7.社会福祉一般
分類番号 資料番号

時間
（分）

タイトル

種類

内

容

9700

0001

マザーテレサとその世界

55

VHS

インド・スラム街に身を投じ、愛と献身の活動、特に「死を待つ人のホー
ム」で全身全霊を捧げて働くマザー・テレサ達に焦点をあて、奇跡とも言
える人間の生き方を記録。
[企画・制作；近代映画協会／女子パウロ会]

9700

0002

生命・それは愛～マザー・テ
レサ来日の記録～

35

VHS

ノーベル平和賞を受賞したマザー・テレサが、日本を訪問した７日間の、
多彩な行動と感動的な発言の記録。
[企画；女子パウロ会他 制作；近代映画協会]

0003

明日になれば～あるホームヘ
ルパーの物語～

VHS

大学の文化祭で自主制作ビデオを上映するため、ホームヘルパーの仕事を
題材に選んだ彼女たちだが･･･。ホームヘルパーに同行してお年寄りと接
する中で、お年寄りの生活や気持ちを知り、理解して打ち解けていくまで
の心温まる物語。
[制作；テレビ東京／虹の会／第一企画]

9700

0004

新ちゃんが泣いた！
メーション〕

36

VHS

四肢性マヒのため全寮制の養護学校に通っていた新ちゃんは、先生や先輩
の励まし、そして本人の努力が実って普通小学校に入学することができ
た。だが、彼の行く手には様々な障害が･･･。新ちゃんの不屈の頑張りと
幼なじみの友情が感動を呼ぶ。
[制作；東映]

9700

0005

やさしさのまちが好き！

30

VHS

一人の女性リポーターが福祉施設を訪ね、老人や障害者、ボランティアな
どとの出会いを通して人の優しさを知り、様々なことを学んでいく。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；東京シネ・ビデオ]

9700

〔アニ

52

9700

0006

ワーキングウーマン明子の戦
争

52

VHS

理解ある夫との絵に描いたようなDINKSの明子。その明子に一人暮らしの
父が倒れたという電話が･･･。仕事と介護の両立に迫られた明子は、疲れ
からついにダウンしてしまう。そんな時手を差し伸べてくれたのは、ベテ
ランのホームヘルパーであった。
[制作；松竹／RKB毎日放送]

9700

0007

ビデオで見る老人福祉計画①
老人保健福祉計画の基本的な
考え方

30

VHS

老人保健福祉計画の基本的な考え方や意義について学ぶとともに、市町村
担当者が実際に作成する際の重要なポイントを明らかにするなど、関係者
が知りたい点や疑問に思っている点について分かりやすく紹介。
[企画；中央法規出版 制作；NHKエデュケーショナル]

0008

パッチンして！おばあちゃん
〔アニメーション〕

VHS

「パッチン」というまばたき以外にコミュニケーションを失った寝たきり
のおばあちゃんとその介護に奮闘する一人娘。さらにおばあちゃんの人柄
に惹かれて病室に次々と訪れる100人以上の仲間たちの奇跡のようなふれ
あいを描いた実話に基づく愛と感動のアニメーション。
[制作；朝日新聞／朝日新聞厚生事業団／シネマ・ワーク]

VHS

ホームヘルパーの里美とイクおばあちゃんを中心に繰り広げられるコミカ
ルでありながら思わずホロリとさせられるヒューマンストーリー。仕事に
追われ管理社会の中で自分を見失う危険性すらある私たちに対し、立ち止
まることの素晴らしさ、そして真の心の豊かさを伝えてくれる。
[制作；五日市映画祭／五日市キネマ団]

9700

9700

0009

風の見える街

90

95

9700

0010

みんなともだち

20

VHS

心身に障害のある子どもたちへの理解と認識を深めるとともに思いやりの
心を育てることを目的に、小・中学生の児童を対象として、盲学校やろう
学校、養護学校などで学ぶ子どもたちの様子や小学校との交流活動の様子
を描く。
[企画；東京シネ・ビデオ]

9700

0011

生活福祉資金～相談・貸付・
償還～気軽に相談、いきいき
ライフ

15

VHS

生活福祉資金の目的や事務の流れ、民生委員や社会福祉協議会の役割など
について解説。
[企画；三重県社会福祉協議会 制作；三重県テレビエンタープライズ]

9700

0012

明日をひらくネットワーク社
会

22

VHS

地方公共団体で実施されている「岐阜県行政情報ネットワークシステム」
や「岡山情報ハイウェイ」を通じて、効率的・広域的なサービス提供に向
けた試みを紹介。
[企画；地方自治情報センター 制作；テレビ朝日映像]

9700

0013

辰巳琢郎がご案内する世界人
権宣言と我が国の人権擁護機
関

42

VHS

「世界人権宣言」の重要性やわが国における人権保障のための様々な活動
を行っている法務省の人権擁護機関の役割について、ベートーベンの交響
曲第９番の調べにのって、ビデオナビゲーター辰巳琢郎と一緒に考える。
[企画；法務省人権擁護局 制作；日本テレビビデオ]

9700

0014

わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ① 一雫の
水

20

VHS

「水」を取り上げ、自然の大切さを理解し、自分たちの生活する環境を守
り、次世代に残していくためにはどのようにしたらよいのかその解決に向
けた行動を考えてもらう。
[企画；日本生命労働組合 制作；国際放映]

1

分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

9700

0015

わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ② お年寄
りと暮らす

20

VHS

高齢社会のなかで、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ことを目的に作成。
[企画；日本生命労働組合 制作；国際放映]

9700

0016

わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ③ 地球に
暮らす仲間たち

20

VHS

開発途上国の現状や国際協力活動を紹介するなかで、開発途上国の理解促
進や自分たちのできることを考えてもらうことを目的に作成。
[企画；日本生命労働組合 制作；国際放映]

