
【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

25 明日になれば

～あるホームヘルパーの

　 物語～

53

ヘルパー

一般

　奈津子の所属している大学のクラブが、大学祭用

の映画を制作することになった。今の若い人達にイ ン

パクトのある、ユニ－クなテ－マを検討し、ホ－ムヘル

パ－の活動を紹介することになった。ヘルパ－とお年

寄りとのふれあいを通じて、ヘルパ－活動の専門性や

職業としての素晴らしさを学んでいく。(H2)

26 新米ホームヘルパー

奮戦記

 ～やさしく歌って～

50

ヘルパー

一般

　高絵は、ＯＬを辞めてヘルパ－になった新米。先輩

ヘルパ－に励まされ、張り切って仕事をしている 。し

かし、恋人の昌平から、結婚したら仕事を辞めるよう

に宣告され、仕事でもお年寄りが高絵に反抗的になっ

ていく。仕事と結婚に悩んでいる高絵に先輩ヘルパ－

からアドバイスがあって、お年寄りを保育園に招待す

ることになる。果たして問題のお年寄 りはやって来て

くれるか。ヘルパ－の活動を理解するのに最適であ

る。(H3)

27 手話での対応と心得

18

一般 　手話の基本的動作８種類の解説と、手話を行うと き

の注意点に触れ、手話で聾唖者に対する場合の必要

な心構えについて、説明を行っている。(H3)

28 介護の基礎知識

「社会福祉概論」

45

ヘルパー

施設職員

　社会福祉とは何か。「ゆきわりそう」という従来にない

新しい試みを目指している施設の活動を通して、ボラ

ンタリ－な社会福祉を考える。また、日本や欧米の歴

史を通して、現代の社会改革について考察し、今後の

福祉の展望について考える。(H3)

29 介護の基礎知識

「老人福祉論」

50

ヘルパー

施設職員

　老人福祉法に基づき、在宅福祉サ－ビス（ホ－ム ヘ

ルプ、給食、入浴サ－ビス、ショ－トステイ、デイサ－

ビスなど）、施設福祉サ－ビス（特別養護、養護、軽費

老人ホ－ム）について実際の映像を見せながら解説。

随所にゴ－ルドプランとの関連づけがなされている。

(H3)

30 介護の基礎知識

「障害者福祉論」

50

ヘルパー

施設職員

　寮母や養成校の生徒にとって、障害者と接する機会

はなかなか少ない。まず、障害とは何か？障害者とは

何か？を理解してもらうために、障害の３つのレベル

（機能障害、能力低下、社会的不利）に基づき、各障

害をみていく。 　また、障害者福祉を施設福祉サ－ビ

ス（更生施設 生活施設、作業施設など）と在宅福祉サ

－ビスの両面から考察。今はやりのケ－スマネ－ジメ

ントの考えに基づき、地域のネットワ－クにも触れる。

(H3)

31 介護の基礎知識

「ﾘﾊﾋﾞﾘﾃ-ｼｮﾝ論」

45

ヘルパー

施設職員

　リハビリテ－ションといえば、理学療法を想像しがち

だが、国立リハビリテ－ションセンタ－での映像を通し

て、医学的、社会的、職業的、心理的側面からリハビ

リテ－ションと介護の関わりについてもふれる。(H3)

32 介護の基礎知識

「社会福祉援助技術」

40

ヘルパー

施設職員

　ケ－スワ－クについては、模擬面接を通して、原則

や展開過程を解説。グル－プワ－クについては老人

ホ－ムでの人形劇の準備過程を題材にして、原則や

展開を解説。またグル－プワ－クでは、社協のコミュ

ニティワ－カ－の活動を通して、コミュニティワ－クと

は何かを説明。(H3)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

33 介護の基礎知識

「レクリエ－ション指導法」

40

ヘルパー

施設職員

　老人ホ－ムでのレクリエ－ションといえば、プログラ

ムを組んで行う集団レクリエ－ションが中心である。本

巻ではレクリエ－ションを「生活の中の楽 しみの追及」

と位置づけ、老人ホ－ムにおける日常の様々な映像

をもとに、レクリエ－ションの個別化動機づけ、環境づ

くりやいきがいとしてのレクリエ－ションについて解

説。障害者のレクリエ－ション についてもふれる。(H3)

34 介護の基礎知識

「老人・障害者の心理」

50

ヘルパー

施設職員

　学生や寮母が老人・障害者の心理について、考えた

り討論したりするための素材としての意味合いが大き

い。障害者の受容のプロセスや痴呆老人の行動など

を深く突っ込んだ映像で追う。(H3)

35 介護の基礎知識

「家政学概論」

45

ヘルパー

施設職員

　大学の家政学部で教えられる一般的な家政学では

なく、ホ－ムヘルパ－と家事援助（介護家政）を重視し

た。独居老人や寝たきり老人の暮らしぶりを通 して、

衣・食・住についての注意点をチェックしていく。(H3)

36 介護の基礎知識

「栄養・調理」

40

ヘルパー

施設職員

　栄養学の基礎知識を学んで、老人の献立づくりなど

に役立ててもらうことを目的としている。六大栄養素、

六つの基礎食品を中心に解説。また、えん下困難の

人や高血圧、肥満などの人たちのための献立や調理

の工夫にもふれる。(H3)

37 介護の基礎知識

「医学一般」

55

ヘルパー

施設職員

　ＮＨＫの資料映像などを用い、人体の仕組みとメカニ

ズムについて解説。特に痴呆のメカニズムについて詳

しく説明。また、老人に起こりやすい病気について、そ

の原因や症状についてもふれる。(H3)

38 介護の基礎知識

「精神保健」

55

ヘルパー

施設職員

　精神保健（メンタルヘルス）とは何か。児童思春期、

成人、老人といった世代ごとに精神保健上の特徴を

説明。精神障害の基礎知識として、特に痴呆、そうう

つ病、アルコ－ル依存症について具体的例を見せな

がら、その原因と分類を解説。(H3)

39 介護の基礎知識

「介護概論」

50

ヘルパー

施設職員

　ある特別養護老人ホ－ムの介護福祉士の１日をド

キュメンタリ－で追い、介護福祉士の仕事ぶり、職業

倫理、コミュニケ－ションの重要性、医療や他の福祉

専門職との連携のあり方について解説。(H3)

41 介護の基礎知識

「障害形態別介護技術」

50

ヘルパー

施設職員

　寝たきり、痴呆、肢体不自由、視覚・聴覚障害、 内

部障害について、具体的例を映像で示しながら介護

のポイントを解説。(H3)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

42 ボランティアリーダー

養成講座ビデオ　明日へ

30

ボランティア 　山口県宇部市に婦人ボランティアセミナ－が誕生 し

て１４年。セミナ－には社会教育と社会福祉に重点を

おいた基礎講座がある。学習を通して、受講生の表情

の変化をカメラが追い続ける。(H3)

43 やさしさのまちが好き！

30

ボランティア

一般

　地域の身近な社会福祉施設を中心に、地域の人々

がどのように支えあい、「まちづくり」を進めているの

か。女性リポ－タ－が全国４か所の福祉施設を訪ね、

体験することによって、さまざまなことを学ぶ。(H2)

44 おんなじ空の下で

～私たちの社会参加～

25

一般 　障害者問題に対する理解と認識を一層深め、障害を

もつ人の社会への「完全参加と平等」という目標の実

現に役立てるための啓発ビデオ。(H3)

45 Ｌｅｔ´ｓ　ｔｒｙ

ワ－クキャンプ

30

施設職員

中高校生

　全国で、児童・生徒の社会福祉施設における体験学

習が積極的に取り組まれる様になってきており、 大き

な成果を生んでいる。その体験学習の様子を描いて

いる。(H1)

46 遠野の里のこどもたち

～地域に根づいた

   福祉教育～

30

社協職員

ボランティア

中高校生

　岩手県遠野市における福祉教育の実践を通して、社

会福祉協議会と学校、施設、公民館、老人クラブ等が

協力しあってすすめる地域づくり、福祉教育の展開に

ついて考える。(S59)

47 新寝たきり老人ゼロ作戦

～高齢者の健康と暮らしの

　 安全ﾁｪｯｸ～

（全２巻）
60

一般 　いつまでも健康で、寝たきりにならないためのアドバ

イスを新寝たきり老人ゼロ作戦とからめ解説している

第１巻　脳卒中

第２巻　骨粗鬆症　　(H3)

48 こんにちは老人ホ－ムです

30

施設職員

一般

　ある老人ホ－ムの施設や設備を、そこで働く人々と、

ひとりの在宅介護を受ける老人の姿を通して描き、老

人ホ－ムに対する理解、関心を高めるために制作さ

れた。(H4)

49 シルバ－パワ－花ざかり

27

一般 　地域にねざしたさまざまな活動を通じて、高齢者の

地域社会への積極的な参加や、シルバ－パワ－によ

る地域社会への活性化を図るための参考になるよう

願って制作された。(H3)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

50 寝たきりにならないために

させないために

（全２巻）

57

一般 　寝たきりを防ぐための対策をわかりやすく解説してい

る。第１巻　寝たきりの原因と予防　第２巻　寝たきりを

防ぐ地域の活動(H4)

51 ハナ肇の

生きがいづくり探訪

27

一般 　高齢期の生き方については全ての人の問題である

今日、定年後の人生を豊かにするためには何が大切

なのかを、ハナ肇氏をリポ－タ－に迎え、先輩達の生

き方を紹介している。(H3)

52 みんなが生き生き

在宅介護

38

一般 　高齢者等を介護する側、される側、それぞれの立場

から方法、注意点等を説明している。(H4)

53 第２４回全国ろうあ者

冬季体育大会

27

一般 　岐阜県聴覚障害者協会制作により、「雪と炎と交流

と」をテ－マにした第24回全国ろうあ者冬季体育大会

の様子を紹介している。

54 あそびはこどものごはんだ

～新しい遊び場を考える～

30

一般 　子どもは環境とかかわりながら育ち、特に遊び環境

づくりは大切である。最近の子どもに今後望まれる、

新しい子どもの遊び場づくりについて考える。

55 食事サ－ビスと

ボランティア活動

30

一般

ボランティア

　東京都秋川市、世田谷区、北海道音更町の活動を

例に食事サ－ビスとボランティア活動の実際を紹介 し

ている。

56 高齢者・身障者の

レクリエ－ションと

ボランティア

29

施設職員

ヘルパー

　高齢者や身体障害者にとってのレクリエ－ション活

動がどのような意味をもっているのか、ボランティアが

レクリエ－ション活動でどのような役割を果たせるかを

紹介している。(H4)

57 寝たきり老人ゼロの１０ヵ条

29

一般

施設職員

ヘルパー

　平成２年度より「高齢者保健推進１０か年戦略」 がス

タ－トし、超高齢者社会を迎え「寝たきり老人ゼロ作

戦」の具体的指針として「寝たきり老人ゼロへの１０ヵ

条」がとりまとめられた。この作品は、寝たきりゼロを

目指して、医療・保健・福祉が連携 し、積極的に挑戦

を続ける広島県御調町の実践に学びながら「寝たきり

老人ゼロへの１０ヵ条」とはどういうものなのかを具体

的かつわかりやすく描いている。(H5)

58 ふれあいの

まちづくりを求めて

30

社協職員

一般

　住民参加による福祉のまちづくりをわかりやすく解説

するために、社会福祉協議会を中心とした島根県平

田市の取り組みをまとめたものを紹介している。(H4)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

59 居るだけでボランティア

30

一般 　高齢化社会といわれ、高齢者は対象者となりがちで

あるが、特別な技術をもっていなくても、お年寄りだか

らできる活動について紹介する。(H5)

60 ハナ肇のいきいき人生

み－つけた！

～生きがいづくり探訪～

30

一般 　卓球を74歳ではじめ91歳の現在でも若者と一緒に

汗を流す高齢者をはじめ、各地でいきいきと毎日を過

ごしている高齢者を紹介している。(H4)

61 施設とボランティア

30

施設職員

ボランティア

　東京都にある児童福祉施設と香川県にある老人福

祉施設のさまざまな活動を例に、施設ボランティア活

動の実際を紹介している。(H4)

62 豊かさを創る

普段着のやさしさ

30

一般

ボランティア

　点字図書館・在宅でのボランティア活動をとりあげ、

その活動の取り組み方、視覚障害者とのかかわり方

の啓発を目的とするもの。(H3)

63 あなたのまちの

デイサ－ビス

33

一般 　デイサ－ビスの目的と、どのような人が利用できる

のか、どのようなサ－ビスが行われているのか事業内

容、そして実際の活動内容を紹介する。(H5)

64 とっておきの夏

90

一般

高校生

　高校生の洋子が、老人ホ－ムに勤務する先輩との

再会をきっかけにして、お年寄りや福祉施設で働 く

人々とふれあうようになり、福祉系の進学コ－ス を選

択するに至るというスト－リ－。(H5)

65 安心して外出するために

－車いす編－

21

一般

ボランティア

　車いすを使用している人が安心して外出するため

に、一人一人が気をつけなければならないことがあ

る。だれもが住みやすい町をつくるために、 私たちに

何ができるかを考える。

66 つなごうよ

大きな手小さな手

30

一般 　重度発達障害児が、障害に応じて、いろいろな知識

や社会的技術を得るために学習する様子や、地域 の

人々とのかかわりなど、障害児をおいながら描いてい

る。

67 新しい出発

30

ボランティア

一般

　1992年「国際・障害者の十年」最終年を記念して 北

は稚内から、南は石垣島から出発し、秋から冬に か

けて全国各地で様々なキャンペ－ン活動を繰り広げ

た２台の「列島横断キャラバンカ－」が、最後の目的地

東京に到着するまでの様子を描いたもの。(H4)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

68 ふるさとに新しい風が吹く

25

一般 　コスモス街道で知られている長野県佐々市の老人ク

ラブの会員は、地域の活性化に力をいれている。 過

疎化がすすむ中、地域で郷土芸能を子どもたちに伝

えるなど、地域に新しい風を吹かせている。(H5)

69 中・高年者のための

健康づくりセミナ－

（全２巻）

61

一般

ボランティア

　中・高年のための健康づくりについて食生活と運動

を中心に紹介したビデオ。

第１巻　やさしい食生活　現代人の食生活の問題点に

様々な角度から目を当て、コンピュ－タ－などをつ

かって栄養診断を行う

第２巻　やさしい運動　具体的にどの程度の運動が最

も効果的なのか。厚生省でまとめたデ－タ等をとりい

れ解説する。(H4)

70 盲導犬

16

ボランティア

一般

　盲導犬と視覚障害者が、町にでて、タクシ－等の利

用を断られるという事例がいまだにあとをたたない。そ

れらのことは、社会の盲導犬に対する理解が十分で

はない、しかも頻繁に目にするほど盲導犬が数多くい

ないなど、盲導犬に関する情報がほとんどないからで

ある。そこで、ここでは盲導犬に関する情報を提供す

るものである。

71 新たな10年のはじまり

30

ボランティア

一般

　「国連・障害者十年」から「アジア・太平洋障害者の

十年」へ。これは、全国障害者関係団体が一つに集ま

り形成した「国民会議」の記録が内容の中心である。

国連・障害者の十年の成果を明らかにして、これから

の社会全体の取り組みについて広く国民の理解と協

力を得ることの大切を考える。(H4)

72 福祉科Ⅰ

17

一般

高校生

　三重県上野市高校福祉科の内容について解説。

(H5)

74 支えあうたしかな手

～小地域

　 ネットワ－ク活動～

37

社協職員 　福岡県久留米市の「小地域ネットワ－ク活動」の実

践を収録したもの。ボランティアによる声掛け訪問・見

守り活動をはじめ、日常的な助け合いなどの活動をい

くつかの事例を通し、活動の展開方法、市社協の役割

を紹介しなぜ地域住民の福祉活動が必要なのか、な

ぜこうしたことが公的な福祉サ－ビスにとっても必要な

のかを考えていく。(H7)

75 パッチンして！

おばあちゃん

（アニメ）

90

ヘルパー

一般

中高校生

　「パッチン！」というまばたき以外に外界とのコミュニ

ケ－ションのてだてを一切失った寝たきりのおばあ

ちゃん。彼女の看護に奮闘する一人娘、さらにおばあ

ちゃんの人柄にひかれて、かわるがわる病室を訪れ

る100人以上の仲間たち。昭和58年から61年にかけて

石川県金沢市内の病院で実際に起こった出来事をも

とにつくられている。(H4劇場公開)

77 痴呆性老人の理解と介護

～希望ある

　 明日のために～

（全２巻）
50

一般 　高齢人口の増大にしたがって益々深刻化する痴呆

性高齢者の介護について、介護を行う家族の方を主

な対象として、痴呆の原因や介護者の心構えなど解

説したもの。

第１巻　痴呆性老人の理解

第２巻　痴呆性老人の介護と支援サ－ビス(H5)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

78 支えあうなかで

～精神障害者と

　 その仲間たち～

33

一般 　全国には約１６０万人の精神障害者がいるといわれ

ている。しかし、病院での治療が終り退院しても、社会

復帰ができず再入院を繰り返したり、障害を隠して生

活している人が少なくない。この映画は作業所を舞台

に、地域でごく普通の暮らしをしながら社会復帰を目

指す精神障害者と、彼らを支える人々の理解と援助

がいかに必要であるかを訴える。(H8)

79 阪神・淡路大震災

災害時の保健婦の活動

37

一般

保健婦

　震災直後から４か月後までの地元の保健婦および

全国からの応援保健婦の活動を記録したものである。

このような災害時にも、保健婦本来の仕事である地域

住民の健康を守り、何が地域に必要であるかを見つ

け解決していく過程が見事に描かれている。(H8)

80 地域社会と小学生

障害を持った人との

ふれあい

20

一般

小学生

　目や耳の不自由な人、知的障害のある児童と交流

している小学生が、相手を理解し、助け合えるように

成長していく姿を描いている。(H8)

81 地域社会と小学生

お年寄りとのふれあい

19

一般

小学生

　一人暮らしや老人ホ－ムなどで暮らすお年寄りと交

流を続けている小学生グル－プの姿を描き、それが

子どもの心の成長にいかに役立っているかを示す。

(H8)

82 街で障害のある人に

出会ったら

21

一般

ボランティア

　身体に障害のある人は、身体は不自由でも自分の

ことは自分でしようと努力している。しかし、時折困っ

ている人を見受けることがある。そんな時、どのように

するのがよいか具体的に知っていると、すすんで手助

けすることができる。具体的にその方法を学ぶのに最

適。(H8)

83 ボランティア・

ガイドシリーズ

高齢者編

19

一般

ボランティア

　地域の中で困っている人がいたら、自分でできる手

助けをすることもボランティアである。このビデオでは、

以下のようなボランティア活動を紹介している。

　○身近な所でのボランティア

　○福祉施設でのボランティア　ほか(H8)

84 ボランティア・

ガイドシリーズ

障害者編

18

一般

ボランティア

　体に障害がある人の立場に立って周囲を見ると、町

は意外に不便なことがわかる。そうした観点からみた

障害者に対する支援について紹介する。

　○肢体が不自由な人への支援

　○視聴覚に障害がある人への支援

　○町で障害のある人に出会ったら　　ほか(H8)

85 ケース・マネージメント

シリーズ

１．ケース・マネージメント

　　の考え方とその方法
60

施設職員 　監修者である白澤正和先生の講演とイラストを交

え、ケ－スマネ－ジメントの理論と実際を学ぶ。(H8)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

86 ケース・マネージメント

シリーズ

２．ケースマネージメント

　　におけるアセスメント

　　の方法

30

施設職員 　岐阜県美濃加茂市の事例を紹介し、ケ－スの発見

からアセスメントの実際を学ぶ。(H8)

87 ケース・マネージメント

シリーズ

３．ケースマネージメント

　　におけるケア計画の

　　作成の方法

30

施設職員 　Ｋさんの事例は、必要なサ－ビスが多岐にわたり、

そのニ－ズに応えるためには、サ－ビスの調整が必

要になった。そこで、登場するのが、美濃加茂市高齢

者サ－ビス調整チ－ム。この会議の進行を通じてケア

計画の作成、サ－ビスの提供を学ぶ。(H8)

88 魅惑の林檎

－１０代のボランティア

　 学習入門－

20

中高校生

ボランティア

　ボランティア活動をしている中・高校生の声を中心に

どんなきっかけで活動を始めたのか、活動から何を学

び何に感動したのか、生き生きと語る姿を紹介し、ボ

ランティア学習が本来持っている魅力や、楽しさを知っ

てもらい、ボランティアの世界へ一歩踏み出してもらお

うという作品。(H9)

90 新発見 ボランティアロ－ド

26

一般

ボランティア

　「ボランティアロード」それはボランティア活動によっ

てつくられる新しい社会への道であると同時に、活動

を通じて自分自身を発見する「新しい道」でもある。

(H8)

91 熟年男性の選択

30

一般

ボランティア

　これまで、主婦や青年たちが中心になっていたボラ

ンティア。ところが、熟年世代の男性ボランティアが増

えている。会社人間と思われがちなこの世代の人々に

とってボランティアとはなにか。活動をとおして見出だ

すものは何かを探る。(H4)

92 ビデオ厚生白書

小春ちゃんちの人々

35

中学生 　この作品は「家族と社会保障」をテーマに、どこにで

もある家族の生活の様子を、中学３年生の小春ちゃん

の目を通してみたコメディータッチのドラマで、介護や

年金、育児などの社会保障制度の問題について、中

学生にも分かりやすいように説明。

93 ひろがれ福祉　コミュニ

ティー

30

一般

社協職員

ボランティア

　このビデオは、宇治市で取り組まれている、３つの

「学区福祉委員会」の先進的な実践活動を中心に紹

介している。

94 高齢者ケアプランとは何か

40

施設職員

ケアワ-カ-

社協職員

　「アセスメント→問題の明確化→カンファレンス→プ

ランニング→実行→評価」という全体の流れを明確に

示しながら高齢者ケアプランのシステムを解説。高齢

者ケアプランが現場レベルでどのように活用されてい

るかを示すため、施設でのノウハウを紹介している。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

95 ケアマネージメントの技術

（３巻シリ－ズ）

①基礎編

26

施設職員

社協職員

ヘルパ－

　介護を必要とする高齢者や障害者の事例を紹介。

ケアマネージメントの基本的な援助システム、それぞ

れのケースの問題点や援助の視点、必要な援助内容

を考え、ケアマネージメントについての技術を演習す

る。(H9)

96 ケアマネージメントの技術

（３巻シリ－ズ）

②応用編１

40

施設職員

社協職員

ヘルパ－

　介護を必要とする高齢者や障害者の事例を紹介。

ケアマネージメントの基本的な援助システム、それぞ

れのケースの問題点や援助の視点、必要な援助内容

を考え、ケアマネージメントについての技術を演習す

る。(H9)

97 ケアマネージメントの技術

（３巻シリ－ズ）

②応用編２

22

施設職員

社協職員

ヘルパ－

　介護を必要とする高齢者や障害者の事例を紹介。

ケアマネージメントの基本的な援助システム、それぞ

れのケースの問題点や援助の視点、必要な援助内容

を考え、ケアマネージメントについての技術を演習す

る。(H9)

98 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

①ボディメカニクス

22

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

99 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

②体位変換

26

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

100 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

③移動

28

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

101 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

④食事

22

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

102 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

⑤排泄

30

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

103 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

⑥清しき・洗髪

27

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

104 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

⑦入浴

26

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

105 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

⑧在宅における介護

30

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

106 ビデオで学ぶ介護の基本

（９巻シリ－ズ）

⑨施設における介護

28

一般

施設職員

　このビデオは「介護技術の基本」をスタンダードな介

護技術を中心に映像化したもの。介護を行う際に必要

な基礎知識や、介護の場面における一連の流れを分

かりやすく解説。(H6)

107 事例で学ぶ

在宅介護の実際

（５巻シリ－ズ）

①寝たきり予防と

　 介護の心構え

20

一般

施設職員

　在宅介護では、まず対象者を理解し、そして正しい

技術や知識を身に付けることが必要となる。このビデ

オでは、介護を始めるにあたっての心構えから介護の

基本、住宅改造や福祉用具の活用までひろく紹介して

いる。

108 事例で学ぶ

在宅介護の実際

（５巻シリ－ズ）

②移動の基本 20

一般

施設職員

　在宅介護では、まず対象者を理解し、そして正しい

技術や知識を身に付けることが必要となる。このビデ

オでは、介護を始めるにあたっての心構えから介護の

基本、住宅改造や福祉用具の活用までひろく紹介して

いる。

109 事例で学ぶ

在宅介護の実際

（５巻シリ－ズ）

③清潔を保つ
20

一般

施設職員

　在宅介護では、まず対象者を理解し、そして正しい

技術や知識を身に付けることが必要となる。このビデ

オでは、介護を始めるにあたっての心構えから介護の

基本、住宅改造や福祉用具の活用までひろく紹介して

いる。

110 事例で学ぶ

在宅介護の実際

（５巻シリ－ズ）

④食事介護の基本 20

一般

施設職員

　在宅介護では、まず対象者を理解し、そして正しい

技術や知識を身に付けることが必要となる。このビデ

オでは、介護を始めるにあたっての心構えから介護の

基本、住宅改造や福祉用具の活用までひろく紹介して

いる。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

111 事例で学ぶ

在宅介護の実際

（５巻シリ－ズ）

⑤福祉用具の活用と

　 暮らしやすい住宅

   改造

20

一般

施設職員

　在宅介護では、まず対象者を理解し、そして正しい

技術や知識を身に付けることが必要となる。このビデ

オでは、介護を始めるにあたっての心構えから介護の

基本、住宅改造や福祉用具の活用までひろく紹介して

いる。

112 すこやか家族の

シルバー在宅介護

（全２巻）

35

一般 　片まひ、寝たきりなど、お年寄りの症状にあわせた

在宅での介護のポイントや、食事・入浴・排泄・移動・

体位交換・洗面などの内容ごとの介護の方法につい

ての説明。

第１巻　片まひ、虚弱編

第２巻　寝たきり編　(H9)

