新規ＤＶＤ等一覧（平成28年度登録分）
分類番号

9100

資料番号

0056

ジャンル

地域福祉

時間
（分）

タイトル

あなたも まちも いきいき
ふれあい・いきいきサロン

種類

24

内

DVD

4地域のサロン紹介。
・日曜サロン（市川市）
・サロンいこい（鴨川市）
・まんまるサロン（市原市）
・サロンつちのこ（柏市）
［製作：千葉県社会福祉協議会］

容

9100

0057

地域福祉

地域包括ケアの実施

第１巻

35

DVD

「地域包括ケアシステム」の構築を地域のニーズをもとに一足先に取り組
んできた北海道美瑛町の取組みについて見ながら、「地域包括ケアシステ
ム」の在り方について解説。
・地域包括ケアシステムとは
・地域包括ケアシステムの必要性
・地域包括ケア 体制構築のポイント～美瑛町の場合～

9100

0058

地域福祉

地域包括ケアの実施

第２巻

50

DVD

美瑛町で行われている取組みを見ながら、地域で機能する「地域包括ケア
システム」の実際を紹介。
・地域包括ケアシステムとは
・北海道美瑛町の紹介と現状
・美瑛町における取組み～４つの生活圏域と８つの施設紹介～

9300

0087

高めよう！「見守り力」～高齢
高齢者福祉 者・障害者の消費者被害を防ぐ
ために～

40

DVD

高齢者や障害者の消費者被害の未然防止や、早期発見のためには、地域社
会全体で見守り、支援することが求められています。この教材では多様な
人物（事業者、近所の人、民生委員、ヘルパー、ケアマネージャー、消費
生活相談員等）が登場し、各々の役割りが示されております。

0088

認知症とともに生きていく 第
高齢者福祉
１巻 アルツハイマー型認知症

DVD

アルツハイマー型認知症 ～８８歳と８４歳のご夫婦の生活を観る～
“認知症になっても住み慣れた町で、家で住み続けたい”本人や家族の思
いと、それを支える地域が一体となってその希望実現することがでみまし
た。誰もが迎える老後を考えるのによい教材です。（推薦の言葉）
［企画協力；川崎幸クリニック院長 杉山 孝博 製作；東京シネ・ビデ
オ株式会社］

DVD

レビー小体型認知症～患者と家族を支え・ケアする在宅医療の力～
在宅医療では、患者本人のみならずそのご家族も含めた寮養空間に対する
ケアが重要です。本作品で実際の住宅医療現場をご覧いただき在宅療養で
自分らしく生きるため、またそれを支援するためのヒントを見つけて頂け
たら幸いです。（推薦の言葉）
［企画協力；たかせクリニック理事長 高瀬 義昌 製作；東京シネ・ビ
デオ株式会社］

DVD

少子化高齢化が急速に進んでいる社会の中で、子どもたちが高齢者と出会
う割合は多くなっていて、「介護」との関わりも身近なものになってい
る。平成２７年度からの介護福祉制度の改定により、自立支援の概念も強
くなり、子ども達も高齢者への最低限の介護、介助のスキルを知っておく
必要性が高まっている。
子ども達に「介護」について、楽しくわかりやすく学んでもらえる教材。

DVD

養育里親になって乳児院から子供を迎え入れるまでの家庭をドラマ形式で
解説しています。また、里親制度とはどういうものなのか、専門家の解説
をまじえ、実際の里親に体験談を聞きわかりやすく解説しています。
・里親になるという選択
・日本における里親の現状
・里親になるまで、の流れ
・家庭の中で育つというころ
［製作・著書；株式会社 映学社］

DVD

障害者は、自分とは違う世界の人…。自分とは違う存在や理解しにくい相
手を恐れ、排除してしまう…。そんな「心のバリア」を、あなたにも感じ
たことはないですか？このビデオに出ている人たちの多くも、最初は壁を
感じていました。しかし相手に向かって一歩踏み出すことで、必ず壁には
穴があき、そこから新しい景色が見えてくる…そんな三つの事例を追いか
けました。
（１）聞こえないから、伝わらない？ ～こころおと～
（２）彼女はなぜ踊るのか ～ジェネシス・オブ・エンターテイメント～
（３）あなたがもし視覚を失ったら？ ～ダイアログ・イン・ザ・ダーク
～
［企画・製作；東映株式会社］

DVD

１．はじめに
２．人権全般
３．障害のある人にとって暮らしやすい会社とは？
４．新たに施行された法律について
５．先進的取組みを行う事業所の紹介（オーニック株式会社）
６．先進的取組みを行う事業所の紹介（株式会社ハヤシ）
７．差別のない会社へ
［企画；岡山県・岡山人権啓発活動ネットワーク協議会 製作；株式株式
会社ディービジョン］

