、社会に生きる全ての人と関わり、暮らしと密接不可分な関係にあります。 
 経済学（economics）は、経済活動や経済現象の仕組みや関係を科学的、体系的に明らかにする学問であり、経済学を学ぶことで社
会や人間に対する理解を深めることになります。「プライマリー経済学入門」は、大学等で経済学を学ぶ入門者を対象に経済のメカニ
ズムや基礎的理論を、身のまわりの経験や常識にもとづいて解説、紹介する映像による経済学入門の手引きです。 （各巻約30分） 

プライマリー 経営学入門 全10巻 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

経営学とはどんな学問か？～企業は続くよ、どこまでも～ ¥44,000  ¥52,800  1030134614 

マネジメント・経営管理の誕生～それは組織の検証から始まった～ ¥44,000  ¥52,800  1030134615 

人的資源管理の重要性～伸びる会社は社員が元気～ ¥44,000  ¥52,800  1030134616 

経営の意思決定と生産管理～経済大国日本の光と影～ ¥44,000  ¥52,800  1030134617 

企業の経営戦略とは～会社は何度も生き返る～ ¥44,000  ¥52,800  1030134618 

競争戦略のいろいろ～自動車は何を基準に選ぶ？～ ¥44,000  ¥52,800  1030134619 

市場で勝ち残るマーケティング戦略～ヒットの秘訣は顧客にあり～ ¥44,000  ¥52,800  1030134620 

財務管理とロジスティクス～お金とモノ・流れをつかんで勝利する～ ¥44,000  ¥52,800  1030134621 

バリューチェーンとブランド価値～経営者は何を目指す？～ ¥44,000  ¥52,800  1030134622 

CSRとコーポレートガバナンス～企業は誰のもの？～ ¥44,000  ¥52,800  1030134623 

監修：菊野一雄(跡見学園女子大学教授) 
    山澤成康(跡見学園女子大学教授) 

バブル崩壊、グローバル化、少子高齢化、金融危機など激動する今日の経済、経営環境。新規ビジネスの成長で活況を呈したアメリ
カ経済も、21世紀に入り、トップ企業における不祥事の発生や経営破綻など、アメリカ型の経営にも疑問符が付けられました。企業経
営を評価、検証するこれまでの座標軸が揺れ動く今日、経営のあり方や現象を研究対象とする経営学（business administration）が注
目され、重要性が増しています。 
 「プライマリー経営学入門」は、経営学を学ぶスタートラインとして経営学を俯瞰して捉え、個々の理論や手法がどのようにして生まれ、
どんな意味があったのかを検証、解説します。その時代の企業経営を理解するとともに、経営の本質に迫る経営学入門の映像教材で
す。 （各巻約30分） 

商品コード 
金融論入門  経済学入門  経営学入門  

1030134625  1030134601 1030134613 
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Global English - ESL Collection  
16タイトルセット  

TMW Media Group 

Global English - ESL Collection  16タイトル セット特価 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥957,440  ¥1,436,160  1030937078 

Learn English as a Second Language  
• Alphabet, Vowels & “To Be” 
• Contractions, Object Pronouns, Articles 
• Soft Sounds, Vowel Teams, Sight Words   
• Demonstratives, Future Tense,  Affirmatives & Negatives  
• Conditionals, Modal Verbs, Infinitives and Imperatives 
• Subjunctive Mood, Complements 

Global English  
• Question Words, Quantifiers, Possessives, Determiners 
• Adjectives, Phrases, Subjunctive 
• Prepositions, Conjunctions & Interjections 
• Adverbs  
• Grammatical Riddles & Punctuation Marks 
• Writing Skills 
• Informal, Slang, Formal & Business English 

Teach Yourself English  
• The 26 letters of the Alphabet, Pronouns, Speech, Consonants & 

Vowels, the A Sound, Syllables, Verb To Be, Negatives for 
Questions & Answers 

• Contractions, Blends & Diagraphs, Speech & Writing, Pronouns, 
Soft Sound of C & G, Diphthongs, Y & W, Sight Words, Words & 
Expressions Misused, Accent Rules 

書名 同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

English as a Second Language   ¥70,400  ¥105,600  1030937079 

Learn English as a Second Language  6タイトル （分売不可） ¥422,400  ¥633,600  1030937081 

Global English  7タイトル （分売不可） ¥492,800  ¥739,200  1030937082 

Teach Yourself English  2タイトル （分売不可） ¥140,800  ¥211,200  1030937085 

English as a Second Language  
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Game Programming: Unity 
7タイトルセット （分売不可） 

Game Programming: Unity 
7タイトル セット価格 （分売不可） 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥492,800  ¥739,200  1030988343 

• Project Setup & Player Movement 
• Handling Physics Interactions & Handling Input 
• Movement Via AddForce, Movement Via Velocity Adjustment & The Jump Mechanic 
• Adding Multiple Jumps & Using Ray-Casts 
• The Dash Mechanic 
• The Wall Slide Mechanic 

Religions of the World Collection 
18タイトルセット （分売可）  

Religions of the World - Oh My GOD Series 
18タイトル セット特価 （分売可） 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥1,077,120  ¥1,615,680  1031031557 

タイトル 商品コード 
• What is Hinduism?  1031031558 
• What is Wicca?  1031031559 
• What is Judaism?  1031031560 
• What is Islam?  1031031561 
• What is Atheism?  1031031562 
• What is Evangelical Christianity?   1031031563 
• What is Buddhism?  1031031564 
• What is Mennonite?  1031031565 
• What is Pentecostalism?  1031031566 

タイトル 商品コード 
• What is Zoroastrianis?  1031031567 
• What is Sikhism?  1031031568 
• What is First Nations?  1031031569 
• What is Catholicism?  1031031570 
• What is Rastafari?  1031031571 
• What is Shintoism?  1031031572 
• What is Jerusalem The Seeds of Islam?  1031031573 
• What is Jerusalem The Seeds of Judaism?  1031031574 
• What is JerusalemThe Seeds of  