113 福祉教育実践ビデオ

ともだちいっぱい

（幼稚園編）

10

幼児 　友達や地域のお年寄り等との関わりや、動植物など

自然との関わりから、友だちと仲良く遊び助け合うこと

や、自然に親しみ、動植物にやさしい心で接すること

を学び、みんなで助け合って生きているということを身

に付けていくことを願って制作された。(H7)

114 福祉教育実践ビデオ

みんなともだち

（低学年編）

10

小学生 　地域の人々やお年寄りとの関わりを通して、互いに

助け合い協力し合えば、気持ちのよい生活ができ、ひ

いてはこのことがやがて幸せな世界へつながっていく

ということを感じることを願い、小学校低学年児童の福

祉教育を推進することを目的に制作された。(H7)

115 福祉教育実践ビデオ

ともに生きる

（高学年編）

10

小学生 　車椅子やアイマスク体験をすることにより、障害は大

変ではあるが、生きることへの障害にはなってはいな

いことを知る。障害者を支えるために自分に何ができ

るかを考え、共に生きる社会を築くことの大切さを習

得していくことを願って制作された。(H7)

116 もうひとつのリレハンメル

冬季パラリンピックリポート

33

一般

ボランティア

　リレハンメルパラリンピック（1994) における選手の素

 顔、強化合宿、そしてリレハンメル大会での障害者の

活躍の模様を収めた記録ビデオ。

117 スポーツがあったから

冬季パラリンピックに挑む

37

一般

ボランティア

障害者

　体に障害を持つ人たちが、スポーツに打ち込むなか

でいろいろな人とふれあう姿や、競技スポーツとして

記録に挑み、世界を目指して頑張っている人たちの努

力の過程を収録したものである。

118 スレッジホッケ－に挑む

31

一般

ボランティア

障害者

　1998年パラリンピック長野大会に向けて、スレッジ

ホッケーチームが誕生した。ノルウエーからコーチを

招いての講習会、第１回ジャパンパラリンピック氷上

大会と、新しいスポーツに挑む生き生きとした障害者

を描くドキュメンタリー。(H7)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

119 広がれ！感動との出会い

ボランティア活動のすすめ

25

一般

ボランティア

　京都府内のボランティア活動の紹介とともに、ボラン

ティアの魅力を満載したビデオ。グループでの活動、

中・高校生のワークキャンプの様子、インタビュ－など

を収録。すでに活動している方にはもちろん、これから

活動してみたいという方にも最適なビデオ。

120 やさしさの風を

～ボランティア活動の

　 新しい展開～

25

一般

ボランティア

　平成７年はボランティア元年といわれている。被災地

では新しいコミュニティづくりが始まっている。また他の

地域では、精神保健分野、心のケア、子どもの遊びな

ど、全国各地で多様化したボランティア活動の広がり

がみられる。「ボランティアフェステバル長野」で紹介さ

れた事例を中心に収録。

121 幸せづくり

イーハトーブみつけた

～ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動の

　 新しい展開～
20

一般

ボランティア

　小地域で住民が参加した在宅サービスや障害者の

働く場づくり、水と緑を守る活動、企業の社会貢献や

勤労者のボランティア活動など、新しいボランティア活

動の広がりがみられる。これらは、住民が助けあい共

に生きるイーハトーブ（理想郷）づくりをめざしたもので

ある。

122 名刺のいらない仲間たち

～サラリーマンの

　 ボランティア活動～

30

一般

ボランティア

　会社人間にとっては、ボランティア活動への意欲は

あっても身近なものではないのが現実である。　この

ビデオでは、ある情報機器メーカーの全社的なボラン

ティア推進体制や地域でのエコロジー活動などのグ

ループを紹介し、その意義を考える。新しい世界が身

近に発見できることだろう。(H6文部省認定)

123 私を変えた新しい世界

～ボランティア

　 一年生の日記～

14

一般

ボランティア

　ボランティア活動の啓発とボランティアセンタ－・ボラ

ンティアコ－ディネ－タ－の役割を知ってもらうために

制作された。（岐阜県）

124 私が見つけたボランティア

～長寿社会の提言～

90

一般

ボランティア

　長寿社会文化協会が募集した論文「私が見つけた

ボランティア－長寿社会への提言」の中から１１人の

活動の様子を紹介している。ボランティアをしたいとい

う思いをどう活動につなげていくか、これからの高齢

化社会にボランティアをどう位置付けていくかなど、

様々な活動の様子を紹介しながら、提言している。

125 定年退職

～新たな人生の

 　幕開けに向けて～

34

一般 　このビデオは、４０代、５０代のいわゆる定年予備軍

の人々を対象に、定年後の生き方の参考にしてもらえ

るよう制作された。ビデオをみて自分自身のこれから

の生き方を考えてほしい。

126 骨粗鬆症にならないために

35

一般 　骨粗鬆症の症状とその原因、食生活・運動による予

防法、転倒による骨折を防ぐための住環境の整備な

どについて説明。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

127 わかりやすい

在宅介護のポイント

①介護の基本

30

一般

施設職員

　在宅介護のポイント。留意点が一日の流れの中で分

かりやすく解説されている。

128 わかりやすい

在宅介護のポイント

②朝の目覚めから

   午前中は

30

一般

施設職員

　在宅介護のポイント。留意点が一日の流れの中で分

かりやすく解説されている。

129 わかりやすい

在宅介護のポイント

③午後の介護は

30

一般

施設職員

　在宅介護のポイント。留意点が一日の流れの中で分

かりやすく解説されている。

130 わかりやすい

在宅介護のポイント

④リハビリ、睡眠、

  応急手当

30

一般

施設職員

　在宅介護のポイント。留意点が一日の流れの中で分

かりやすく解説されている。

131 おとしよりのための

保険、医療、福祉サービス

40

一般

高齢者

　どんなサービスがあり、どこで受けられるのか、実際

の在宅サービス・施設サービスの様子を紹介しなが

ら、イラストなどを活用して体系的にわかりやすく説明

している。

○相談窓口

　 在宅介護支援センタ－

 　高齢者総合相談センタ－　　ほか

○在宅サービス

 　ホ－ムヘルプサ－ビス

 　デイサ－ビス

 　ショ－トステイ　　　　 　　　　　ほか

○施設サービス

 　特別養護老人ホーム

 　ケアハウス

 　老人保健施設　　　 　　　　　 ほか

132 小朝・好江師匠の

素敵にシルバー宣言

30

一般

高齢者

　健康・生きがい・経済・孤独・恋愛など、老いとともに

出てくる様々な問題について、各地の素敵に年を重ね

ている方々を紹介しながら、楽しくわかりやすくアドバ

イスしている。

133 宮尾すすむの

いきいき生涯青春宣言

35

一般 　今までの会社人間から脱却、生涯にわたっていきい

きとした人生を送っていくために、楽しんでいるシニア

を訪ねていく。４０代から８０代まで世代別に登場する

中で、私たちに大きな示唆を与える明るいビデオであ

る。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

134 笑顔みたくてこんにちは

20

一般

ボランティア

　一日中家にいて誰とも口をきかずに過ごす人たちほ

んの少しの援助があれば、自宅での生活が続けられ

る人。老人クラブの仲間が、地域にいるそんな高齢者

を訪ね、話し相手となり、必要なお手伝いをするのが、

「在宅福祉を支える友愛活動」である。このビデオで

は、その活動の様子を描いている。

135 転居者を

あたたかく迎えよう

老人ｸﾗﾌﾞの仲間たち

21

一般

高齢者

　このビデオは、老人クラブのネットワ－クをいかして

全国的に展開されている「転居者をあたたかく迎える

運動」を紹介。老人クラブのネットワ－クの中で、高齢

者の仲間の輪を広げ、転居する人も迎える人も、生き

生きとした健康な日々の生活を実現することを目的に

制作された。

136 いつもあなたのそばに

37

民生委員 　今日の多様化・複雑化する社会環境の中で、児童や

家庭に対する民生委員・児童委員の活動に大きな期

待が寄せられている。このビデオは、特に児童委員活

動に焦点を当て、民児協総務や主任児童委員との連

携のもと、地域の諸機関と協動しながら問題解決に向

けて民生委員・児童委員活動をドラマ化した。(H9)

137 新・在宅介護を

はじめるために

制度･ｻ-ﾋﾞｽの利用で

ゆとりある介護を

32

一般 　介護に便利な福祉用具も進歩し、介護を支援する公

的なサ－ビスも年々整備されてきている。介護する方

が介護に追われることなく、少しでもゆとりある介護を

実現することを願って制作された。

138 ボランティアはじめの一歩

15

一般

ボランティア

　点訳や博物館ガイド、視覚障害者マラソンの伴走な

ど、様々なボランティア活動と情報収集の方法につい

てまとめたボランティア入門ビデオ。

139 なぜする　どうする

高齢者体操

43

一般

高齢者

　身体の機能が低下してくる高齢期には、体にあった

体操が必要。横になっていることが多い方から元気な

方まで、個人の健康状態にあわせた体操を紹介。(H8)

140 ＡＤＬ対応型高齢者体操

（指導者用）

60

施設職員 　この体操は高齢者のＡＤＬ（日常生活動作能力）に対

応して考案されている。それぞれの残存能力を活かし

可能性を引き出すようプログラムされているので、体

力や運動機能に応じた指導ができる。(H8)

141 いつでもなんでもお気軽に

13

一般 　在宅介護支援センタ－の仕事とその役割、在宅福祉

サ－ビス（ホ－ムヘルパ－、デイサ－ビス、ショ－トス

テイ）の内容について説明。一部手話による説明付

き。

142 やすらぎのある暮らし

－ﾎ-ﾑﾍﾙﾌﾟｻ-ﾋﾞｽ－

14

一般 　巡回ヘルパ－、２４時間対応型ホ－ムヘルプサ－ビ

スの大垣市での取り組みについて、夜間における訪

問の様子、利用者の声などを紹介。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

143 新しい体位変換テクニック

（３巻シリ－ズ）

①自然な動作を知ろう

32

一般

施設職員

　生活障害のある人を援助する際、彼等を自立に導く

技法と指導法をマスタ－できるよう、わかりやすく解説

している。

144 新しい体位変換テクニック

（３巻シリ－ズ）

②基本的な体位交換
32

一般

施設職員

　生活障害のある人を援助する際、彼等を自立に導く

技法と指導法をマスタ－できるよう、わかりやすく解説

している。

145 新しい体位変換テクニック

（３巻シリ－ズ）

③応用的体位交換

32

一般

施設職員

　生活障害のある人を援助する際、彼等を自立に導く

技法と指導法をマスタ－できるよう、わかりやすく解説

している。

146 好齢期へナイスシュ－ト

30

一般 　歳をとってもなお、自分の打ち込める趣味をもちそれ

を続けていくことで、生きがいづくり、健康づくりを含め

たはりのある毎日を過ごしているお年寄り、熟年世代

の方々の姿を２つのグル－プの活動をとおして紹介し

ている。

147 ふしぎ森の仲間たち

（アニメ）

30

小学生 　モモンガのジャンプ君は、ふしぎ森の人気者。ところ

がある日、おばあちゃんが足を骨折してしまいジャン

プ君一家は介護に追われる。精一杯のお手伝いをす

るジャンプ君。おばあちゃんはヘルパ－さんたちの助

けもあって徐々に回復していく。そして、ふしぎ森の運

動会ではおばあちゃんの車いすに大歓声が・・・。(H6)

149 わかりあえる明日のために

中学生向け

手話教育ビデオ

（３巻シリ－ズ）

①はじめての手話

30

中学生 　聴覚障害をもつ中学生の学校生活、家庭生活はど

のようなものか。コミュニケーションのとり方、工夫や、

努力、困っていることや不安を感じることなどを知り、

お互いに理解し合おうという気持ちの大切さについて

学ぶ。

150 わかりあえる明日のために

中学生向け

手話教育ビデオ

（３巻シリ－ズ）

②手話にふれよう

30

中学生 　聴覚障害をもつ中学生の学校生活、家庭生活はど

のようなものか。コミュニケーションのとり方、工夫や、

努力、困っていることや不安を感じることなどを知り、

お互いに理解し合おうという気持ちの大切さについて

学ぶ。

151 わかりあえる明日のために

中学生向け

手話教育ビデオ

（３巻シリ－ズ）

③手話でコミュニケ－ション

30

中学生 　聴覚障害をもつ中学生の学校生活、家庭生活はど

のようなものか。コミュニケーションのとり方、工夫や、

努力、困っていることや不安を感じることなどを知り、

お互いに理解し合おうという気持ちの大切さについて

学ぶ。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

152 あったか－い心まってます

28

一般

高校生

　福祉の仕事についてみたいという人のために、福祉

の仕事とはどのようなものなのか、また、どんな仕事

があるのか、様々な施設（老人福祉・精神薄弱者福

祉・身体障害者福祉・児童福祉）で実際に働いている

人に福祉の仕事についた動機や、そのやりがい等、

生の声を聞きながら紹介している。(H6)

153 社会福祉施設のための

防災対策

（全２巻）

40

施設職員 　社会福祉施設では、ひとたび火災が起きると多くの

犠牲者をだしがちである。高齢者や身障者など、一人

では逃げ出せない人が入所している施設で働く職員

は、日頃から防災に対する認識を持つことが大切であ

る。

第１巻　火災予防対策（２０分）　火災の原因をさぐり、

社会福祉施設における出火状況を検証し、火災の予

防について解説。

第２巻　自衛消防活動（２０分）　自衛消防活動の実際

のシュミレ－ションをし、理解を深める。(H5)

154 いっしょに歩いてみません

か

知的障害者の指導員編

25

一般

高校生

　岐阜市内の知的障害者更生施設の取り組みを紹介

し、そこで働く指導員の仕事について紹介している。福

祉の仕事紹介用につくられているが、知的障害者に

ついての理解や知的障害者施設についての理解を深

めるのに役立つ内容である。(H8)

155 まごころのシルバーケア

寮母編

24

一般

高校生

　このビデオでは福祉の仕事を理解してもらうことを目

的に、特別養護老人ホームで介護をする寮母にス

ポットを当て、一日の仕事のながれを紹介。(H7)

156 学びあい・支えあい

生涯学習とボランティア

21

一般

ボランティア

　生涯学習とボランティアについて

　○ボランティア活動そのものが生涯学習である。

　○学習の成果を活かす場所としてボランティア活動

がある。

　○人々の生涯学習を支援するためのボランティア活

動がある。

という３つの視点を中心に、それぞれの事例を紹介し

ながらわかりやすく展開されている。(H9)

157 ※ただいま貸出を行ってお

りません。

158 ともに生きるために

～視覚障害者の介助

　 その誘導の仕方～

10

一般

中高校生

　白杖や点字ブロックを頼りに行動している人を見た

らどうするか。様々な事例を通して、目の不自由な人

が困ることをはじめ、適切な誘導の仕方を具体例とと

もに示す。

159 ともに生きるために

～聴覚障害者との

　 コミュニケーション～

9

一般

中高校生

　聴覚障害者とのコミュニケ－ションを図るために心得

ておきたいこと、相手の立場に立って接すれば素晴ら

しい会話が成り立つことなどを実際的な事例をとおし

て示す。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

160 やさしい「介護サービス」

入門

32

施設関係者 　全国老人福祉施設協議会、全国老人保健施設協議

会、介護力強化病院連絡協議会の３団体では、医療

保健・福祉を一元化し、全国どこでも同じケアをうけら

れるようアセスメントを計画。このビデオでは、その計

画の特別養護老人ホ－ム版の「全老施協版－Ｖｅｒｓｉｏ

ｎⅢ」について解説。

161 あなたのまちのふれあい

ネットワーク

34

一般

社協職員

　社会福祉協議会の活動、事業内容等を紹介。

162 みんなちがってみんないい

30

一般

ボランティア

　「つたえたい　ボランティアのハート　みんなちがって

みんないい」をテーマに開催された「第６回全国ボラン

ティアフェスティバルやまぐち」で発表された４つのボラ

ンティア活動事例を収録したビデオ。

163 わかりやすい痴呆性老人

の在宅介護

（全２巻）

76

一般

施設職員

　痴呆の初期症状からその対応、具体的介護法、支

援制度にいたるまでドラマ仕立てでわかりやすく解説

している。

第１巻　痴呆性老人とは

第２巻　問題行動と具体的介護方法　　(H10)

164 素敵なチャレンジ

ボランティア

36

一般

ボランティア

　このビデオは、ボランティア活動をしていない人に、

ボランティア活動は特別なことじゃないんだと感じても

らうこと、ボランティアセンタ－とボランティアコ－ディネ

－タ－の役割を知ってもらうことを目的に制作されて

いる。(H10)

165 素敵な笑顔をありがとう

痴呆性老人の

処遇の向上をめざして

25

施設職員 　デンマ－クにおける痴呆性老人に対する介護の内

容をもとに、日本における福岡県「やすらぎの郷」での

総合福祉施設における取り組みについて紹介。(H9)

166 おらが主役

生涯現役をめざして

30

ボランティア

一般

　岐阜県内でのお年寄りのグル－プによる福祉施設

での活動、名所案内、伝統工芸、演劇、演奏、文化財

保護の協力などへの取り組みについて紹介。

167 老人クラブの

友愛活動のすすめ

30

一般

老人クラブ

　このビデオは、各地の老人クラブ活動を紹介しなが

ら、友愛活動を進める上で大切な推進のポイントに触

れ、これからの活動に役立てていくことを願ってつくら

れた。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

168 ゼロからの挑戦

長野パラリンピックへの5年

60

一般 　1998年３月、長野で開かれた日本初の冬季パラリン

ピック。この大会を目指し、それまで日本に経験者の

いなかったスポ－ツ、アイススレッジにゼロから取りく

んだ二人の若者がいる。長野パラリンピックでメダル

に輝くまでの５年に渡る彼らの奮闘の日々を、コ－チ

や家族との触れ合いを交えながら描く。

170 わかりあえる明日のために

「一雫の水」

（環境問題編）

20

小学生 　世界的に発生している環境問題の中から、最も小学

生にとって身近で、自分たちができるところから具体

的な行動が起こせる「水（水質問題）」をテーマに、水

の生い立ちから海に注ぐまでの間に存在する様々な

水質汚染問題と、その解決に向けた行動を考えてもら

うビデオ。

171 わかりあえる明日のために

「お年寄りと暮らす」

（高齢化問題編）

20

小学生 　高齢化社会が今後ますます進む中、小学生自身に

よる高齢者の疑似体験や、老人ホーム訪問、地域単

位のボランティア活動等の紹介を通じ、「お年寄りと暮

らす」ことに対する理解促進や、その中で自分たちが

できることを考えてもらうビデオ。

172 わかりあえる明日のために

「地域に暮らす仲間たち」

（開発途上国問題編）

20

小学生 　開発途上国の現状や、青年海外協力隊の活動の様

子を紹介するなかで、子どもたちが言葉や文化、習慣

等の違いを理解し、広い視野を持った地球市民として

成長し、また、そのなかで子どもたちが地球のために

自分達に何ができるかを考えてもらうビデオ

173 わかりあえる明日のために

「ともに楽しく

 耳の不自由な友達と」

（聴覚障害者 理解編）

20

小学生 　耳の不自由な人はどうやって、話を理解するのだろ

うか。補聴器を耳につけたり、話す人の口の動きを読

み取ったり、手話などのように手や指の動きで伝える

方法を使ったり、伝える方法はいろいろある。「伝えた

い」「知りたい」というお互いの気持ちがあれば、必ず

伝わるということを知ってもらいたいという願いを込め

たビデオ。

174 わかりあえる明日のために

「ともに楽しく

 知的障害のある 友達と」

（知的障害理解編） 20

小学生 　富士養護学校と富士小学校の交流キャンプの様子

を紹介。人と人の心がふれあうとき、障害があるかな

いかは、関係ないということを知ってほしいという願い

を込めたビデオ。

175 がんばれ！

みんな応援するよ

24

ボランティア

中学生

一般

　児童福祉施設（保育所、児童養護施設、精神薄弱児

施設、肢体不自由児施設）で働く保育士、児童指導

員、理学療法士などの仕事の内容とその仕事に必要

な資格について紹介。(H9)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

176 いのちのボランティア

骨髄移植

34

一般

ボランティア

　この作品は、ある患者の闘病過程をおいながら、骨

髄移植がどのように行われたかが記録されている。ド

ナ－登録した人、実際に骨髄を提供した人の話なども

交え、映像を通して将来ドナ－となる可能性をもつ若

い人たちをはじめ一般の人たちに、広く骨髄移植への

理解と支援を求めるもの。(H7)

177 魅力あるプログラムづくり

20

中学生 　魅力あるボランティア学習を進めていくためのヒント

を、実際に学習を体験している中学生たちの姿を例に

紹介している。

179 教師のための

ボランティア学習マニュア

ル

20

中学生 　「ボランティア学習」は、体験的価値学習として世界

中で注目され、研究されている。このビデオは先生方

が「ボランティア学習」を教育に取り入れる際の実際的

なマニュアルとなるように制作されている。

180 人が好き自然がすき

ボランティア活動の新しい

展開

32

一般

ボランティア

　多くの人々がボランティア活動に参加し幅広い分野

に広がりつつある。また、様々な活動が地域社会を基

盤としてつながりをみせてきている。今回のテーマ「人

がすき　自然がすき」はこうしたボランティア活動の多

様性とそれぞれの活動がつながる地域社会をテーマ

として制作された。それぞれの異なる個性や活動がお

互いに協力しあうことが、新しい町づくりには必要であ

るという協働の視点をみつけてほしい。

181 障害のある人と

ともに生きる

30

一般

ボランティア

　日常生活の中の様々な場面で、障害のある人ととも

に生きるということは、お互いに認めあい、学びあいな

がら人間らしく生きていくということである。　このビデ

オでは、障害のある人と共生していくために、具体的

にどのように心を寄せ、声をかけ支援するかを示すと

ともに、障害のある人とともに学びあうなかでどのよう

な心をはぐくんでいくべきかを考えさせる。(H10)

182 公的介護保険でかわる

これからの介護

31

一般 　本格化する高齢社会において、介護を必要とする高

齢者を社会全体で支えていくための新しいシステム、

公的介護保険。多くの人々がこの公的介護保険導入

に期待を寄せている。今回、その利用方法等について

正しく理解し、利用者の希望に添った介護サービスが

安心して受けられることを願って制作された。（Ｈ１０）

183 あちこたねえ

精神障害者の地域生活支

援

30

一般 このビデオでは、精神障害者の生活を支えるために、

近年活発になってきた地域での支援活動を紹介して

いる。また、タイトルの「あちこたねえ」は、新潟県魚沼

地方の方言で「あれこれ言うことはない」から転じて

「心配することはない」「大丈夫」という意味で使われて

いる。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

184 岐阜県が取り組む

音楽療法

～心と身体に音楽を～

一般 　音楽療法とは、病気、障害、年齢などを問わず、す

べての人に大きな力を与えてくれるもの。音楽は私た

ちの健康増進に大きな役割を担っている。このビデオ

は、そんな音楽療法の現場を少しでも知ってもらおうと

制作された。(H9)

185 介護保険①　第一巻

介護保険の概要

19

一般 　平成１２年４月にスタ－トする介護保険とは。制度の

ねらいも含めて、全体像を体系的に整理している。

186 介護保険①　第二巻

介護の申請から認定へ

19

一般 　介護サ－ビスは、まず市町村役場への申請から始

まり、訪問調査と主治医の意見書をもとに介護認定審

査会で判定される。申請手続き、認定基準と区分認定

審査会はどのようなものか。また、認定の公平性の確

保のしくみや不服申し立てについて伝える。

187 介護保険①　第三巻

介護サ－ビスの種類

20

一般 　介護給付（在宅・施設）、予防給付、市町村特別給

付、その他保健福祉事業の概要を紹介し、主たる介

護サ－ビス事業者はどうか、特例サ－ビスはどうなる

かなどを伝える。また、特定施設入所者生活介護など

のほか、民間ビジネスによるサ－ビスについても触れ

る。

188 介護保険①　第四巻

介護サ－ビス計画の作成

21

一般 　サ－ビスメニュ－の中から効果的、計画的にサ－ビ

スが提供されるためにケアプランが作られる。ケアプ

ラン策定までのプロセス、ケアプランの実際を具体的

事例として提示する。

189 ほんの少しの勇気

～高校生の

　 防災ボランティア体験～
20

高校生 　国土庁が関係機関とともに行った「高校生防災ボラ

ンティアスク－ルｉｎＯＳＡＫＡ」での防災ボランティア体

験の様子を参加した高校生の感想などをまじえて紹

介している。

190 地域に生きるボランティア

20

一般 　このビデオは、自分にできることからボランティアを

始めて、生き生きと活動している人々の姿を紹介する

と同時に、高齢社会を真近に控え、地域でのボラン

ティア活動が不可欠であることを訴える作品である。

(H10文部省認定)

191 してみませんか

ボランティア

20

一般 　このビデオは、ボランティア活動をしたいが自分に一

体何ができるのかなど戸惑いをもっている人のため

に、ボランティアから自分の生きがいを見つけ、生き生

きと活動をする人々の姿を紹介し、ボランティアへの

初めの一歩を踏み出すきっかけを与える作品。(H10)

192 しあわせをみつけよう

～よろこびを感じるとき～

20

小学校 　小学校での福祉ボランティア学習での重要なこと

は、心のバリアフリ－について考える機会を児童に与

えることではないだろうか。この作品は、子どもの目線

で語りかけ、「相手の立場から考える」ことの大切さに

気付いていくきっかけづくりをする。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

193 体験から学ぶ

心のふれあい

19

中学生 　この作品では、同世代の青年がボランティアに対し

てどのように取り組んでいるのかを具体的にみてい

く。体験学習のきっかけづくりに役立つ。

194 高校生の

ボランティア学習

マニュアル

20

高校生 　高校生のボランティア活動への関心は年々高まって

いる。また、ボランティア活動が単位として認められる

ようになり、学校の対応も望まれている。この作品は、

高校生がどのようにしたら自分にあったボランティア

活動を見つけ、活動を進めていくことができるかを考

えていく。

195 日常生活を支える

生活支援員

 ～地域福祉

　　権利擁護事業～

23

社協職員

民生委員

　平成１１年１０月からスタ－トした地域福祉権利擁護

事業の概要と生活支援員の役割について、わかりや

すく解説している。

196 来んね　いっちゃが

仲間じゃが!!

