
ビデオテープ
タ  　イ  　ト  　ル 出演・監修 備　　　　　考

歯を丈夫にきれいに〔小学校編〕

№１　じょうぶな歯　つくろうね １１分１０秒

№２　ﾌﾟﾗｰｸ・食べかす・ﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ １３分３０秒

№３　輝いてるかな　きみの歯 １５分

№４　小学生のためのﾌﾞﾗｯｼﾝｸﾞ ２９分１０秒

 　　　　〈発育段階にあわせて〉

はてな？で学ぶ保健指導 住田　　実 １９分

第２巻　はてな？で歯並び　歯の不思議

ＣＤ－ＲＯＭ
タ  　イ  　ト  　ル 製　　　　作 備　　　　　考

 なるほど・歯と口の健康 南川　嘉昌 小学校中高学年､中学生

 －歯の仕組み,働き,むし歯,歯周疾患－ 学校歯科保健担当教諭  　   対象

歯科衛生士

福井県歯科医師会
福井県学校歯科医会

 フッソングで歯ミング 北海道歯科医師会

          ～北海道フッ素ソング～

味覚とおいしさの科学～和の味を子供たちに伝える
ために～  学校現場で使用できるﾊﾟﾜｰﾎﾟｲﾝﾄ教材

東京都学校歯科医会 本もあります

ＤＶＤ
タ  　イ  　ト  　ル 製　　　　作 備　　　　　考

学校歯科医会研修会 札幌歯科医師会 小学校

札幌市立定山渓小学校　公開TT授業 学校歯科保健担当教諭    対象

むし歯研究シリーズ「和・歯・8020ﾜｰﾙﾄﾞ」校外編 歯科衛生士

歯のけが口のけがどうしよう！

～学校管理課における子どものけがへの対応～

はじめてのはみがき 日本学校歯科医会

歯肉が危ない 名古屋市教育委員会

名古屋市学校歯科医会

予防歯科啓発（幼児期／学齢期） 日本歯科医師会

                    「よ防さんとまなぼう」篇

生きる力をはぐくむ歯・口の健康シリーズ 日本学校歯科医会

　ワクワク探検隊出動！ 小学校低・中学年向け

はてな？で学ぶ保健指導　 ＮＨＫエンタープライズ 指導の手引付

     新ぎもん・しつもん！むし歯の予防

歯科保健指導用教材一覧

滋賀県歯科医師会、滋賀県ス
ポーツ・健康づくり歯学協議会

 楽々パワーポイント 歯科健康教室の達人 本もあります

1 ページ



ＤＶＤ
タ  　イ  　ト  　ル 製　　　　作 備　　　　　考

歯を大切に 日本学校歯科医会 解説書付

　小学校1年生用

　小学校2年生用

　中学年編

　高学年編

　中学生編　ＶＯＬ①

　中学生編　ＶＯＬ②

みんなで歯みがきぴかぴかの歯 ライオン歯科衛生研究所 対象：園児とその保護者

かむことの大切さ ライオン歯科衛生研究所 対象：小学校5・6年生

みやぎっ子の楽しく学ぶ　『生きる力』をはぐく
む 歯・口の健康づくり教育教材

宮城県歯科医師会

みやぎっ子の『生きる力』をはぐくむ 歯・口の健康
づくり食育教材 おいしく楽しく安全に食べるために

宮城県歯科医師会

生きる力をはぐくむ歯・口の健康シリーズ 日本学校歯科医会

「自分で守る歯と健康」（小学校中・高学年向け）

「ブラッシュアップ！未来」（中学校向け）

水泳・歯と口の事故防止　平成27年度スポーツ庁委
託事業　スポーツ事故防止対策推進事業

独立行政法人日本スポー
ツ振興センター

スライド
タ  　イ  　ト  　ル 製作 ・ 監修 備　　　　　考

歯の健康 札歯学校歯科医会 　学童・ＰＴＡ ７８枚

学校歯科保健スライド 北海道歯科医師会 ４０枚

歯科保健教材 岩手県歯科医師会  音声テープ、解説書付　 １６枚

　６さいきゅうしたんけんたい 教材用テキスト

こんにちは６さいきゅうし

　 (ｶﾗｰA4版 18ﾍﾟｰｼﾞ）

指導用教材
タ  　イ  　ト  　ル 製　　　　作 備　　　　　考

指導用模型歯刷子 ライオン（株） ３０㎝

顎　模　型　（大） ライオン（株） １６×１４×１０㎝

顎　模　型　（小） ライオン（株） 7.５×5.０×5.５㎝

保健教育用歯科衛生掛図 ライオン（株） １ｾｯﾄ 11枚（53×72㎝）

ムシ歯の進行図板 ライオン（株） ３６×２１㎝

保健教材セットシリーズⅠ (歯肉は元気？他) 少年写真新聞社 A2判外
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講話用マニュアル
タ  　イ  　ト  　ル 製　　　　作 備　　　　　考