Christianity?  1031031575 

各タイトル価格 
同時1アクセス(本体)  同時3アクセス(本体) 

¥70,400  ¥105,600  

Unityは優れたゲーム開発プラットフォームです。このシリーズはUnityの基本を学ぶには 
おすすめの入門書であり、究極のゲームを作成するための最良の方法を紹介します。 

このシリーズでは 『世界の宗教』 についてご紹介します。 



学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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 

 
 

● 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。 

ハリコー 

タイトル 同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 商品コード 

Volume 1 SET 12タイトル揃価格 ¥132,000  ¥264,000  1031040004 
Volume 2 SET 12タイトル揃価格 ¥132,000  ¥264,000  1031040017 
Volume 3 SET 12タイトル揃価格 ¥132,000  ¥264,000  1031040030 

All Ears English Connected Communicator Modules   

Halico Speak Up! Video Course 
36巻 揃価格 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 
¥396,000 ¥792,000 

各冊価格  
同時1アクセス(本体)：¥11,000  同時3アクセス(本体)：¥22,000  

9巻 揃価格 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 

¥1,056,000  ¥2,112,000  
商品コード：1031039999 

このタイトルには ワークシート（PDF）が付きます。 

このタイトルには ワークシート（PDF）が付きます。 

Volume 1 タイトル Volume 2 タイトル Volume 3 タイトル 
Morning  Schedule confirmation  Cooking  
Introductions  Job change  Family  
Commuting  Greeting foreign visitors  Weekend  
IC Cards  Trip  Friends  
Smartphone  End of the day  Famous places  
Good at, Bad at  After work  Movies  
Housework  Diet  Summer  
Neighborhood  Hobbies and Lessons  Hometown  
Morning Skit  Workplace  Evening  
Commuting Skit  Lunchtime  Weekend  
Gap Time Skit  Overtime  Vacation and Travel  
Housework Skit  After hours  The Seasons  

タイトル 同時1アクセス 
(本体) 

同時3アクセス 
(本体) 商品コード 

1-3 3タイトル価格（分売不可） ¥352,000  ¥704,000  1031040000 
4-6 3タイトル価格（分売不可） ¥352,000  ¥704,000  1031040001 
7-9 3タイトル価格（分売不可） ¥352,000  ¥704,000  1031040002 

1-3 タイトル 4-6 タイトル 7-9 タイトル 

Americana the Beautiful  Let’s Be Honest About Homelessness  Americans and Their Guns  

The Rust Belt  The Fight for Gay Rights  The Deep South: Natchez to Nashville  

The Wild West  The California Coast: Redwoods to Hollywood  New York: Bright Lights, Big City  
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発行年：2010年 
漆原 智良 監修 

日本近代文学から代表的20作品を選び、映画やアニメでストーリーを紹介し、
出演者がその作品の背景・作者をわかりやすく解説。 
1作品約10分～20分で完結。授業にも最適です。 

タイトル 冊子版ISBN 商品コード 

第１巻 坊っちゃん ／高瀬舟・舞姫 9784843333334  1028499611 

第２巻 鼻・杜子春・羅生門／野菊の墓  
／田舎教師 

9784843333341  1028499612 

第３巻 耳なし芳一・雪女／怪談牡丹燈籠／高野聖 
／たけくらべ 

9784843333358  1028499613 

第４巻 銀河鉄道の夜／山月記／生まれ出づる悩み
／武蔵野姫 

9784843333365 1028499614 

第５巻 人間失格／檸檬／こころ 9784843333372 1028499615 

ものがたり日本文学史 
万葉集から大江健三郎まで、知ってたつもりの文学史を再発見!  
兼行、芭蕉、鴎外……文豪が語る文学史。 

タイトル 冊子版ISBN 商品コード 

第１巻 上代篇・中古篇 9784843337165  1028499607 

第２巻 中世篇・近世篇 9784843337172  1028499608 

第３巻 近代篇Ⅰ・近代篇Ⅱ・現代篇 9784843337189  1028499609 

発行年：2012年 
ゆまに書房編集部編 

全
5
巻 

全5巻揃価格 

同時1アクセス（本体）：¥ 99,000 同時3アクセス（本体）：¥148,500 

商品コード 1028499610  

各巻価格 同時1アクセス（本体）：¥19,800 同時3アクセス（本体）：¥29,700 

全3巻揃価格 

同時1アクセス（本体）：¥ 59,400 同時3アクセス（本体）：¥89,100 

商品コード 1028499606  

各巻価格 同時1アクセス（本体）：¥19,800 同時3アクセス（本体）：¥29,700 
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昭和40～41年にかけて、旅する民俗学者 宮本常一の企画・監修によって制作さ
れたこのドキュメンタリー作品は、地域社会に生きる“庶民の生活史”の追及をテーマに、
全国各地の習俗、行事、生活、技術など多彩な特色を持つその土地の背景を取材
して、日本人の“生活の詩”を描いた作品です。 

日本の詩情 全3集（全12巻） 揃価格 

同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 商品コード 

￥264,000 ￥528,000 1030483141 

監修：宮本 常一 
企画・製作：株式会社日経映像 

動画  

第一集【まつりと信仰】 
（第1巻～第4巻） 

第二集【地に根づく営みと技】 
（第5巻～第8巻） 

第三集【村里の情景と文化】 
（第9巻～第12巻） 

タイトル 
同時1アクセス 

(本体) 
同時3アクセス 

(本体) 
商品コード 

第一集 【まつりと信仰】 全4巻 揃価格 ￥88,000 ￥176,000 1030483142 

第1巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483143 

第2巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483144 

第3巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483145 

第4巻 まつりと信仰 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483146 

第二集 【地に根づく営みと技】 全4巻 揃価格 ￥88,000 ￥176,000 1030483147 

第5巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483148 

第6巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483149 

第7巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483150 

第8巻 地に根づく営みと技 （本編60分+特典映像60分） ￥22,000 ￥44,000 1030483151 

第三集 【村里の情景と文化】 全4巻 揃価格 ￥88,000 ￥176,000 1030483152 

第9巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483153 

第10巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483154 

第11巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483155 

第12巻 村里の情景と文化 （本編60分+特典映像18分） ￥22,000 ￥44,000 1030483156 
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タイトル 発行年 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