9700

0017

わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ④ ともに
楽しく～知的障害のある友達
と～

20

VHS

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たちができるこ
とを考えてもらうことを目的に作成。
[企画；日本生命労働組合 制作；国際放映]

9700

0018

わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ⑤ ともに
楽しく～耳の不自由な友達と
～

20

VHS

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たちができるこ
とを考えてもらうことを目的に作成。
[企画；日本生命労働組合 制作；国際放映]

0019

明るく楽しい職場づくりを考
える 福利厚生サミット

VHS

福祉関係の様々な職種の人びとが集まり、「余暇」「健康」「制作」「啓
発」のテーマをもとに、それぞれの立場から‘魅力ある福利厚生とは何
か’について討論。
[企画・制作；福利厚生センター]

0020

わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ⑧ 明るく
元気に～病弱養護学校の子ど
もたち～

VHS

病気のため、にがい薬も、おもいっきり遊びたい気持ちも、食べたいお菓
子も我慢して、入院や自宅療養しながら長い間学校を休んでいるお友達が
いる。このビデオは、病気になっても頑張っているお友達について理解
し、自分たちができることを考えてもらうことを目的に制作。
[企画；日本生命労働組合 制作；国際放映]

0021

介護の現場で学ぶ～高校生の
ための社会福祉実習～

VHS

学校で学んだ福祉や介護の知識や技術について、実際に利用者や職員たち
との関わりを通して学んでいく社会福祉実習。実際に実習を行う生徒たち
の様子を見ながら、この実習を意義あるものにしていくための方法等につ
いて学んでいく。
[企画；高等学校福祉教育教材開発研究会 制作；東京シネ・ビデオ]

9700

9700

9700

19

20

44

9700

0022

再会、そして新しい出会い～
市民サミットin神戸の記録～

28

VHS

阪神淡路大震災で全国からの支援に対する感謝の気持ちを込めてスタート
した「神戸2001 ひと・まち・みらい」。また、これをきっかけに開催さ
れた「市民サミット in 神戸」の様子を収録。
[企画；市民サミットin 神戸実行委員会 制作；クリエイティブ勇気／こ
うべケーブルビジョン]

9700

0023

生きるよろこび いのちのボ
ランティア〔新版〕

30

VHS

ある青年の闘病生活を追いながら、白血病や重症再生不良性貧血などの治
療のために必要な骨髄移植への理解と支援を願い制作。
[制作；桜映画社]

9700

0024

ブンさんとナオミの輝け！人
生の主役たち～ひとりひとり
の自立をめざして～

31

VHS

山本文郎と益子直美が進行役となり、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の人生を紹介。また、スタジオに主役の方々を招
き、人生や家庭、仕事に対する考えなどについても聞いていく。
[企画；厚生問題研究会 制作；イメージプランニング]

9700

0025

地球が動いた日

76

VHS

阪神・淡路大震災の中から明日を見つめて成長する子どもたちの感動の物
語。
[制作；オリックス]

9700

0026

小学校低学年向け福祉教育ビ
デオ 君ならできるかな？た
すけあいって、な～に？

10

VHS

隣町に住む一人暮らしのおばあちゃんへ薬を届けるおつかいを頼まれた主
人公のタロー。「心の通う福祉社会を目指して」というテーマで制作され
たビデオ版紙芝居。
[制作；山口県社会福祉協議会]

0027

平成14年度ビデオ厚生労働白
書 未来へのとびら

VHS

「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」など2005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。
[企画；厚生問題研究会 制作；TBS VISION]

0028

～CAPP～人と動物とのふれあ
い運動～活動マニュアルビデ
オ～

VHS

日本動物病院福祉協会による動物介在活動・療法の紹介。高齢者施設へ動
物と共に訪問するボランティア団体の、高齢者との触れ合いの様子を紹介
する。動物と接する時の注意点、高齢者とのコミュニケーションのとり
方、動物のケアについて。
[企画；日本動物病院福祉協会(2004年３月)]

0029

人権啓発ビデオ 犯罪被害者
の人権を守るために

VHS

犯罪被害者やその家族の人権保護が社会的に重要な課題となっています。
被害者の現状を広く伝え、人権について身近な問題として考えることを目
的に制作。
[企画；法務省人権擁護局／人権教育啓発推進センター 制作；NHKソフト
ウェア]

9700

9700

9700

33

18

33

2

分類番号 資料番号

9700

時間
（分）

タイトル

0030

人権啓発ビデオ

0031

子どもたちとお年寄りのふれ
あいのために ふしぎ森の仲
間たち

9700

0032

世代間交流促進アニメビデオ
飛べ！ぼくのペーパープレー
ン！！ もっと

9700

0033

LET'S PLAY BOUND TENNIS!

9700

0034

君は一人じゃない

9700

0035

介護が変える！あなたの暮ら
し～心豊かなシニアライフの
ために～

9700

プレゼント

内

容

VHS

小学４年生の綾香は、同級生の美由紀の誕生日に手づくりの写真立てをプ
レゼントする。それは、美由紀のことを思って贈ったプレゼントであった
が、美由紀の気に入るものではなかった。腹を立てた美由紀は綾香にいじ
わるを始める。「いじめている」なんて気持ちはなかった…ああいう風に
なるまでは…。
[企画；法務省人権擁護局／人権教育啓発推進センター 制作；毎日映画
社]

VHS

モモンガのジャンプ君はふしぎ森の人気者。森に木の実を取りに出かけ、
右足を骨折してしまうおばあちゃん。退院後のおばあちゃんを迎えたジャ
ンプ君一家に看病の毎日がはじまります。精一杯お手伝いをするジャンプ
君の姿を通じて、互助の精神を伝えていく。
[企画・制作；長者社会開発センター]