小さな輪

大きく広げるボランティア

～ボランティア活動の

　 新しい展開～

32

一般

ボランティア

　このビデオは、「第８回全国ボランティアフェスティバ

ルみやざき」のシンポジウムで発表されたボランティア

活動事例を紹介している。「ボランティア同士の交流を

深め、誰もがボランティアに参加できるようになれるよ

うに」という思いと豊かな心を育んだ地域社会づくりを

目指し、ボランティア活動の輪が広がっていくことを

願って制作された。

197 阪神大震災－被災者の心

20

中学生 　地震の恐ろしさは体験した者にしか分からない。本

作品は、心に計り知れない傷を負った被災者のナマ

の声を集録している。子を亡くした母親、近隣の人に

助けられた人、ボランティアのこと・・・など、生命の尊

さ、人間愛、助け合いの心の大切さを浮き彫りにして

いる。(H12)

198 阪神大震災を生きる

－助け合い 思いやる心

20

一般 　助け合い、協力する市民の活動を通して阪神大震

災を見つめた作品。地震対策の上で、市民の積極的

な参加・協力は欠かせない。倒壊と火災の大混乱の

中で、思いやり、助け合い、必死に災害と戦った大勢

の人たち、勇敢で心温まる市民の活動を描いている。

199 はじめてをはじめよう

－ボランティア活動入門－

ボランティア

一般

社協職員

　ボランティアセンタ－をはじめ、様々なボランティアグ

ループの取り組みを紹介しながら、実際の活動の様

子を伝えている。ボランティアへの導入に役立つビデ

オ。(H10文部省認定)

200 未来の風になりたい

－シニアボランティア

　 の活動－

30

一般

ボランティア

　このビデオでは、シニア世代を中心に活躍するいく

つかのボランティアグループを紹介するなかで、それ

ぞれの活動の多様さや力強さ、そしてボランティア活

動の地域社会における意義について考えていく作品

(H8文部省認定)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

201 わかりあえる明日のために

「ともに楽しく

 からだの不自由な友達と」

（肢体障害理解編）

20

小学生 　養護学校では、からだのどこが不自由なのかはそれ

ぞれ違う。自分でできることは自分でやり、出来ないと

ころはみんなで助け合う。そんなことがごく自然に行わ

れている。交流学習の映像等を通じ、障害についての

理解促進や自分達が出来ることを考えてもらうことを

目的に制作された作品。

202 わかりあえる明日のために

「ともに楽しく

 目の不自由な友達と」

（視覚障害理解編）

20

小学生 　目が見えない・視力が弱い児童の登校の様子や学

校の授業風景などを紹介している。視覚に障害があっ

ても、手でさわったり、においをかいだり、音を聞いた

り、身体全体を使って感じとり毎日の生活を元気に過

ごす様子を集録している。障害について理解し、自分

達に何が出来るかを考えてもらうことを目的としたビデ

オ。

203 わかりあえる明日のために

「明るく元気に

 病弱養護学校の

 子供たち」

（病弱教育理解編）
20

小学生 　様々な病気のため、入院や自宅で療養しながら長い

間学校を休んでいる児童がいる。このビデオではそれ

ぞれが、自分の病気を理解しながら、病院に隣接する

養護学校での、学校生活の様子を紹介している。元

の学校に戻っても困らないように、勉強にも一生懸命

取り組んでいる病弱養護学校の児童について理解

し、自分達が出来ることを考えてもらうこと目的に制作

された作品。

204 「かがやく女たち」

－障害を持つ

　 女性の人権―

30

一般 　福島県にある自立生活センタ－で、障害を持つ女性

の自立と人権について、それぞれの異なる経験を持

つ女性達が語ったドキュメンタリ－の作品。障害を持

つ女性が子供を産み、育てる過程で直面するさまざま

な壁をのり越えていく様子などを紹介している。

205 一緒に始めませんか

ボランティア

31

一般

ボランティア

　このビデオは、「日本放送労働組合」（略称：日放労）

が専門性を活かして市民と連携し、地域での文化活

動を展開していこうという『新地域文化活動』の具体活

動として、３事例（障害児との交流・定年後のボラン

ティア活動・病院ボランティア）を紹介している。(H11)

206 介護保険③　第１巻

～わがまちの介護保険

　 地域リハビリテ－ション

   にとりくむ

（高知県高知市）

25

一般 　一人あたりの入院日数が全国上位の高知市は、在

宅復帰後も高齢者が安心して暮らせるよう、地域内で

のリハビリテーション体制を整えている。入院から在宅

に至るまで一貫してリハビリを支援する医療法人の取

り組みを紹介している。

207 介護保険③　第２巻

～わがまちの介護保険

　 痴ほう性高齢者サービス

   にとりくむ

（岩手県大船渡市）

28

一般 　高齢化が急速に進む大船渡市では、痴ほう性高齢

者のための介護基盤整備が、積極的に進められてい

る。グループホーム、デイサ－ビスで専門的なきめ細

かいケアを提供する社会福祉法人の取り組みを中心

にサービスを紹介する。

208 介護保険③　第３巻

～わがまちの介護保険

　 介護予防・生活支援に

　 とりくむ

（滋賀県野洲町）

27

一般 　要介護認定で自立と判断された人を中心に、介護予

防・生活支援事業が制度化された。高齢化率が低く早

くから介護予防を進めてきた野洲町の、情報管理の

仕組みやデイサービス、軽度生活支援など独自の取

り組みを紹介する。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

209 介護保険③　第４巻

～わがまちの介護保険

　 福祉基盤の整備に

　 とりくむ

（愛知県高浜市）

27

一般 　高浜市では介護保険適用のサービスから介護予

防・生活支援のサービスまで、あらゆる福祉基盤の充

実に努めている。市民を巻き込んだ人材の確保、資源

や財源の有効活用など、ユニークな発想で整えてきた

状況を紹介する。

210 あなたもチャレンジ

～福祉の仕事～

29

一般 　このビデオは、福祉の仕事を具体的に、より多くの方

に理解して頂くため制作された作品である。福祉の仕

事を「高齢者」、「障害者」、「児童」と３つの分野に分け

ているが、１つの分野だけにとどまらず、他の分野に

も関心を持ってもらえるよう互いに関連性をもたせて

紹介している。福祉の仕事を希望される方や福祉系

の学校への進学を考えている方などに、福祉の入門

的な学習教材に最適。(H12)

211 藍・あい・愛

渦になれ　輪になれ

37

一般

ボランティア

　平成１２年９月２３・２４日に徳島県において開催され

た「第９回全国ボランティアフェスティバルとくしま」の

シンポジウム「渦になれ　輪になれボランティア」で発

表された下記４つのボランティア活動を抄録した作

品。ノーマライゼーションをめざす「ねたきりになら

連」、おやじたちの地域活動「はつかいち壮年チー

ム」、ティーンボール北の甲子園大会「ウィン北広島」、

ともに暮らせるまちをめざす「めだかふぁみりぃ」（Ｈ１

３）

212 アシスタントドッグを

知っていますか？

18

一般 　体に何らかの障害を持つ方々の生活をサポートする

ために、特別な訓練を受けて働く犬たち（盲導犬、聴

導犬、介助犬）を「アシスタントドッグ」と呼びます。体

に障害のある方々の社会参加に欠かせないパート

ナーである「アシスタントドッグ」ですが、まだまだ数が

少なく、一般の認知度も低い現状です。このビデオ

は、「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」の３実例を簡単に紹

介するとともに、「アシスタントドッグ」について理解を

深めることを目的とした作品です。(H13)

213 介護保険制度を考えよう

14

一般 　このビデオは、中・高校生など今後の超高齢社会を

支える若年層の方々にも、平成１２年４月から始まっ

た介護保険制度を理解していただくために、作成され

た作品。介護保険制度の基本的な仕組みについて、

簡単に紹介されている。

214 はじめようボランティア学習

20

小学生 　自分がやってみたいと思うことを見つけて、調べた

り、体験したり、社会の役に立つ活動につなげるボラ

ンティア学習。この作品では、小学生たちが学校や地

域で生き生きと体験学習を進め、活動が楽しく広がっ

ていく姿を紹介しています。児童一人ひとりが、ボラン

ティア学習に関心をもち、自ら学び考える「生きる力」

を育て、豊かな人間性や社会性を培っていくことを

願って制作されたものです。

215 ちいさな一歩から

20

中学生 　養護学校を取材し、そこで生活する障害者の学習風

景を紹介。一方、川崎市で初めてのボランティア活動

に参加している中学生たちの様子をドキュメント。戸惑

いの中から、いろいろ学んでいく様子を紹介している。

(H12文部省認定)

216 心響きあうまちに

～高校生の目で見た

　 バリアフリー～

20

高校生 　このビデオでは、人々が共に生きていくために重要

な他者理解の問題から出発し、生徒自身が日常生活

の中で体験的に物理的バリアに目を向けながら、真

のバリアフリーが実現されるためには、制度的バリア

や精神的バリアが除去されていくことが必要であるこ

とを学びます。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

217 街でみつけた

―青年たちと国際協力―

30

一般

中高校生

　いま、私たちのまわりには大勢の外国人がやってき

て生活をしています。この映画は、身近なところでの国

際協力をテーマに、同じ"地球人"として生きる彼らと、

国際ボランティア活動に取り組む青年たちとの交流を

描いたものです。

218 どんぐりの家

（アニメ)

 ※一部分実写あり

110

一般

小中学生

　「ビッグコミック」に連載されて反響を呼んだマンガ

「どんぐりの家」がビデオになりました。聴覚障害に加

え、知的障害や精神障害をあわせ持つという、 重い

ハンディを背負った子供たちの成長を願い、苦しみな

がらも歩んでいく家族、それを支える人々のひたむき

な姿を描いた感動の物語です。障害者や彼らを支援

する人々への理解と支援の輪を広げる作品です。

219 ハッピーウォーク

28

一般 　この作品は、盲導犬を題材にした理解しやすい作品

です。①アイメイト（盲導犬）の育成と訓練。　　②アイ

メイト利用者の歩行指導と社会参加。　　③アイマスク

をつけ、アイメイト誘導による体験歩行。　　④視覚障

害者、アイメイトと出会った時の対応。　　⑤バリアフ

リーの時代をハード・ソフト両面から紹介。

220 ５等になりたい

(アニメ)

76

小学生 　小さい頃の病気がもとで、小学校に入っても皆と同じ

様に歩くことができず、クラスメイト達にからかわれる

律子。傷心の律子は、足のマッサージ師石橋先生か

ら《人としての本当のやさしさ、強さ》を教わります。そ

れをきっかけに、明るくたくましく生き抜こうとする律

子。その夢は「かけっこで５等になる！」ことでした。

さぁ、律子の５等の夢はかなうのでしょうか・・・。

221 地球が動いた日

（アニメ）

76

小学生 　阪神・淡路大震災のなかから明日を見つめて成長す

る子どもたちの感動の物語。６年生の剛が、大震災に

よってさまざまなつらい状況にあう。避難所では、クラ

スメートの和幸君の心痛にふれる剛。同時に、人々の

こころづかいや励ましの中で、人の繋がりの大切さを

知っていく。そんな中、担任の先生は、震災で体験し

たことをとおして「命の授業」を再開。やがて、剛たち

は、たくさんの願いを込めた卒業式をむかえる。

222 介護保険④　第１巻

痴ほう性高齢者のケア

（在宅介護）

～茨田大宮地域在宅

   サービスステーション

   ちどり（大阪）～ 25

一般 　在宅介護は、痴ほう症介護の基本である。住み慣れ

た家で生活を続けることができれば、それまで培って

きた人間関係を保ち、慣れ親しんだ生活の場と密接な

関係を保つことができるので、記憶や思考にハンデを

抱えた痴ほう症のお年寄りが、新 しい環境に順応す

るという困難な課題を避けることができる。 このビデオ

では、痴ほう性高齢者の介護相談等、在宅介護の取

り組みを紹介している。

223 介護保険④　第2巻

痴ほう性高齢者のケア

グループホームケア

～あがいやんせ・

　 おじゃったもんせ

 　（鹿児島）～

25

一般 　グループホームは、痴ほう症等のお年寄りが、 5人

から9人くらい集まって、小規模な施設に暮 らす介護

方法である。 このビデオでは鹿児島のグループホー

ムの取り組みを紹介している。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

224 介護保険④　第3巻

痴ほう性高齢者の

ケア ユニットケア

～至誠キートスホーム

  （東京）～

28

一般 　ユニットケアは、従来の大規模なホームや病院 のフ

ロアを小さく区切り、8人から10人ぐらいを単位としてケ

アできるようにする方法である。 このビデオでは、新し

い現場実践としての特別養護老人ホームにおけるユ

ニットケアの紹介をしている。

225 介護保険④　第4巻

痴ほう性高齢者のケア

介護療養型医療施設

～光風園病院 （山口）～

28

一般 　療養型病床は、一般の病院より、医療や看護の専

門職が少ない代わりに、介護職員の数を多く配置した

病床である。一床あたりの面積も大きく、 生活のため

の共有空間も確保されている。 このビデオでは、山口

の介護療養型医療施設の取り組みを紹介している。

226 ブンさんとナオミの輝け！

人生の主役たち

31

一般 　ブンさんこと山本文郎と、元バレーボール全日本選

手、益子直美を進行役として、高齢者から若者まで各

世代で自立を求めて活躍している人々、 自立を支援

している人々を人生の“主役たち”と して紹介してい

る。これから、いきいき暮らしていくためには何が必要

かを“生の声”で浮き彫りにしている。(H13)

227 生きるよろこび

いのちのボランテイア

 （新版）

30

一般 　このビデオは、ある青年の闘病過程を追いながら、

骨髄移植がどのように行われたかを移植から 6年を

経過した今日まで記録したものである。 ドナー登録し

た人、実際に骨髄を提供した人の話等も交え、映像を

通して、将来ドナーとなる可能性を持つ若い人たちを

はじめ、一般の人たちにも、 広く骨髄移植への理解と

支援を求めるものである。 (H13)

228 NPO・NGO運営上リスクと

その対処

～あなたの団体の

   危機管理 は大丈夫

   ですか？～

20

一般 　このビデオは、NPO関係者の方々に対して、 「そも

そもNPO・NGOといった組織を運営する上でどのよう

なリスクがあるのか」「万一、リスクが発生してしまった

らどのように対処するのか」「今後リスクに備えるには

どうすべきか」等 について実際の対処事例やリスクマ

ネジメントのポイント等についてアニメや専門家の解

説によりわかりやすく紹介したものである。

229 「身体障害者補助犬法」

成立をきっかけに

心のバリアフリー

社会のバリアフリー

24

一般 　「アシスタントドックを知っていますか？」の第2弾。平

成14年10月1日に施行された「身体障害者補助犬法」

について、法律の施行によって身体障害者補助犬へ

の対応がどう変わるのか、専門家による法律の意味

や課題、使用者にとっての変化、受け入れる店舗や施

設側の対応例、小学校のバリアフリー学習等を紹介

し、社会と心のバリアフリーの大切さをわかりやすくま

とめたものである。 (H14)

230 いま、始められる

フイランソロピー PartII

～地域に根ざした

　 活動事例～

34

一般 　「いま、始められるフイランソロピー」の第2弾。企業

規模の大小に関わらず、地域に根付いた 「地域づく

り」の視点に立ったユニークな活動を、多くの企業・団

体関係者の協力を得て作成したビデオ。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

231 障害者の心

20

一般 　健常者との接し方や社会生活の中で感じる様々な

問題点について、障害を持つ人が自らの視点で語っ

ていく。障害者の思いを理解し、接し方や手助けのあ

り方を学んでいきます。 (H13)

232 障害者福祉の新しい流れ

(支援費制度)

25

一般 　高齢者に対しては、既に介護保険制度がスター卜し

ているが、平成15年度からは、障害者福祉の分野で

も、従来の「措置費」に代わって「支援費制度」が施行

されることになっている。このビデオは、新しくスタート

する「支援費制度」について、その目的や仕組み、

サービス利用の流れ等を、 ドキュメントタッチで解説

し、制度の円滑や普及を願って制作されたものであ

る。

233 社会福祉の実際　第1巻

（社会福祉とは～その理念

と歴史から）

30

一般 　わが国の社会福祉の理念と歴史を戦後を中心にみ

ていく。

１．社会福祉とは何か

２．子供の人権を保障するために

３．障害者の自立をめざして

４．高齢化社会の到来と当面する課題

の４部構成となっている。（Ｈ１４）

234 社会福祉の実際　第2巻

（社会保障と公的扶助～社

会保障全体像～）

25

一般 　このビデオでは、安心して生活するための基礎であ

り、突然生活上に困難が生じたときに支えてくれる公

的制度、社会保障の概念から社会保険制度（医療保

険、年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補

償保険）と公的扶助制度（生活保護制度、低所得者対

策）についてみていく。（Ｈ１４）

235 社会福祉の実際　　第3巻

（児童家庭福祉の実際）

32

一般 　児童福祉法の制定以降、児童の健全育成を図るた

めには家庭対策の充実が必要であり「児童家庭福祉」

として一体的に取り込むこととなった。戦争孤児の保

護対策からはじまる、児童福祉の変遷と最近の子ども

に巡る動向、虐待問題や子育ての社会的支援、少子

社会と地域における育成等をテーマに児童福祉を考

える。 (H14)

236 社会福祉の実際　第4巻

（障害者福祉の実際）

32

一般 　戦後、障害者福祉の出発点となった「身体障害者福

祉法」、国際パラリンピック東京大会、そして国連・国

際障害者年等を契機として、障害者施策は発展した。

障害をもつ人々がたくましく生きていく姿を通して、障

害とは何か、障害者福祉の歩み、福祉施策の実際、

実例等、障害をもつ人の社会参加を促進するには何

をすべきかを考える。 (H14)

237 社会福祉の実際　第5巻

（高齢者福祉の実際）

35

一般 　高齢者福祉の中核をなす介護保険制度。この保険

制度の特徴と導入後の現状を踏まえ、介護保険サー

ビス利用手続きから、各種居宅（在宅）サービス（訪問

型、通所型、短期入所型ほか）はもちろん、地域での

総合的な保険福祉サービスを取り上げる。（H15）

238 社会福祉の実際　第6巻

（地域福祉の展開～福祉コ

ミュニティの形成をめざして

～）

32

一般 　コミュニティワーカーの地域福祉実践（相談活動、地

域ケアサービス、小地域ネットワーク、当事者・家族の

組織化。ボランティア・コーディネート、福祉教育、福祉

権利擁護事業、地域福祉計画など）を通して、その地

域の実情に即した福祉コミュニティの創造を考える。

（Ｈ１５）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

239 社会福祉の実際　第7巻

（福祉サービスの担い手～

福祉専門職とボランティア

～)

26

一般 　福祉を学ぶ学生が福祉現場を訪問し、様々な福祉

職と出会う中で、福祉サービスの担い手についてみて

いく。また、ボランティアの中のボランティアである民生

委員・児童委員をはじめ、だれでも参加できるボラン

ティアの役割を考える。（Ｈ１５）

240 面接への招待　ｖｏｌ．１

60

対人援助職者　面接の過程をつぶさに追いかける。面接に不慣れな

職員が行った場合とエキスパートが担当した場合との

対比、面接で用いるべき技法、その技法がどのような

効果を生み出すかなど相談援助面接の基本的な要素

のすべてを学習することができるビデオ。(H15)

Ｖｏｌ．１　プロローグ

　　　　　電話によるインテークの技法

　　　　　（３つの対応例で学ぶインテークの技法）

　　　　　訪問前の配慮

　　　　　玄関での観察

　　　　　妻との面接

         （事前情報の収集と情報の分析・統合）

　　　　 （信頼関係の早期樹立）

　　　　　本人との面接１

         （クライアントの強さと力を見る）

　　　　 （アセスメントの視点）

241 面接への招待　ｖｏｌ．２

60

対人援助職者ｖｏｌ．２　本人との面接２

              （ここ一番の転換点）

　　　　　　　（問題の中核に踏み込む）

　　　　　　　（焦点を絞った情報収集）

　　　　　　　（選択肢の提示）

　　　　　　　（自己決定）

　　　　　エキスパート編

　　　　　    （電話によるｲﾝﾃｰｸ面接・妻との

                面接・本人との面接）

　　　　　    （短時間での問題の中核に迫る

                面接の醍醐味）

　　　　　エピローグ

242 一人ひとり違う

みんなみんな同じ

第１巻

お年寄りの暮らしと福祉

55

小・中学校

教員

　お年寄りや障害を持った人々の暮らしや、彼らの生

活を支えている人々の仕事を紹介したビデオ。映像を

通して、子どもたちと一緒に、「福祉」について感じ、考

え、話し合うことができる内容になっている。(H15)

第１巻　老いるということ

　　　　　お年寄りの暮らし

　　　　　自宅で暮らすお年寄りを支える

　　　　　わたしたちにできること

243 一人ひとり違う

みんなみんな同じ

第２巻

障害のある人の

暮らしと福祉

55

小・中学校

教員

第２巻　バリアフリーってなんだろう？

　　　　　視覚に障害がある人の暮らし

　　　　　身体や知的な障害がある人のしごと

　　　　　聴覚に障害がある人の学生生活

　　　　　視覚に障害がある人のパートナー　アイメイト

　　　　　身体に障害がある人の人生と音楽



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

244 生きる力を求めて

～中村久子の生涯～

50

一般 　初めての妊娠に喜ぶ綾子に医師から「現時点で、障

害がある可能性がある」と告げられ、綾子は言葉を失

う。彼女はたまたま本で知り合った中村久子を相談相

手に選ぶ。

　中村久子は明治３０年、飛騨高山に生まれた。４歳

の時、霜焼がもとで、突発性脱疸にかかり両手両足を

切断。その後、波瀾万丈の人生を通して「両手両足の

ない身体が私を救ったのです」と障害のある身を喜び

に変えた人物。

　綾子は高山の地の久子を訪ねつつ、次第に自分自

身とお腹の赤ちゃんに”いのち”を問うていく･･･

245 わすれるもんか

（アニメ）

40

小中学生

一般

　佐藤州男原作のアニメ化。クリスマスイブに開かれ

た目の不自由な正彦のギタ－演奏会に集まった満員

の聴衆を感動させたものは・・・。　正彦の音楽的才能

の芽を育んだ幼稚園の先生や、正彦の生き方に触れ

て心を入れかえた番長の健治たちが奏でる心温まる

物語。(H15)

246 新ちゃんがないた

（アニメ）

36

小学生

一般

　体に障害のある「新一」が小学校に通うことになり、

学校で他の生徒から嫌がらせにあう。全校での運動

会や作文の発表を通じ、いつも力強く頑張る「新一」の

生き方が伝わってくる。(H15)

247 勇気あるホタルと

とべないホタル

（アニメ）

17

小中学生

一般

　羽がちぢんで生まれてきた為にとべないホタルがい

た。彼を励まし、助ける仲間のホタルたち。足の不自

由な妹にホタルを取りにやってきた姉と弟。ホタルと子

どもたちのふれあいを通じて、優しさと思いやりの大切

さを描いた。(H15)