高分子化学実験の基礎 （第1巻） （39分） 2017 ¥50,600  ¥77,000  1030937033 

高分子合成実験 I （第2巻） （62分） 2017 ¥50,600  ¥77,000  1030937034 

高分子合成実験 II （第3巻） （51分） 2017 ¥50,600  ¥77,000  1030937035 

高分子材料のキャラクタリゼーション （第4巻） （47分） 2017 ¥50,600  ¥77,000  1030937036 

高分子の動性 （第5巻） （65分） 2017 ¥50,600  ¥77,000  1030937037 

公益社団法人 高分子学会 総監修 
中 建介 制作委員長 

新・高分子合成実験法  全5巻   

全5巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥253,000  ¥385,000  1030937032 

高分子の合成実験・手法について広く理解を深めていただくために高分子学会が企画・
総監修して制作された映像教材！様々な方法で合成される高分子の代表的な合成法を
取り上げ、その基礎と実例をわかりやすく映像で解説しています。大学・高校での教育に、
企業での研修に是非ご活用ください。 
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タイトル 発行年 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

難病と闘って気づいたこと （第1巻） （30分） 2017 ¥27,500  ¥41,800  1030937025 

殺処分から救われ 人を助ける犬に （第2巻） （23分） 2017 ¥27,500  ¥41,800  1030937026 

いじめ・自殺を防ぐために （第3巻） （34分） 2017 ¥27,500  ¥41,800  1030937027 

学校における自殺予防教育 （第4巻） （25分） 2017 ¥27,500  ¥41,800  1030937028 

少年犯罪をなくすために （第5巻） （30分） 2017 ¥27,500  ¥41,800  1030937029 

流産経験者からの手紙 （第6巻） （39分） 2017 ¥27,500  ¥41,800  1030937030 

相馬 誠一・伊藤 美奈子 総監修 

いのちと死の授業  全6巻  

全6巻 
揃価格 

同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 商品コード 

¥165,000  ¥250,800  1030937024 

児童・生徒や教育関係者が生命の尊さや生きることの価値を、様々な視点から気づき、学
べる映像教材。語り手の経験談や、再現ドラマ、専門家の解説などを通して、生命のかけ
がえのなさや強く生きようとする姿勢、他者を思いやる気持ちなどを感じ取り、考えられる内
容です。今後ますます重要になる生命尊重教育や道徳教育でご活用ください。 

アニメで見る高齢者介護の自殺・心中予防  （25分） 

監修 福山 清蔵 

同時1アクセス（本体） ¥28,600 同時3アクセス（本体） ¥44,000 

発行年 2015  商品コード 1030937022 

現在日本は世界に例をみないスピードで高齢化が進んでいます。それに伴い、社会では様々な問題が持ち上がってき
ています。高齢者の介護もその一つです。介護では、介護する側にもそれに伴う大きな負担が発生し、介護にまつわる
自殺や心中が起こっています。国や自治体はその支援体制の整備を進めていますが、十分に行き渡っていないという
のが現状です。このDVDでは、介護にまつわる自殺と心中、二つの事例を紹介し、その予兆や、状況への介入方法の
例を紹介しています。社会福祉の立場から、介護にまつわる高齢者の自殺や心中を防ぐためには介護者にどのように
寄り添い、支援を行っていけばよいのか、考えていきましょう。 
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映像国語便覧 全10巻 

見る、聴く、資料で理解！ 
国語の授業が興味深く進化する！！ 
国語の代表作を映像化！ 
各社教科書で採用されている作品の中から、 代表的な作品を厳選！各作品の背景や
設定を知ることで、また正しい朗読を聞くことでより深く作品を理解できる！授業への導
入、動機付け等に是非ご活用ください！ 

タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

映像国語便覧 全10巻 ¥257,400  ¥396,000  1027959383 

近・現代文篇 全3巻 （65～90分） ¥77,000 ¥118,800 1027959384 

古文篇 全5巻 （34～99分） ¥128,700 ¥198,000 1027959385 

漢文篇 全2巻 （54～99分） ¥51,700 ¥79,200 1027959386 

著者名：菅野 雅雄 総監  制作元：丸善出版  発売年月：2016年1月 

学校給食管理実践ガイド 全５巻 

安全・衛生を重視した給食管理、生きた教材 
〈学校給食〉の活用法を実践的に解説！！ 

巻 タイトル 
同時1アクセス 

（本体） 
同時3アクセス 

（本体） 
商品コード 

学校給食管理実践ガイド 全5巻 ¥214,500  ¥330,000  1027959405 

1 学校給食の栄養管理と献立作成 （47分） ¥42,900 ¥66,000 1027959406 

2 食に関する指導と献立作成 （81分） ¥42,900 ¥66,000 1027959407 

3 学校の食物アレルギー対応 （54分） ¥42,900 ¥66,000 1027959408 

4 食に関する指導の実際と評価 （46分） ¥42,900 ¥66,000 1027959409 

5 衛生管理と調理 （46分） ¥42,900 ¥66,000 1027959410 

平成18（2006）年の「食育基本法」制定後、平成21（2009）年に「学校給食法」の大改正
が行われました。目的、目標を食育の観点から見直し、「学校給食実施基準」「学校給
食衛生管理基準」を法に位置づけ、「学校給食を活用した食に関する指導」の条項が新
設されました。栄養教諭等が食育推進の中核となって学校給食を活用した食に関する
指導ならびに安全性と衛生面を重視した給食管理に果たす役割も明確化されました。
学校給食は重要な教育活動であり、生きた教材として学校給食はどうあるべきか、モデ
ルケースを紹介しながら詳しく解説します。 