30

VHS

小学４年生の主人公あつしは、ある日、河原で紙飛行機を飛ばしていた一
人のお年寄りと出会う。このお年寄りは航空機関係の元エンジニア。仲良
くなった二人は飛行機作りを始める。
[企画・制作；長寿社会開発センター]

14

VHS

手軽に楽しめるようにテニスを改良した「バウンドテニス」を紹介。
[制作；バウンディジャパン]

30

VHS

罪を犯したり非行に走った人たちが更生するためには、彼ら自身を受け止
めてくれる人や場所が必要になる。そのために、私たち一人ひとりが何を
したらよいか考えるきっかけになればと制作されたビデオ。
[企画；法務省保護局 制作；日本テレビビデオ]

29

DVD

介護サービス適正化広報事業の趣旨や正しいサービス利用の促進、「介護
苦情・相談センター(介護110番)」の周知をはかることを目的に制作。
[企画；岡山県 製作；山陽放送]

15

VHS

バスに乗っていた小学生の勇太は、急ブレーキで老人とぶつかり、気がつ
くと二人の体は入れ替わってしまう。突然お年寄りの体になった勇太は、
老人の体の不自由さを体験する。福祉のこころやいたわりの気持ちを学ぶ
ことを目的に制作。
[企画・制作；社会保険研究所]

29

VHS

ハンセン病についての正しい理解を進めることを目的に制作されたアニ
メーション。
[企画・制作；ハンセン病の正しい理解を進める普及啓発事業実行委員会]

17

30

9700

0036

赤い羽根アニメーション
りがとうのヒミツ

9700

0037

人間回復の橋、心のかけ橋と
なれ～ハンセン病を正しく理
解するために～

9700

0038

ハンセン病を正しく理解する
ために ①人間回復の橋、心 ①29
のかけ橋となれ ②ハンセン ②157
病療養所語り部証言集

DVD

①ハンセン病についての正しい理解を進めることを目的に制作されたアニ
メーション。
②岡山県にある国立療養所「邑久光明園」と「長島愛生園」の語り部12人
による証言を記録。
[企画・制作；ハンセン病の正しい理解を進める普及啓発事業実行委員会]

9700

0039

晴れの国おかやま国体
第60回国民体育大会

57

DVD

2005年に開催された第60回国民体育大会の記録映像。
[企画；「晴れの国おかやま国体・輝いて！おかやま大会」実行委員会 制
作；山陽映画]

9700

0040

福祉落語会「福祉サービスの
苦情相談」～あんしん・なっ
とく委員会～

16

VHS

福祉サービスの苦情相談について、高齢者や児童、障害者のケースを落語
により紹介するとともに、苦情解決の仕組み等についても説明。
[企画・制作；滋賀県社会福祉協議会]

9700

0041

あなたの心元気ですか！～高
校生の心の健康を考えるため
のビデオ～

VHS

人間関係の悩みや受験などのストレスがきっかけで心の病にかかることが
ある。このビデオは、高校生の心の病を理解し、どのように対処するのか
考え、学ぶために制作された。
[企画；全国精神障害者家族会連合会]

0042

｢安心して暮らせる そんな
まちを築きたい」～地域福祉
権利擁護事業の取り組みから
～

VHS

地域福祉権利擁護事業の解説と実際にどのようにこの事業が利用されてい
るのかドキュメントで制作。生活に不安を抱えたお年寄りが、地域住民の
方々の理解と協力を得て生活基盤を立て直し、社会参加を実現する姿を映
像化。
[企画；島根県社会福祉協議会／松江市社会福祉協議会／計画設計工房 制
作；TSKエンタープライズ]

9700

0043

地域福祉権利擁護事業に向け
て 地域生活を支えるために
～大阪での取り組み～

25

VHS

「金銭の管理ができなくて無駄なものを買わされてしまう」「障害のある
わが子のためにと蓄えた財産を、自分たちが亡くなったあと誰に託せばい
いのか」こうした財産管理の問題に焦点をあて、大阪後見支援センター
「あいあいねっと」ほはじめとする機関の実際の活動の様子を紹介。
[制作；大阪府社会福祉協議会／大阪後見支援センター]

9700

0044

日常生活を支える生活支援員
～地域福祉権利擁護事業～

23

VHS

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、分かりやすく
解説。
[企画；日本社会福祉士会 制作；東京シネ・ビデオ]

9700

あ

種類

2005

20

24

3

分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

9700

0045

自分らしく生きる

30

VHS

介護保険制度と共にスタートした「成年後見制度」。認知症のハナさんが
まわりの人の支援で成年後見制度を利用することにより、最後まで自分ら
しく生きることを実現していく姿を通して、この制度のポイントを紹介。
[企画；大阪弁護士会 制作；トキ映像プランニング]

9700

0046

この愛をありがとう

26

VHS

中学生が夏休みに体験した活動を通して、家庭や学校では味わうことの少
ない障害者やお年寄りとのふれあいの中から、その生き方を学び、思いや
りの心を育てていく姿を実例をもとに映像化したビデオ。
[制作；東映教育映像部]

VHS

眼の病気にかかり悲しむ少女を助けようとして重症を負うも、その障害を
乗り越えて立ち上がる犬のハーナ。その精神力と生命力が教えてくれた命
の尊さ。今、少女は明日に向かって一歩いっぽ歩みだした。
[制作；共和教育映画社]

15

VHS

裕二君が霧のかかっている間だけ話をすることのできる不思議な電信柱や
猫たち、お婆さんとの関わりを通して、みんなが安心して暮らすために大
切なことに気づいていく。福祉のこころやいたわりの気持ちを学んでいた
だくことを目的に制作。
[発行；中央共同募金会]

