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見直そう 自分の使っている言葉

DVD

言葉の力をはぐくむ

ᅝɈᆵɬɉȪȩɚ Ī 6 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・ 2

監修 ： 川本信幹（日本体育大学名誉教授・日本語検定委員会研究主幹）

࣋ଆʟɻʱĜʠᄑ Ī 6 ࠆī・・・・・・・・・・・・・ 3!
࣋ଆʋʷʽʣʉĜʏʿˋᄑ Ī 6 ࠆī・・ 4!

指導 ： 甲斐利恵子（東京都台東区立御徒町台東中学校教諭）
◆VHS 各巻17,850円（税抜17,000円）
●DVD 各巻17,850円（税抜17,000円）

ɺʣʹগํဦߔ࠵ Ī 7 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5!
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言葉は、他者を理解し、社会と対話するための手段です。子どもたちにとって
は、確かな学力を形成する基盤となることはもちろん、感性・情緒の礎ともな

গํᆧ Ī 4 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 21!

ります。「話す・聞く・書く・読む」能力を高め、言語感覚を磨くことで、論理的

ᄑ Ī 3 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24!

とともに、
「 生きる力」も培われていきます。「言葉の力をはぐくむ」は、日常

ࠛဦᄑ Ī 7 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 25

な思考力と表現力が養われ、伝え合う力＝コミュニケーション力が身につく

使われる言葉を取り上げ、考える学習を通して、豊富な語彙や言葉のきまり、
敬語の使い方、表現方法などに気づかせ、言語活動の向上に役立つことをね
らいとして構成しています。日本語に対する興味や関心を高め、言葉による

VHS

コミュニケーション力を高めるきっかけとなる映像作品です。

ᅝɈᆵɬɉȪȩɚ Ī 6 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・ 2
࣋ଆʟɻʱĜʠᄑ Ī 6 ࠆī・・・・・・・・・・・・・・ 3!

「映像で学ぶ言葉の力」

࣋ଆʋʷʽʣʉĜʏʿˋᄑ Ī 6 ࠆī・・ 4

（日本体育大学名誉教授・日本語検定委員会研究主幹）

5!
7!

川本信幹
新しい学習指導要領は、学校教育の大きな目標の一つに「言葉の力をはぐくむ」を掲
げています。しかし、言葉の力をはぐくむことは、
「 言うは易くして行うはかたし」と
いう大きな課題です。この課題を達成するには、学校のすべての教育活動による継続

9!

的な指導が必要です。中でも、国語科教育にはその中心教科として大きな責任がかかっ

21!

すが、いずれも地味で、継続的な努力が必要ですが、生徒の関心をとらえにくいもの

21!

を喚起し、言葉の学びを楽しく進めようとするものです。指導者と生徒が一緒になっ

22!

な言語活動例が用意され、鮮明な映像と指導者役による明晰なナレーションで生徒

てきます。
「 言葉の力をはぐくむ」指導の内容は主として言語事項にかかわるもので
です。本シリーズでは、様々な言語事項の学習を映像化することによって生徒の興味
て学習を進めるという形式が取られています。学校生活や社会生活の中での具体的
の理解を助けます。
「 言葉の力をはぐくむ」学習はどうあるべきか、ご自分の目でお確

22!

かめのうえ、楽しい学習指導の創造にご活用下さい。
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ϱᅝɬၹȥɅ
ĽႨাɈাᓷĽ
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CD

◆VHS

19H0104A

●DVD

17V0022S

約27分
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Ľ௲ჶɅܾȲȹᅝĽ
◆VHS

19H0106A

●DVD

17V0024S

約26分
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①国語科で取り上げる「言葉の力」を身に付けるための言語学習項目を解説。
②生徒が自発的に言葉について考え、言語学習に積極的に取り組めるよう促す。
③「言葉」の学習課題を随所に提示。言語学習の導入、発展、まとめに活用できる。

ȠȭɂɈಜȯɬȱĂȷɦȸɦɈइൌโɄၫၭɬގȱɘȳă
!
ĲɄ໘ᅎĳ
ĆᄯൿɈపɂሇɁሇȳ௲ਗĆޜɘȽȹɬஙȩ௲ਗĆᄯൿɅଟ
੯ȳɥ௲ਗĆʑʬĜʙā഼

④「日本語っておもしろいね」と生徒たちと語り合える授業に役立つ。

ϴᅝɬ౺ȥȳ
ĽऽাɈȞၫĽ

「
“日本語っておもしろいね”
と語り合える教室を」

甲斐利恵子
（東京都台東区立御徒町台東中学校教諭）

◆VHS

19H0107A

●DVD

17V0025S

約29分

「言葉」を学ぶことは楽しい。それは、大人も中学生も同じである。
「言葉」が話題になると、
教室がとたんに明るくなる。このシリーズを見て、
「 日本語っておもしろい」
「 日本語につ
いてもっと知りたい」
「よし、この言葉を使ってみよう」とつぶやく中学生の声が聞こえそ
うである。教室での活用について、いくつか提案したい。
①ビデオを見ながら聞き取りメモをし、パンフレットにまとめる。
聞くことの学習にもつながるものである。要点を聞き取り、自分なりのパンフレット
にまとめる。さらに自分で調べたものを加えてオリジナルのパンフレットを作っても