著者名：  金田雅代 総監修 
制作元：  丸善出版 
発売年月： 2014年1月 

2020年6月 
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東日本大震災 復興まちづくりの現在  2013年 秋  全8巻 

協働復興まちづくり～阪神・淡路大震災の住民活動に学ぶ～ 全4巻 

阪神・淡路大震災における神戸市長田区野田北部・鷹取地区の5年間に亘る
復興まちづくりのプロセスを記録した貴重な映像で構成されています。東京都
新宿区や豊島区などで行なわれた協働復興模擬訓練の映像は野田北部の経
験から学んだ精緻なプログラムにより進行しています。この両方の映像を見る
ことにより、困難を抱えながらも立派に成果を上げた復興まちづくりのプロセス
と、事前に取り組む事の意義を学んでゆきます。 （各巻30分） 

著者名： 佐藤 滋 監修 
制作元： 丸善出版 
発売年月： 2011年1月 

未曾有の大災害、東日本大震災。 被災地の復興を2年半の時点で切り取り、８市町
の現在と復興への道筋を、インタビューを交え、検討します。 

地域住民、専門家、行政が一体となって取り組む 
復興の現在の真実がここに在る！ 

巻 タイトル 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

東日本大震災 復興まちづくりの現在 2013年秋 全8巻 ¥316,800  ¥492,800  1027959388 

1 
岩手県 釜石市／大槌町 見えてきた復興のすがた 
 ～その課題と展望～ （32分） 

¥39,600 ¥61,600 1027959389 

2 
宮城県 山元町 コンパクトシティをめざして 
 ～自治体主導による創造的復興～ （33分） 

¥39,600 ¥61,600 1027959390 

3 
岩手県 大船渡市 自律する集落と町の広域復興 
 ～その組み立てと編集～ （32分） 

¥39,600 ¥61,600 1027959391 

4 
宮城県 気仙沼市 内湾地区 ジョイントガバナンスは可能か 
 ～多様な主体の共創～ （33分） 

¥39,600 ¥61,600 1027959392 

5 岩手県 山田町 漁村文化の継承 （30分） ¥39,600 ¥61,600 1027959393 

6 宮城県 石巻市 まちづくり市民事業の連携 （35分） ¥39,600 ¥61,600 1027959394 

7 福島県 浪江町 夢を復興の力に ～浪江町民の闘い～ （35分） ¥39,600 ¥61,600 1027959395 

8 証言篇 そのとき何を考えたのか ～そして今～ （34分） ¥39,600 ¥61,600 1027959396 

著者名： 佐藤 滋 監修 
制作元： 丸善出版 
発売年月： 2014年1月 

巻 タイトル 
同時 

1アクセス 
（本体） 

同時 
3アクセス 
（本体） 

商品コード 

協働復興まちづくり 
～阪神・淡路大震災の住民活動に学ぶ～ 全4巻 

¥132,000  ¥202,400  1027959398 

1 
テーマ1 自分たちのまち(地域)をもっと知ろう  
テーマ2 復興まちづくりの始まり 

¥33,000 ¥50,600 1027959400 

2 
テーマ3 まちの復興はどのように進むか〜復興の拠点づくり  
テーマ4 まちの復興はどのように進むか〜区画整理地区 

¥33,000 ¥50,600 1027959401 

3 
テーマ5 まちの復興はどのように進むか〜地区計画  
テーマ6 住宅再建 

¥33,000 ¥50,600 1027959402 

4 
テーマ7 コミュニティの再生  
テーマ8 住民と行政と専門家の協働 

¥33,000 ¥50,600 1027959403 

2020年6月 
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熊本地震・連続震度7 内陸の浅い地震の怖さ  (約23分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937041 

監修：平田 直 2018年制作 

災害の備え・点検を！  (約23分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937042 

グラッときたら、身を守る方法  (約22分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937043 

避難生活の心がまえ  (約24分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937044 

助ける、助かる 検証 西日本豪雨  (約22分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937045 

熊本地震・連続震度7 内陸の浅い地震の怖さ 

熊本・大阪北部大地震から学ぶ 

助ける、助かる 検証 西日本豪雨 

日本は世界有数の地震国です。私たち日本人は過去に起きた大地震に
ついてよく知り、そのことを教訓とし、よく備えておく必要があります。そこ
で本映像では、まだ人々の記憶に新しい「熊本地震」を題材として取り上
げ、活断層型地震について考えていきます。 

■大雨と災害 
 集中豪雨や台風のしくみを解説、大雨が引き起こす災害とは？ 
■身を守る備えと行動 
 ハザードマップの活用法や、災害情報の入手法・解説など。 
■地域の力でいのちを守る 
 過去の水害で死傷者ゼロだった地域を取材し、実際に行った防災計画を詳しく紹介する。 

監修：公益財団法人 市民防災研究所 2018年制作 

監修：片田 敏孝 2016年制作 

映学社のDVDがMaruzen eBookLibraryで動画配信されます!! 
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http://www.kokusho.co.jp/np/result.html?ser_id=160


● 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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タイトル 監修・指導 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 

合理的配慮の実践法 
 ―障害のある者、ない者が共に学ぶ―   

藤堂 栄子・梅永 雄二 2016  ¥92,950  ¥143,000  1029835231 

障害者は困っています！合理的配慮へのポイント <1>  
肢体不自由、視覚障害、聴覚障害   

長瀬 修 2017 ¥92,950  ¥143,000  1029835232 

障害者は困っています！合理的配慮へのポイント <2>  
発達障害、知的障害、精神障害   

長瀬 修 2017 ¥92,950  ¥143,000  1029835233 

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〉  

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〉  

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―  砂川 富正・多屋 馨子・高崎 智彦 2016 ¥92,950  ¥143,000  1030937069 

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― 改訂版   (約25分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937046 

監修：長瀬 修 2016年制作 

個性なの？障害なの？ 
―早く知っておきたい発達障害―  (約18分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937053 