9700

0047

ありがとうハーナ

45

9700

0048

赤い羽根アニメーション
しぎな電信柱

9700

0049

成年後見手続説明用ビデオ
成年後見～利用のしかたと後
見人の仕事～

66

DVD

成年後見の利用のしかたや後見人の仕事などを分かりやすく説明。
[企画；最高裁判所 制作；テレビ朝日映像]

9700

0050

老後の金は渡さん！～お年寄
りを狙う悪質商法にご用心～

25

VHS

お年寄りに被害の多い「点検商法・ＳＦ(催眠)商法・出資金投資商法」の
手口をリアルかつコミカルな語りで紹介。
[企画；東京都消費生活総合センター 制作；桜映画社]

9700

0051

実践的チームガバナビリ
ティー育成教育

27

DVD

１.オープニング２.聴き取り前の打ち合わせ３．看護師による聴き取り
４．チームディスカッション５.管理栄養士による聴き取り６.医療ソー
シャルワーカーによる聴き取り７.模擬患者によるフィードバック８.臨床
メンターによる指導９.最終援助案作成１０.最終援助案の提示１１．エン
ディング

9700

0052

ドラマで見る災害時要援護者
対策の進め方

22

DVD

このDVDは、災害が起きたとき、高齢者や障害者等の避難を支援するため
の市町村の取り組み方について、わかりやすく解説したものです。

0053

いのちの授業900日～ぶたの
Ｐちゃんと32人の小学生～

VHS

大阪府にある小学校、4年生の夏に担任の先生が食べられる生き物を飼育
することを提案し、クラスの３２名は豚を飼うことにきめた。「家畜」か
ら「ペット」になっていく豚との交流を、卒業までの９００日にわたって
記録した感動の映像。食べられる生き物の家畜と人間の係わり、そして
「いのち」について考える。

9700

9700

0054

赤ちゃんと共に育ち育てる

VHS

32

DVD

利用者を中心に据えたチームアプローチにおいて重要な意義をもつサービ
ス担当者会議。ケアマネジャーはどのように参加者を募り、会議をすすめ
ていけばよいのか。当ビデオでは、開催の準備から会議終了までをドラマ
に再現し、担当者会議のポイントをわかりやすく解説している。グループ
で行うケースカンファレンスなどにも応用可能なヒントが満載。

ガンに侵されたロックミュー
ジシャン

45

VHS

がんを患ったロックミュージシャンの人生を紹介したビデオ。

社会福祉施設のための防災対
策全2巻 ①「火災予防対
策」編 ②「自衛消防活動」
編

①20
②21

VHS

①「火災予防対策」編
②「自衛消防活動」編
消防計画作成例の付録付き

DVD

福祉サービスの利用手続きや金銭管理のお手伝いをして、利用者が安心し
て暮らせるようにサポートする制度「日常生活自立支援事業」について、
支援の様子や生活支援員の思いを交えながらわかりやすく紹介している。
[企画;岡山県社会福祉協議会 制作;山陽映画]

9700

0056

サービス担当者会議の開き
方・すすめ方

9700

0057

9700

0058

0059

26

子育てで、男性が果たす役割が見直されている。子育てに女性だけでなく
男性がかかわることは、赤ちゃんに与える影響が大きく、重要。男女が共
に育てることによって、赤ちゃんと共に親として成長することの大切さ
を、出産から育児まで4組の夫婦の事例を通して考える。

VHS

いのちを守る
の初期対応

9700

40

大切な命や財産を焼き尽くす恐ろしい火災。もし、あなたの職場でそんな
火災が起こったら…。「経営者の責任者は防火管理者を任命し日頃の防火
に努めなくてはならない」と法律で定められている。しかし、広い施設内
を防火管理者一人で管理するのは難しい。この作品では、福祉施設内で火
災が発生した場合に、勤務しているあなたや、その場にいる一人一人がと
るべき行動やそこにいる人々を救うためのポイントをまとめた。

0055

9700

ふ

福祉施設火災

あんしん生活のお手伝い

23

14

4

分類番号 資料番号

9700

9700

9700

9700

9700

9700

9700

0060

0061

0062

0063

タイトル

成年後見物語

悪質業者の視点～次の狙いは
あなたかも～

自分らしい明日のために

成年後見の新たな担い手市民
後見人

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～

0065

晴れの国おかやまのアドバン
テージ

伝えたい、実現したい自分の
生き方

十五少年漂

種類

内

容

DVD

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。横浜
弁護士会の弁護士、社会保障法の研究者、新進気鋭の監督などが連携して
作成しており、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
ている。
[制作;横浜国立大学]

DVD

悪質業者の手口を再現ドラマで紹介。視聴用と講座用が収録されており、
講座用は話の途中で選択肢を選んでもらうマルチストーリー形式。
(1)催眠商法
(2)利殖商法
(3)振り込め詐欺
[製作；内閣府国民生活局]

DVD

「成年後見制度」は認知症など精神上の障害によって判断能力が低下した
人たちが、自分らしく安心して生活し活動できるように支援するための制
度。我が国が超高齢社会に適切に対応していくためには、市区町村、家庭
裁判所、社会福祉協議会、法律や福祉の専門家など多数の関係者の連携を
一層強化していくことに加えて、多くの市民の皆様に成年後見制度に対す
る関心と理解を深めていただき、制度を支えていくことが大変重要だ。よ
り多くの皆様に「成年後見制度」を身近なものにしていただくことを目的
に制作されたＤＶＤ。
[制作協力;(株)日テレアックスオン 企画・制作;財団法人 民事法務協
会]

DVD

後見人の新たな担い手として期待されている「市民後見人」の養成・支援
をおこなっている大阪市成年後見支援センターの役割と実際の市民後見人
の活動をわかりやすく紹介するビデオ。
市民後見人の活動や大阪市成年後見支援センターの役割について
[主な内容]
・市民後見人の養成
・市民後見人受任までのしくみ
・市民後見人活動への支援
[企画・制作・著作;大阪市社会福祉協議会
監修;大阪市]