ȷɭɄȾɜɤɉɄȥȽȹɈɅഊɬɣȵȹɤĂယɈ৽ȢȹȭɂȦഊɅȠ
ɘȩ๙ɩɣɄȥȽȹɤȱɀষޗȱȹɤɜɃȥȱȞૃȞɬȱȹɤȳɥȭɂȦȜ
ɤɘȳăȭɦɉᅝɬȠɘȩ౺ȥȱɀȽɀȞɄȞȭɂȥɣࡧȧɥএɁȳă
ᅝɬ౺ȥȱɀȠȭɂȦ࢙ɛɣɦɥɈɉĂऽাɁȳăऽাɅȾȞɀɉĂȞ૪

楽しいのではなかろうか。
②「言葉」に関する単元の「導入」として観て、この中から自分の学習課題を決める。

࠰ɁૺɃȤɤɈૄຩɬȱȹɈɁɉ౺Ɉ࣓ჍɬࠇࡧȳɥȭɂɉɁȧɘȵɭă

このシリーズには日本語の特質をはじめ、さまざまな「言葉」の学習の課題が提示され

ʇɼʒवૺɬଲɤɦȹɤĂଜޏ౺ߤɈᅕęɄ௲ჶɞߔ৫Ć࣋ଆɁɈᅙᇉɬ

ている。
「もっと詳しく調べてみよう」という学習の「導入」に活用できる。

ॽɄȦɣమȱĂऽাɈᄜߠɞລȧɬ৽ȢɘȳăູɅĂസऽাɂॾাɈۅȞɅ

③「言葉」に関する単元の「まとめ」にする。
この中にはさまざまなテーマがあるので、
それぞれの学習の
「まとめ」
に活用できる。しっ
かりした「まとめ」があれば学習は定着し、さらに、学習したことを日常生活に生かし

ȾȞɀယȥɤɞȳȩސತȱɘȳă!
ĲɄ໘ᅎĳ
ĆസऽাĆॾাĆූাĆଜޏఱɈऽাā഼

ていこうという意欲も喚起できる。

ϲᅝɈȧɘɤ

ϵᅝɬႭȩ
ĽಸᇣȯɦȹႨাএĽ

ĽဦၭɈಜȯĽ
◆VHS

19H0105A

◆VHS

19H0108A

●DVD

17V0023S

●DVD

17V0026S

約28分
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ディベートとはなにか？

教室ディベート入門
監修 ： 川本信幹（日本体育大学名誉教授・日本語検定委員会研究主幹）
◆VHS 各巻18,690円（税抜17,800円）
●DVD 各巻17,850円（税抜17,000円）
学校教育における教科指導の方法としてのディベートは、
まだ教室に十分浸透しているとはいえない。
●『教室ディベート入門』シリーズは、
“ ディベートとはど
ういうものか活字だけではよくわからない”と 、
ディベー
トの導入をためらっている先生方への手引きとなる構
成にしました。
●ディベートとはどういうものか、目で確かめながら、ま
た子どもたちと見ながら活用できる映像です。

ϱʟɻʱĜʠɂɉɄɅȥ
◆VHS

19H0055A

●DVD

17V0008S

約20分

ཾێโɄڷჍɁɈʟɻʱĜʠɈฤࡹȥɣɘɤĂʟɻʱĜʠɈȯɘȰɘɄହᇆĂ࣋ଆʟɻʱĜʠɈ࿈ஈโɄवૺĆৌᅙɄɃɬ
इൌโɄ܇ജɬᅙȞɄȦɣސತȳɥă

ϲʟɻʱĜʠɈૢૄຩ
◆VHS

19H0056A

●DVD

17V0009S

約20分

࣋ଆʟɻʱĜʠɅȤȞɀɉĂʟɻʱĜʠɈၫၭɬຮĂ౺ɅᆅސȯȵɥȭɂȥɣɘɤĂʈ˃ĜʯȿȩɤĂʞĜʶɈಡฤĂʈ
˃ĜʯˇĜʇĂᆧɈେୠɄɃૢࣞȦྼᅟɁȜɥăȭɦɣɈૄຩɅȾȞɀ܇ജɬᅙȞȾȾސತȳɥă