監修：藤堂 栄子 2019年制作 

発達障害の対処法 ―当事者からのメッセージ―  (約23分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937054 

監修：藤堂 栄子 2019年制作 

どう守る 頭部・頚部外傷  (約21分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937072 

監修：戸田 芳雄 2016年制作 

なくそう！突然死  (約20分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937073 

今日も熱中症ゼロへ！  (約20分) 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1030937074 

監修：戸田 芳雄 指導：田中 英登 2017年制作 

発達障害の対処法 ―当事者からのメッセージ―  

個性なの？障害なの？―早く知っておきたい発達障害―  

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― 改訂版  

スポーツ事故を防ぐ  

監修：戸田 芳雄 指導：武者 春樹 2016年制作 



● 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6月 

障害者は困っています！ 合理的配慮へのポイント <1>  
肢体不自由、視覚障害、聴覚障害  【動画】 （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1029835232 
本作品は、「肢体不自由者」「視覚障害者」「聴覚障害者」の実態と日常での困り事を具体的に示しながら、
主に自治体や企業、商店など、障害者と接する機会が多い人たちはどのように対応していけば良いか、
「合理的配慮」の観点から描いていきます。（2017年制作/20分） 

障害者は困っています！ 合理的配慮へのポイント <2>  
発達障害、知的障害、精神障害  【動画】 （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1029835233 
本作品は、「発達障害者」「知的障害者」「精神障害者」の実態と日常での困り事を具体的に示しながら、
主に自治体や企業、商店など、障害者と接する機会が多い人たちはどのように対応していけば良いか、
「合理的配慮」の観点から描いていきます。（2017年制作/20分） 

障害者は困っています！合理的配慮へのポイント  

※字幕あり・なし 
併せて配信いたします。 

監修：立命館大学生存学研究センター 教授 長瀬 修 

２０１６年４月に施行された「障害者差別
解消法」。自治体や公的機関では障害
者に対して「合理的配慮」が義務付けら
れ、会社や商店などでは努力義務が課
せられるようになりました。 



● 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。 

 
 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1029835231 

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】 （※） 

最期の願い どうする 自宅での看取り  【動画】 （※） 

72 

日本が２０１４年に批准国となった、国連の「障害者
の権利に関する条約」について内容を説明し、そし
て、「合理的配慮」とは具体的にどのようなことを指す
のかを、様々な障害の症状に応じた「合理的配慮」
の実例を挙げ、わかりやすく示します。子供たちに
合理的配慮を身につけさせていくためには、まず指
導者・保護者が、合理的配慮を正しく理解する必要
があることを強く訴えます。文部科学省選定。 

（2016年制作/20分） 

どこで安心して、最期を迎えるか――。岐阜県養老
町で在宅医療を支える、あるクリニックの活動を捉え、
尊厳のある生き方・死に方とは何かを考えていきま
す。文部科学省選定。２０１４年教育映像祭にて優秀
作品賞・２０１４年映文連アワードにて部門優秀賞・ 
２０１５年ワールドメディアフェスティバルにて銀賞を
それぞれ受賞。 （2013年制作/26分） 

制作統括・監督：髙木 裕也 取材協力：船戸クリニック 

監修：文部科学省特別支援教育ネットワーク推進委員会 委員 
厚生労働省社会保障審議会障害者部会 委員 ＮＰＯ法人 エッジ 会長 藤堂 栄子 

指導：早稲田大学 教育学部 教授 梅永 雄二 

同時１アクセス 
(本体) 

同時３アクセス 
(本体) 

商品コード 

¥92,950  ¥143,000  1029835230 

2020年6月 



● 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。 

 
 

教員採用試験 個人面接（場面指導を含む）  【動画】 （※） 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835234 

教員志望者向け採用試験対策動画。近年行われている面接試験をもとに、模擬面接を行いながら、心構えやポイ
ントを押さえていきます。一次試験、二次試験でも実施されることがある「個人面接」。面接官は受験者へ直接、教職
への熱意や意欲、更に教師としての基本的な適性をもっているかを見極めます。また、児童への指導力をみられる
「場面指導」を行うところも増えています。それらの具体的なポイントを詳しく説明します。（2013年制作/40分） 

教員採用試験 集団面接（模擬授業を含む）  【動画】 （※） 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050 ¥77,000 1029835235 

教員志望者向け採用試験対策動画。近年行われている面接試験をもとに、模擬面接を行いながら、心構えやポイ
ントを押さえていきます。「集団面接」の大きな特徴としては、質問される課題が“目指す教師像”“児童生徒の実態と
課題”など、幅広い分野から出されることです。更に、実際の授業を想定し、より実践的な指導力・判断力が問われ
る「模擬授業」が行われる場合もあります。３つの事例を通して、そのポイントを探ります。（2013年制作/38分） 

教員採用試験 集団討論   【動画】 （※） 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050 ¥77,000 1029835236 

教員志望者向け採用試験対策動画。近年行われている面接試験をもとに、模擬面接を行いながら、心構えやポイ
ントを押さえていきます。「集団討論」は、グループディスカッションとも呼ばれます。受験者だけで集団討論を行う場
合もあり、進んで司会役を行う積極性も問われます。この面接では、討論のテーマが、“学習指導”、“生活指導”、
“進路指導”など、テーマが具体的に示されるのが特徴です。（2013年制作/35分） 

教員採用試験シリーズ 

73 

監修：公益財団法人 日本進路指導協会理事 萩原信一 

2020年6月 



● 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。 

 
 

面接前の準備のポイント  【動画】（第１巻） （※） 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥54,340  ¥83,600  1029835237 

日本の企業では、外国人を積極的に採用したいという希望が増加しています。しかし、優れた能力を持っている留学
生にも関わらず、面接試験で合格に至らないケースも少なくありません。そこで、面接試験で実力を存分にアピール
できるように学ぶ本シリーズの第１巻では、エントリーシート作成時の注意など、面接準備のコツを説明します。文部
科学省選定。（2013年制作/22分） 

