
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

なります。 

さて、今年度もコロナ禍のためオンライン等々による授業等が勧められ、一人一台のタブレットが

用意され、各校それぞれに工夫されて活用されていると思います。そのため、改めて視聴覚・情報教

育の充実が求められる時となってきています。視聴覚協会ライブラリーにおいても、少しでもその力

になれたらと願っているところです。 

下伊那視聴覚協会ライブラリーＤＶＤの並べ方について 

来館された方が借りたいＤＶＤを早く見つけられるようにと願い、分野ごと、情報モラルのもの、

人権のもの、キャリアのもの等というように、分野別にＤＶＤ

をまとめて同じ棚の中に入れるようにしてあります。 

人権関係を選ぶには、２２と２３の棚を見ればいいようにな

っています。 

是非、いらっしゃって分野ごとに見やすく見つけやすくなっ

ていますので、自分の見たい知りたい分野の DVDに照らし合わ

せ、DVD を選択して頂けるとありがたいです。実際に来館され

た先生方も、同様の種類の DVDを手にとって取捨選択されてい

る様子が多々みられます。 

 

 

今月は、幾つかの棚の中に入っているＤＶＤの紹介をしま

す。2 学期のまとめなどにご活用いただければ幸いです。 

 

 

棚番号５ 社会の棚のＤＶＤ紹介 

 
 

 

 

 

 

 

番号 タ     イ     ト    ル 分  野 分 対象 

1694 みるみる社会科１みんなの町ではたらく人びと 社会 36 小３・４ 

1888 まんが日本史①～古代の日本～ 社会 24 小 

1890 まんが日本史③～平安前期～ 社会 24 小 

1817 さぐろう自動車を作る工業 社会 27 小５ 

1725 1725 政治の働きと私たちのくらし①個人の尊重と日本国憲法 社会 29 中 

1723 1723 政治の働きと私たちのくらし②民主政治と政治参加 社会 29 中 

学校長 様 

情報・視聴覚担当先生 

（回覧） 
令和３年 11 月 1 日 

下伊那視聴覚教育協会 

（視教ライブラリー）事務局 

日ごとに夕暮れが早くなり、朝晩の冷え込みが身

に染みるころとなりました。気がつけば、霜月、早

いもので、あと一月でカレンダーは師走になりま

す。     年もあ 



棚番号１ 体育の棚のＤＶＤ紹介 

1717 1717ＩＮＦなわとび運動 短なわとび・長なわとび 体育 56 小 中 

1366 やってみよう さかあがり 体育 15 小 

1819 小学校体育 DVD 全３巻①マット運動 体育 20 小３～６ 

1563 中学校体育 とび箱運動ＤＶＤ 体育 0 中 

1688 中学校 保健体育 いざというときに役立つ 応急手当の手順と方法 体育 14 中 

1686 中学校 保健体育 武道 中学生のための柔道 体育 35 中 

1687 中学校 保健体育 ダンス 現代的なリズムのダンス(リズムに乗って踊る楽しさ) 体育 60 中 

1913 VOLLEYBALL VIDEO Vol １ パス・トス 保健体育 40 中 

棚番号１３ 道徳の棚のＤＶＤ紹介 

棚番号９ 保健の棚のＤＶＤ紹介 

1660 Ｈ１Ｎ１型からＨ５Ｎ１型まで新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ対策編 特活 保健 20 小 中 保護者 

1661 Ｈ１Ｎ１型からＨ５Ｎ０型まで新型ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの脅威 特活 保健 18 小 中 保護者 

1380 子どものうつ病 生徒指導 52 小 中 先生 

1716 Ｄr．オカザキのもっと歯を大切にしようよ！１(恐竜が語る歯とは何か) 保健教育 19 小 

1342 血液サラサラ健康生活（食生活・運動と生活習慣病の予防） 保健教育 23 小中～中 

1475 たばこのはなし 保健教育 22 小 中 

1879 歯を大切に 小学校 1 年奥歯のみがき方 保健 歯科指導 20 小低 

棚番号３ 国語の棚のＤＶＤ紹介 

1816 泣いた赤おに 国語 特活 道徳 15 小 低 

1901 大造じいさんとガン 国語・特活 20 小 

1635 狂言「柿山伏」 国語 28 小６年 

1845 中学国語 古典入門③枕草子   花開く平安女流文学 国語 19 中 

1846 中学国語 古典入門④平家物語詩情あふるる無常観 (⑤徒然草⑥万葉集もあります) 国語 21 中 

1824 三遊亭楽太郎十八番集 一 (二、三まであります) 国語 特活 67 小高 中 

連絡は以下の方法で 
１ ☎・fax：０２６５－５２－６３１８   ２  Ｅメール・・・・shimoina.shikyo@dream.ocn．ne.jp 

３ グループウエアの宛先「直接編集」→リストの「視聴覚協会」を選び、「下伊那視聴覚協

会」 ご利用よろしくお願いします。          

1877 いのちと死の授業①難病と闘って気づいたこと 道徳 特活 30 小高、中 

1878 いのちと死の授業②殺処分から救われ人を助ける犬に 道徳 特活 23 小高、中 

1422 六千人の命のビザ     (人類愛 人道) 道徳 30 中 

1472 道徳 キミならどうする？  (礼儀) 道徳 45 小 中 

1473 道徳 人生はチャレンジだ（夢 挑戦） 道徳 45 小 中 

1474 道徳 人とつながる    (お年寄りとの交流) 道徳 45 小 中 

1917 セッちゃん（いじめ） 特活 道徳  34 中 

1908 「特別の教科 道徳」考え方と進め方第 1 巻 道徳 31 教師 