ϳʟɻʱĜʠʶʛʙɈૄຩ
◆VHS

19H0057A

●DVD

17V0010S

約20分

࣋ଆʟɻʱĜʠɈʟɻʱĜʠʶʛʙɈଌૈɈၫɅȾȞɀĂ܇ജɬᅙȞɀ੧ȥȩސತȳɥă࣋ଆʟɻʱĜʠɉȹȺʟɻʱĜ
ʠʶʛʙɬɞɣȵɥȺȫɁɉ࣋ۋโৌݪȦɄȞăಞൎಱȱɀȞɥɜɈެڬɈຮĆ౺ɅɉݝɬȯȵɦɊɢȞɈȥĂૄຩଞ
ɉݝɬȳɦɊȞȞɈȥɄɃɅȾȞɀɜސತȳɥă

ϴʟɻʱĜʠɈฤɂ࿎ݟ
◆VHS

19H0058A

●DVD

17V0011S

約20分

ʟɻʱĜʠɁɉĂບሄᆡষȞȴɦɈʈ˃ĜʯȦᄭ౬ȥฤȱɄȫɦɊɄɣɄȞăȯɣɅ࣋ଆʟɻʱĜʠɁɉ࣋ݨɅɢȽɀ
ɉຮĆ౺Ɉߤɐɤɬ࿎ݟȱɄȫɦɊɄɣɄȞăȭɈၫၭĆᆗڷ๘ɅȾȞɀސತȳɥăɘȹĂʟɻʱĜʠɬ࣋ૄݨຩɅɃȠ
౺ȥȳȥɅȾȞɀɜސತȳɥă

ϵʺʟ˃ʟɻʱĜʠ!ġૢෂɉʞ˄ʫɬॽɥɓȧɁɉɄȞġ
◆VHS

19H0059A

●DVD

17V0012S

約20分

ɃȭȥɈ࣋ଆɁଌૈȱȹʟɻʱĜʠʶʛʙɈʫʟʂɬॽɥ࡙ޏɉȱɊȱɊȜɥăȱȥȱĂێȾɈʃʹˁɁĂȥȾࠊɄც
ɈෂɁએȽȹ܇ജɉĂʍˋʯ˃ɂȱɀȞɅȩȞăࢋႨɅࡊȿȧĂࡳܩɅࠑɦȹાɃɜȹȻɅɢɥʺʟ˃ĆʟɻʱĜʠʶʛʙ
ɬ܇ജɅେɛȹă



音声言語指導の基礎から応用まで

教室コミュニケーション入門

― 音声言語の指導の実際 ―

監修 ： 川本信幹
（日本体育大学名誉教授・日本語検定委員会研究主幹）
◆VHS 各巻18,690円（税抜17,800円）
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●DVD 各巻17,850円（税抜17,000円）
国語科教育で重視されている音声言語の指導。従来の学習指導要領でも音声言語の指導、つまり「話
すこと・聞くこと」は決してなおざりにしていたわけではありません。しかし、改めて音声言語の指導
に取り組もうとしても、具体的にどのように指導すればよいのか当惑していらっしゃる先生方も多
いのではないかと思われます。
「教室コミュニケーション入門」は、そのような先生方の手助けをさせ
ていただくために制作されたものです。ここでは主として小学校の教室で学習させる「話すこと・聞
くこと」の指導の仕方を、基礎から応用まで幅広く取り上げて解説しました。具体的な内容が用意さ
れ、鮮明な映像と、明晰なナレーションで分かりやすく解説されております。
「教室コミュニケーショ
ン」の指導はどうあるべきか、ご自分の目でお確かめのうえ、教室での学習指導にご活用下さい。

ϱ࣋ଆʋʷʽʣʉĜʏʿˋɈૄຩ
◆VHS

19H0065A

●DVD

17V0003S

約25分

Ķ࣋ଆʋʷʽʣʉĜʏʿˋķૄຩɈޱሄɁȳăɘȴĂʋʷʽʣʉĜʏʿˋɈڷჍĆ୭ᅟ౯ɬސತȱĂఛߔૄຩᅟᆴɁȯɦɀȞ
ɥݙ౾াɈૄຩɈࡊೣโɄૢਐĂܾᅙโɄࡳ༑ɅമȳɥૢਐɅȾȞɀĂȯɘȰɘɄइൌᇉɬ܇ജɁȱɄȦɣސತȱɘȱȹă
ȯɣɅĂ
Ķ ࣋ଆʋʷʽʣʉĜʏʿˋķɈȯɘȰɘɄवൔĂȾɘɤ࣋ଆɁĶሇȳȭɂĆဧȩȭɂķɈ༑ᆵɬۋɀɥȹɛɈߔߤɈव
ൔɬĂइൌᇉɂɂɜɅގȱɀȜɤɘȳă