面接の基本ポイント  【動画】（第２巻） （※） 
同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥54,340  ¥83,600  1029835238 

面接試験は、面接官が受験者と対話を通して、受験生の人間性や人柄をみるためのものです。企業側は、即戦力と
なる人材を求めており、筆記試験以上に面接を重視しています。そこで、留学生向け本シリーズ第２巻では、実際に
面接の流れに沿って、面接で気をつけなければならないポイントを、良い例・悪い例を確認しながら、わかりやすく説
明します。文部科学省選定。（2013年制作/21分） 

自己プレゼンテーションのポイント  【動画】（第３巻） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥54,340  ¥83,600  1029835239 

今、面接で求められているのは、「社会人としての基礎力」です。つまり、「前に踏み出す力」、「考え抜く力」、「チーム
で働く力」などです。では、この３つのことを踏まえ、自分をどのようにプレゼンテーションしていったらよいのでしょう
か。留学生向け本シリーズ第３巻では、個人面接・集団討論など、様々な面接試験の場面を再現しながら、効果的
な自己ＰＲのポイントを具体的に説明します。文部科学省選定。（2013年制作/20分） 

留学生向け・就職活動面接トレーニングシリーズ  
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監修：公益財産法人 日本進路指導協会 理事 上級・キャリア教育カウンセラー 高野 安弘 

2020年6月 
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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】（ステップ１） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835240 

大学生が就職試験を突破し希望の職業に就くためには、自らのキャリアデザインを明確に描き、自分をより強く売り
込むためのプレゼンテーションの力を身につけることが望まれます。この動画は、「キャリアデザインの立て方」につ
いて解説し、キャリア教育の専門家の解説を織り交ぜながら、就職活動に役立つ情報を盛り込んでいます。ワーク
シート＆資料（PDF）付き。（2016年制作/25分） 

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】（ステップ２） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835241 

大学生が就職試験を突破し希望の職業に就くための必要な要素の一つに、面接マナーがあります。仕事に対して
の意欲や自信があっても、社会人としての基本的なマナーがなければ、企業は採用してくれません。この動画は、
「正しい面接マナー」を順序立てて構成し、キャリア教育の専門家の解説を織り交ぜながら、就職活動に役立つ情報
を盛り込んでいます。ワークシート＆資料（PDF）付き。（2016年制作/26分） 

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】（ステップ３） （※） 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥50,050  ¥77,000  1029835242 

大学生が就職試験を突破し希望の職業に就くためには、自らのキャリアデザインを明確に描くとともに、自分をより
強く売り込むためのプレゼンテーションの力を身につけることが望まれます。この動画は、「有効な自己プレゼンテー
ションの方法」を順序立てて構成し、キャリア教育の専門家の解説を織り交ぜながら、就職活動に役立つ情報を盛り
込んでいます。ワークシート＆資料（PDF）付き。（2016年制作/24分） 

大学生向け 就職成功の秘訣シリーズ  
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監修：株式会社ジーアップキャリアセンター 代表取締役 千葉商科大学 大学院客員教授 加賀 博 

2020年6月 



学術認証フェデレーションと連携 

最新情報をご案内中！
QRコードからご覧頂けます 

Maruzen eBook Libraryは、学術・研究機関の為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 

 
 

丸善雄松堂の機関向け電子書籍提供サービス 
 
 

https://elib.maruzen.co.jp/ 

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 

 
 

● 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。 

アスパクリエイト 

タイトル 
同時１アクセス 

（本体） 
同時３アクセス 

（本体） 
商品コード 

管理職によるメンタルヘルス ～傾聴するコミュニケーション～ （20分） ¥42,350  ¥57,750  1030568391 

ストレス一日決算主義のセルフケア （20分） ¥42,350  ¥57,750  1030568392 

こうすればできる！職場復帰 ～受け入れる職場の心得～ （21分） ¥42,350  ¥57,750  1030568393 

ストレスと上手につき合う方法 ～気づきとセルフコントロール～ （24分） ¥48,400  ¥72,600  1030568394 

ストレス時代のラインによるケア ～職場風土づくりと管理職～ （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568395 

心を楽にするセルフケア ～考え方のクセに気づこう～ （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568396 

自分でできるストレス対処法 ～４つのケアちソーシャル・サポート～ （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568397 

自分の健康は自分で守る ～セルフケアとは何か～ （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568398 

自分でできるストレスコントロール  ～セルフケアのため10の方法～ （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568399 

ストレス・コーピングによるセルフケア ～ストレスに上手に対処する方法～ (26分)  ¥48,400  ¥72,600  1030568400 

部下を心の不調から守るラインケア （26分）  ¥48,400  ¥72,600  1030568401 

ストレスチェックを活用したセルフケア （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568402 

部下が休職する前にできること ～ラインケアに活かそう！ストレスチェック制度～ （25分） ¥48,400  ¥72,600  1030568403 

受けよう、活かそう！ストレスチェック （約15分） ¥48,400  ¥72,600  1030568404 

元気な職場をつくるメンタルヘルス シリーズ 
山本 晴義（横浜労災病院勤労者メンタルヘルスセンター長 医学博士) 監修 

自分でできるストレス対処法 

管理職によるメンタルヘルス こうすればできる！職場復帰 ストレスと上手につき合う方法 

部下が休職する前にできること 部下を心の不調から守るラインケア 

14巻揃価格 
同時１アクセス（本体） 同時３アクセス（本体） 

¥659,450 ¥971,850 
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大学の学修全体の道標の書であるという意味で、本書は「アカデミック・リテラシー」の入
門書であるといってよい。アカデミック・リテラシーとは、物事を学問的に観察し考えるこ
とのできる能力のことである。そうした能力の鍛錬と涵養のために、本書が学修の一助と
なることを願ってやまない。 