DVD

認知症や知的障がい等により、判断能力が不十分な方々の暮らしを支援す
る、社会福祉協議会の日常生活支援事業について、わかりやすく紹介した
ＤＶＤ。
[主な内容]
・プロローグ 再現ドラマ
・事業の概要
・ケース① 日常的金銭管理・代理事例 ケースカンファレンス
・ケース② 銀行・同行事例
・ケース③ 日常的金銭管理・代行事例・新規相談ケースの打合せ
・成年後見制度の概要/エピローグ
[企画;神奈川県社会福祉協議会 制作協力;東京シネ・ビデオ株式会社]

DVD

Advantage1.交通の利便性
Advantage2.施設の充実度
Advantage3.アフターコンベンション
Advantage4.晴れの国おかやま
[企画；岡山県]

DVD

備えあれば憂いなし。心配なことに対する十分な備えがあれば、安心して
心にゆとりのある暮らしを送ることができる。認知症などになって自分で
しっかりとした判断ができなくなったとしても、信頼できる誰かが見守
り、支えてくれたら…。その人に自分の望みを伝え、実現してもらえると
したら…。超高齢社会の今、自分らしく生き生きとしたシニアライフを手
に入れるために、「任意後見制度」を活用されてはいかがでしょうか。
[企画・制作；(財)民事法務協会]

68

DVD

1860年、イギリスにあるチェアマン学園の夏休み。この学園の男子生徒を
乗せて航海をするはずだったスルギ号だが、誰かがともづなを外したた
め、子供たちだけが嵐の海へと流されてしまう。丸３日続いた嵐の果て、
上は１４歳、下は９歳の子供たち１５人は孤島に漂着。一同は団結しそれ
ぞれの分担を決め、島での長い夏休みが始まった。

54

0064

0066

時間
（分）

24

30

16

30

20

33

9700

0067

瞳のなかの少年
流記

9700

0068

2011.3.11 東日本大震災

29
30

DVD

2011年3月11日の宮城県多賀城市における地震発生時の様子から、津波が
町を襲う様子、その後の全国各地からの支援の様子、避難所の様子を動画
を画像を使用した記録ＤＶＤ。

9700

0069

私たちの声が聴こえますか

30

DVD

女優の渡辺美佐子による「ひとり芝居」を中心に、施設職員の人権意識を
高める必要性・手法等に関するインタビューや、人権意識を高める取組と
して実際に施設内で行われた人権啓発活動の紹介等の構成。
[企画；(財)人権教育啓発推進センター]

5

タイトル

時間
（分）

種類

広報誌「大阪の社会福祉」の
足跡 1950～2011年

-

DVD

広報誌「大阪の社会福祉」 №1～676画像データ
[社会福祉法人大阪市社会福祉協議会]

87

DVD

明治、大正、昭和の時代にかけ、女性の社会的地位と障害者福祉の向上に
生涯を捧げた石井筆子の業績を描いたもの。
(注)貸出された利用者が無料及び有料で上映(映画を映して観客に見せる
こと)することを禁止している。
[企画・販売；ピース・クリエイト(有)]

19

DVD

赤い羽根共同募金の寄付金は被災地の支援・復興のためにも役立てられて
いる。災害等準備金による被災地の取り組みを紹介。
[製作・著作；社会福祉法人中央共同募金会]

DVD

ピア・カウンセリングは、話しを聞き合うことで人の役に立ちながら、仲
間を増やしていくカウンセリング方法。今日では、同じ悩みを抱えた親子
や教師、お母さん同士や会社の同僚、高齢者仲間や障害者仲間など様々な
ところで、問題の有効な解決方法として、この活動が始まっている。この
ビデオでは、障害者の人が中心となり同じ障害者の人同士で相談を聞き
合ったり、お互いに思いを語り合ったりすることを通して、メンバーの多
くが、一人暮らしをしているといった自立へ向けた支援が展開されてい
る。
[制作；東京シネ・ビデオ㈱]

DVD

震災当日とその後1年の映像記録、被災地・宮城県から伝えたいこととし
て、取材を通して得た証言、視聴者の方の声、報道スタッフの証言が収め
られた記録です。
[制作；株式会社仙台放送]

DVD

1998年3月に発売されたビデオのDVD化。
福祉の現場に新しい風!
今必要な、福祉レクリエーションのノウハウを映像で紹介。
【第1巻】福祉レクリエーションの役割と方法
福祉レクリエーションの意味や、効果から援助の
プロセスまでを映像を用いてわかりやすく解説。
【第2巻】高齢者のレクリエーション ～生き生きと暮らす～
長い余暇を楽しく生き生きと。高齢者における、
レクリエーション援助の実践例。
【第3巻】障害者のレクリエーション
「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。
[監修；一番ケ瀬 康子]
[発行・発売；㈱ゆまに書房]

分類番号 資料番号

9700

0070

9700

0071

無名の人
～

9700

0072

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～

9700

9700

9700

9700

0073

0074

0075

0076

～石井筆子の生涯

ピア・カウンセリングって
何？～仲間と作る信頼関係～

被災地から伝えたい

105

福祉レクリエーション【全３
巻】

くらしの中の人権問題
編

25

会社

94

20

DVD

内

容

日常生活における人権侵害のシーンをドキュメンタリー形式のドラマで見
せながら、対立する両者の意見を通し、視聴者に考えることを促してゆき
ます。人権侵害とはどうして起こるのか。また防ぐにはなにが大切かを考
えるきっかけとなる作品です。
【会社編】セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント
【家庭編】子供の人権、女性差別、DV、老人問題
【地域編】障害のある人、外国人、ホームレス
[企画・製作；㈱ドラコ]