248 どんぐりの森へ

～ひとりにひとつの

　 たからもの～

（アニメ）

15

幼児

小学生

　虫をいじめていたわんぱく少年が、どんぐり森で体験

する不思議な出来事を通して、どんな生き物にも命が

あり、それはたった一つしかなく、失うと二度とは戻っ

てこない大切な物であることを学んでいく姿を描いて

る。(H15)

249 おじいちゃんのトマト

（アニメ）

39

一般 　貴志の祖父善平は、定年退職後、わずかな畑でトマ

トづくりに精を出していた。しかし、夏のある日畑で倒

れてしまい、一命はとりとめたものの軽い言語障害と

右半身麻痺の後遺症が残ってしまう。一人暮らしだっ

た善平は、貴志の父耕二の家にひきとられ介護をうけ

るようになり、これが、貴志の家庭に波風をたててい

く・・・。　人は、一人一人違っていることを認識したうえ

で相手の気持ちを思いやり、共に悩み、考え、生きる

ことを喜びあえることの大切さを訴える。(H15)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

250 よーい　ドン！

（アニメ）

18

小学生 　３０人の団体競技「３０人３１脚」に出場することに

なった５年１組３３人の子ども達にふりかかった難問

は、３０人しか出場できないということ。次に練習が始

まると、３０人が足を結びあって５０メートルを走ること

の難しさ。足が速い子とそうでない子、性格的な違い、

小さいときに足に障害を持った子、不登校を起こして

いる子等々、一人ひとりの様々な違いがぶつかり合

う。勝つことだけを考え苛立っていた子ども達も、次第

に皆の力を合わせることで自分の力以上の事ができ

ることに気が付く･･･(H15)

251 がんばれ　まあちゃん

48

小中学生

一般

　生まれつき耳が聞こえなく、話しもできない５歳のま

あちゃんが、障害にぶつかりながら温かな家庭に見守

られて成長していく姿を、姉であるかよの目を通して描

いている。(H15)

252 みんなで楽しく健康づくり

１

何故運動が大切なの

20

高齢者

一般

施設職員

　このビデオでは、安全に多くの人が参加できるよう、

ドラマで運動に関心を示していない男性（山田さん）が

その大切さに気付いていく姿を見ながら”なぜ運動が

大切なのか””運動するとどういう効果があるか”といっ

た健康づくりをすすめるための基礎知識を紹介する。

(H15)

253 みんなで楽しく健康づくり

２

体力測定とウォーキング

27

高齢者

一般

施設職員

「みんなで楽しく健康づくり」第２部では体力測定の目

的と進め方を紹介するとともに、武井正子先生の指導

により、ウォーキング（歩き方）のポイントや留意点に

ついて見ています。(H15)

254 ふれあい・子育てサロン

27

一般

ボランティア

　全国でたくさんの「ふれあい・子育てサロン」が誕生

している。このビデオは、実際の活動事例を通して、子

育てサロンを理解していただくもの。(H15)

255 個室化・ユニットケア

～特養ホームはこう変わる

～

60

高齢者

施設職員

　「新型特養」の整備に関するポイントを解説したビデ

オ・（Ｈ１５）

第１部　「個室化」「ユニットケア」とは

第２部　従来型特養と新型特養の比較

第３部　新型特養のモデルケース

第４部　個室化にまつわる三つの懸念

第５部　新型特養がめざすもの

256 ゆうあいピック　岐阜大会

50

一般 　平成１２年１０月２１日（土）・２２日（日）に行われた、

ゆうあいピック岐阜大会の様子を紹介している。(H15)

257 マザー・テレサに学ぶ

38

一般 　平成１３年９月８日・９日に坂祝町・坂祝町社会福祉

協議会主催でおこなわれた「さかほぎ２００１年ボラン

ティア国際年を考える会」で、講師　久野己納子さんを

迎えての記念講演の他、写真展、ボランティア活動の

様子、福祉協力校の活動報告、太鼓クラブの演奏等

を紹介している。(H15)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

258 未来へのとびら

33

一般 　平成１４年度ビデオ厚生労働白書。

「賃金と働き方」「子育てと女性・夫婦の働き方」「医療

と健康」「介護と年金」それぞれの「２０２５年の日本の

姿」をもとに、現役世代をめぐって起こっている”変化

のきざし”と”あるべき未来の姿”を考えていく。(H15)

259 水害救援

泥まみれの２４日間

30

一般

学生

　９８年８月、関東北部と東北地方を集中豪雨が襲い

大きな被害をもたらした。この時地元のボランティアは

いち早く立ち上がり、被災者への支援や被災地の後

片づけに活躍した。災害ボランティアのノウハウを探

る。(H15)

260 福祉にかかわる仕事

第１巻

介護福祉士

20

小学生 　福祉にかかわる仕事について、子ども達に理解し考

えてもらうことを目的に制作した。

第１巻は、介護福祉士の仕事について、特別養護老

人ホーム玉川グリーンホームで働く橋本さんの仕事の

様子を撮影した。

261 福祉にかかわる仕事

第２巻

ホームヘルパー

20

小学生 　第２巻は、ホームヘルパーの仕事について、東京都

狛江市社会福祉協議会の中にある”あいとぴあホー

ムヘルパーステーション”に勤務する鈴木さんの１日

の仕事を追った。

262 福祉にかかわる仕事

第３巻

養護学校の先生

20

小学生 　第３巻は、養護学校の先生の仕事について、東京都

立光明養護学校に勤務する栗山先生の授業風景や

運動会の様子を追ってみた。

263 福祉にかかわる仕事

第４巻

理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士

20

小学生 　第４巻は、リハビリテーションの仕事について、横浜

市総合リハビリテーションセンターでの患者さん一人

ひとりと真正面から向き合いコミュニケーションを大切

にし、日常生活や社会生活ができるよう、自立を目的

として訓練をしている様子を撮影した。

264 ２１世紀の福祉の仕事

社会福祉士・

ケースワーカー篇

30

一般 　在宅介護支援センターや福祉事務所で働く人へのイ

ンタビューを通じて、ケースワーカーの仕事や国家資

格である社会福祉士について紹介する。

265 ２１世紀の福祉の仕事

介護福祉士・

ホームヘルパー篇

30

一般 　老人ホームなどの介護の仕事の現場、介護福祉士

養成校の様子を通じて、介護の仕事と国家資格であ

る介護福祉士について紹介する。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

266 ２１世紀の福祉の仕事

児童指導員・保母篇

30

一般 　保育所保母や養護施設の指導員など、子どもに関

わる福祉の仕事を現場の様子を交えて紹介する。

267 ２１世紀の福祉の仕事

盲導犬歩行指導員・

療法士篇

30

一般 　「アイメイト協会」で、目の不自由な人の歩行訓練を

行う盲導犬歩行指導員の仕事ぶりを中心に、理学療

法士、作業療法士、臨床心理士の仕事を紹介する。

268 ２１世紀の福祉の仕事

ボランティア篇

30

一般 　職業ではないけれど、福祉の現場に積極的に関わ

る方法としてのボランティアの姿を実際に活動する人

たちの映像を交えて紹介する。

269 介護保険②

～ケアマネージメント～

第１巻　訪問サービス

29

一般

ケアマネー

ジャー

　滋賀県野洲町総合福祉保健センターに所属する保

健婦が、自らの業務経験を生かしつつケアマネー

ジャーとしての新たな研鑽を重ね、地域におけるチー

ムケアの中心の役割を果たし、訪問看護婦やホーム

ヘルパー等との連携により、在宅の寝たきり・虚弱高

齢者等を支援・調整していく実践を描いている。

270 介護保険②

～ケアマネージメント～

第２巻　通所サービス

29

一般

ケアマネー

ジャー

　静岡県静岡市の高齢者総合施設「楽寿の園」のデイ

サービスセンターにおける痴呆性高齢者の通所介護

の実践を中心に、併設の在宅介護支援センターによ

る調整・支援活動、ケアマネージャーがホームヘル

パー等と連携しながら高齢者等を支援・調整していく

実践をする姿を描いているものである。

271 介護保険②

～ケアマネージメント～

第３巻　施設サービス

29

一般

ケアマネー

ジャー

　東京都新宿区の特別養護老人ホーム「かしわ苑」

（在宅介護支援センターほのか、デイサービス・ショー

トステイを展開）における実践・高齢者支援を素材とし

ている。施設内の寝たきり並びに痴呆性の高齢者を

中心として、介護福祉士などのスタッフにより２人の高

齢者等を支援・調整している実践事例を描いている。

272 介護保険②

～ケアマネージメント～

第４巻　ケアマネージャー

の役割
19

一般

ケアマネー

ジャー

　ケアマネージメントの方法とケアマネージャーの話か

ら、ケアマネージャーの役割を分かりやすく説明する。

273 訪問介護計画の作り方

①情報収集

32

一般

ケアマネー

ジャー

　第１巻では、ある利用者の事例を通して、計画を作

成するために必要となる情報の集め方について、その

実際をみてみる。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

274 訪問介護計画の作り方

②計画の作成・実施

32

一般

ケアマネー

ジャー

　第２巻では、収集した情報に基づいて、どのように計

画を作成し、それを実施にうつしていくのかについて

考えてみる。

275 訪問介護計画の作り方

③モニタリングと

   計画の修正

34

一般

ケアマネー

ジャー

　第３巻では、利用者の変化に伴って、一度作成した

計画をどのように見直していくかについて解説する。

276 福祉用具　移動編

27

一般

ヘルパー

施設職員

　脳卒中で倒れた高齢者が、福祉用具を取り入れ自

力歩行に挑戦する姿をドキュメントで追いながら、さま

ざまな移動のための用具を紹介する。

277 福祉用具　入浴編

25

一般

ヘルパー

施設職員

　入浴用具の紹介と共に、入浴についての留意点や、

全面介助の仕方等について解説し、併せて浴室に入

れない場合の清拭や訪問入浴についても紹介する。

278 用具の工夫でらくらく介護

全２巻

40

一般

ヘルパー

施設職員

第１巻　在宅介護に生かす福祉用具

　自立に役立つ福祉用具とその使い方を紹介するとと

もに身近なものを利用したアイデアなども盛り込んで

いる。

第２巻　みんなの知恵が一つになった

          ～らくらくスツール～

　新潟県介護福祉会が主催する「デイクラブさつき」に

集まるみなさんの知恵で生まれた福祉用具の使用感

と使い心地の良さの理由について紹介。

279 グループホームから

ユニットケアへの提案

もし痴呆が起きたら

～痴呆病棟からの提案～

28

一般

施設職員

　痴呆症専門病院の過去と現在の映像を見ながら、

痴呆性老人ケアの変革を紹介する。また、グループケ

アからユニットケアへと進んできた過程を紹介。

280 ユニットケア施設革命

もし痴呆がおきたら

～老人施設の挑戦～
22

一般

施設職員

　きのこ老人保健施設における生活環境の改善、職

員の意識改革とケアの改善、そしてお年寄りの生活の

変化などを、第一期ユニットケアと第二期ユニットケア

に分け、過去の映像を交えて紹介します。また、施設

に隣接した４棟のグループホームも紹介しています。

281 地域に向かう

ユニットケア

～サテライト施設での

　 実践～

29

一般

施設職員

　５つのユニットのある「特養」を住宅と考え､同じ施設

内にあるサテライト施設や､地域にある〈サブセンター〉

のデイサービスへ出かけたりと､居宅介護支援事業を

行いながら､デイサービス･ホームヘルプサービスも提

供し､生きがい対応型デイサービスを行うサテライト施

設の紹介｡



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

282 痴呆になっても

安心して暮らしたい

～痴呆性高齢者

　 グループホーム～ 20

一般

施設職員

　「痴呆になって自宅で暮らし続けることが難しくなって

も、家にかわる自宅のような心安まる住まいがあれば

…。そして、自分らしさを保ちながら、自由で喜びのあ

る生活を送ることができたら…。そんな暮らしができる

住まいや暖かな支えがほしい。」グループホームの日

常風景、そして利用者家族や職員、近隣の人たちのイ

ンタビューを交えながら、痴呆性高齢者グループホー

ムの実態とあるべき姿を分かりやすく紹介していま

す。

283 簡易型視線入力システム

Ｅｙｅ－Ｃａｎ！の使い方

（機能編）

10

一般 …視線入力システムって何？

…どんなふうに文字を入力するの？

などの疑問にお答えしながらEye-Can!の使い方をわ

かりやすく説明。Eye-Can!を使う前に見るビデオ。

284 簡易型視線入力システム

Ｅｙｅ－Ｃａｎ！物語

（教育編）

13

一般 　家でリハビリ生活を送るおばあちゃんのためにEye-

Can!を家庭に導入した、たけしくんの家族の物語。

Eye-Can!の使い方とともに、障害者や高齢者に対する

思いやりの心を学びます。

看護・福祉・介護教育にも使用できるビデオ。

285 老人福祉の今日と明日

全２巻

60

一般

ヘルパー

第１巻　老人問題の背景と在宅福祉

　現代日本の老人福祉の問題の背景を資料的・統計

的に説明し、国の老人福祉行政の基本方向や在宅福

祉対策のあり方を紹介する。(30分)

第２巻　老人のための福祉施設と社会活動・生きがい

活動

　PART１を受けて、必要な老人福祉施設対策や高齢

者の社会参加の活動について紹介する。(30分)

286 社会資源を知る　第３巻

自宅に訪問してもらい

受けるサービスⅡ

～訪問介護・

　 訪問入浴介護～

16

一般

ヘルパー

高齢者

　在宅生活を支える重要なサービスである、訪問看護

と訪問入浴介護についてわかりやすく紹介。

287 社会資源を知る　第４巻

自宅から通所して

受けるサービス

～短期入所サービス・

　 通所介護・通所

　 リハビリテーション～

16

一般

高齢者

　利用者を支援するばかりでなく、家族の介護負担の

軽減などにも役立っているショートステイやデイサービ

ス、デイケアをわかりやすく紹介。

288 社会資源を知る　第７巻

施設介護サービス

～介護老人福祉施設・

　 介護老人保健施設・

　 介護療養型医療施設～

16

一般

高齢者

　概ね65歳以上の常時介護を有する方の生活の場で

ある特別養護老人ホームや、病院と家族の中間に位

置する老人保健施設、療養型病床群をもつ施設を紹

介。

289 介護福祉士国家試験対策

実技試験の演習

42

一般

ヘルパー

　介護福祉士国家試験の実技試験（２次試験）対策用

に作成されたビデオで、さまざまな場面における介護

動作を丁寧に解説し、要点を整理しやすいようになっ

ているので、ホームヘルパー等の資質向上にも役立

つ内容。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

290 介護福祉士

国家実技試験（２次）対策

30

一般 　介護福祉士の国家実技試験（２次）を受験される方

が、合格するため、ケアの視点・実技の要点を解説し

たもの。

291 安心して老いるために

オーストラリアの

老人ケアシステム

15

一般

施設職員

ヘルパー

　オーストラリアの老人ケアシステムは複雑で、地域

によってレベルにも差がある。しかし国の大きな方針

にそって、各自治体が努力している。ここではビクトリ

ア州の「バララット　クィーンエリザベス　センター」に取

材し、現在オーストラリアの老人ケアシステムの要と

なっている「老人ケア　アセスメント　チーム」の活動に

焦点をあてる。

292 介護の現場で学ぶ

～高校生のための

　 社会福祉実習～

44

高校生 　社会福祉実習とは、学校で学んできた福祉や介護

の知識や技術を、実際の利用者や職員たちとの関わ

りを通して、生徒自らが体得していくものである。そし

て人が人を援助する対人援助技術をしっかり身に付

けるためには、実際の介護の現場での学習が不可欠

になる。このビデオは、実際に実習を行う生徒たちの

様子を見ながら、学んでいけるものになっている。

293 ＪＯＩＮ　ＵＳ

～さあ、始めよう。私たちの

福祉から

20

一般

ボランティア

　このビデオでは、「みんながお互いを認め合い、理解

し合って楽しく豊かな生活を送れる社会をつくっていく

こと（＝私たちの福祉）を一緒に始めよう」という早見

優さんのメッセージや、実際に福祉に支えられている

高齢者や障害者の日常を通して、福祉に関わる「ボラ

ンティア活動」や「専門職」の現場の様子を紹介してい

る。（Ｈ１５）

294 私ならできる　福祉の仕事

27

一般

高校生

　少子化・高齢化が進むわが国で今後ますます重要と

なってくる福祉の仕事を、より多くの方に理解してもら

えるよう作成したもの。福祉の現場で働く人々の姿と、

その仕事を、実感あふれる取材映像とインタビューで

収録。さらに福祉をめざす若者たちの声も収められて

いる。福祉を知る入門的なビデオ。

295 福祉人材育成と

ボランティア

30

一般

ボランティア

長崎県社会福祉協議会の２１世紀を見据えた活動を

紹介。

296 希望と共に

～児童福祉を

　 支えるために～

30

一般

施設職員

　三重県社会福祉協議会作成のビデオ。

　三重保育院、精神薄弱児施設 津長谷山学園、児童

養護施設 聖マツテヤ子供の家で働く保母、指導員、

調理員等の仕事を紹介し、児童福祉の重要性を訴え

ている。

297 「ふれあい・いきいきサロ

ン」のすすめ

20

一般

高齢者

社協職員

民生委員

　山口県豊浦町厚母地区の「厚母サロン会」、東和町

の「薬師会サロン」、小野田市の1「旦東自治会」、美東

町の「サロンしもぐみ」の取り組みと、ふれあい・いきい

きサロンとはどういうものかについての紹介がされて

いる。（Ｈ１５）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

298 ご長寿に乾杯！

18

一般

施設職員

　岐阜市の社会福祉法人　千代田会・特別養護老人

ホーム喜久寿苑の開苑２０周年を記念して制作された

もの。愉快なアニメキャラクターが、お年寄りの日常生

活や献身的な介護に取り組む職員の奮闘ぶりを紹介

している。（Ｈ１５）

299 君は一人じゃない

30

一般 　保護司・佐藤は、奈津美の担当となり、学校を辞め

て働くことを希望している彼女を、町の食堂を切り盛り

するキミ子のもとで働かせる。衝突を繰り返す二人。

ある日、店の裏で煙草を吸っていた奈津美を見たキミ

子は、思わず奈津美のほほを張った…

300 ひっとべ

91

一般 　いくつになっても、苦境にあっても気持ちをおおらか

にもって、今できることを思い切ってやる。すると自然

に勇気が涌いてきて自分も周りの人も元気になる。そ

れが「ひっとべ」の精神でありテーマである。

　下宿の隣人や、ひいきのそば屋、銭湯などその日の

生活のために落語を披露する駆け出しの落語家歌之

介は、ある日老人ホームで過去を怨み、心を閉ざした

一人の老人と出会う。幼い頃離ればなれになった父

親に重ね合わせ、老人の心を開かせようと必死にな

る。やがて老人もその心に打たれ、生きる希望を取り

戻して行くのだが…

301 わかりあえる明日のために

小学生向けビデオ　５

福祉に関わる仕事

「盲導犬訓練士」

20

小学生 　盲導犬訓練士は、盲導犬の世話や訓練だけではな

く、視覚障害に対する知識も求められ、視覚障害があ

る人の行動範囲を広げ、生活環境を変えることが出来

る仕事である。このビデオは「福祉にかかわる仕事」に

ついて子どもたちに理解してもらうことを目的に制作さ

れた。（Ｈ１６）

302 わかりあえる明日のために

小学生向けビデオ　６

福祉にかかわる仕事

「手話通訳士」

20

小学生 　手話は耳の不自由な人たちにとって大切なコミュニ

ケーション手段であり、自分の気持ちを伝える目で見

る言葉。手話通訳士は、健常者と耳の不自由な人た

ちのコミュニケーションが取りやすいように手助けする

仕事である。このビデオは「福祉にかかわる仕事」に

ついて子どもたちに理解して考えてもらうことを目的に

制作された。

303 わかりあえる明日のために

小学生向けビデオ　７

福祉にかかわる仕事

「救急救命士」

20

小学生 　救急救命士は、思いやりと体力がないと出来ない仕

事。専門的な知識と技術を要し、一人でも多くの命を

救うため日夜活躍している。救急医療現場で、とても

重要な役割を担っている仕事である。（Ｈ１６）

304 わかりあえる明日のために

小学生向けビデオ　８

福祉にかかわる仕事

「ボランティアコーディネー

ター」

（ボランティア編）

20

小学生 ボランティアとは、特別な活動ではなく、義務でも強制

でもなく、自ら進んで参加する活動。お年寄りも障害が

ある人も子どももみんな一緒に、地域の中で元気に、

楽しく、幸せに暮らしていくために、自分たちそれぞれ

が出来ることをするということ。また、そんなボランティ

ア活動をお手伝いするのが、ボランティアコーディネー

ターの仕事である。（Ｈ１６）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

305 ＣＡＰＰ

人と動物とのふれあい運動

活動マニュアルビデオ

18

ボランティア ＣＡＰＰは”Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　Ａｎｉｍａｌ　Ｐａｒｔｎｅｒｃｈｉｐ　Ｐｒ

