
検定教科書・学習指導案・ビデオ教材の対照表   ビデオ教材、指導案ダウンロード頁にジャンプ

教科 科目 指導案 ビデオ教材 指導案 ビデオ教材 教科書 出版社 該当頁 単　元（内　容） 　ビデオ教材内容

番号 番号 番号 番号

国語 国語表現Ⅰ 17No１ 17No１-1 国語表現Ⅰ 三省堂 Ｐ５５～Ｐ６３ 情報手帳で伝えよう、学校生活の知恵 「ブレーンストーミング」

17No１-2

国語表現Ⅱ 17No２ 17No２-1 国語表現Ⅱ 三省堂 Ｐ６７～Ｐ８２ 体験から物語へ「創作」小説「我輩は猫である」

17No２-2 「著作権の定義と説明」

国語総合 17No３ 17No３-2 新国語総合 教育出版 ※Ｐ３９～Ｐ４８ ※評論（一）自分で考える、自分を考える 「工業製品・三浦工業」　

国語総合 18No１ 18No1-1 新国語総覧 大修館書店 文学のスタイルと歴史

国語総合 18No２ 18No2-1
「文字の歴史」
「古代エジプト象形文字…」

創元社、他 文字の発明

地理歴史世界史Ａ 17No４ 17No４-1 現代の世界史（世界史Ａ） 山川出版社 P１１１～Ｐ１１３帝国主義の時代・高度資本主義と大衆社会 「トクヤマ・漆喰壁」

日本史Ａ 17No５ 17No５-1 現代の日本史（日本史Ａ） 山川出版社 P１２５～Ｐ１２８産業技術の発達と生活 「蒸気機関とアーク灯」

17No５-2

日本史Ａ 18No３ 18No3-1 現代の日本史（日本史Ａ） 山川出版社 P１２５～Ｐ１２９産業技術の発達と生活

地理Ａ 18No４ 18No4-1 地理Ｂ 東京書籍 P２３０～Ｐ２３４災害と地図 or 災害マップとの関連

公民 現代社会 17No６ 17No６-1 現代社会 山川出版社 P６０～Ｐ６１ 技術革新と経済社会の変化 「有害情報の閲覧制限技術」

現代社会 18No５ 18No5-1 現代社会 東京書籍 P４５ 著作権

政治・経済 17No７ 17No７-1 政治・経済－２１世紀を生きる数研出版 P３２～Ｐ３３ 裁判所のしくみと人権保護 「知的財産の裁判の流れ」

政治・経済 17No８ 17No８-1 政治・経済 東京書籍 P１７６～Ｐ１７７町工場は日本経済の活力になるか？ 「山本光学株式会社」

17No８-2 「大田区・トキワ精機」

17No８-3 「大田区・三輝」

数学 数学Ａ 18No６ 18No6-1 楽しく学ぶ数学基礎 東京書籍 P４３～Ｐ８０ 数学を学ぶ意義

数学Ｂ 17No９ 17No９-1 新数学Ｂ 知研出版 P１３０～Ｐ１３７いろいろなアルゴリズム 「アルゴリズム」

17No９-2 「数式から芸術を生み出す」

数学基礎 17No１０ 17No10-2 数学基礎 東京書籍 Ｐ３０～Ｐ３１ 図形の科学と人間の歩み　GPS 「新技術掃除機の開発」

数学基礎 18No７ 18No7-1 ハードウェア技術 実教出版 Ｐ２１～Ｐ２４ コンピュータの演算基礎原理

数学基礎 18No８ 18No8-1 数学基礎 東京書籍 Ｐ８ 零の発明

理科総合Ａ 18No９ 18No9-1 理科総合Ａ 啓林館 Ｐ４７ Ｃセラミックス製品 「セラエコフィルター」アサヒ陶研

理科 理科総合Ｂ 17No１１ 17No11-1 理科総合Ｂ 啓林館 Ｐ１２５ 人間の活動と環境の課題 「生分解プラスチック」

物理Ⅰ 17No１２ 17No12-1 物理Ⅰ 大日本図書 Ｐ１２～Ｐ１３ 電気とは何か 「ハンデングラフ起電気」

物理Ⅰ 18No１０ 18No10-1 物理Ⅰ 大日本図書 Ｐ９～、Ｐ２９～ 電磁誘導（発電機の仲間） 「ＩＨクッキングヒーター」　

化学Ⅰ 17No１３ 17No13-1 化学Ⅰ 啓林館 Ｐ６６ 熱化学方程式　反応熱

生物I 17No１４ 17No14-1 生物Ⅰ 数研出版 Ｐ２１０ 刺激と植物の反応　その他の成長の調節 「種苗法」

生物Ⅱ 18No１１ 18No11-1 生物Ⅱ 数研出版 Ｐ８６ バイオテクノロジー 「植物バイオ」

地学Ⅱ 18No１２ 18No12-1 地学Ⅱ 啓林館 Ｐ１７２ ニュートリノの観測 ニュートリノ

保健体育体育 17No１５ 17No15-1 現代保健体育 大修館書店 Ｐ１５０～Ｐ１５１体ほぐし運動のおこない方 「運動補助器具ボールの利用」

保健 17No１６ 17No16-1 現代保健体育 大修館書店 Ｐ９２～Ｐ９３ 環境汚染の防止と改善 「低公害車の開発」１伊勢崎工

17No16-2 「低公害車の開発」２スバル技研・

18No１３ 18No13-1 現代保健体育 大修館書店 Ｐ９４～Ｐ９５ 環境衛生活動のしくみと働き、ゴミ処理 「ペットボトル」

音楽 17No１７ 17No17-1 音楽ⅠＴｕｔｔｉ 教育出版 Ｐ８４～Ｐ８９ 音楽を創ろう 「音楽の創作活動（作曲）」

17No17-2 「著作権法の基礎知識」

17No17-3 「楽曲の信託制度と仕組み」

芸術 17No17-4 「JASRACの活動紹介」

美術Ⅰ 17No１８ 17No18-1 高校美術Ⅰ 日本文教出版Ｐ５６～Ｐ５７ 映像メディア表現　コンピュ－タを使った表現 「数式から芸術を生み出す」17No9-2と