9700

0077

くらしの中の人権問題
編

家庭

22

DVD

日常生活における人権侵害のシーンをドキュメンタリー形式のドラマで見
せながら、対立する両者の意見を通し、視聴者に考えることを促してゆき
ます。人権侵害とはどうして起こるのか。また防ぐにはなにが大切かを考
えるきっかけとなる作品です。
【会社編】セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント
【家庭編】子供の人権、女性差別、DV、老人問題
【地域編】障害のある人、外国人、ホームレス
[企画・製作；㈱ドラコ]

9700

0078

くらしの中の人権問題
編

地域

20

DVD

日常生活における人権侵害のシーンをドキュメンタリー形式のドラマで見
せながら、対立する両者の意見を通し、視聴者に考えることを促してゆき
ます。人権侵害とはどうして起こるのか。また防ぐにはなにが大切かを考
えるきっかけとなる作品です。
【会社編】セクシュアルハラスメント、パワーハラスメント
【家庭編】子供の人権、女性差別、DV、老人問題
【地域編】障害のある人、外国人、ホームレス
[企画・製作；㈱ドラコ]

6

分類番号 資料番号

9700

9700

0079

0080

タイトル

どう守る 女性の人権
女
性が活躍できる職場づくり

接客・接遇に活かすユニバー
サルサービス 第1巻 ユニ
バーサルサービスの基礎知識
-高齢者・妊婦の方への接遇-

時間
（分）

24

28

種類

DVD

DVD

内

容

未だに職場に根強く残る女性への権利侵害の現状を再現ドラマで描き、
2007年時での改正点を紹介していくことによって、なぜ法があっても女性
への権利侵害が起こるのか、その原因と対処法を具体的に説明していきま
す。
これからは男女が「協働」できる職場づくりを目指すことが、企業の持
続的発展につながることを訴えています。
[監修；矢口 悦子(東洋大学 教授)]
[制作；㈱映学社]
ユニバーサルサービス実践のために必要な相手の気持ちの理解と具体的
な接客方法にについて、事例をあげて解説している。
第1巻 ユニバーサルサービスの基礎知識
－高齢者・妊婦の方への接遇ー
第2巻 ケーススタディⅠ
-視覚・聴覚障がいのある方への接客第3巻 ケーススタディⅡ
-肢体不自由者、知的・精神障がいのある方への接客[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

9700

0081

接客・接遇に活かすユニバー
サルサービス 第2巻 ケース
スタディーI-視覚・聴覚障が
いのある方への接客-

30

DVD

ユニバーサルサービス実践のために必要な相手の気持ちの理解と具体的
な接客方法にについて、事例をあげて解説している。
第1巻 ユニバーサルサービスの基礎知識
－高齢者・妊婦の方への接遇ー
第2巻 ケーススタディⅠ
-視覚・聴覚障がいのある方への接客第3巻 ケーススタディⅡ
-肢体不自由者、知的・精神障がいのある方への接客[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

9700

0082

接客・接遇に活かすユニバー
サルサービス
第3巻 ケー
ススタディーII-肢体不自由
者、知的・精神障がいのある
方への接客-

28

DVD

ユニバーサルサービス実践のために必要な相手の気持ちの理解と具体的
な接客方法にについて、事例をあげて解説している。
第1巻 ユニバーサルサービスの基礎知識
－高齢者・妊婦の方への接遇ー
第2巻 ケーススタディⅠ
-視覚・聴覚障がいのある方への接客第3巻 ケーススタディⅡ
-肢体不自由者、知的・精神障がいのある方への接客[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

9700

0083

続･福祉 新入職員基礎研修シ
リーズ 第１巻 介護術アッ
プに道 自己啓発・相互啓発
のすすめ

27

DVD

[４大特徴]
1.違和感のない研修教材
特別養護老人ホーム、介護実践を密着取材
2.初心者でも理解できることばを用いた教材
専門用語をはぶき、実践の実態を提起
3.やる気を引き出す教材
即実践に移れる行動を提起
4.「福祉の心」全編に貫く教材
介護される人たちの目線を意識
第１巻 介護術アップに道 自己啓発・相互啓発のすすめ
第２巻 介護人の絆 メンバーシップとリーダーシップ
[企画・制作・著作； ㈱ジャパン通信情報センター]

9700

0084

続･福祉 新入職員基礎研修シ
リーズ 第２巻 介護人の絆
メンバーシップとリーダー
シップ

24

DVD

[４大特徴]
1.違和感のない研修教材
特別養護老人ホーム、介護実践を密着取材
2.初心者でも理解できることばを用いた教材
専門用語をはぶき、実践の実態を提起
3.やる気を引き出す教材
即実践に移れる行動を提起
4.「福祉の心」全編に貫く教材
介護される人たちの目線を意識
第１巻 介護術アップに道 自己啓発・相互啓発のすすめ
第２巻 介護人の絆 メンバーシップとリーダーシップ
[企画・制作・著作； ㈱ジャパン通信情報センター]

9700

0085

防災教育シリーズ 命を守
る!避難の3原則 第1巻 教
員・教諭編-釜石の奇跡に学
ぶ

69

DVD

“釜石の軌跡”に学ぶ、実践的な防災教育
東日本大震災後、各地で「防災」への意識が高まる中、生存率99.8％を
実現した釜石市の小中学校における防災教育が注目を集めています。いざ
という時、大人の助けを待つのではなく、子供たちが主体的に行動し、
“自分で自分の命を守ることができる”ために、必要となる指導とは何
か、釜石での防災教育を指導された片田敏孝教授の監修で伝える防災教育
ＤＶＤ教材です。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