ｏｇｕｒａｍ”の略で、人と動物との絆を大切にする活

動。ＣＡＰＰの一環として、動物たちと共に福祉施設等

を訪問してふれあいを行うボランティア活動をすすめ

ている。（Ｈ１６）

306 向三軒両隣！

地域で支える豊かな暮らし

動き出した地域福祉活動計

画

20

社協職員 　栃木県社会福祉協議会作成のビデオ。実際の地域

福祉活動計画策定の経過を追いながら、住民主体・

住民参加による計画作りや小地域福祉活動の必要性

をまとめたもの。（Ｈ１６）

307 シリーズ・安心あきたを拓く

⑦

ここが、わたしの笑顔の場

所

～ふれあい・いきいきサロ

ンのいま～

24

社協職員

ボランティア

　秋田県社会福祉協議会作成のビデオ。地域福祉推

進を目的に、秋田県の地域福祉活動の取り組みをま

とめたビデオ。（Ｈ１６）

308 サングラスをかけた盲導犬

（アニメ）

16

小学生

一般

　初夏－ある夕方の商店街。買い物帰りの彩音は、目

の見えないおばさんを連れた盲導犬がバイクにぶつ

かるところに遭遇する。思わず駆け寄った彩音は、偶

然あることに気付く。「あの盲導犬、目が・・・」

目の見えなくなった盲導犬とやさしい少女がつむぐ心

温まるストーリー。（Ｈ１６）

309 おかあさんのやさしい手

23

小学生

一般

　病床にある祖父に対する母のやさしい行為に、深い

感動を覚えたひとりの少女が綴った作文を映像化した

もの。この映画から、ややもすると私たちが忘れてし

まっている家族愛について、もう一度考えてみて欲し

い、というメッセージが伝わってくる。（Ｈ１６）

310 校長先生が泳いだ（アニメ）

20

小中学生

一般

　身体にハンディをおった少女が、何事にも負けまい

と頑張り、それを見守る仲間も決して揶揄することもな

く励ます。山間の廃校と決まった分校での、先生と子

ども達の温かい物語を通じて、人を思いやる心の素晴

らしさ、大切さを訴える。（Ｈ１６）

311 盲導犬クイールの一生（ア

ニメ）

25

小中学生

一般

　盲導犬クイールの一生を通して、その人たちとのふ

れあい、パートナーとの心の通じ合いの記録。「盲導

犬クイール」の一生のアニメ化。（Ｈ１６）

312 ぼくに涙はにあわない（字

幕入り）

50

中高校生

一般

　高校時代、ラグビーの試合中、不幸にも首の骨を折

り、手足の自由を奪われ、自分で体を自由に動かすこ

とができなくなった青年が、何度も同じリハビリを繰り

返した結果、努力が実り、二ヶ月で自分の手で缶

ジュースを飲めるようになった。悲しみのどん底から、

新しい可能性に向かって一つ一つ挑戦、前進していく

一人の高校生を描いた力強い感動の作品。（Ｈ１６）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

313 みんなでやろうよ

小学生のボランティア活動

20

小学生

小学校教員

　自分のできることを見つけ、いきいきと活動する小学

生の姿を通して、町の中には小学生にできる楽しい活

動がたくさんあることを伝えるビデオ。（Ｈ１６）

314 中学生のボランティア活動

できることからはじめよう

19

中学生

中学校教員

　地域の中で、自分にできることを見つけ、活動をはじ

めた中学生たちがさまざまな人と交流し、いろいろなこ

とを学んでいる姿をとらえ、ボランティア活動の魅力と

意味を考えるビデオ。（Ｈ１６）

315 小松一座の生活リハビリ体

操

7

施設職員

ボランティア

　だれでも歌えるように作曲されたオリジナル曲（お年

寄りが三拍子くらい遅れてもついていける）で、歌詞の

一部を替えれば、あなたの施設の歌に早変わり。（Ｈ１

６）

316 遊びリテーション次第　第１

巻

27

施設職員

ボランティア

　従来のレクレーションとは違い、お年寄りが楽しむだ

けでなく、職員が一緒になって雰囲気を盛り上げ、お

もいっきり遊びます。遊んでみたら、「仲間ができた」

「楽しくなった」「心が明日に渡れた」それが「生きてい

る証」となり、心身のリハビリにもつながっています。

第１巻は、ザ・おみくじゲーム、はんかち手遊び、ドン

パンボーリングを紹介。（Ｈ１６）

317 遊びリテーション次第　第２

巻

27

施設職員

ボランティア

第２巻は、新聞紙とばし、パタパタゲームを紹介。（Ｈ１

６）

318 遊びリテーション次第　第３

巻

27

施設職員

ボランティア

第３巻は、ベンチホッケー、文字捜しゲーム、風船割り

を紹介。（Ｈ１６）

319 民間デイケア　痴呆性老人

介護マニュアル　第１巻

20

施設職員

ボランティア

痴呆性老人の介護で家族の方々がほとほと困りはて

ている例がたくさんありますが、この中には軽度痴呆

症の人もいます。この人たちを誠心誠意で看てあげる

ことによって問題行動を持つ人も落ち着きを取り戻す

ことができると言われています。病院や施設で看ても

らえない痴呆性老人でも、本当は普通の人たちと一緒

に生活ができるのです。このビデオは、国が定めたケ

アプランとは別の、痴呆性老人のためのケアプランが

あってもいいのではないか、という出発点から作られ

ました。

第１巻は「このゆびとーまれ」での事例を紹介。（Ｈ１

６）

320 民間デイケア　痴呆性老人

介護マニュアル　第２巻

20

施設職員

ボランティア

第２巻は「デイセンターみさと」での事例を紹介。（Ｈ１

６）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

321 民間デイケア　痴呆性老人

介護マニュアル　第３巻

20

施設職員

ボランティア

第３巻は「想いの家・まごの手」での事例を紹介。（Ｈ１

６）

322 民間デイケア　痴呆性老人

介護マニュアル　第４巻

30

施設職員

ボランティア

第４巻は「宅老所よりあい」と「のぞみホーム」での事

例を紹介。（Ｈ１６）

323 民間デイケア　痴呆性老人

介護マニュアル　第５巻

49

施設職員

ボランティア

第５巻は、徘徊/失禁・不潔行為/興奮・暴力・/食事/

繰り返し/入浴拒否/昼夜逆転/家に帰る/幻覚・妄想

について。（Ｈ１６）

324 阪神大震災

被害と対応・神戸市の記録

30

一般 　阪神大震災の発生から一ヶ月という時間経過を縦糸

にして、時々刻々拡大した被害規模や避難民の生活

上の様々な問題点の発生と、これに逐次対応してきた

神戸市災害対策本部を中心にした救援活動の両面

を、克明な記録映像で紹介します。（Ｈ１６）

325 地震の知識と対策

23

一般 　阪神・淡路大震災は、私たちに多くの課題と教訓を

残しました。私たち自身が地震から身を守るためには

どのような備えをすれば良いのか、被災者の声を参考

にしながら、地震に対する知識と対策を描きます。（Ｈ

１６）

326 やさしさをハンドルにこめて

30

ボランティア 　様々な福祉サービスが充実してくる中で、移送サー

ビスの重要性がクローズアップされてきている。このビ

デオは移送サービスに取り組む全国のボランティアグ

ループの活動を紹介し、実あるサービスの充実を願っ

て作成した。（Ｈ１６）

327 「まちに出よう　ボランティア

学習」～考える・見つける・

やってみる

20

小学生 小学校でのボランティア学習の進め方を、４つの事例

をもとに紹介。小学生一人ひとりが自ら考え、積極的

に地域社会に関わっていく姿を追っている。

328 子ども虐待　第１巻　子ども

虐待を理解するために

30

一般 「子ども虐待」とはどのようなものなのか、また子どもを

虐待から守るためにはどのように対応したら良いのか

を解説します。

329 子ども虐待　第２巻　早期

発見と初期対応 30

一般 「子ども虐待」を発見したとき、どのように対応したらよ

いのかを具体的に見ていきます。

330 男女平等普及推進ビデオ

ドメスティックバイオレンス

-ＤＶ防止法のもとでの支援

-
38

一般 ドメスティックバイオレンスとはいったい何なのか、そし

てその被害から逃れるためにはどうしたらいいのか、

２００１年１０月に施行されたＤＶ法のもとに具体的に

考えていく。そして、人権の尊重される、ドメスティック

バイオレンスのない社会を目指して家を出た被害者に

対して、自立支援のための様々な試みを導いていく。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

331 ビデオ　むそうからの報告

その1　ふわりとつつんで

30

一般

施設職員

社会福祉法人むそうが支援しようとしているのは、重

い障がいがあっても地域で生きぬく事。そのために、

彼らはしっかり稼いでいる。できる仕事を生み出し、で

きる事を増やし続けていくスタッフ。仕事を通して成長

し続けるメンバーたち。第１部では、理事長・戸枝の話

を中心に、むそうの核心にせまっていきます。

332 ビデオ　むそうからの報告

その2　むそうのえがお

90

一般

施設職員

社会福祉法人むそうが支援しようとしているのは、重

い障がいがあっても地域で生きぬく事。しかも、最後ま

で笑顔で暮らすこと。　関わっているスタッフも、ボラン

ティアも、講師のみなさんも、もちろんご家族も、笑顔

である。むそうでは、うまい具合にプラスのエネルギー

が循環しているのだ。第２部では、実際むそうが活動

している様子、ご本人たちの働きっぷりをのぞく事がで

きます。

333 自立支援と介護予防

NO1.　いつまでも自分らしく

生きるために

-人としての暮らしと自立を

支援する-

26

施設職員 このビデオの主人公は、物忘れしやすくなった高齢者

です。その高齢者を家族がキーパーソンになって、

様々な社会資源を活用し、マネジメントしています。

334 自立支援と介護予防

NO2.　はりのある生活をめ

ざして 28

施設職員 このビデオでは、比較的元気な高齢者が登場します。

この方々は、介護認定では要支援の範囲の高齢者で

す。この方々が自分の生活をどのように組み立てなが

ら、力強く生活しているかを描いています。

335 タイムスリップ１９２３（アニ

メ）

15

小学生（中・

高学年）

主人公の小学生が７０年前に偶然タイムスリップして

あの関東大震災を”体験”するというスリリングな展開

のなかで、小学校中・高学年の児童が地震の恐ろしさ

やその備えについての情報を興味深く得られる内容

になっています。

336 はれときどきぶた

のりやすくんの火の用心

（アニメ）

10

幼児

小学生（低学

年）

子どもたちに人気のある「はれぶた」シリーズ（矢玉四

郎・岩崎書店）の則安くんと妹の玉ちゃん、その仲間た

ちに登場してもらい、幼児・小学校低学年向けの楽し

いドラマを展開する中で、花火など火遊びの怖さや１１

９番通報の仕方などを教えます。

337 今一度、火の用心！

-高齢社会のなかでの防火

対策-
20

一般 これからは、高齢者の安全を考えた防火対策が、周り

の人々が安心できる防火対策、更には災害に強い街

づくりにつながっていくことを示唆していくものです。

338 もしもの時の

救命・応急手当

23

一般 家族や友人が、突然倒れたとき、また不意に襲ってく

る地震や、交通事故などの災害にあったとき、すぐに

救命手当を行えるかどうかが、生死をわけます。人工

呼吸と心臓マッサージの方法と、出血や家族で多い子

供の誤飲など、応急手当を解説します。

339 ふれあいのまち　支えあい

のまち

－社会福祉協議会の活動

－

35

施設職員

一般

地域福祉の推進の中核組織としての社協が、今後の

地域福祉活動の方向性を示す地域福祉活動計画の

策定、非営利有償ホームヘルプサービス事業、ふれ

あいのまちづくり事業を３地区のとりくみから紹介。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

340 ひらく　かける　つなぐ

～精神保健ボランティア～

第１巻　いっしょにいこうよ

～ひろがるボランティアの

輪～

40

ボランティア

一般

この巻では、石川到覚さん、田中英樹さんのお二人

に、精神保健ボランティアが生まれた経緯、ボランティ

アの果たす役割、その広がり、現代的は意義などにつ

いてお話しいただきます。また、第一線で活躍されて

いるボランティアの方々からは、活動を通して感じたこ

となどを率直に語っていただきます。

341 ひらく　かける　つなぐ

～精神保健ボランティア～

第２巻　スタンバイミー

～もっとちかくに～

43

ボランティア

一般

この巻では各地で活躍されているボランティアグルー

プの活動の実際を紹介します。

342 ファミリーボランティア入門

20

ボランティア 親子のふれあいや生きる力育む体験の場としてボラ

ンティア活動に取り組む家族が増えている。この作品

はその手引きとして、色々な分野で活躍する家族を紹

介し、その魅力をわかりやすく伝えます。

343 ボランティアガイドシリーズ

高齢者編

19

ボランティア ボランティア活動は今や非常に身近なものになった。

お年寄りに目を向けると、そこからもボランティア活動

が始まる。寝たきりや痴呆のお年寄り・・・。高齢化が

進むと健康なお年寄りでさえ様々な支援が必要にな

る。

344 ボランティアガイドシリーズ

障害者編

18

ボランティア 体に障害がある人の立場に立つと、自分たちの町も

意外に不便なことが分かる。

345 ボランティアガイドシリーズ

教育・環境・国際協力編

20

ボランティア 視野を広げると、日本で学び、働いている外国人が生

活習慣の違いなどから困惑している様子も見えてく

る。そして海外には・・・・・・悲惨な状態に置かれてい

る大勢の人もいる。どんな活動を、どこでどのよう

に・・・本シリーズは「ボランティア活動をしたいのだが」

という人々に、ボランティアの実践的知識と多くの情報

を提供します。

346 お助けマン参上

-セカンドライフの生きがい

探し-

30

一般

ボランティア

会社を定年退職した森谷信二（６２）は定年後、時間を

持て余している仲間４人と、ボランティアで大工仕事等

を受けるDIYヘルプを作る。この５人のユーモラスなド

ラマを通して、生きがいについて考えてもらいます。

347 病院におけるこども支援プ

ログラム

～あそび・まなび・プリパ

レーション～

第１巻　解説編

22

一般 「病院のこども憲章（EACH憲章）」

病院におけるこども支援プログラムの概要（「あそ

び」、「まなび」、「プリパレーション」、「専門スタッフ」、

「病院の環境」、「家族のケアへの参加」）病院におけ

る遊びの意味（パメラ・バーンズ）、家族・きょうだいへ

の支援

348 病院におけるこども支援プ

ログラム

～あそび・まなび・プリパ

レーション～

第２巻　実際編

43

ボランティア

施設職員

こども支援プログラムの必要性（山城雄一郎）

こども病院及び小児科の診療・療養環境（英国マン

チェスター）、さまざまなプリパレーション・ツールとホス

ピタル・プレイ・スペシャリストの活動、医療保育士の

普及に向けての提言（帆足栄一）、順天堂医院小児科

病棟プレイルームでの活動、「あいち小児保健医療総

合センター」におけるこども支援と保育士の活動、家

族のための宿泊・滞在施設（「ぶどうのいえ」、「ドナル

ド・マクドナルド・ハウス　せたがや」）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

349 支えあうなかで

-精神障害者とその仲間た

ち-
33

ボランティア

施設職員

一般

精神障害者が地域社会で生きていくために必要な理

解と援助を、実例.ある作業所で社会復帰を目指す精

神障害者を通し描く。

350 ハンセン病　今を生きる

49

小学生

中学生

高校生

一般

ハンセン病は「らい病」と診断された患者が、強制的に

隔離されたことから『強い感染力をもった恐ろしい病

気・伝染病』という間違った考えが広まり、偏見と差別

を大きくしたといわれています。

現在では早期発見と適切な治療で、障害を残すことな

く治る病気です。私たちはハンセン病について正しく理

解し、差別や偏見をなくしていかなければならないの

です。

351 風の舞

60

一般

ボランティア

ハンセン病の患者を社会から隔離収容するための法

律「らい予防法」が１９９６年に廃止されました。病気が

治ってもなお社会に出ていくことを許されず、実名を伏

せ、肉親との絆さえ断ち切られて苛酷な人生を負わさ

れた人々の苦しみ悲しみ、そして怒り……この映画は

幼くしてハンセン病を 発病し、1３歳で国立療養所大

島青松園に隔離収容された塔和子さんの極限の中か

ら生まれた詩をモチーフに、多くの元患者さんたちの

姿を重ね、ハンセン病強制隔離の『歴史と今』を検証

するとともに、人間の尊厳について問うものです。

352 実践！スーパービジョン

１．より質の高い援助実践

をめざす

30

施設職員 実践の中で悩みを抱える職員が、スーパーバイザー

のサポートによって救われていく様子をドラマで追い

かけながら、その事例をもとにイラストや解説、現場の

実践者へのインタビューなどを用いてスーパービジョ

ンのすべてがより質の高い援助実践を目指すための

ものであるということを分かりやすく学びます。

353 実践！スーパービジョン

２．職員の気づきをサポー

トする 30

施設職員 担当する利用者との関係がこじれてしまったことに悩

む新人の職員が、スーパービジョンを受けることでそ

の原因に気づき、自分の力で利用者との関係を取り

戻す姿から学びます。

354 実践！スーパービジョン

３．スーパービジョン体制を

活かす

30

施設職員 スーパービジョンを組織における確認作業としてとら

え、ベテランスタッフの悩みをうまくサポートできない

スーパーバイザーが、上司のスーパービジョンを受け

ることによって自信を持って動く様子を追いかけなが

ら、いろいろな段階でのスーパービジョンについて考

えていきます。また組織としてのリスクマネジメントな

どについても学びます。

355 自立支援と介護予防　１．

人としての暮らしと自立を

支援する－いつまでも自分

らしく生きるために－

25

施設職員 このビデオでは、脳梗塞が契機となって認知症状が見

られるようになったＹ．Ｓさんと主介護者である息子夫

婦の母親に対する温かいかかわりを中心に、訪問リ

ハビリテーション、ホームヘルパーとの生活の場にお

けるケアの様子、認知症デイサービス「ひつじ雲」へ通

うＹ．Ｓさんの一日の生活、絵画教室で画染めを楽し

む様子など、Ｙ．Ｓさんを支える医療・福祉・地域の

人々のかかわりを通して、本人の望む生活を実現す

るための介護のあり方を示します。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

356 自立支援と介護予防　２．

介護予防のつながる生活

支援－はりのある生活をめ

ざして－

25

施設職員 このビデオでは、調布市に住む二人の高齢者が、自

分自身の力を最大限に生かし、希望に沿った生活が

継続できている様子がケアマネージャーとかかわりを

持ちながら描き出されています。ケアマネージャーの

様々な人々と関係機関への働きかけを通して、二人

の高齢者が介護予防をふまえた楽しみのある生活を

実現するあり方を示します

357 ホームヘルパーのための

実用ビデオシリーズ（基礎

編）　１．誰のために何のた

めに

25

施設職員 このビデオでは、介護保険制度の仕組みとホームヘ

ルパー派遣の流れを分かりやすく解説します。その上

に「訪問介護計画書の意味」、「ホームヘルプサービス

の真の役割」「他職種との連携の大切さ」「サービス提

供責任者をはじめ、チームの他のメンバーとの連携の

大切さやその意義」について、実際の介護の現場を通

して学びます。

358 ホームヘルパーのための

実用ビデオシリーズ（基礎

編）　２．わたしはホームヘ

ルパーです

30

施設職員 このビデオは、ドラマとドキュメントで構成。新人ヘル

パーの初回訪問を通して、ホームヘルパーとして大切

な対人の基本姿勢とその技術について学びます。

359 ホームヘルパーのための

実用ビデオシリーズ（基礎

編）　３．介護現場からの

メッセージ　専門性を高め

るために

40

施設職員 このビデオでは、ホームヘルパーの皆さんが活動の

中で考え、感じている想いを通して、ホームヘルパー

として大切なことは何なのかを学んでいきます。また、

監修の井上千津子さんがスーパーバイズ。そしてホー

ムヘルパーの皆さんが「活動を通して気づき、学び、

成長する」これまでにない新しい形の教材です。

360 これからの介護の新しい視

点　１．ＩＣＦの視点とケアの

専門性

25

施設職員 なぜ今、介護者の間で「ＩＣＦ」への関心が高まっている

のだろうか。ＩＣＦの視点をケアプランや実際のケアに

取り入れて、ケアの専門性を高め、スキルを向上させ

るために、実際の介護現場での取り組みなどを通し

て、ＩＣＦの特徴や視点、評価などを興味深く理解させ

る構成になっています。

361 これからの介護の新しい視

点　２．ＩＣＦの視点を活かし

た利用者のニードと食事・

入浴・排泄におけるケア

25

施設職員 利用者一人一人のニードと食事・入浴・排泄をＩＣＦの

視点から見直すことで、効果的でより細やかな個別ケ

アへと至る道筋を示す。利用者の食べる生活機能が

高まり、食欲がわき、食べる意欲がかき立てられる食

事介護の方法とは・・・利用者の元来の排泄習慣や、

生活リズム、生態リズムを生かす排泄介助の方法と

は・・・等、利用者と介護者のコミュニケーション、利用

者の生活のニードを見すえたアセスメントの必要性を

理解する。

362 これからの介護の新しい視

点　３．ＩＣＦの視点によるケ

アプラン

25

施設職員 ＩＣＦの視点に立って、ケアプランを立てる意味と、ケア

プラン作成のプロセスを示す。ＩＣＦの視点に立つこと

が、どの介護職や医療職にも共通の言語となり、それ

ぞれで行われている方式のケアプランや介護の実際

にも有効な考え方の基本であることが分かる。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

363 コミュニケーションスキルを

磨こう（全２巻）

100

施設職員 どれだけ多くの専門知識を学び国家資格を得たとして

も、人とうまく関わる能力がなければ対人援助を行うこ

とはできません。プロとしてコミュニケーションをとる目

的は、利用者や患者さんの心の奥にある気持ちに耳

を傾け、自己決定に導くことです。本ビデオは、介護職

や看護職、ソーシャルワーカーなどの対人援助職の

仕事の基礎となるよりよいコミュニケーションのあり方

について、援助者自らが考え感じながら学べるようドラ

マやアニメを通してわかりやすく示します。

364 介護の現場で学ぶ

44

施設職員 社会福祉実習とは、これまで学校で学んできた福祉や

介護の知識や技術を、利用者と職員との関わり合い

を通して生徒自らが体得していくものですが、その実

習を体験する生徒達の現場での戸惑いや発見（気づ

き）から、介護の大切さを学んでいく姿をドキュメントで

追いながら、実習の重要性を学ぶとともに、望ましい

実習へののぞみ方を考えるものです。

365 からだに障がいをもつ仲間

とともに－安全な移動介助

とボランティア活動－
27

施設職員 進行性筋ジストロフィー等により障がいをもつ人々の

移動介助に焦点をあてている。支援技術とボランティ

ア活動に関わるビデオ。

366 育児不安をトリートメントす

る

レクリエーション展開法

40

施設職員 育児不安トリートメントプログラムとは、育児をする親

であれば、誰でも感じている不安を、他者とのふれ合

いや笑顔の共有を楽しむことを通じて、育児の不安を

軽減し子育ての楽しさを高める力を、親自身が獲得し

ていくことができるレクリエーションプログラムです。こ

れらの情報は、今すでに行われている取り組みのス

テップアップを考えている方、ボランティアの育成など

を行う立場の方それぞれにご活用頂けるヒントに溢れ

ています。

367 身体拘束をしない　そこか

らケアをはじめる

第一巻　身体拘束はなぜい

けないのか

23

施設職員 今でも行われている拘束/身体拘束の禁止となる具体

的行為/拘束を容認する考えを生み出した歴史的背

景と福岡宣言・身体拘束廃止に向けて、まずなすべき

こと/質の高いケアをめざして、チャレンジしよう！

368 身体拘束をしない　そこか

らケアをはじめる

第二巻　身体拘束がなくな

る介護の方法と工夫

26

施設職員 身体拘束を廃止している施設での点描/身体拘束廃

止に向けての組織的な取り組みの事例/基本的ケア

の徹底、その方法と工夫（起きる・食べる・排泄する・

清潔にする・アクティビティの５つの基本的ケアに先駆

的に取り組む施設の事例から）/痴呆の人への接し方

369 身体拘束をしない　そこか

らケアをはじめる

第三巻　いきいきと暮らす

介護の方法と工夫

26

施設職員 環境上の整備と工夫（転倒・転落防止の工夫（ベッド

の改善と工夫）・夜間のケアへの配慮と工夫）/座位姿

勢の保持の工夫（車いす長時間使用の弊害と危険・

車いすから椅子への移乗の意味・体にあった車いす

の工夫・足が床に着くための意味と工夫・職員一人一

人がチームの一員として知恵を出し合い工夫を考え

る）/身体拘束廃止を実現した施設の取り組みのド

キュメント



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

370 身体拘束をしない　そこか

らケアをはじめる

第四巻　介護現場における

リスクマネジメント

24

施設職員 骨折させないために身体拘束を希望する家族の苦渋

の選択/事故に備えた体制づくりの重要性/ある転倒

事故を教訓に職員が一丸となって事故対応マニュア

ルを再検討するドキュメント/転倒事故などの法的責

任について（厚生労働省・身体拘束廃止委員会・高村

浩弁護士の話）/死亡事故のショックを乗り越えてより

よいケアをめざすある施設の挑戦（よりよいケアの構

築をめざす施設の取り組み方から学ぶ）

371 転倒・骨折予防（１）

なぜ必要なのでしょうか

24

施設職員 「転倒・骨折予防」は介護予防の大きな柱の一つであ

るが、このビデオでは、骨折のもとになる転倒をなくす

ために、転倒を引き起こすさまざまな要因から転倒・

骨折の予防について考え、転倒骨折を起こさない日

常生活における注意点や改善策について見ていく

372 転倒・骨折予防（２）

転ばない体づくり～介護予

防教室から～

28

施設職員 転倒・骨折を無くすために、いま、全国の自治会や保

健所などで「転倒予防教室」「介護予防教室」を行うと

ころが増えてきています。この転倒・骨折予防（２）で

は、『転ばない体づくり』を中心に介護予防教室におけ

るプログラムや運営の手引きとなるように、東京都老

人総合研究所との連携のもとに、介護予防教室に先

進的に取り組んでいる東京都板橋区の赤塚健康福祉

センターの取り組みから見ていきます。

373 虐待を防ぐために

第一巻　虐待防止対策の

課題と方向性

30

施設職員 ■虐待はどうしておこるか　育児不安の深刻化/母親

の育児負担の増加/母親の孤立化/子育て経験の希

薄化/標準的・画一的な育児情報の氾濫

■専門家の先生のお話（才村純先生）　これまでの虐

待防止対策の弱点/今後の方向性

■民間ネットワークと行政のネットワークの連携

374 虐待を防ぐために

第二巻　ネットワークづくり

と家族再統合への取り組み

30

施設職員 ■大阪府泉大津市（行政が中心となって子ども虐待に

対する支援を行っているネットワークの効果）

■埼玉県上尾市（それは母親達の呼びかけからはじ

まった/赤ちゃんサロンの紹介/子育てサロンの活動）

■愛知県津島市（親子関係修復のための虐待防止教

育プログラムについて）

親支援のグループセラピー（ＭＣＧ活動について/新し

いグループ活動「ＭＳＧＪ」「ＰＣＧ」について）

375 楽にできる　安全にできる

起きあがり・移乗の介助技

術

39

施設職員 安全性・安楽性・環境整備など、介助の原則を解説し

ます。横移動・寝返りを「楽に、安全に」行えるよう、全

介助・部分介助など患者（利用者）の状態に合わせて

実演し、わかりやすく解説します。

●介助の原則/安全性・安楽性・環境整備●ベッド上

で患者を横移動/全介助●ベッド上での寝返り/全介

助・部分介助●自分自身で起居動作を行ってみよう



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

376 楽にできる　ー動作ででき

る　起きあがり・移乗の介

助技術

52

施設職員 起きあがりと車椅子などへの移乗のための介助法を、

全介助・部分介助などの患者の状態に合わせて実演

し、わかりやすく解説。One motion transfer

technique=「一動作でできる」移乗法のコツとポイント

をきめ細かく紹介します。　●起きあがり/全介助・部

分介助/体の大きな患者（利用者）の場合　●移乗動

作（ベッド→車椅子/車椅子→ベッド）/全介助・部分介

助　●移乗の介助で大切なこと

377 ホームヘルパーのための

実践ビデオ

こころに響く接遇

39

施設職員 いま、ホームヘルプサービスにおける「接遇」の重要

性が問われています。「こころに響く接遇」とは？この

ビデオでは、利用者が主役となる「接遇」のあり方を、

ロールプレイングや実際の場面を通して分かりやすく

解説します。また、接遇改善の方法についても概説し

ます。ホームヘルパー・訪問介護事業者・ホームヘル

パー養成機関等にとって必見のビデオです。

378 さわやか　ボランティア活動

16

施設職員 関ヶ原町社会福祉協議会制作。関ヶ原町のボランティ

ア団体を紹介している

379 さわやか　ボランティア

食事サービスボランティア 16

施設職員 関ヶ原町社会福祉協議会制作。関ヶ原町の食事サー

ビスボランティアを紹介している。

380 青少年のボランティア活動

のすすめ

～主体的育ちを支える推進

者たち～

24

施設職員 　学校や地域で青少年がボランティア活動に参加する

機会が増えています。そのため、青少年が主体的・能

動的に活動を展開することを支援する「推進者」が求

められています。このビデオでは、実際の青少年のボ

ランティア活動を追い、推進者たちがどのように活動

を進めているのかを探ります。それから青少年の活発

なボランティア活動を支える推進者のあるべき姿につ

いて考えます。(H16)

381 大人の居場所づくり

―地域に根ざすボランティ

ア活動―

20

施設職員 　自分の力が生かせるだけでなく、新しい出会いや地

域への愛着を育むボランティア活動。今、自分が生活

している身近な場所で活動を始める人が増えていま

す。

地域に根ざした活動をいきいきと続けている人たちの

姿をとらえ、活動の魅力と意味を考えます。(H17)

382 地震防災　待ったなし!!