だれにでも使える講話用マニュアル（初級編） 札歯学校歯科医会

「すぐ出かけよう！」

「学校で使おう！」保健指導用データ集 ＣＤ 札歯学校歯科医会

図　　書
タ  　イ  　ト  　ル 監　　　　修 備　　　　　考

小学生　歯の保健指導の手引 文　部　省 東山書房（　４年）

歯の保健指導（小学校編） 日本学校保健会編 東山書房（５８年）

－ﾎｰﾑﾙｰﾑ担任のために－ 日本学校保健会編 東山書房（６２年）

        高等学校保健指導の手引

保健指導に必要な知識１００題 日本学校保健会編 東山書房（６１年）

学校保健百年史 日本学校保健会編 第一法規（４８年）

日本学校保健会　６０年史 日本学校保健会編 第一法規（６１年）

学校保健の動向　６３年度版 日本学校保健会編 東山書房（６３年）

口腔衛生活動実践の手びき 小西　浩二 学建書院（６１年）

ミュータン旅へ行く 市来　英雄・須藤　一良 口腔保健協会（６１年）

小学校むし歯よぼうのてびき 三重県学校保健会 東山書房（５１年）

子とものためのハッハッ歯 垣本　　充 婦人社（　４年）

私は学校歯科医です 横浜市学校歯科医会 （　５年）

歯肉につよくなるマニュアル 名古屋市教育委員会 （　５年）

学校歯科保健ガイド 榊　　　隆　編集 北海道歯科医師会（　５年）

健康教育・ヘルスプロモーションの評価 武藤　孝司 篠原出版（　６年）

福渡　　靖　　共著

学校歯科保健ガイド 北海道歯科医師会（　７年）

　－歯・口腔の健康診断－ 　

知ってて良かった！歯のけが　口のけが 月星　光博 クインテッセンス出版（　８年）

健康な生活づくりをめざして 財団法人ライオン歯科 東山書房　　　　 （　８年）

歯と口の学校 衛生研究所

なるほど　ザ　保健指導　Ⅱ 岡崎　好秀 歯科衛生士別刷  （３～４年）

なるほど　ザ　保健指導　Ⅲ 岡崎　好秀 歯科衛生士別刷    （ 　４年）

げんきのでる保健指導 岡崎　好秀 歯科衛生士別刷    （　５年）

歯の不思議サイエンス 五十嵐清治 ダイヤモンド社　（　７年）

楽しさ100倍！保健指導 岡崎　好秀 クインテッセンス出版（１２年）

　－心が動けば体も動く－ 　

なるほど・ザ・保健指導　セルフケア編 岡崎　好秀 クインテッセンス出版（１３年）

ビジュアル探検：からだと健康の小宇宙 大分大学教授 東山書房（１５年）

　わくわく健康学スペースツアー① 住田　　実

　「宇宙と歯の健康」

北海道歯科保健連絡協議会
学校歯科保健専門委員会
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図　　書
タ  　イ  　ト  　ル 監　　　　修 備　　　　　考

福井県歯科医師会 （ＣＤ-ＲＯＭ付）
福井県学校歯科医会

たのしい健康づくり　口の中観察図鑑 東京都学校保健会                   （　４年）

みつけてみよう　口の中の健康サイン 東京都教育委員会 東京都学校保健会　（２０年）

おとなの歯がはえてきたよ 東京都教育委員会 東京都学校保健会（２０年）

カムカム大百科 岡崎　好秀 東山書房 　　　 （２０年）

すぐ役立つ学校歯科医の活動マニュアル 東京都学校歯科医会 東京都学校歯科医会（２１年）

　　幼稚園保育所（園）編

　　小学校編

　　中学校編

　　高等学校編 付録（ＤＶＤ）

　　特別支援学校編

は、は、は、歯のおはなし　歯科詩集 やなせ　たかし かまくら春秋社

史上初！講演会ライブ版型漫画　 岡崎　好秀 松風歯科クラブ機関誌

　ふしぎ・ふしぎ 噛むことと健康

　ふしぎ・ふしぎ 噛むことと健康　パートⅡ

　ふしぎ・ふしぎ 噛むことと健康　パートⅢ

　ふしぎ・ふしぎ 噛むことと健康　パートⅣ

クイズで食育 嶋田　和子 東山書房　（ＣＤ-ＲＯＭ付）

歯と口から伝える食育 岡崎　好秀 東山書房　（ＣＤ-ＲＯＭ付）　

動物たちのよい歯甲子園 岡崎　好秀 （ＣＤ-ＲＯＭ付）　　絵本

味覚とおいしさの科学～和の味を子供たちに伝えるために～ 東京都学校歯科医会 東京都学校歯科医会（２６年）

乳歯列期における外傷歯の診断と治療　第2版 木村　光孝　 クインテッセンス出版（２５年）

学校歯科医の活動指針　平成27年改訂版 日本学校歯科医会

学校歯科健康診断における歯列・咬合および顎関節
の診査基準の見直し（学校歯科医の活動指針 付録）

日本学校歯科医会

合理的配慮に基づく歯・口の健康づくり～特別支援
を要するすべての子どもたちへ～

日本学校歯科医会

児童生徒等の健康診断マニュアル　平成27年度改訂
文部科学省スポーツ・青
少年局学校健康教育課

日本学校保健会

学校歯科医への提言-子ども・学校・家庭が変わる学
校歯科保健-

丸山　進一郎 東京臨床出版

パワーポイントで進める　楽しく学び「生きる力」
をはぐくむ歯・口の保健教育

日本学校歯科保健・教育
研究会

東山書房(ＣＤ-ＲＯＭ付)

学校歯科医が知っておくべき放射線の知識　原発事
故から5年、子供たちに笑顔を！

東京都学校歯科医会

楽々パワーポイント　歯科健康教室の達人
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