7

分類番号 資料番号

9700

9700

9700

9700

9700

9700

9700

0086

0087

0088

0089

0090

0091

0092

タイトル

防災教育シリーズ 命を守
る!避難の3原則 第2巻 小
学生編-釜石の奇跡に学ぶ-

防災教育シリーズ 命を守
る!避難の3原則 第3巻 中
学生編-釜石の奇跡に学ぶ-

防災教育シリーズ 命を守
る!避難の3原則 第4巻 家
庭教育編-釜石の奇跡に学ぶ-

階層・職種別パワー・ハラス
メントシリーズ 第1巻 新
入社員・若手社員編

階層・職種別パワー・ハラス
メントシリーズ 第2巻 中
堅社員・管理職編

階層・職種別パワー・ハラス
メントシリーズ 第3巻 製
造・作業現場編

ハラスメント相談シリーズ
第1巻 相談担当者の心構え
と基本スキル

時間
（分）

31

29

29

26

27

27

22

種類

内

容

DVD

“釜石の軌跡”に学ぶ、実践的な防災教育
東日本大震災後、各地で「防災」への意識が高まる中、生存率99.8％を
実現した釜石市の小中学校における防災教育が注目を集めています。いざ
という時、大人の助けを待つのではなく、子供たちが主体的に行動し、
“自分で自分の命を守ることができる”ために、必要となる指導とは何
か、釜石での防災教育を指導された片田敏孝教授の監修で伝える防災教育
ＤＶＤ教材です。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

“釜石の軌跡”に学ぶ、実践的な防災教育
東日本大震災後、各地で「防災」への意識が高まる中、生存率99.8％を
実現した釜石市の小中学校における防災教育が注目を集めています。いざ
という時、大人の助けを待つのではなく、子供たちが主体的に行動し、
“自分で自分の命を守ることができる”ために、必要となる指導とは何
か、釜石での防災教育を指導された片田敏孝教授の監修で伝える防災教育
ＤＶＤ教材です。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

“釜石の軌跡”に学ぶ、実践的な防災教育
東日本大震災後、各地で「防災」への意識が高まる中、生存率99.8％を
実現した釜石市の小中学校における防災教育が注目を集めています。いざ
という時、大人の助けを待つのではなく、子供たちが主体的に行動し、
“自分で自分の命を守ることができる”ために、必要となる指導とは何
か、釜石での防災教育を指導された片田敏孝教授の監修で伝える防災教育
ＤＶＤ教材です。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の定義の解説付き
最新パワハラ研修の決定版
上司部下の関係だけでなく、同僚間で起こる社内いじめも包括した階層
別・職種別のパワハラ教材です。
2012年に厚生労働省が発表した指針により、これまで上司部下の関係で
起こるものに限定されがちだったパワハラに、同僚間に起こる無視やいじ
めも含むべきであると定義づけられました。
このシリーズは、立場によって違うパワハラの事例を具体的なドラマで
解説することで新しいパワハラの定義を学びつつ、パワハラがいかに組織
を弱体化させるかといった弊害も伝えています。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の定義の解説付き
最新パワハラ研修の決定版
上司部下の関係だけでなく、同僚間で起こる社内いじめも包括した階層
別・職種別のパワハラ教材です。
2012年に厚生労働省が発表した指針により、これまで上司部下の関係で
起こるものに限定されがちだったパワハラに、同僚間に起こる無視やいじ
めも含むべきであると定義づけられました。
このシリーズは、立場によって違うパワハラの事例を具体的なドラマで
解説することで新しいパワハラの定義を学びつつ、パワハラがいかに組織
を弱体化させるかといった弊害も伝えています。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の定義の解説付き
最新パワハラ研修の決定版
上司部下の関係だけでなく、同僚間で起こる社内いじめも包括した階層
別・職種別のパワハラ教材です。
2012年に厚生労働省が発表した指針により、これまで上司部下の関係で
起こるものに限定されがちだったパワハラに、同僚間に起こる無視やいじ
めも含むべきであると定義づけられました。
このシリーズは、立場によって違うパワハラの事例を具体的なドラマで
解説することで新しいパワハラの定義を学びつつ、パワハラがいかに組織
を弱体化させるかといった弊害も伝えています。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の指針に対応
ハラスメント相談窓口担当者に必要な知識と、傾聴の基本スキルを学ぶ
ハラスメントの相談を受ける「相談窓口担当者」「管理者」は、被害者
の相談・申し立てを受けたらどう対応すれば良いのでしょうか？
快適な職場環境を守り、生産性を上げるためにも、ハラスメント相談を
受ける方の役割は大変大きいものです。加害者・被害者の話を聴く際に、
被害者に非があることを指摘するような発言や、加害者と決めつけるよう
な発言は、新たなトラブルを生み、他の従業員にとっても会社への不信感
を招くことになってしまいますから、細心の注意が必要です。また、被害
者への対応にはカウンセリング的なセンシティブな対応も求められ、対応
する担当者にはポイントを押さえた傾聴スキルの研修が必要となります。
このシリーズは、「セクハラ」以上に対応の難しい「パワハラ」を加
え、さらにこれまではあまり取り上げられることのなかった「初期対応」
「関係者ヒアリング」をラインアップしたハラスメント全体への相談対応
マニュアルです。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]
8