アカデミック・リテラシー  
      ～知へのいざない～【動画付】 

電子版のみ刊行。 
冊子での刊行は 
ございません。 

よくわかる自信がつくビジネスマナー  
改訂3版  【動画付】 富士通エフ・オー・エム  著 

同時1アクセス（本体） ¥4,207 

同時3アクセス（本体） ¥8,415 

発行年 2019 

冊子版ISBN 9784865103779 

商品コード 1029787384 

社会人として知っておきたいビジネスマナーが学べます。あいさつや身だし
なみなどのビジネスマナーだけでなく、ビジネスメールやビジネス文書の書
き方についても学習できます。「確認問題」や「実践問題」、事例をもとにマ
ナーを考える練習問題で確実にマナーを習得することができます。特典とし
て、本書の内容を具体的な動きで確認できる10の動画を用意しています。
パソコン・タブレット・スマートフォンなどで視聴できます。 

桜美林大学出版会 

著者：佐藤正典・山口有次・有賀清一 
発行所：桜美林大学出版会 
発行年月：2018年4月 

同時1アクセス(本体) ：¥6,600円 
同時3アクセス(本体)  ：¥9,900円 
商品コード：1030650540 
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フランスAFP通信が提供する”AFP World Academic Archive”（教育機
関向けデータベースサービス）には写真、映像、テキストなど5000万本
を越える膨大な量のコンテンツが収蔵されています。 
今回ご提供させていただく”AFP VIDEOGRAPHICS”は、AFP通信が
制作したコンピューターグラフィックスによる解説記事です。（テーマに
よりVIDEOが含まれます。）ここでは現代において注目度の高いテーマ
「ICT技術・環境破壊・SDGs・宇宙科学」などの基本について解説して
います。ナレーションは英語ですが、日本語及び英語字幕付のバー
ジョンを同時にご提供します。教養分野における基礎知識を学ぶだけ
でなく、時事英語を学ぶ映像教材として活用することも出来ます。 

AFP通信の映像で学ぶ シリーズ 

書名 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

■AFP通信の映像で学ぶ科学技術  全7巻 ¥154,000  ¥231,000  1030968242 

ICT技術 1  ¥22,000  ¥33,000  1030968243 

ICT技術 2  ¥22,000  ¥33,000  1030968244 

ICT技術 3  ¥22,000  ¥33,000  1030968245 

ICT技術 4  ¥22,000  ¥33,000  1030968246 

ロボット 1  ¥22,000  ¥33,000  1030968247 

ロボット 2  ¥22,000  ¥33,000  1030968248 

宇宙科学  ¥22,000  ¥33,000  1030968249 

■AFP通信の映像で学ぶ自然環境  全6巻 ¥132,000  ¥198,000  1030968250 

SDGs 1  ¥22,000  ¥33,000  1030968251 

SDGs 2  ¥22,000  ¥33,000  1030968252 

環境破壊  ¥22,000  ¥33,000  1030968253 

環境保護  ¥22,000  ¥33,000  1030968254 

自然現象 1  ¥22,000  ¥33,000  1030968255 

人体の科学  ¥22,000  ¥33,000  1030968256 

■AFP通信の映像で学ぶ社会学  全4巻 ¥88,000  ¥132,000  1030968257 

ワールド・グルメ  ¥22,000  ¥33,000  1030968258 

スポーツ 1  ¥22,000  ¥33,000  1030968259 

スポーツ 2  ¥22,000  ¥33,000  1030968260 

イノベーション 1  ¥22,000  ¥33,000  1030968261 

全17巻 
セット特価 

同時１アクセス(本体) 同時３アクセス(本体) 商品コード 

¥336,600  ¥504,900  1030968241 

制作・監修：クリエイティブ・リンク 
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モーツァルトを探して 

商品コード 1030968269 

モーツァルト生誕
250周年を記念し、
世界を代表するオー
ケストラや音楽家た
ちの協力を得て製
作された。モーツァ
ルトの足跡をたどる4
万キロの旅を通じて、
この偉大な作曲家の
生涯が語られる。 

ハイドンを探して 

商品コード 1030968271 

ジャナンドレア・ノセ
ダ、サー・ロジャー・
ノリントン、フランス・
ブリュッヘン指揮18
世紀オーケストラ、
エンデリオン弦楽四
重奏団、クリストフ・
ルセとレ・タラン・リリ
ク、など、現代を代
表する音楽家や
オーケストラの名演
奏を収録。 

9巻 揃価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

￥435,600 ￥653,400 

世界最高水準の映像ライブラリーをお届けします 

世界の作曲家、芸術家たちを動画でご紹介します。 

EXHIBITION ON SCREEN 
 ～西洋絵画の巨匠シリーズ～ 5巻 揃価格 

同時1アクセス (本体) 同時3アクセス (本体) 

￥242,000 ￥363,000 

作曲家シリーズ4巻 揃価格 

同時1アクセス (本体) 同時3アクセス (本体) 

￥193,600 ￥290,400 

ダ・ヴィンチの展覧会 
商品コード 1030968263 

英国中の映画館で上映
された、レオナルド・ダ・
ヴィンチ展覧会の舞台裏
ツアー。天才的作品を創
造した人物の謎を解き明
かす、他に類を見ない奥
行の深さ！ 

各タイトル価格 
同時1アクセス(本体) 同時3アクセス(本体) 

¥48,400 ￥72,600 

ゴッホの展覧会 
商品コード 1030968264 

人々を魅了し、日本で最
も人気のある天才画家の
波瀾万丈の生涯！この
映像作品では、アムステ
ルダムの国立ゴッホ美術
館の全面協力のもと、
ゴッホの傑作の数々を探
究する。 

クロード・モネの展覧会 
商品コード 1030968265 

数々の受賞経験を持つ
フィル・グラブスキーが監
督したこの印象的な映画
で、我々は世界で最も愛
されたと言える画家を新
たな視点で観ることがで
きる。この作品を導くのは、
画家自身の言葉である。 