―今、この備えがあなたを

守る―

21

施設職員 2003年７月の宮城県北部地震、同年９月十勝沖地震

など、大きな地震が繰り返し発生している。また、宮城

県沖地震や東海地震など切迫した危険性を指摘され

る地域もある。いつどこで大地震が起きても不思議で

はないと言われてる日本列島。そこに住む私たちは、

どのような備えをしてその日を迎えれば良いか。最新

の地震災害情報に基づき、命を守るための備えを示

す。(H16)

383 お年寄りとの交流

19

施設職員 地域のお年寄りと交流をしている小学生達の実践例

を取材。お年寄りとの交流で、小学生達がどのような

影響をうけ、どのような感想を持つようになったかを丁

寧に描きます。(H17)



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

384 いのちを学ぶ

生きること　死ぬこと

22

施設職員 　絵理ちゃんは、３歳のときに小脳ガンを発症し、放射

線治療をうけながら成長してきました。１３歳の時に左

顔麻痺という症状でガンが再発し、養護学校に入りま

す。１７歳の時はガンは腰に転移…。

　今、子供たちの生活様式は変化し生命の尊さを学ぶ

機会も少なくなっている。この作品は、命を支える家族

や周囲の人々の真摯な姿から命の尊さを訴える。

(H18)

385 がんばり過ぎない　がんば

らない　介護のすすめ

19

施設職員 　介護する側の心と身体のケアに焦点を当てたビデオ

です。在宅介護する場合、寝食を忘れてがんばるあま

り、心身に変調をきたしたり、孤立して余裕も作り出せ

ず介護に追い詰められていくケースが増えています。

自ら介護を一人で背負い込まず、無理なく介護を進め

るポイントを紹介します。(H16)

386 いのち輝くとき

30

施設職員 　虐待から子どもを守る!

地域のふれあい、お年よりのふれあいと、子どもの虐

待防止を描く社会教育ドラマ。

387 鬼の子とゆきうさぎ

（アニメ）

22

施設職員 　中学１年生が書いた愛の童話。

鬼の子と人間の女の子ユキとの不思議な友情の中か

ら、私達が忘れているやさしさや、思いやりの心、家族

のぬくもりがあたたかい感動として伝わってくる物語。

388 朋の時間

～私たちの季節～

123

施設職員 　重度・重複障害というハンディをもつ人たちの地域生

活を広げてきた通所施設“朋”が母たちと歩んできた１

７年。「この子がいたから、こんな人生しか送れなかっ

たではなく、この子がいたからこそ、これほどの人生が

送れた、と言える人生を皆でつくっていこう」…教師、

母親、ソーシャルワーカーがお互いの立場や意識の

枠を乗り越え、学び合う教育活動がこうして始まり、中

心にはいつも「重い障害をもつ子供たちの存在、家族

の人生」がありました。

389 てくてく冒険家　永瀬忠志

アフリカへ行く

35

小中高校生

一般

リヤカーを引き、３０年間で地球１周４万キロを歩いた

永瀬忠志。

小さなころからの夢だった、アフリカ大陸横断を成し遂

げるために一歩づつ・一歩づつ３６５日かけて１万１千

キロを歩き通した記録映像。今は出来そうもない事で

も、ひとつひとつの積み重ねでいつか出来る事を教え

てくれる･･･

390 心の手話落語

①手話で楽しむ日本の民

話

23

中高校生

一般

★ツルの恩返し

★どっこいしょの豆腐

★鶴亀さん

（３話収録・日本語字幕入り）

391 山古志村のマリと三匹の子

犬（アニメ）　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

45

小中高校生

一般

２００４年１０月に発生した「新潟県中越地震」－山古

志村では多くの家屋が倒壊し、全村に避難命令が出

される程の被害が発生しました。その被災地に取り残

されながら、強く生き抜いた犬の「マリ」と、その三匹の

子犬たちの実話を基に、命の大切さ、尊さを伝える、

心温まるお話です。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

392 まさかの時!!自分のちから

で生きのびられるように　ＤＤＤＤ

ＶＤＶＤＶＤＶＤ

36

小学生 ある日突然襲ってくるのが天災です。天災に遭遇して

しまった時、救援の手が及ぶまでの生き残りは、各自

の体力と知力によるしかありません。この時間が生死

を分ける場合があります。自分で生き延びる、そのた

めの工夫をこのビデオでは分かりやすく解説します。

393 我が家の危機管理①日頃

の対策と心構え　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

15

一般 阪神・淡路大震災、新潟県中越大震災を検証

いつどこで起こるか分からない大地震。普段からの備

えが命を守ることに直結します。

○建物の崩壊と家具の転倒防止　　○家具の転倒や

落下物から身を守る　　○脱出経路の確保　　○二次

災害を防ぐ　　○地域での取り組み

394 我が家の危機管理②被災

者の体験から学ぶ　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

15

一般 震災後の山古志村を取材　その教訓を伝える

地震が起こった時どのように行動できたのか。長期の

避難生活はいったいどのようなものであったのか。被

害者の体験をとおして、災害時とその後の重要な対策

を導き出します。

 ○水はどのように確保するのか　　○トイレはどうす

る　　○食料の確保　　○避難所の生活　　○防災必

需品

395 災害支援システムと新たな

暮らしの提案　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

24

一般 災害時には被災者を支えるシステムが、そして、人生

には人生を支える連続的・総合的な支え方が必要で

す。２００４年１０月に発生した新潟県中越大震災にお

いては、そのための仕組みが「サポートセンター千歳」

と「健康の駅ながおか」です。

396 豊かな心を育てる体験活動

～地域と連携する学校～

20

小学生 各学校においては、児童生徒の社会性や豊かな人間

性を育むため、成長段階に応じて、ボランティア活動

など、様々な体験活動を展開する様子を紹介しなが

ら、学校の今後のあり方を示唆します。

397 地域ぐるみの育成活動～

手をつなぎあう住民たち～

19

小学生 子ども達の豊かな心を育もうと全国各地でさまざまな

体験活動が行われています。地域の子どもは地域で

育てようと、住民たちが手をつなぎあって活動をしてい

る事例を紹介しながら、地域ぐるみの活動は大きな教

育力を発揮することを訴えます。

398 親子で学びあうボランティ

ア活動

20

地域の中で、自分のできるボランティア活動に取り組

む親子を紹介。

 ○里山を守る活動をする親子　　○町の防災マップづ

くりに取り組む親子　　他

399 小学生のわくわくボランティ

ア－楽しい活動大発見－

20

小学生 日々、なにげなく暮らす町の中には、小学生にできる

ボランティア活動がたくさんあります。活動を通して、さ

まざまな人と出会い、楽しい体験や喜びを得て、自分

に出来ることがあることに気づいていく小学生たちをと

らえ、ボランティア活動の意味を伝えます。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

400 高校生のボランティア活動

－学びを活かす、活動から

学ぶ－

20

高校生 高校生が、人や社会と関わり様々な体験を積み上げ

視野を広げていくことは、社会の一員としての生涯に

わたる自己を形成する上で極めて大切なことです。自

分の力を活かして地域社会でボランティア活動を続け

ている高校生たちが、活動から学び、確かな自信をつ

かんでいる姿を描いています。

401 老いを生きる～今日も何処

かで高齢者のサインが！

～　　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

35

高校生

一般

明日はわが身かも知れない認知症の問題と、不幸に

も家族から受ける虐待。誰もが通らなければならない

老いの問題を自分のこととして考え、日常生活の中で

高齢者に対するやさしさや思いやりの心を育む。

402 ひとり一人が輝く　認知症

ケアシリーズ　　（Ｖｏｌ．１

心の奥に気づくには？

メッセージの読み取り）

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

施設職員 認知症のある人が「自分の意志で、輝いて生きる」た

めには、ケアに携わる人々がメッセージに気づき、解

釈し、ケアを行うことが必要です。グループホームでの

ドキュメンタリー映像を通し、認知症ケアの実践のあり

さまを紹介します。

○入居者とスタッフの散歩の記録ビデオ　　○ビデオ

を見て話し合うスタッフミーティング　　○重度アルツハ

イマー病の入居者が声、目、手で伝える意思表示

他

403 ひとり一人が輝く　認知症

ケアシリーズ　　（Ｖｏｌ．２

居場所探し　帰宅願望）

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

施設職員 認知症のある人が「自分の意志で、輝いて生きる」た

めには、ケアに携わる人々がメッセージに気づき、解

釈し、ケアを行うことが必要です。グループホームでの

ドキュメンタリー映像を通し、認知症ケアの実践のあり

さまを紹介します。

○入居者の夜間外出にスタッフが付き添う記録ビデオ

○「帰宅願望」によりホームを歩き回る入居者　　○生

活歴と残っている力に応じた暮らしの組み立て　　他

404 ひとり一人が輝く　認知症

ケアシリーズ　　（Ｖｏｌ．３

おいしく食べるには？　食

のケア）　　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

施設職員 認知症のある人が「自分の意志で、輝いて生きる」た

めには、ケアに携わる人々がメッセージに気づき、解

釈し、ケアを行うことが必要です。グループホームでの

ドキュメンタリー映像を通し、認知症ケアの実践のあり

さまを紹介します。

○入居を拒み、拒食した方の記録ビデオ　　○好きな

ものを自由に食べられるケア　　他

405 ひとり一人が輝く　認知症

ケアシリーズ　　（Ｖｏｌ．４

気持ちのよい排泄とは？

排泄のケア）　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

施設職員 認知症のある人が「自分の意志で、輝いて生きる」た

めには、ケアに携わる人々がメッセージに気づき、解

釈し、ケアを行うことが必要です。グループホームでの

ドキュメンタリー映像を通し、認知症ケアの実践のあり

さまを紹介します。

○室内の放尿に関するスタッフの話し合い　　○本人

が発しているメッセージに「気づく」重要性　　他

406 ひとり一人が輝く　認知症

ケアシリーズ　　（Ｖｏｌ．５

不安や怒りの裏づけ　不

穏・興奮・攻撃）　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

施設職員 認知症のある人が「自分の意志で、輝いて生きる」た

めには、ケアに携わる人々がメッセージに気づき、解

釈し、ケアを行うことが必要です。グループホームでの

ドキュメンタリー映像を通し、認知症ケアの実践のあり

さまを紹介します。

○興奮を鎮める「傾聴」「共感」の必要性と効果　　○

怒りを鎮める「チームケア」　　他



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

407 もも子　　かえるの歌が聞こ

えるよ（アニメ）

80

中高校生 いつも酸素ボンベで呼吸しているもも子。明るく負けず

嫌い、天真爛漫なもも子。そんな妹を愛おしく思う兄・

力の優しさと心の成長を中心に、家族愛と葛藤、健常

者と障害者の共生の問題などを通して、生きる喜びと

悲しみを感動的に描いています。

408 精神障害者－歪んだイメー

ジを問い直す－　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

22

中高校生

一般

精神障害者の７割を占める統合失調症を中心に、精

神障害者の今を伝える。２３年間入院していた精神病

院を退院して自活をはじめる人、精神障害者の就労

の現状、精神障害者のスポーツ団体、ピアサポート活

動などを取り上げる。

409 みんなで踊ろう！盆パラビ

クス　Vol.3

41

高齢者

施設職員

「盆パラビクス」は、盆踊りの親しみやすさとパラパラ

の楽しさをあわせて、さらに運動効果をプラスしたダン

ス・フィットネスです。【収録曲：北海盆唄、河内音頭、

郡上節、炭坑節】

410 介護予防体操ミキのさあ！

きっとげんき　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

34

高齢者

施設職員

人生８０年。生き生き健康体操に必要なのは、栄養・

休養・そして運動です。【１．おてもやん体操　　２．ふ

るさと体操】

411 福祉レクリエーション（第１

巻）「福祉レクリエーション

の役割と方法」

40

高齢者

施設職員

「福祉レクリエーション」の効果から実践までをわかり

やすく解説。　　福祉レクリエーションの意味や効果か

ら、援助のプロセスまで分かりやすく解説。

412 福祉レクリエーション（第２

巻）「高齢者のレクリエー

ション～生き生きと暮らす

～」

40

高齢者

施設職員

「福祉レクリエーション」の効果から実践までをわかり

やすく解説。　　長い余暇を楽しく、生き生きと。高齢者

施設におけるレクリエーション援助の実践集。

413 福祉レクリエーション（第３

巻）「高齢者のレクリエー

ション～なんでもやりたい

～」
40

高齢者

施設職員

「福祉レクリエーション」の効果から実践までをわかり

やすく解説。　　楽しいことを一緒にやろう。障害者の

レクリエーションの可能性の数々。

414 高齢者のためのレクリエー

ション援助

（第１巻　高齢者レクリエー

ション援助の基礎的理解）

19

高齢者

施設職員

高齢者が「その人らしく」生きるために、楽しみを通し

て意欲や関心を引き出し、生活活性化につながるレク

リエーション活動は重要になってきています。高齢者

の生活を理解し、どのような考え方と方法でレクリエー

ション援助を進めていけばよいか、基本的な考え方と

方法を解説。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

415 高齢者のためのレクリエー

ション援助

（第２巻　高齢者の個人

ニーズに応じたレクリエー

ション　通所施設遍） 23

高齢者

施設職員

通所施設における、個人を対象にしたレクリエーション

の提供を紹介。レクリエーションの実際と援助のポイ

ント、施設スタッフとボランティアの関わり方など。

【内容：ぬり絵、手芸、音楽教室、健康体操　等】

416 高齢者のためのレクリエー

ション援助

（第３巻　高齢者の個人

ニーズに応じたレクリエー

ション　入所施設遍） 23

高齢者

施設職員

入所施設における、要支援・要介護・痴呆性高齢者の

場合におけるレクリエーション援助を紹介

【内容：絵画、歌唱、囲碁、化粧、散歩　等】

417 高齢者のためのレクリエー

ション援助

（第４巻　要支援高齢者の

グループゲーム）

27

高齢者

施設職員

グループゲームの目的は、他の人達と集うことでコミュ

ニケーションを円滑にし、積極的に生きようとする自立

心や自制心を育み、社会性の改善や心身機能の維持

向上を目指すことにあります。また、ゲームの展開に

あたり、グルーピングへの配慮も必要。

【内容：たぐりよせ、お皿のせ、足輪リレー　等】

418 高齢者のためのレクリエー

ション援助

（第５巻　要介護高齢者の

グループゲーム）

25

高齢者

施設職員

自分の状態を受け入れ、目的・活動意識をもってもら

うために、グループゲームを通していろいろな人がい

るという認識をもってもらう、仲間作りをしてもらう、そ

してなにより現存機能を発揮して自分自身に自信を

もってもらうことが重要。

【内容：連想ゲーム、パックマン　　他】

419 高齢者のためのレクリエー

ション援助

（第６巻　痴呆性高齢者の

グループゲーム） 24

高齢者

施設職員

心身の状態をよく把握した上でグループへの参加を促

し、参加者に居心地のよい雰囲気を作ることが大切。

【内容：ぺーパーボール投げ、ピン倒し　　他】

420 ありがとうのヒミツ（アニメ）

15

小学生 　小学５年生の勇太は明るく元気な男の子。ある休み

の日、つりざお片手におじいちゃんの家に出掛けるた

めにバスに乗ったのだが・・・そのバスが急ブレーキを

かけ、そばの老人とハチ合わせ！えっ！何？勇太が

老人に、老人が勇太に入れ替わってしまった。老人に

なってしまった勇太は、普段何でもないようなことでも

思うようにできず、すっかり困ってしまう。でも、同級生

のユミちゃんや黒沢くんが勇太とは知らず、老人の勇

太に親切にしてくれて・・・。

421 ふしぎな電信柱

(アニメ)

15

小学生 　裕司君は、霧のかかっている間だけ話をすることの

出来る不思議な電信柱や猫たち、お婆さんとの関わり

を通じて、みんなが安心して暮らしていくために大切な

ことについて気づいていきます。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

422 青野城のお殿様　稲葉石

見守正休公ものがたり（ア

ニメ・紙芝居）　DVD

16

小学生、一般 江戸時代貞享元年（１６８４年）、江戸城中で青野城

主・稲葉石見守正休公が大老堀田正俊を刺殺し、正

休公もその場で惨殺されお家断絶になりました。忠臣

蔵をもしのぐこの大事件を多くの方が知っているわけ

ではありません。灌漑・新田開発等に尽力された名君

の誉れ高い正休公についてもっと知ってもらおうと、大

垣市青野町子供会のみなさんといっしょに、青野ふる

さと福祉村が紙芝居を制作し、その紙芝居をDVDに再

収録しました。（H20)