17No18-2 「ＣＧ作品の紹介」

17No18-3 「失われた建物」

美術Ⅱ 18No１４ 18No14-1 高校美術２ 日本文教出版Ｐ５０～Ｐ５１ 椅子をデザインする 「椅子のﾃﾞｻﾞｲﾝ」

外国語
ｵｰﾗﾙ・ｺﾐｭﾆ
ｹｰｼｮﾝⅠ

17No１９ 17No19-1 Ｄａｉｌｙ 池田書店 Ｐ８６～Ｐ８７ Lesson8 A Challenger

英語Ⅰ 17No２０ 17No20-1 MAINSTREAM１ 増進堂 Ｐ１２６～Ｐ１４１Lesson 9 A Story behind “Titanic”

英語Ⅱ 17No２１ 17No21-1 Voyager English CourseⅡ 第一学習社 Ｐ１０９～Ｐ１１７Shoot for Blue

リーディング 18No１５ 18No15-1 MILESTONE  English Reading 啓林社 Ｐ６２～Ｐ７１ 電子レンジ

家庭 家庭基礎 17No２２ 17No22-1 家庭基礎 大修館書店 Ｐ５７ 高齢期の心身の変化の特徴と生活 「福祉機具の紹介」

17No22-2

家庭総合 17No２３ 17No23-1 家庭総合 一橋出版 Ｐ９０～Ｐ９３ たんぱく質とその食品

18No１６ 18No16-1 家庭総合 第一学習社 Ｐ５０～Ｐ５１ 保育実習 「幼児用おもちゃ」

情報 情報Ａ 17No２４ 17No24-1 情報Ａ 日本文教出版Ｐ５６～Ｐ５７ 情報を守るために 「著作権制度の説明」

情報Ｂ 17No２５ 17No25-1 情報Ｂ 日本文教出版Ｐ４８～Ｐ４９ コンピュータで画像を処理する方法 「ＣＣＤの技術」

17No25-2 「ＧＩＦの特許」

情報Ｃ 18No１７ 18No17-1 新版情報Ｃ 実教出版 Ｐ１１８～Ｐ１２１知的財産権の保護 「マピオン」（木村）

ホームルーム活動 18No１８ 18No18-1 高校生のアイデア商品

総合的な学習の時間 18No１９ 18No19-1 著作権

18No２０ 18No20-1 知財活用とモラル 「知財サイクル」ミタカ電気有限会社

18No２１ 18No21-1 知的財産セミナー

※直接該当しな　　※評論ではあるが、直接に該当はしない。

Ｈ１７年度　 Ｈ１８年度

●高等学校

http://www.kim-lab.info/exterorg/shidovid.html


ビデオ教材、指導案ダウンロード頁にジャンプ

教科 分野 指導案 ビデオ教材 指導案 ビデオ教材 教科書 出版社 該当頁 単　元（内　容） 　ビデオ教材内容

番号 番号 番号 番号
技術・
家庭科

技術分野 18中学No１ 新しい技術・家庭（技術分野） 東京書籍 口絵Ｐ１～Ｐ１０

家庭分野 18中学No２ 新しい技術・家庭（家庭分野） 東京書籍 Ｐ３０ 　

家庭分野 18中学No３ 新しい技術・家庭（家庭分野） 東京書籍 Ｐ４０

教科 科目 指導案 ビデオ教材 指導案 ビデオ教材

番号 番号 番号 番号

普通科目（指導案枠外） 17No26-1

　 17No26-4

　 17No26-5

18No23-1

18No23-2

18No23-3

18No23-4

18No23-5

18No23-6

18No23-7

18No23-8

18No23-9
18No23-
1018No23-
1118No23-
1218No23-
1318No23-
1418No23-
1518No23-
16

意匠の基礎知識～デザインの保護（２）

意匠の基礎知識～デザインの保護（３）
意匠の基礎知識～デザインの保護（４）

　ビデオ教材内容

特許の基礎知識（２）

特許の基礎知識（３）

特許の基礎知識（４）

意匠の基礎知識～デザインの保護（１）

商標戦略と模擬商標出願（２）

商標戦略と模擬商標出願（３）

商標戦略と模擬商標出願（４）

特許の基礎知識（１）

商標の基礎知識と商標検索（２）

商標の基礎知識と商標検索（３）

商標の基礎知識と商標検索（４）

商標戦略と模擬商標出願（１）

「アルミナイトライド基盤」

「大田区産業振興会協会」

「走査型トンネル顕微鏡」

商標の基礎知識と商標検索（１）・・・知財概論を含む

Ｈ１７年度　 Ｈ１８年度

●中学校
Ｈ１７年度　 Ｈ１８年度

●指導案の枠外