セザンヌの展覧会 
商品コード 1030968267 

ポール・セザンヌは、古今東
西で最も偉大な芸術家の1人
とされている。この映像作品
はロンドンのナショナル・ポー
トレート・ギャラリー、パリのオ
ルセー美術館、アメリカのワ
シントン・ナショナル・ギャラ
リーを巡回した企画展を基に
している。 

ミケランジェロ －その愛と死－ 

商品コード 1030968266 

ロンドンのナショナル・
ギャラリーで行われる大
展覧会に合わせ、この映
画はミケランジェロの一生
を丹念に、新鮮な視点で
紹介する。 

ショパンを探して 

商品コード 1030968272 

フィル・グラブスキー
監督が紡ぎだす、ピ
アノの詩人フレデリッ
ク・ショパンの音楽と
人生の物語。ショパ
ンという人物、彼の
音楽的才能への新
たな洞察、そして深
遠さを求め、世界の
超一流音楽家のヴィ
ヴィッドな演奏を収
録した。 

ベートーベンを探して 

商品コード 1030968270 

悲劇的な運命と
闘い、耳の病に
倒れ、“不滅の恋
人”を求めながら
も生涯独身を通し
た英雄的で苦悩
に満ちた人物のロ
マンティックな伝
説をつづる。 
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タイトル 
同時１アクセス 

(本体) 
同時３アクセス 

(本体) 
商品コード 

アレグロフレックス  フルセット  ¥1,210,000  ¥1,815,000  1030536528 

アレグロフレックス  
『基礎トレーニング』＆『小編成 金賞バンドの響き』   

¥352,000  ¥528,000  1030536529 

アレグロフレックス 『J.S.バッハのコラール集』＆『行事・式典曲集』 
＆『日本の叙情歌メドレー』   

¥484,000  ¥726,000  1030536530 

アレグロフレックス 『邦人委嘱作編曲集』（I）（II）（III）   ¥374,000  ¥561,000  1030536531 

人数やパートの偏りによる、楽器編成と 
選曲の悩みを解決する、吹奏楽の新メソッド。 

■ＤＶＤ４枚（３９４ｍｉｎ） 
■『新コラール・ハーモニ』 

解説＆練習用楽譜100頁（パート譜付） 
■『楽器別デイリートレーニング』 
解説＆練習用楽譜50頁 

『基礎トレーニング』＆ 
『小編成 金賞バンドの響き』編 

■ＣＤ２枚／全２８曲（８３ｍｉｎ） 
■フルスコア／全２９曲（１５冊） 
■パート譜／全２９曲（１５冊） 

『J.S.バッハのコラール集＆ 
行事・式典曲集』編 
 ＆『日本の叙情歌メドレー』編 

■ＣＤ３枚／全１７曲（１４１ｍｉｎ） 
■フルスコア／全１７曲（１７冊） 
■パート譜／全１７曲（１７冊） 

『邦人委嘱作編曲集 
 （Ⅰ）（Ⅱ）（Ⅲ）』編 

『アレグロフレックス』フルセット 

■CD5枚/全45曲（総収録時間3時間46分）■DVD4枚（総収録時間6時間27分）  
■『新コラール・ハーモニ』解説＆練習用楽譜100頁（パート譜付） 
■『楽器別デイリートレーニング』解説＆練習用楽譜50頁 
■フルスコア/全46曲（33冊）■パート譜/全46曲（33冊） 

音楽関連デジタル教材 
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れ ふ か だ 落 語 会  
古今亭文菊 

同時1アクセス(本体) ¥9,900  
同時3アクセス(本体) ¥19,800  

商品コード 1030541283 

入門１０年でのスピード真打ち昇進！ 江戸に居るかのような錯覚
を起こさせてくれる心地よい古典落語を聴かせてくれる「古今亭文
菊」。本作では、親子の馬鹿な騙し合いがスリリングな滑稽話「干
物箱」、ついていないうどん屋が主人公の「うどん屋」、親子の情愛
をじっくり聴かせる人情噺「子別れ」の三席を収録。落語界の次代
を担うこと間違いなしの文菊節をたっぷりご堪能ください。 

（約110分） 

れ ふ か だ 落 語 会  
立川志ら乃 

（約110分） 

立川談志が存命中、最初で最後の真打に昇進した孫弟子で 
あり、談志に「俺のDNAが志らくを通じて流れている気がする」と
言われた噺家「立川志ら乃」。本作では「粗忽長屋」「壺算」の 
二席を収録。スーパーマーケットマニアである彼自身が語る
「スーパーマーケットのはなし」もおまけ収録。談志イズムを継承
する志ら乃の豊かな表現力を存分にお楽しみください。 

同時1アクセス(本体) ¥9,900  
同時3アクセス(本体) ¥19,800  

商品コード 1030541282 

TOKYOデジタルニュース 
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岩国市立ミクロ生物館 監修 

末友 靖隆 編著 

松山 幸彦・上田 拓史 

上野 俊士郎・久保田 信 

鈴木 紀毅・木元 克典 

佐野 明子・副島 美和 

濱岡 秀樹・中島 篤巳 著 
 

発行年月 2013年 7月  

第2版では植物性の小さなプランクトンから動物性の大きなプランクトンまで、ターゲットごと
に効率良く採集できる方法や、顕微鏡の選び方や観察におけるワンポイントさらには本格
的で安価なプランクトンネットの自作法まで詳しく丁寧な解説を盛り込んでいます。 
オールカラーでイラストと顕微鏡写真を掲載。見つけやすい生物一覧や種類を特定するた
めの生物検索表もついており、動画を見ながら実際に観察する際の使いやすさが分かりま
す。本書を通じて、多くの読者がプランクトンの魅力について実感できるコンテンツです。 

プランクトンの魅力が満載のコンテンツ!! 

同時1アクセス（本体） ¥8,250 同時3アクセス（本体） ¥12,375 

冊子版ISBN 9784320057289 商品コード 1028657330 
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