9300

9300

9302

9400

9500

9500

0089

0173

0048

0082

0083

高齢者福祉

高齢者福祉

認知症とともに生きていく
２巻 レビー小体認知症

キッズ介護教材
検しよう

第

長寿大国を探

児童福祉･子 この子に家庭の幸せを！里親制
育て
度を考える

障害者福祉 障がいを越えて

障害のある人の雇用～「共生社
障害者福祉 会おかやま」の実現を目指して
～

30

24

14

120

30

16

1

分類番号

9500

資料番号

0084

ジャンル

時間
（分）

タイトル

合理的配慮の実践法～障害のあ
障害者福祉
る者、無い者が共に学ぶ～

種類

20

内

容

DVD

今まで日本は、障害者を福祉的支援だけで保護してきました。しかし、社
会の一員として共に生きるための主体的な権利については、まだ十分に保
護しているとは言えませんでした。この作品は、合理的配慮について人
権・差別の視点からわかりやすく解説し、新しい理解を促します。
［製作・著作；株式会社 映学社］

9500

0085

障害者福祉

障害のある子 障害のない子
～ちがいを認めて助け合う～

18

DVD

この作品では、「合理的配慮」とは何かを、小学校高学年に向けてやさし
く解説し、一人一人の障害の特性や症状に合わせた「合理的配慮」の仕方
を具体的に示しています。誰もが同じように選び、学び、いきいきと暮ら
す権利があることを理解させ、助け合っていくこのと大切さを訴えていま
す。
・クイズ「みんな違っていいこと」
・合理的配慮の具体例
・相手の違いを認め、思いやる心

9700

0115

社会福祉一般

おやじの釜めしと網かけのセー
ター

112

DVD

（あらすじ）雪国合掌造りの里で、釜めし屋を営んでいる元刑事が、孫娘
を探し続け、やっと見つけ出すが
孫は「自分にはふるさとも家族もない！一人ぼっちだ」と思い込んでい
る。
涙と笑い、人の味を描いた映画。

DVD

第１巻はストレスチェックの目的とメリットを従業員に正しく伝える説明
用のコンテンツです。
全従業員向け
・プロローグ
・ストレスチェックとは
・ストレステックの実施
・本人への結果の通知
・面接指導と就業上の措置
・プライバシーの保護と不利益取扱いの禁止
・エピローグ

DVD

第２巻はストレスへの対処法とセルフケアのポイントを解説しています。
・プロローグ
・ストレスとは
・自分のストレス状態を知る
・セルフケアの基本
・ストレスへの対処法Ⅰ
・ストレスへの対処法Ⅱ
・ストレスへの対処法Ⅲ

DVD

第３巻では部下を「うつ」にさせないコミュニケーション手法と復帰した
部下への対応のポイント。
・プロローグ
・メンタルヘルス対策での管理者の役割
・「行動の変化｝に気づく
・「傾聴」のポイント
・「つなぎ」のポイント
・「見守り」のポイント
・職場復帰を見守る
・エピローグ

DVD

成年後見制度を題材にした落語「後見爺さん」と弁護士による講演「成年
後見制度の基礎知識」により、成年後見制度の基礎的な内容について、楽
しく、わかりやすい内容で収録されています。
［製作；神奈川県社会福祉協議会 権利擁護推進部（かながわ成年後見推
進センター）］

DVD

世の中には意図せずとも苦しい状況に追い込まれる人たちがいます。先天
性な病気や障害だけではなく社会的な状況が色濃く反映さ厳しい状況に
なった社会的な養護を必要とする人たちです。今、社会的に大きな問題と
なっている「虐待」「引きこもり」「不登校」「ニート」「貧困」など、
そもそもどういうことであり、そのための支援はどのようなことがなされ
ているのか、このＤＶＤではそれぞれの出発点に立って全体像のイメージ
と取っ掛かりを見ることで、本格的な支援の糸口を見つけようとするもの
です。
［製作・著者；株式会社アローウィン］

DVD

このＤＶＤではソーシャルワークとは何かという課題に向き合いつつ、そ
れぞれの地域でそこにふさわしい方法を考えて活躍しているコミュニティ
ソーシャルワーカーの仕事ぶりを見ています。
・所沢のコミュニティソーシャルワーカーの取組み
・飯能のコミュニティソーシャルワーカーの取組み
・豊島のコミュニティソーシャルワーカーの取組み
・コミュニティソーシャルワーカーの今後の展望～田中英樹～

9700

9700

9700

9700

9701

9701

0116

0117

0118

0119

0036

0037

職場のメンタルヘルス対策 第
社会福祉一般 １巻ストレスチェックを理解す
る

職場のメンタルヘルス対策 第
社会福祉一般 ２巻：セルフケア 自分を守る
ストレスマネジメント

社会福祉一般

職場のメンタルヘルス対策 第
３巻：ラインケア 部下を「う
つ」から守るコミュニケーショ
ン

社会福祉一般 楽しく学ぶ

社会福祉一般

30

30

123

成年後見制度

困難をかかえた人への援助
一巻ひきこもり

20

第

社会福祉一般 コミュニティソーシャルワーク

33

35

2

