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映像国語便覧 全10巻 

学校給食管理実践ガイド 全５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 総監修 
制作元：  丸善出版 
発売年月： 2016年1月 

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 
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● 表示価格は税抜きです。 2019年5月 ● 動画は印刷・ダウンロードができません。 

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 
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