423 集団遊びでからだづくり・友

だちづくり～伝承遊びを通

じて～　パソコン専用DVD-

ROM

小学生 生活習慣や遊びの変化に伴い体力低下やコミュニ

ケーション能力が低下している中で、遊びをとおして子

どもだけでなく大人とも関わりを深め体力やコミュニ

ケーション能力の向上を手助けする教材。年代別に伝

承遊びとニュースポーツをを収録、ルールや遊び方の

基礎と応用を紹介。

424 チャレンジ！ボランティア

自分の時間をいかすボラン

ティア学習

20

小学生 学校が休みの日に、何かしたいと思っている小学生は

たくさんいます。そうした小学生の中には、ボランティ

ア活動を見つけた人がいます。ボランティア学習は人

や社会のために役に立つことをする活動ですが、自分

の学習にもなります。

このビデオは、自分の時間をいかして、いきいきとボラ

ンティア活動に取り組む小学生の姿をとらえ、身近で

見つけることが出来るボランティア活動にチャレンジし

てもらおうというものです。

425 地球を救え！なかまたち

ちびねこトムの大冒険（ア

ニメ）

81

小学生 ある日、ちびねこトムと仲間たちは山に探検にでかけ

ます。ところが、その探検で、みんなの大切な地球が、

傷ついて今にも壊れそうなことがわかります。地球の

精に助けを求められたトムたちは、地球を救うために

奔走します。

「地球を大切に･･･」そう言われ出して、どの位たつの

でしょう。人口は激増し、難民はあふれ、熱帯雨林は

消滅し、オゾンホールは大きくなるばかり。「ＳＯＳ」を

出している地球を救えるのは、自分達なのです。

426 この空の下で（アニメ）

42

小・中学生 今、私たちは豊かなものに恵まれ、一人ひとり多様な

生活ができるようになりました。しかし、そのことが人

間関係の希薄さを招き、お互いの壁や誤解を生じさせ

てはいないでしょうか。また、国際交流がさかんにな

り、異なった文化や習慣を持つ国の人たちとふれあう

機会もふえました。この作品を通して、地域に住む一

人ひとりが、お互いに協力し合いながら、誰もが住み

よいまちづくりが大切なことに気付いてください。

427 温暖化時代の豪雨災害

その時　あなたは身を守れ

るか？　ＤＶＤ

20

一般 近年、温暖化現象によるとも考えられる局地的な集中

豪雨が頻繁に発生しています。それに伴う水害対策

を、実験や被災地のドキュメンタリーを交えて分かりや

すく解説します。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

428 大地震発生！大切な命を

守るために　ＤＶＤ

22

一般 最新の研究データや能登半島地震、新潟県中越地

震、阪神・淡路大震災の映像や体験談を教訓に、危

機意識の強化を図り、迫りくる大地震に備えるために

制作されました。

429 社会福祉施設等における

人権　私たちの声が聴こえ

ますか　ＤＶＤ

30

施設職員 施設職員の人権意識を高める必要性・手法等に関す

る専門家へのインタビューや、人権意識を高める取り

組みとして実際に施設内で行われた人権啓発活動の

紹介等「どんな行為が入所者の人権を侵害する行為

か」が自然に理解されるようになっています。施設内

の虐待等を根絶していくためには、施設職員の人権

意識を高めていくことが必要で、施設運営には人権の

観点が不可欠であることを強調しています。

430 基本介護技術　ＤＶＤ（３枚

組・解説ブックレット付）

各３０

（１０

項目

収録）

施設職員 介護現場で必要な基本介護技術を分かりやすい映像

とていねいな解説でまとめたＤＶＤ。１０項目収録。

☆ＤＩＳＫ　Ａ☆介護者の健康管理、ベッドメイキングの

方法、体位・姿勢交換、移動の介護

☆ＤＩＳＫ　Ｂ☆衣服着脱の介護、入浴の介護、身体の

清潔

☆ＤＩＳＫ　Ｃ☆食事の介護、排泄の介護、緊急時の介

護

431 求められる地域介護サービ

スと認知症ケア　ＤＶＤ（全

２巻）

３２／

５１

施設職員・一

般

第１巻「小規模多機能型居宅介護とは」

第２巻「小規模多機能型居宅介護の実際」－認知症

ケアの理解を深める－

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に利用者

一人ひとりの様態や生活パターン・希望などに応じて

「訪問」や「泊まり」を組み合わせてサービスを提供す

るもので、たとえ介護度が中重度となっても在宅での

生活が継続できるように支援するものです。本作品で

は、この制度とサービスの実際、事例検討に基づく認

知症ケアのこれからを考えます。

432 障害のある人とのふれあい

と人権－今まで声をかけら

れなかったあなたへ－ＤＶ

Ｄ

23

一般 安心して暮らせる社会を築いていくためには、健常者

と障がい者 が助け合うことが重要です。まちで障がい

のある人に出会ったとき、どのように行動したらよいの

か、実際の場面を見ながら考えていきます。「目の不

自由な人と出会った場合」「耳の不自由な人と出会っ

た場合」「車いすの人と出会った場合」

433 扉をひらこう　はじめの一歩

～障害者雇用を促進する

ために～ＤＶＤ

24

一般・企業・

施設職員

障がい者雇用を積極的に進めている企業の人事担当

者・働いている障がい者から、これから障がい者雇用

に取り組む企業に向けてのメッセージ。また、企業・障

がい者双方の支援機関の活動を紹介する。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

434 子育て支援に求められるも

の　ＤＶＤ

26

一般 今、子育てに不安を感じる人々が増えてます。うまく子

どもと接することが出来ない。自分は母親失格なので

は。生活の利便性が高まりながら、なぜ、親たちは子

育てに不安ととまどいを持つのでしょう。子育てをどう

とらえ、どう取り組めば子育て不安を乗り越えられるの

か。センターや施設での取り組み、子育て支援のポイ

ント、課題や陥りやすい問題点、工夫を聞きます。

435 子育て不安を乗り越えて

ＤＶＤ

22

一般 今、子育てに不安を感じる人々が増えてます。うまく子

どもと接することが出来ない。自分は母親失格なので

は。生活の利便性が高まりながら、なぜ、親たちは子

育てに不安ととまどいを持つのでしょう。子育てをどう

とらえ、どう取り組めば子育て不安を乗り越えられるの

か。識者や支援センター、親たちのインタビューを交

え、不安を乗り越えるヒントや視点を伝えます。

436 地域で守る子どもの安全

地域でできる防犯活動　Ｄ

ＶＤ

17

一般 地域として大人として何ができるか？全国的に増加し

ている「自主防犯グループ」の紹介、「個人」でできる

普段からの防犯対策等の紹介、解説をしていきます。

437 ＣＳＲって何ですか？　ＤＶ

Ｄ

25

一般、企業 ＣＳＲ（企業の社会的責任）という言葉に初めて接する

人を対象にした研修用ビデオです。企業で行われてい

るＣＳＲ活動の実際の事例と担当者へのインタビュー

を通し、ＣＳＲとは何なのかを分かりやすく解説しま

す。

438 妻のブログ－５０歳代から

のライフプラン－　ＤＶＤ

27

一般 近い将来に定年退職を控えた５０歳代半ば以降の方

を対象に、退職後につながる「生きがいづくり」を中心

とした心構えをテーマにした作品。定年後の永きにわ

たるセカンドライフをどのように考え、何（趣味・生涯学

習・再就職・地域社会活動）をなすべきかをじっくり考

えさせられます。

439 ※ただいま貸出を行ってお

りません。

440 桃色のクレヨン（アニメ）　Ｄ

ＶＤ

28

小学生 小学生の美奈子は、８年ぶりにいとこの雪が外国から

帰ってくるのを心待ちにし、学校の友達に自慢します。

ところが、雪には知的障がいがあることを知り、友だち

にうそをついてしまいます。そのことで、クラスメイトか

ら仲間はずれにされる美奈子。そんな中、美奈子は雪

の優しさにふれ様々なことに気付いていきます。

441 あした元気にな～れ！半分

のさつまいも（アニメ）　ＤＶ

Ｄ

90

小中学生

一般

戦災孤児となったかよちゃんときい兄ちゃん兄妹が、

終戦直後の貧困と不安の時代に、明るくたくましく生き

抜いていく姿を描きます。

作家・エッセイストとして多方面で活躍する海老名香

葉子さんの「半分のさつまいも」を原作として製作され

た長編アニメーション映画です。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

442 ハチ公物語（アニメ）　ＤＶＤ

18

小学生 心と心のふれあい、それは人間だけではありません。

ここに登場するハチ公は、話すことができなくても、心

と心は、しっかりと通い合っていました。愛犬ハチ公と

人間の心あたたまる愛情と感動のドラマ。

443 折り梅　ＤＶＤ

111

一般 それは、ある日突然、平和な家庭にふりかかった。愛

知県豊明市、夫婦と子ども２人の４人家族に、夫の母

マサコが同居することになった。ところがまもなく、マサ

コがアルツハイマー型痴呆症と診断される。崩壊しか

けた家族が、思いがけない展開とさまざまな葛藤を経

て見事に再生してゆく物語には、人間の無限の可能

性が描かれる。見る側に勇気と希望を与える感動作。

＊上映会等使用不可

444 未来を創る　　ボランティ

ア・市民活動　2007～　ＤＶ

Ｄ

一般 全国ボランティアフェスティバル推進協議会制作。ボラ

ンティア活動事例の紹介。

445 民生委員・児童委員発

災害時一人も見逃さない運

動－民児協の取り組み－

ＤＶＤ 16

民生委員 単位民児協における取り組み方法を解説した取り組

みマニュアル。一人でも多くの地域住民の安全と安心

のために制作されました。「組織点検」「緊急時連絡網

の整備」「単位民児協ごとの取り組み」「各団体・組織

との連携」（事例紹介）

446 ぼくのお姉さん

36

小・中学生

一般

障がいをのりこえ、自立して生きようとする姉。その姉

を疎ましく思いつつも、心の痛みや苦しみを理解しよう

とする弟。その家族の明るい生き方を描き、家族の絆

のすばらしさ、障がい者を正しく理解することの大切さ

を示す。さらに、障がいの有無に関係なく、誰に対して

も優しさや思いやりの気持ちを持つことの重要性を訴

える。

447 地域で減災！あなたが力

みんなが力　ＤＶＤ

24

一般 自然現象は防げなくても、被害は減らせる－。いま、

「減災」の取り組みが進められています。その基盤とな

るのが「自助」と「共助」。そして何より重要なのが、私

たち自身の当事者意識です。「自助」「共助」の大切さ

を分かりやすく示し、地域防災への関心と参加意欲を

呼び起こします。

448 親愛なる、あなたへ　ＤＶＤ

37

一般 仕事一筋に生きてきた小野寺弘務は、定年退職を目

前にして妻を病気で亡くしてしまう。家族とも対立し、

孤立したまま定年を迎える。しかし、それまで交流の

なかった地域の人と関わっていく中で、自分が妻やま

わりの人たちにいかに無関心であったかに気づき、変

わっていく。

地域に関わるすべての人が、同じ社会の構成員とし

て、よりよい暮らしづくりを実践する地域社会を創造し

ていくために、制作されました。

449 虐待防止シリーズ　幼児・

児童虐待　DVD

25

一般 実例３話のオムニバスドラマ。ドラマに沿って、問題点

と虐待を防ぐ対応策をわかりやすく紹介。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

450 虐待防止シリーズ　高齢者

虐待　DVD

26

一般 実例３話のオムニバスドラマ。ドラマに沿って、問題点

と虐待を防ぐ対応策をわかりやすく紹介。

451 虐待防止シリーズ　配偶者

虐待　DVD

25

一般 実例２話のオムニバスドラマ。ドラマに沿って、問題点

と虐待を防ぐ対応策をわかりやすく紹介。

452 めざせ！福祉の仕事～福

祉を目指すあなたへのメッ

セージ～　VHS・ＤＶＤ 20

一般 福祉の仕事にはどんな仕事があるのかを紹介してい

ます。

岐阜県福祉人材センターでは福祉の仕事へ斡旋等も

しています。

453 大変だ、浸水しとる！！

平成12年9月11日～12日

東海豪雨水害　ある被災者

の記録

パソコン専用CD-ROM

（Windouws）

11

学生

一般

災害への心がけをわかりやすく紙芝居に…

　本編は、2000年の東海豪雨災害で実際に被災した

方の実話を題材としており、体験より得た忘れがたい

教訓や思いがメッセージとして込められています。

454 みんなで命をつなぐ地域づ

くり　平成16年10月20日

豊岡水害【台風23号】地域

の戦いの記録

パソコン専用CD-ROM

（Windouws）

16

学生

一般

災害への心がけをわかりやすく紙芝居に…

　本編は、2004年の豊岡水害で実際に被災した方と

救助に当たった消防団を取材して得た話を題材として

おり、体験より得た教訓や認識が紙芝居のストーリー

の中に綴られています。

455 高齢者応援ＤＶＤ

元気宣言！！おおらか生

活

ＤＶＤ

25

一般 　高齢者の方に生きがいをもって、元気におおらかに

暮らしていただきたいとの願いを込めて制作されたＤ

ＶＤ。

　小学校への出前授業といった世代間交流や高齢者

の相互扶助などの社会貢献の様子、また介護が必要

になっても、できる範囲は自分でするといった考え方

や介護する家族の立場、介護される側の気持ちなど

を日本や海外の事例をとおして伝えています。

456 市民を応援する赤い羽根

共同募金　ＤＶＤ

16

民生委員

社協職員

ボランティア

小学生

中学生

高校生

一般

　「地域で集めた寄付金は、その地域で使って地域を

良くしていく」そのために、この赤い羽根に込められた

約束と願いをお伝えします。

　募金ボランティアの方々に共同募金のことを説明し

協力依頼する会議や研修会などの場で、このＤＶＤを

ご活用ください。

457 地域福祉実践シリーズⅠ

（第１巻）

社会福祉法人　一麦会「麦

の郷」　－ソーシャルインク

ルージョンへの挑戦－

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

32

社協職員

ボランティア

第一回「地域福祉優秀実践賞」受賞団体の紹介です。

1997年の重度重複障害者の共同作業所の設立を機

に、和歌山市西和佐地区を中心に、目の前の困って

いる人たちを「放っとけんやん」の精神で、地域に必要

な社会資源づくりの運動を、地域住民の支援をエネル

ギーに今日までの四半世紀にわたって進めてきてい

458 地域福祉実践シリーズⅠ

（第２巻）

社会福祉法人　氷見市社

会福祉協議会　－コミュニ

ティソーシャルワークの創

造－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

34

社協職員

ボランティア

第一回「地域福祉優秀実践賞」受賞団体の紹介です。

ふれあいいきいきサロンの先駆的な実践として、閉じ

こもりになりがちな高齢者向けにシルバー談話室を実

施し、全市的に広げた実践、また「ふれあいのまちづく

り事業」の前身とも言える1990年「生活支援地域福祉

活動推進モデル事業」の指定を機に、社協における相

談機能の充実と問題解決に向けた具体的なサービス

の開発・実施など、社会福祉協議会の特性を活かした

先駆的・独創的な実践を行っています。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

459 地域福祉実践シリーズⅠ

（第３巻）

真野地区まちづくり推進会

－住民主体によるまちづく

りの軌跡－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

31

社協職員

ボランティア

第一回「地域福祉優秀実践賞」受賞団体の紹介です。

神戸市長田区真野地区において昭和30年代から今日

まで40年近く、住民主体によるまちづくりを実践してき

た地域です。その実践は、時代の変化とともに、地域

に発生する公害問題、高齢者問題、また地域環境の

整備や共同住宅の建設などについて、住民自身が話

し合い、自らの対応策を提起し実現してきています。

460 地域福祉実践シリーズⅡ

（第１巻）

特定非営利活動法人　春

日住民福祉協議会　－住

民の知恵を生かした地域づ

くり－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

36

社協職員

ボランティア

第二回「地域福祉優秀実践賞」受賞団体の紹介です。

自治会活動を基盤として住民福祉協議会、自主防災

会等が協働して、福祉防災マップや高齢者の見守り

活動、小学校校舎跡地利用のミニデイサービスや福

祉サービス調整チーム、小・中学校と連携した福祉教

育プログラムの開発等、住民生活に関わる広範囲の

活動をまちづくりにつなげる地域福祉実践として展開

461 地域福祉実践シリーズⅡ

（第２巻）

社会福祉法人　遠軽社会

福祉協議会　－遠軽式協

働体制づくり－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

36

社協職員

ボランティア

第二回「地域福祉優秀実践賞」受賞団体の紹介です。

介護保険の事業展開を基盤に、認知症高齢者や精神

障害者、難病患者等の個別ニーズに向き合いなが

ら、地域密着型の生活支援システムの構築をめざし

た、新たな社会福祉協議会として取り組まれていま

462 地域福祉実践シリーズⅡ

（第３巻）

今川社会福祉協議会　ボラ

ンティア部　－地域福祉型

ボランティア－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

社協職員

ボランティア

第二回「地域福祉優秀実践賞」受賞団体の紹介です。

1979年から一貫して今川地域を基盤に地域住民によ

るひとり一人の住民の福祉ニーズへのボランティア活

動を地道に展開してきた実践活動です。大都市部の

小地域を基盤に、地域ボランティアによる総合的な福

祉サービスの提供と専門職へのつなぎ役といった

オーソドックスな小地域福祉活動に取り組みを続けら

463 続・福祉　新入職員　基礎

研修シリーズ　（第一巻）

介護術アップの道　自己啓

発・相互啓発のすすめ

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

27

施設職員 介護・福祉の専門性を高める、職員基礎研修向けの

シリーズです。

○介護の専門性を身につけたプロの道　○自己啓発

と介護職場　○自己の能力を伸ばしていく4つの心得

○行動を支える3つの能力　等

464 続・福祉　新入職員　基礎

研修シリーズ　（第二巻）

介護人の絆　メンバーシッ

プとリーダーシップ　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ

24

施設職員 介護・福祉の専門性を高める、職員基礎研修向けの

シリーズです。

○仕事は人との係わりなしには成立しない　○リー

ダーシップと人間社会　○メンバーシップと発揮する6

つのポイント　○リーダーシップとは　等

465 新・感染症対策シリーズ

（第１巻）

これだけは知っておきたい

感染症の基礎知識　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

20

一般

施設職員

感染症対策の基本的な知識を提示しています。

○感染症防止対策の基本的な考え方　○感染防止の

ための３原則－感染源対策・感染経路対策・免疫力

対策　○高齢者施設の感染症対策　○感染症情報の

466 新・感染症対策シリーズ

（第２巻）

ノロウイルス　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

15

一般

施設職員

感染症のひとつ、ノロウイルスに関する対策を紹介し

ています。

○ノロウイルスの感染源は　○その基本的予防対策

○潜伏期間　○診断方法　等

467 新・感染症対策シリーズ

（第３巻）

結核　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

15

一般

施設職員

感染症のひとつ、結核に関する対策を紹介していま

す。

○結核菌とは　○結核の感染対策のポイント　○早期

468 新・感染症対策シリーズ

（第４巻）

インフルエンザ　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

15

一般

施設職員

感染症のひとつ、インフルエンザに関する対策を紹介

しています。

○インフルエンザとは　○インフルエンザウイルスの

感染で起きる感染症　○感染症状　○対策　等

469 夢のつづき

（アニメ）　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

40

一般

小・中学生

家族の中で疎外感を抱く高齢者、認知症を患う高齢

者、その介護に疲れ果てた高齢者や無気力な毎日を

送る若者らが、世代の異なる者とのふれあいや、高齢

者を支援するサービスの活用などで、家族のきずなを

深め、生きがいを感じられる生活を送ることができるよ

うになっていく様子を描いています。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

470 障害者と補助犬の生活か

ら学ぶ　やさしい気持ち、い

たわりの心　【総合編】

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

20

一般

学生

補助犬とその補助犬を必要としている障害者との生活

をわかりやすく解説しています。盲導犬・介助犬・聴導

犬の紹介や、身体障害者補助犬法の紹介している内

容となっています。

471 障害者と補助犬の生活か

ら学ぶ　やさしい気持ち、い

たわりの心　【盲導犬編】

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

20

一般

学生

補助犬とその補助犬を必要としている障害者との生活

をわかりやすく解説しているセットの１つで、「盲導犬」

について紹介しています。目に障害がある人たちの生

活や、盲助犬の一生等を紹介している内容となってい

472 障害者と補助犬の生活か

ら学ぶ　やさしい気持ち、い

たわりの心　【介助犬編】

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

20

一般

学生

補助犬とその補助犬を必要としている障害者との生活

をわかりやすく解説しているセットの１つで、「介助犬」

について紹介しています。手や足に障害がある人たち

の生活や、介助犬の一生等を紹介している内容となっ

473 障害者と補助犬の生活か

ら学ぶ　やさしい気持ち、い

たわりの心　【聴導犬編】

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

20

一般

学生

補助犬とその補助犬を必要としている障害者との生活

をわかりやすく解説しているセットの１つで、「聴導犬」

について紹介しています。耳に障害がある人たちの生

活や、聴導犬の一生等を紹介している内容となってい

474 成年後見物語　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

54

一般 成年後見制度を若手弁護士・畠山千夏が学んでいく

弁護士成長物語です。千夏とその周りの人々のやり

取りを通して、成年後見制度や介護保険制度の概要

と前進的な制度利用の取り組みを学べる内容となって

475 自分らしい明日のために

～早見優が案内する成年

後見制度～　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

一般 成年後見制度を事例を用いて紹介しています。

事例紹介１）一人暮らしの妹に異変が・・・！？

認知症の疑いのある妹・珠代さん（72歳）が悪質な商

法に狙われていることを知った芳子さん（74歳）は、珠

代さんの生活を案じ、社会福祉協議会に相談に行き

ます。そこで紹介された「法定後見制度」を利用するこ

とで、一つの光明を見いだしていきます。

476 介護福祉士の仕事　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

75

一般

学生

これからの介護福祉士を目指す人達を、主たる対象

に、介護福祉士の働く現場をわかりやすく紹介する

DVDです。

１．特別養護老人ホーム　２．介護老人保健施設　３．

障害福祉サービス　４．訪問介護サービス（生活援助

編）　５．デイサービス　６．グループホーム　７．小規

477 ガイドヘルパーっどんな仕

事？

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

47

一般

施設職員

ガイドヘルパー（移動支援従事者）は、障害のある人

が外出をする際の歩行や食事などの介助や、地域で

の自立した生活や社会参加を支援する仕事をします。

このＤＶＤでは視覚障害者を対象としたガイドヘルプを

478 あしたをつかめ平成若者仕

事図鑑　保育士　－私は子

育てのパートナー－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

24

学生

一般

「女子高生のなりたい職業」第１位の「保育士」。主な

志望理由は「子供が好き。楽しそう」。

保育士の仕事は「子供を預かる」という重い責任のも

と、毎日朝から夕方まで子供たちと格闘し、知力体力

を使う過酷な労働です。その分、子供の成長をダイレ

クトに感じられるやりがいのある仕事でもあります。子

供が好きなだけでは務まらないけれども、子供が好き

でないと務まらない保育士の仕事に迫ります。

479 あしたをつかめ平成若者仕

事図鑑　介護職員　－お年

寄りの力を引き出したい－

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

24

学生

一般

介護職員は、老人ホームなどで、お年寄りの身の回り

の世話をする仕事です。特別養護老人ホームの場合

は２４時間態勢。職員は、毎日、起床・着替えの介助

に始まり、食事、おむつ交換、入浴・・・と、分刻みのス

ケジュールで働いています。主人公は、東京の特別養

護老人ホームで、お年寄りのケアにあたっている５年

目の介護職員。お年寄りがその人らしくいきいきと暮

らせるように、本人がもっている力を見極め、それを引

き出そうと奮闘していきます。主人公の姿を通じて、

「介護職員」の奥深い面白さに迫ります。

480 道徳ドキュメント３　人とつ

ながる　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

45

小学生 人とのつながりの中で、大切なこととは何か・・・。生活

のなかで必要となる人との接し方や、コミュニケーショ

ンの大切さを考えるシリーズ。

ドキュメント１．おばあちゃんの小さな秘密　ドキュメン

ト２．あいさつの力　ドキュメント３．命の大切さを伝え



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

481 新・ボランティアシリーズ

第１巻　今、問われるボラン

ティアとは　理論編　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

20

一般

ボランティア

ＮＰＯの活動が盛んになり、ボランティア活動も行政と

対峙するものから、公私協働の概念へと変化し、マイ

ナーなものから国民にとってメジャーなものへと大きく

前進したのです。市民活動のなかで、ボランティア活

動が日常生活の一部としてみとめられるようになった

ともいえます。そうした中で、今、ボランティアの理念が

問われています。多くのボランティア活動のなかに、そ

482 新・ボランティアシリーズ

第２巻　人は群れてこそ育

ち合う　保育の心　桐島マ

サ江

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

一般 高度成長期がはじまった１９６０年代は、婦人の労働

力がかかせぬものであったが、出産すると助成は職

場をやめざるをえないのが普通であった。その時代に

保育にとりくみはじめた桐島さんが、４０年以上にわた

る保育のありかたを語ります。認可保育園になるまで

の２０年間の活動から今後の保育園、子育てについて

483 新・ボランティアシリーズ

第３巻　授業に終わりはな

い　授業の心　佐野藤雄

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

一般 ８０歳をこえた今でも、年に２度ほど飛び込み授業をお

こなっている佐野藤雄さん。その授業は、いつも新鮮

で創造性に富んだものです。子供たちの興味をひきだ

し、積極的に参加させる技術は職人技としかいいよう

がありません。小学校１年生から６年生までの社会科

の授業をまとめてみました。

484 発達障害のある子とお母さ

ん・先生のための「思いっき

り支援ツール」　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

50

一般 障害のある子どもは目に見えないことを考えたり、推

測したりすることが苦手です。約束を結ぶこと、ルール

を守ること、計画を立てること、相手の気持ちを察する

ことなど、これらの目に見えないことや目に見えないも

のを、支援ツールを使って「見えるようにすること」「分

かるようにすること」「考えやすくすること」などの支援

の仕方をこのＤＶＤでは紹介します。

485 地震に備えて今、やるべき

こと

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

23

一般 一般への提供がスタートした緊急地震速報。このシス

テムを有効利用し大きな揺れが来る前の数秒から数

十秒をどう効果的に使い、被害を減らすかというの

が、地震対策の重要な課題となっている。この作品で

は、緊急地震速報という新しいシステムや、「高層難

民」「帰宅困難者」と言った新しい問題をふまえつつ、

いかに命を守り、被害を減らすか――その地震対策

を分かりやすく示している。

486 ＭＯＴＴＡＩＮＡＩで地球を守ろ

う

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

45

一般 いま環境問題は、地球規模で考えなければならない

緊急の課題となっています。２００５年の京都議定書

発効までの経緯を取り上げ、国家間の協力の重要性

を示します。また、環境問題の背後には貧困や紛争

が密接に絡んでいます。ケニア環境副大臣のワンガ

リ・マータイさんは長年、植林活動を通して問題に取り

組んできました。マータイさんの勇気ある行動、そして

温かい言葉から環境問題解決のための大切な視点

487 これだけは覚えておきたい

高齢者の外出介助。（車い

す編）

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

一般

施設職員

車いすの外出介助は危険が伴うもの。介護従事者で

も、大変緊張するものです。このＤＶＤの動画マニュア

ルでは、車いすを利用するご本人にとって安全で楽し

い外出になるよう、介助者は外出前の準備、車いすの

介助の基本、坂道や階段、電車、タクシーの乗車方法

など車いすの外出介助のさまざまなシーンを具体的に

488 日常の人権Ⅰ　－気づきか

ら行動へ－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

23

一般 この作品は、日常生活の中に潜むさまざまな人権問

題を取り上げています。ドラマで人々の心にある偏見

を、そしてドキュメンタリーで差別や偏見などで苦しむ

人々の心の痛みを伝えます。人権について、さまざま

な角度から考えることができる作品です。

・女性の人権・子どもの人権・高齢者の人権



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

489 日常の人権Ⅱ　－気づきか

ら行動へ－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

23

一般 この作品は、日常生活の中に潜むさまざまな人権問

題を取り上げています。ドラマで人々の心にある偏見

を、そしてドキュメンタリーで差別や偏見などで苦しむ

人々の心の痛みを伝えます。人権について、さまざま

な角度から考えることができる作品です。

・外国人の人権・障がい者の人権・部落差別・インター

ネットでの人権侵害

490 プロフェッショナル　仕事の

