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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。 

映学社のDVDがMaruzen eBookLibraryで 
動画配信されます!! 

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。 

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。 
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2019年5月 

監修：立命館大学生存学研究センター 教授 長瀬 修 
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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。 

 
 

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】 （※） 
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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） 

2019年5月 

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 



● 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 
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2019年5月 

監修：公益財団法人 日本進路指導協会理事 萩原信一 



● 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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2019年5月 

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 



● 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。 

 
 

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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2019年5月 

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 



■営業部  http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

 

【首都圏】 〒105-0022  東京都港区海岸1-9-18  国際浜松町ビル TEL: 03-6367-6080　FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】

　神奈川静岡営業部 〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1　N&Fビル4階 TEL: 045-827-2571　FAX: 045-827-2579

　筑波営業部 〒305-0005 つくば市天久保4-6-4 TEL: 029-851-6000　FAX: 029-851-4310

　首都圏営業部 〒190-0011 立川市高松町3-1-5　新立川ビル5階 TEL: 042-512-8511　FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】

　札幌営業部 〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60 TEL: 011-884-8222　FAX: 011-884-8250

　仙台営業部 〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階 TEL: 022-222-1133　FAX: 022-265-7516

　盛岡営業所 〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14  JT本町ビル2階 TEL: 019-654-1051　FAX: 019-654-1359

【東海・北陸】

　名古屋営業部 〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15  JPR名古屋伏見ビル5階 TEL: 052-209-2602　FAX: 052-209-2614

　金沢営業部 〒920-0024 金沢市西念1-1-3   コンフィデンス金沢5階 TEL: 076-231-3155　FAX: 076-231-3299

【関西】

　大阪営業部 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28    久太郎町恒和ビル4階 TEL: 06-6251-2622　FAX: 06-6251-2588

　京都営業部 〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10  大日本印刷（株）京都工場内 TEL: 075-863-5321　FAX: 075-863-5352

　神戸営業部 〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36  岩屋ビル TEL: 078-389-5311　FAX: 078-389-5312

【中四国】

　岡山営業部 〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50 TEL: 086-231-2262　FAX: 086-231-4370

　松山営業所 〒790-0806 松山市緑町2-10-10  FURUMOTOビル1階 TEL: 089-941-5279　FAX: 089-933-7754

　広島営業部 〒730-0037 広島市中区中町7-23  住生平和大通り第2ビル6階 TEL: 082-247-2252　FAX: 082-247-1576

【九州】

　福岡営業部 〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11 TEL: 092-561-1831　FAX: 092-561-1854

　長崎営業所 〒852-8102 長崎市坂本1-8-33 TEL: 095-843-0355　FAX: 095-843-0333

　熊本営業所 〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23　桜ビル辛島町3F TEL: 096-312-0533　FAX: 096-241-8801

　沖縄営業所 〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7  不動産会館ビル6階 TEL: 098-861-4837　FAX: 098-863-0090

 

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社  学術情報ソリューション事業部　Maruzen eBook Library 担当

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル　TEL: (03)6367-6008　FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp
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