ϲൎሇĆሇȱਗȞ
◆VHS

19H0066A

●DVD

17V0004S

約25分

࣋ଆɁɈɜࡊႨโɄʋʷʽʣʉĜʏʿˋɈवɁȜɤɄȦɣĂެڷɅૄຩɈȦݡȢɣɦɀȞɄȞĶൎሇķɂĶሇȱਗȞķɬଲɤ
௫ȬɘȳăߏโૄຩɈȱɞȳȞĶൎሇķɈࡊႨโɄवȥɣɘȽɀĂޜɘȽȹ௲ჶɁɈĶൎሇķɅȾȞɀĂȯɣɅĶൎሇķȥɣཡ๐
ȱȹवɈĶሇȱਗȞķɅȾȞɀȯɘȰɘɄइൌᇉɬࢫȬɀސತȱɘȳăȷɈ௫ɁĂ
Ķ ൎሇķ
Ķ ሇȱਗȞķɈૄຩɈ੭ɤၫɬĂ
Ķ ૄຩଞ
బɈఘ৭Ȣķ
ĶຮɅൎȳɥૄຩķɈȾɈ๘ȥɣސತȱɘȳă

ϳʑʬĜʙ
◆VHS

19H0067A

●DVD

17V0005S

約25分

ୠචɬൎɂȱɀĂޜɘȽȹवɁʋʷʽʣʉĜʏʿˋɬూɥၫၭɅɉĶʑʬĜʙķ
Ķ ཡķ
Ķ ၡਠķɄɃɈĶሇķȦȜɤɘȳăࡊೣ
โɄཡݙɈथᇣɞൎሇɈଌɅɢȽɀ༱ɩɦȹຮɈݙ౾াɈ༑ᆵȦĂൃࢾɬࢮȯɆवɁᄎɩɦɥɈȦሇɁȳăႨࠆɁɉĂ
ĶʑʬĜʙૄຩɈवൔķɞĶ࣋ଆɁɈʑʬĜʙߔķɈଌ੫Ă
Ķ ʑʬĜʙૄຩɈᆗڷ๘ķ
Ķ ʑʬĜʙ࿎ݟķɅȾȞɀĂइൌโɄ܇ജɬ
ȱɄȦɣސತȱɘȳăষɅĂʺʟ˃¦ʑʬĜʙɬજᇉގȱɀȜɤɘȳăຮɅॽȵɀĂઞ৽ɅȯȵɥȭɂɜɁȧɥɁȱɡȠă

ϴບሄ
◆VHS

19H0068A

●DVD

17V0006S

約25分

ບሄɜɘȹĂ౺ȧɥᆵɂȱɀ୭ᅟɄᄜߠɬݪȹȱɘȳăႨఱɉບሄɈ༑ᆵȦଯȞȹɛĂଜޏโɅɜਡ੫โɅɜȱɊȱɊᆀܗ
ɬᄂɥȭɂȦȜɤɘȳăழߔ৫ɁɜĂຮɈʋʷʽʣʉĜʏʿˋ༑ᆵɬۋɚȹɛɅĂບሄɬಓ࣡โɅߤᅙȱȹȞɜɈɁȳăႨࠆ
ɁɉĂ࣋ଆɁɈߔૄຩɅଌ੫ɅߤᅙɁȧɥवɁĂᄻບሄĪશޏଞɄȱĆશޏଞīĂࡼޏĂʩʥ˃ĆʟɻʑʃʛʏʿˋĂʟɻʱĜ
ʠɅȾȞɀĂȷɦȸɦɈइൌโɄၫၭĆஏɬ܇ജɬȽɀސತȱɘȳă

ϵݙĆᇳĆद
◆VHS

19H0069A

●DVD

17V0007S

約25分

ݙ౾াɈࡊೣโɄ༑ᆵĂȾɘɤཡݙĆཡ౾Ćઽ౬ĆवɄɃɅᆗڷȱȹሇȱၫɈ༑ᆵĂɘȹݙ౾ɅɢɥএᆵɬۋɀɥڷჍɁĂ
Ķݙ
ķ
Ķ ᇳķ
Ķ दķɉȧɄᄜߠɬݪȹȳȭɂȦɁȧɘȳăȷɦȦȭɈʏ˂ĜʒɅĶݙķ
Ķ ᇳķ
Ķ दķɬଲɤɦȹɠȢɭɁȳă
ȭɈࠆɁɉĶݙķ
Ķ ᇳķɈڮȫɂৌᅙĂ
Ķ ݙķ
Ķ ᇳķɈૄຩ௫Ɉᆗڷ๘ɬĂ܇ജɁଌᇉɬࢫȬɄȦɣइൌโɅސತȱɘȳă
ȯɣɅĶदķɅȾȞɀɜĂȮȩฆɈ࣋ଆɁəɥȭɂɈɁȧɥʷʣदɬގȱɘȳă