流儀　　盲導犬訓練士　多

和田　悟　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

43

一般 クイールをはじめ、200頭以上の盲導犬を育てた日本

屈指の盲導犬訓練士、多和田悟（54歳）。「犬語を話

す」と呼ばれる多和田の手にかかれば、どんな犬も素

直に従う。多和田は、現在、横浜市にある盲導犬訓練

士学校の責任者を務める。2007年2月、多和田は、学

生とともに、視覚障害者に盲導犬を引き合わせる「共

同訓練」と呼ばれる作業に臨んだ。多和田たちは無

事、盲導犬を引き渡すことができるのか？

491 老年心理学シリーズⅠ

第1巻　生涯発達の視点か

ら老年期を考える

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

46

一般 高齢社会における老年期は、心身ともに健康であって

社会的にも安定した生活をしている高齢者が、これを

前提としつつさらに社会的貢献をすることで、自分の

力をいかし幸福感を感じることのできる仕組みを構築

することが必要です。また、それを支援していくことが

これからの高齢社会への対応として重要です。

●老化と生涯発達　●生涯発達に影響する要因　●

サクセスフル・エイジング　●生活の質

492 老年心理学シリーズⅠ

第2巻　高齢者の心理

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

63

一般 老年期における感覚機能の老化と日常生活への影

響、記憶機能や知能の加齢変化、人格と適応、適応

の過程、老年期の発達課題を、生涯発達の文脈のな

かで捉えます。どのように年を取っていくか、その時に

どういう面が衰え、どういう面が衰えにくいか、あるい

は衰えたことをどのように乗り越えていくか、また獲得

してきた能力をどういかすかを考えます。

●感覚機能の老化と日常生活への影響　●記憶機能

の加齢変化　●知能の加齢変化　●老年期の人格と

適応　●適応の過程　●老年期の発達課題

493 老年心理学シリーズⅠ

第3巻　認知症とは？

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

37

一般 認知症の人のケアでは、心のケアが大切です。将来

のケアの方法に関して、認知症の人のケアを基本の

一つに据えようという報告も出されています。認知症

は医学的問題ですが、その理解やケアには、心理学

領域からの研究や実践的貢献が積極的に行われる

べき課題も多いでしょう。

●認知症の定義　●認知症の実態　●アルツハイ

マー型認知症　●血管性認知症　●その他の認知症

●認知症の評価　●認知症の治療

494 老年心理学シリーズⅠ

第4巻　認知症の人の心理

的ケア　　　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

55

一般 認知症は身体・心・社会の三つの側面から理解すべ

き疾病だと考えられます。ですから、単に記憶が悪くな

る、仕事や家事がうまくできない、脳が萎縮しているな

どと、個々ばらばらにとらえるのではなく、身体・心・社

会の三つの側面から総合的に理解することが必要で

す。また、認知症の人のケアにおいては、心理的特徴

を正しく知り、認知症の人の気持ちを受け入れていくこ

とが重要です。

●ケアの前提と基本　●心理的理解と心理的特徴

●ケアの理念　●症状理解のヒント　●接し方の基本



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

495 体験！利用者の気持ちと

感じ取るトレーニング　～介

護におけるコミュニケーショ

ン技術～

初級編　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

55

施設職員 このＤＶＤでは、映像というバーチャルであっても体験

にとても近い事例を体感することで「見たことのある体

験」「見たことのこある対処」という〈蓄え〉を多く作るこ

とを目指します。〈蓄え〉や〈引き出し〉を沢山持つこと

で、実際の介護での混乱や動揺、「真っ白になる」と

いった軽減する狙いもあります。

介助現場としては、起床介助・移動介助・食事介助・

排泄介助・散歩介助・入浴介助を取り上げています。

初級編は、事例を見た後に３つの選択肢の中から選

らぶかたち、三択問題にして、利用者の表情は何に対

して向けられている感情なのかを読み取るトレーニン

グをします。

496 体験！利用者の気持ちと

感じ取るトレーニング　～介

護におけるコミュニケーショ

ン技術～

中級・上級編　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

57

施設職員 このＤＶＤでは、映像というバーチャルであっても体験

にとても近い事例を体感することで「見たことのある体

験」「見たことのこある対処」という〈蓄え〉を多く作るこ

とを目指します。〈蓄え〉や〈引き出し〉を沢山持つこと

で、実際の介護での混乱や動揺、「真っ白になる」と

いった軽減する狙いもあります。

介助現場としては、起床介助・移動介助・食事介助・

排泄介助・散歩介助・入浴介助を取り上げています。

中級・上級編では利用者の微妙な表情や態度からそ

の時の気持ちを読み取り、推測するトレーニングで

す。事例を見た後に、推測できる気持ちを２つ３つ考え

てもらい、ＤＶＤでは幾つかの答えを示し解説します。

また、実際の対応編として適切なる対応例を２７事例

497 高齢者とともに生きる～「最

後までの日々」より～

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

30

一般

施設職員

「人生の最後を、どう迎えるべきか・・・」、誰もが突きつ

けられる問いに正面から向き合う、兵庫県尼崎市の特

別養護老人ホーム「けま喜楽苑」。日々、入所者や家

族に面接を行い、「最後までの生き方」、「死に場所」

の希望をくみ取り、介護に反映させようとしています。

このＤＶＤ教材では、映像中に登場する入居者、家

族、施設職員それぞれのかかわりを通して、「高齢者」

という、自分たちと世代・身体状況の異なる人々を理

解・共感しようとする態度を育てるとともに、自身のラ

イフステージについても考えます。

498 毎日が火の用心　高齢者

施設の防火管理　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

25

施設職員 2009年3月に発生した群馬県渋川市の老人ホーム火

災では、利用者16名の内10名の方が亡くなりました。

また2006年１月に発生した長崎県大村市の認知症グ

ループホーム火災でも7名の高齢者が逃げ遅れで亡く

なりました。この火災事故を教訓に、消防法令の改正

が行われ、消防用設備などの強化がされ、ハード、ソ

フト両面での充実強化が図られてきました。しかし、こ

れらの火災で多数の死者が出た直接の原因は、種々

ありますが、常に指摘されてきたのは、火災発生時の

施設従業員の対応行動です。そこで、この作品では、

高齢者福祉施設での正しい防火管理のあり方を、過

去の火災に学びながら具体的に描きます。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

499 がんばってます！自主防災

地域の力で減災　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ

25

一般 自主防災組織は、阪神･淡路大震災以降、その活動

が注目されてきました。実際、この大震災では、約３万

５千人が倒壊した建物に埋もれたままになりました

が、このうち２万７千人(約８割)が、近隣住民の協力で

救出されています。その後の大震災でも、町内会組織

がしっかりしているところでは、犠牲者が少なく自主防

災組織の有効性が浮き彫りになっています。しかし、

自主防災組織作りは、全国的に増えてきましたが、組

織はできても高齢化などで運営、活動が追いつかず、

形だけになっているところも少なくありません。

そこで、この作品では、もう一度、自主防災組織のあり

方を問いながら、活動内容の充実している地域を取り

上げ、その日常の活動を具に捉えて災害に強い街づ

くりの必要性を訴えていくものです。

500 地域で子育て支援　－ファ

ミリー・サポート・センターの

取り組み－　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ　ＤＶＤ

30

一般 「ファミリー・サポート・センター事業」平成6年（1994

年）、厚生労働省が、育児に関する不安の解消や就

労の支援を目的として制度化した事業の一つです。こ

れは地域住民同士による、子どもを一時的に預かるこ

とに関する相互援助システムをいいます。平成17年現

在、その数は全国で310か所となり1センターあたりの

会員数は、およそ680人とそのシステムを利用する会

員は年々増え続けています。しかしまだまだこの制度

に対する誤解も多く、制度が正しく認知されていない

のが現状です。そこでこのビデオでは「ファミリー・サ

ポート・センター事業」の概要や役割を広く紹介するた

501 犬と歩けば　チロリとタムラ

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

107

一般 動物と触れ合うことで、心と体を癒すアニマルセラピー

を題材にしたハートフル・ドラマ。ダメ男が捨て犬と出

会い、セラピードックとして育てる中で自分自身も成長

していく様子をほのぼのタッチで描く。

「犬と歩けば　チロリとタムラ」は、どんなに頼りなく見

える人間や犬たちでも、“誰かの力になることが出来

る”という大切なことを教えてくれる。

502 ハンセン病を正しく理解す

るために　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

186

一般 ハンセン病が医学の進歩で『治癒する病』になってか

ら久しい。長島愛生園、邑久光明園の入所者が待ち

望んだ『人間回復』の象徴・邑久長島大橋が島と本土

を結んだ。一世紀にわたり患者やその家族を苦しめて

きた『らい予防法』は廃止され、国もかつての隔離政

策の過ちを認めた。残る課題、ハンセン病を正しく理

解することで、人々の心に残る偏見や差別をなくすこ

とである。

①人間回復の橋、心のかけ橋となれ　29分

②ハンセン病療養所　語り部証言集

　長島愛生園　90分

503 あなたもボランティア

～重症児と分かち合う生き

る力～　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

8

一般 重症心身障害児施設でボランティア活動をする団体

やグループの、活動の様子を収録したもの。

504 豪雨災害の被災者支援

～災害ボランティアセン

ターとボランティア活動～

6

社協職員

ボランティア

災害ボランティアセンターの流れを知るための解説ビ

デオ。

505 防府市・佐波川流域　災害

ボランティアセンター

～平成21年7月21日　防府

豪雨災害と支援者たち～

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

27

社協職員

ボランティア

平成21年度の夏、山口県における水害に対応した、

防府市社協が主体となった災害ボランティアセンター

の、当時の映像とその後のインタビューによる記録。

506 スマトラ沖地震・津波　被災

地での福祉活動

～パートナーシップを通じ

た国際支援～　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

24

ボランティア 2004年12月インドネシアのスマトラ沖で起きた大地

震。全社協では生活支援を目的とした募金活動を行

い、集まった募金は民間団体へ助成した。

インドネシア、スリランカ、タイの被災地での団体の取

り組みを紹介している。



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

507 「地域生活者」から始める

いきいきシニアライフ　ＤＶＤＶＤＶＤＶ

ＤＤＤＤ

37

高齢者

ボランティア

今日、いわゆる「団塊世代」が定年退職の時期を迎え

たということもあって、改めて、退職後のシニアの生き

方がクローズアップされています。

退職後に地域でいきいきとしたシニアライフを送るに

は、どのような生き方があるのか。そのことを考えるた

めに、“地域生活者”となることを提案しています。

このビデオは対談方式で、話してに同志社大学大学

院教授の上野谷加代子氏、聞き手に特定非営利活動

法人よろずや余之助代表の桑原三郎氏。

508 知ってください　盲ろうにつ

いて

～盲ろう者の今と東京都盲

ろう者支援センター～　ＤＶＤＶＤＶＤＶ

ＤＤＤＤ

20

ボランティア

一般

盲ろう者とは、目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障害を併

せ持つ人のことをいいます。このＤＶＤでは、盲ろう障

害や盲ろう者の置かれている現状について解説する

とともに、盲ろう者を対象に総合的かつ専門的な支援

を提供している「東京都盲ろう者支援センター」の活動

について、紹介しています。

509 今すぐできる！家庭防災

ふせごう　－家具等の転倒

防止対策－　ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

21

一般 家庭用の防災学習ＤＶＤです。

【本編】

①凶器となる家具・家電

②我が家の壁を知る

③壁にしっかり固定するには

④壁に固定できないときには

⑤家具を固定した後は

⑥家電を固定するには

⑦結び「自助」「共助」「公助」

510 福祉施設における体験学

習のための事前学習ＤＶＤ

福祉体験ナビ！ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

58

学生 高齢者の福祉に関わる様々な職業や高齢者福祉施

設での体験学習を行う時のマナー、注意点について。

511 じぶんの町を良くするため

に

～赤い羽根共同募金～

ＤＶＤＤＶＤＤＶＤＤＶＤ

19

一般 地域で集めた寄附金は地域を良くするために使う。そ

の循環のしくみを住民とともにつくりあげている各地の

取り組みを紹介。

１．黒部市共同募金委員会の活動

　　■ありがとう運動が地域をつなぐ

２．宝塚市共同募金委員会の活動

　　■事務局主導から委員会主体の活動へ

３．松阪市共同募金委員会の活動

　　■活動は楽しく！赤い羽根ＫＢプロジェクト

４．再び黒部市共同募金委員会

　　■２市２町でプロジェクトチームを結成

512 いきいきあんしんお手伝い

～社協における日常生活

自立支援事業～ ＤＶＤ ＤＶＤ ＤＶＤ ＤＶＤ 30

社協職員 日常生活自立支援事業の概要をはじめ実際の利用

者支援に携わる社協専門員及び生活支援員の活動

を紹介している。また、専門員、生活支援員、地域包

括支援センター、ホームヘルパー、ケアマネージャー

等によるケースカンファレンスの様子も収録。

513 三遊亭円楽が案内する　任

意後見制度

～伝えたい、実現したい

自分の生き方～　DVDDVDDVDDVD

33

一般 「任意後見制度」を紹介しています。

・オープニング　安心への備え～任意後見制度

・任意後見制度の利用を考える

・任意後見人の選任

・任意後見人の仕事とその他の制度

・エンディング

514 ボランティア国際年10年次

記念大会　DVDDVDDVDDVD 117

ボランティア 2010年10月23日に坂祝町でのボランティア活動の10

年間を振り返る「ボランティア国際年10年次記念大会」

を開催され、その様子を収録。

515 未来を創る　ボランティア・

市民活動　2009 DVDDVDDVDDVD

23

ボランティア 紹介事例

・じゃんけんぽん　（群馬県　高崎市・前橋市）

・ＹＧＰ（八幡元気プロジェクト）　（愛媛県　八幡浜市）

・地区ボランティアセンター活動　（兵庫県　西宮市）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

516 平成22年度「介護の日」特

別番組　～かけがえのな

い、あなたへ～

介護がつなぐやさしい未来

DVDDVDDVDDVD

30

一般 2010年11月11日「介護の日」記念シンポジウムの出演

者への「介護」に関するインタビューの様子を収録。

517 介護のスタッフの接遇マ

ニュアル　DVDDVDDVDDVD

45

施設職員

介護員

介護スタッフとして働く意識マナーがしっかり身につ

き、コミュニケーション能力が高まる映像教材。介護が

必要な高齢者への接遇には忍耐力、コミュニケーショ

ンスキル、言葉づかい等レベルの高い接遇技術が必

要です。加えて介護宅訪問、家族への対応など様々

なケースが想定されます。このDVDは現場からの意見

を参考にケースを採り上げ、介護接遇の心構えと基本

518 精神

DVDDVDDVDDVD

135

一般 閉塞感や孤独感漂う現代の日本社会。日本国内にお

いて自殺者は、ついに12年連続で3万人を超え、日本

人の精神は危機的状況に置かれているといえる。　こ

のDVDでは、様々な患者たちが集う、岡山県にある外

来の精神科診療所「こらーる岡山」の世界をつぶさに

観察し、これまでタブーとされてきた精神科にカメラを

入れることで、現代に生きる日本人の精神のありよう

519 十歳のきみへ　いのちの授

業

DVDDVDDVDDVD

17

小学生

中学生

一般

、“生と死について考える公開セミナー”「メメント・モリ」

や小学生を対象にした訪問授業「いのちの授業」での

日野原重明氏（聖路加国際病院理事長）の講演や講

話などの様子を収めたＤＶＤ。

520 手にことばを　①

DVDDVDDVDDVD

37

一般 ＜講座Ⅰ＞身体を使って表現しよう

１．日常生活でどんな身振りが使われているのでしょう

か

２．イメージを身体で表現してみましょう

３．あいさつの手話を覚えましょう

＜講座Ⅱ－１＞自己紹介をしましょう①

１．名前をたずねましょう

521 手にことばを　②

DVDDVDDVDDVD

38

一般 ＜講座Ⅱ－２＞自己紹介をしましょう②

３．どんな家族かな　人を表す基本の手話

４．どんな家族と暮らしているのかな

５．どんな趣味をもっているのかな

６．どんな仕事をしているのかな

７．どこに住んでいるのかな

８．自己紹介をしましょう

522 手にことばを　③

DVDDVDDVDDVD

37

一般 ＜講座Ⅲ＞楽しもう！手話の会話

１．たずねることばを覚えましょう

２．時間にかかわることばを覚えましょう

３．季節にかかわることばを覚えましょう

４．食べ物を表すことばを覚えましょう

５．いろいろな企画を考えよう

523 手にうたを　①

DVDDVDDVDDVD 38

一般 手話で歌おう①

「世界に一つだけの花」

「おなかのへるうた」

524 手にうたを　②

DVDDVDDVDDVD 36

一般 手話で歌おう②

「手のひらを太陽に」

「ちいさい秋みつけた」

525 手にうたを　③

DVDDVDDVDDVD 32

一般 手話で歌おう③

「幸せなら手をたたこう」

「きよしこの夜」

526 社会福祉士の仕事

DVDDVDDVDDVD

78

学生

社協職員

施設職員

１．老人福祉施設で高齢者を支える仕事（11分）

２．障碍者に対する自立生活アシスタント（11分）

３．児童家庭支援編（11分）

４．医療機関編（11分）

５．地域生活を支える地域包括支援センター（11分）

６．社会福祉協議会・さわやかサービス（11分）

７．福祉事務所編（12分）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

527 医療的ケア支援の構造化

と実践事業　DVD

56

施設職員 「私らしくALS」　26分

１．支援体制を創る

２．呼吸を支援する

３．「たんの吸引」を支援する

４．「食事」を支援する

５．「コミュニケーション」を支援する

６．「外出」を支援する

７．生活を支える制度と今後の課題

「吸引」についてかんがえよう　30分

528 第30回全国豊かな海づくり

大会　ぎふ長良川大会

DVD

20

一般 平成22年6月12日・13日に行われた、30回全国豊かな

海づくり大会　ぎふ長良川大会の式典等を記録。

・歓迎レセプション／岐阜市

・式典行事／関文化会館

・放流・歓迎行事／関市池尻の長良川河畔

529 集中豪雨に備えよう

7.15豪雨災害の教訓　DVDDVDDVDDVD

15

一般 ７．１ ５豪雨災害を例として集中豪雨の恐ろしさを伝え

るとともに、集中豪雨時に気をつけること、安全な避難

方法、気象情報や避難情報等を分かりやすく解説して

おり、お年寄りや子どもにも興味を持って見てもらえる

内容。

（１）導入～ 集中豪雨の恐ろしさ

（２）集中豪雨とは

（３）集中豪雨の最中に気をつけること

（４）集中豪雨時の重要な情報

（５）危険な場所を知っておく

（６）締め～一人一人が意識を高め、自らの命は自ら

530 もし今、地震が起きたら

～命を守る備えと退避行動

ＤＶＤ

19

一般 過去に起きた大地震の訓練をもとに、地震時の心得

が伝えられてきました。しかし、近年の地震被害に関

する研究や、社会情勢の変化に伴い、それらの心得

が現在でも有効かどうかの検証が進められています。

未曾有の大震災となった東日本大震災の経験も踏ま

え、いま求められる地震時の心得、地震への備えを考

えます。

531 よっちゃんの不思議なクレ

ヨン（アニメ）　DVD

22

小学生 やさしいよっちゃんと森の動物たちとのあたたかい生

命の物語。

不思議なクレヨンがいろいろな心を教えてくれます。

①やさしい心

②みんなの為に奉仕する心

③ごめんねという反省の心

④自分だけの間違った欲張りな心

⑤ありがとうという感謝の心

532 小学生のための人権パート

１

思いこみに気づく　 DVD

14

小学生 実際の人権の課題を通して、「思いこみ」について考

えさせる内容です。

テーマ１「思いこみってなんだろう？」

今、日本にはホームレスの状態になっている人が数

多くいます。このパートでは、ホームレスの人や支援

する人びとの言葉から、わたしたちが普段いだいてい

る「ホームレス」の人について思いこみを考えてみま

す。

テーマ２「ちがいを受け入れる」

身体に障がいのある、スクールカウンセラーの女性。

彼女の暮らしの様子を通して、ちがいを受け入れるこ



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

533 小学生のための人権パート

２

大切なわたし　大切なあな

た　 DVD

15

小学生 事例や、いろいろな人へのインタビューを通して、大切

なわたし、大切なあなたというテーマを子どもたちに考

えさせる内容です。

テーマ１「きずつくこと、きずつけること」

虐待をテーマに、人に大切にされることを大切にする

心につながることを学びます。

テーマ２「大切な自分、大切なみんな」

ここでは、小学生から大人まで、いろいろな人にインタ

ビューします。「あなたは自分のどんなところが好きで

すか？」「あなたは自分が大切にされているなと思った

ことはありますか？」「他の人を大切にしているなあと

思ったことはありますか？」・・・いろいろな人の言葉を

聞くことで、自分を大切にし相手も大切にするとはどう

いうことかを、子どもたち自身に考えさせるものです。

534 もったいないばあさんと

考えよう世界のこと　DVD

71

小学生

中学生

高校生

地球の問題と厳しい環境で暮らす世界の子どもたち

の現状、そして、それらの問題が私たちの暮らしとど

のようにつながっているのかを分かりやすく伝える

DVD。

DISC１　地球でおきている１０の問題　42分

DISC２　世界の１０人の子どもたち　19分

付録DISC　インド取材映像　10分

535 ハンセン病　剥奪された人

権  DVD

25

一般 現在も国立のハンセン病療養所に暮らす人々、院長

及び関係者の証言を取材し、ハンセン病隔離の不幸

な歴史と現在の状況を描きます。そして、現代に生き

る私たちが、今、考えなければならない人権意識を問

います。

536 寸劇で学ぶ

悪質商法の手口と対処法

DVD

78

一般　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高齢者１．「点検商法」（床下点検）

２．「次々商法」（布団販売）

３．「利殖商法」（未公開株詐欺）

４．「振込詐欺」（還付金型）

４．「催眠商法」（健康食品販売）

　

ありふれた日常に忍び寄る「悪質商法」。増え続ける

被害を、わかりやすく５つの短編集にまとめてありま

す。＊悪質商法にだまされないための５ヵ条やクーリ

ンングオフの解説付き。

537 悪質業者の視点

～次の狙いはあなたかも

DVDDVDDVDDVD

24

一般

高齢者

〈講座用〉と〈視聴用〉を収録。　2009年3月作成

１．催眠(SF）商法

２．利殖商法

３．振り込め詐欺

538 わかりあえる明日のために

DVDDVDDVDDVD

180

一般

学生

ビデオ【わかりあえる明日のために】シリーズ９巻がＤ

ＶＤになって一つに収録されました。

№１７０（一雫の水）　№１７１（お年寄りと暮らす）

№１７２（地球に暮らす仲間たち）　№１７３（ともに楽し

く　耳の不自由な友達と）　№１７４（ともに楽しく　知的

障がいのある友達と）№２０１　（ともに楽しく　からだの

不自由な友達と）　№２０２（ともに楽しく　目の不自由

な友達と）№２０３（明るく元気に　病弱養護学校）　ほ

か（みんな友達　障害者理解・行動編）



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

539 地域見守り応援隊

在宅福祉アドバイザー研修

用

【イメージアップ活動事例

篇】

【スキルアップ研修教材篇】

DVDDVDDVDDVD

40

一般 【イメージアップ活動事例篇】

○在宅福祉アドバイザーの概論・役割・具体位的活動

○見守り活動・サロン活動の紹介

○支え合いマップづくりの紹介　等

【イメージアップ活動事例篇】

○きっかけづくり　　　　　 　　　 ○相手の立場に立つ

○相手の思いを受け止める 　○相手の異変に気づく

○詐欺から高齢者を守る　　　○認知症に気づいたら

540 地域のくらしを支える

「生活支援サービス」

DVDDVDDVDDVD

74

一般

ボランティア

【全国社会福祉協議会　企画・制作】

○子育て支援　　　　　　　○助け合い～友愛活動

○宅老所の取り組み　　　　　　○配食・会食活動

○ボランティアによる食事サービス

○商店街での活動づくり

○伝統を活かしたまちづくり～障がい者とつむぐ

541 人を支える、地域をつなぐ

～活動の場を広げるＮＰＯ

～  DVDDVDDVDDVD

20

一般 【全国社会福祉協議会　企画・制作】

【日本ＮＰＯセンター　監修】

○パート１　ＮＰＯ法人とはどんな団体なのか紹介しま

す

○パート２　NPO法人設立の方法と継続的活動の組

織的取り組み

○パート３　NPO法人の運営

542 災害時　被災者を応援して

います　～じぶんの町を良

くするしくみ～   DVD DVD DVD DVD

20

一般

ボランティア

【赤い羽根共同募金】

○パート１　陸前高田市災害ボランティアセンター（地

元住民とボランティアをつなぐ）

○パート２　NPO法人創る村＜東松島市＞（被災した

福祉施設に笑顔が戻る）

○パート３　女川町災害ゴランティア・復興支援セン

ター（住民同士の絆を再びつくりだす）

543 自助実践２００万人運動

命を守る地震対策   DVDDVDDVDDVD

15

一般 ○濃尾地震　○岐阜県中部地震　○阪神・淡路大震

災　○東日本大震災

過去の４つの大地震を検証します。今後命を守るため

に心がける地震対策等もわかりやすく解説

544 生きる行動　生きる備え

～東日本大地震対策～

DVDDVDDVDDVD

22

中学生・高校

生

地震・津波防災教育ＤＶＤ（この作品には、東日本大

震災の津波に襲われた街の映像と現場音が入ってい

ます。その映像と現場音で衝撃を受けるかもしれない

と思われた場合は、飛ばして上映ください）

①阪神・淡路大震災②東日本大震災

＜命を守ること＞＜二次災害から命を守ること＞＜被

害者の対談や日常の防災教育を観る＞

545 防災の備えと意識１０ヵ条

～東日本大震災が残した

教訓～   DVD  DVD  DVD  DVD

22

一般

地域社会生

活

最新の防災対策を収録！①家屋や塀の強度を確認

②家具などの転倒・落下防止　③出火防止対策と初

期消火　④けがの防止対策　⑤津波対策　⑥地域の

危険性を把握　⑦家族で話し合う　⑧非常用品を備え

る　⑨防火知識を身につける　⑩防災行動力を高める



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

546 あなたの街を襲う大地震

検証・震度６弱・被害軽減・

駿河湾の地震   DVD DVD DVD DVD

22

一般

地域社会生

活

社会教育

教訓が活かされた駿河湾地震の被災者から防災対策

を聞く。また、発生が予想される「東海地震」「東南海

地震」「南海地震」の巨大地震が同時に発生した時の

規模やメカニズムも最新シミュレーション映像を交えて

紹介する

547 がんばってます！自主防災

～地域の力で減災～

DVDDVDDVDDVD

25

一般

ボランティア

【防火防災教育ビデオ】

地域住民でつくる自主防災組織（共助）のあり方を問

い、活動内容の充実している地域を取りあげます。

○過去の災害で自主防災組織が活躍した事例

○自主防災組織活動（街の点検・マップづくり・情報収

集・発信、問題解決）　○災害時用支援護者の支援方

法○防災訓練

548 生きています、１５歳。

DVDDVDDVDDVD

23

小学生

中学生

一般

５００ｇで生まれ未熟児網膜症のため失明した美由紀

さんが交流や自分自身の成長を描いた著書をアニメ

化。我が子の自立を想い厳しく育てる母と、反発しな

がらも明るくたくましく成長する、母と子の交流を描い

た作品

549 観て聴いて感じ取る認知症

ケア

～質の高い介護を目指して

～　　　　　　　 DVD DVD DVD DVD

108

一般

介護職員

利用者と介護福祉士の介護現場を映像化した事例集

【第１巻　食事の場面から就寝の場面までを観て学ぶ

３８分】事例１，２，３

【第２巻　介護福祉士、利用者同士のやりとりを観て学

ぶ　３３分】事例１，２，３

【第３巻　さまざまな利用者と介護福祉士の場面から

学ぶ　３７分】事例１，２，３，４

550 介護福祉士の仕事  DVD DVD DVD DVD

75

一般

介護職員

学生

１．特別養護老人ホーム（１１分）

２．介護老人保健施設（１１分）

３．障がい福祉サービス（１０分）

４．訪問介護サービス（１１分）

５．デイサービス（１１分）

６．グループホーム（１０分）

７．小規模多機能型居宅介護サービス（１１分）

※７本のＤＶＤが１セットになっています。

551 項目別　介護技術のコツと

実践   DVD DVD DVD DVD

156

一般

介護職員

学生

＜全３巻シリーズ＞介護技術のコツを項目・目的別に

収録　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【Ｖｏｌ．１　身

体を動かす・日頃の健康管理　６０分】

【Ｖｏｌ．２　もしもの対応・リハビリテーション　４６分】

【Ｖｏｌ．３　清潔を保つ・排せつのお世話　５０分】

552 介護レベルアップシリーズ

DVDDVDDVDDVD

100

一般

介護職員

学生

＜全２巻シリーズ＞施設でも在宅でも活用出来る実践

技術　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　【ケアビク

ス】・ケアビクス効果・転倒防止のケアビクス・衣服着

脱ケアビクス・心と体のケアビクス

【口腔ケア】・口腔ケアの目的・口腔内の変化と特徴・

口腔清掃の方法・口腔体操・口腔清掃の実践



【ビデオ・ＤＶＤ】

No タ　イ　ト　ル

分

対　　象 内　　　　　　　　　容

◇◆◇お知らせ◇◆◇

　

１９２　しあわせをみつけよう

５３８　 わかりあえる明日のために（9シリーズ　１本化）

　

上記VHS　２本につきましてはDVD版を入荷しました。

ご利用・ご予約の際は、VHSかDVDのどちらかをお選びください。