分類番号 資料番号

9700

9700

9700

9700

0093

0094

0095

0096

タイトル

ハラスメント相談シリーズ
第2巻 初期応対のポイント

ハラスメント相談シリーズ
第3巻 被害者ヒアリングの
基本

ハラスメント相談シリーズ
第4巻 加害者ヒアリングの
基本

ハラスメント相談シリーズ
第5巻 関係者ヒアリングの
基本

時間
（分）

22

27

24

21

種類

内

容

DVD

2012年厚労省発表の指針に対応
ハラスメント相談窓口担当者に必要な知識と、傾聴の基本スキルを学ぶ
ハラスメントの相談を受ける「相談窓口担当者」「管理者」は、被害者
の相談・申し立てを受けたらどう対応すれば良いのでしょうか？
快適な職場環境を守り、生産性を上げるためにも、ハラスメント相談を
受ける方の役割は大変大きいものです。加害者・被害者の話を聴く際に、
被害者に非があることを指摘するような発言や、加害者と決めつけるよう
な発言は、新たなトラブルを生み、他の従業員にとっても会社への不信感
を招くことになってしまいますから、細心の注意が必要です。また、被害
者への対応にはカウンセリング的なセンシティブな対応も求められ、対応
する担当者にはポイントを押さえた傾聴スキルの研修が必要となります。
このシリーズは、「セクハラ」以上に対応の難しい「パワハラ」を加
え、さらにこれまではあまり取り上げられることのなかった「初期対応」
「関係者ヒアリング」をラインアップしたハラスメント全体への相談対応
マニュアルです。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の指針に対応
ハラスメント相談窓口担当者に必要な知識と、傾聴の基本スキルを学ぶ
ハラスメントの相談を受ける「相談窓口担当者」「管理者」は、被害者
の相談・申し立てを受けたらどう対応すれば良いのでしょうか？
快適な職場環境を守り、生産性を上げるためにも、ハラスメント相談を
受ける方の役割は大変大きいものです。加害者・被害者の話を聴く際に、
被害者に非があることを指摘するような発言や、加害者と決めつけるよう
な発言は、新たなトラブルを生み、他の従業員にとっても会社への不信感
を招くことになってしまいますから、細心の注意が必要です。また、被害
者への対応にはカウンセリング的なセンシティブな対応も求められ、対応
する担当者にはポイントを押さえた傾聴スキルの研修が必要となります。
このシリーズは、「セクハラ」以上に対応の難しい「パワハラ」を加
え、さらにこれまではあまり取り上げられることのなかった「初期対応」
「関係者ヒアリング」をラインアップしたハラスメント全体への相談対応
マニュアルです。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の指針に対応
ハラスメント相談窓口担当者に必要な知識と、傾聴の基本スキルを学ぶ
ハラスメントの相談を受ける「相談窓口担当者」「管理者」は、被害者
の相談・申し立てを受けたらどう対応すれば良いのでしょうか？
快適な職場環境を守り、生産性を上げるためにも、ハラスメント相談を
受ける方の役割は大変大きいものです。加害者・被害者の話を聴く際に、
被害者に非があることを指摘するような発言や、加害者と決めつけるよう
な発言は、新たなトラブルを生み、他の従業員にとっても会社への不信感
を招くことになってしまいますから、細心の注意が必要です。また、被害
者への対応にはカウンセリング的なセンシティブな対応も求められ、対応
する担当者にはポイントを押さえた傾聴スキルの研修が必要となります。
このシリーズは、「セクハラ」以上に対応の難しい「パワハラ」を加
え、さらにこれまではあまり取り上げられることのなかった「初期対応」
「関係者ヒアリング」をラインアップしたハラスメント全体への相談対応
マニュアルです。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

DVD

2012年厚労省発表の指針に対応
ハラスメント相談窓口担当者に必要な知識と、傾聴の基本スキルを学ぶ
ハラスメントの相談を受ける「相談窓口担当者」「管理者」は、被害者
の相談・申し立てを受けたらどう対応すれば良いのでしょうか？
快適な職場環境を守り、生産性を上げるためにも、ハラスメント相談を
受ける方の役割は大変大きいものです。加害者・被害者の話を聴く際に、
被害者に非があることを指摘するような発言や、加害者と決めつけるよう
な発言は、新たなトラブルを生み、他の従業員にとっても会社への不信感
を招くことになってしまいますから、細心の注意が必要です。また、被害
者への対応にはカウンセリング的なセンシティブな対応も求められ、対応
する担当者にはポイントを押さえた傾聴スキルの研修が必要となります。
このシリーズは、「セクハラ」以上に対応の難しい「パワハラ」を加
え、さらにこれまではあまり取り上げられることのなかった「初期対応」
「関係者ヒアリング」をラインアップしたハラスメント全体への相談対応
マニュアルです。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

9

分類番号 資料番号

9700

0097

タイトル

ハラスメント相談シリーズ
第6巻 難しいケースとタイ
プへの対応

時間
（分）

24

種類

内

容

DVD

2012年厚労省発表の指針に対応
ハラスメント相談窓口担当者に必要な知識と、傾聴の基本スキルを学ぶ
ハラスメントの相談を受ける「相談窓口担当者」「管理者」は、被害者
の相談・申し立てを受けたらどう対応すれば良いのでしょうか？
快適な職場環境を守り、生産性を上げるためにも、ハラスメント相談を
受ける方の役割は大変大きいものです。加害者・被害者の話を聴く際に、
被害者に非があることを指摘するような発言や、加害者と決めつけるよう
な発言は、新たなトラブルを生み、他の従業員にとっても会社への不信感
を招くことになってしまいますから、細心の注意が必要です。また、被害
者への対応にはカウンセリング的なセンシティブな対応も求められ、対応
する担当者にはポイントを押さえた傾聴スキルの研修が必要となります。
このシリーズは、「セクハラ」以上に対応の難しい「パワハラ」を加
え、さらにこれまではあまり取り上げられることのなかった「初期対応」
「関係者ヒアリング」をラインアップしたハラスメント全体への相談対応
マニュアルです。
[制作・著作； 日本経済新聞出版社]

9700

0098

「わたしの生き方ノート」の
活用

19

DVD

・「わたしの生き方ノート」とは？
・「遺言」と「エンディングノート」の違い
・わたしたちの権利のあり方について
・わたしらしく生きるためにQ&A
・わたしの希望を明らかにする取り組み
・「わたしの生き方ノート」を作成するメリット
[作成；岡山県社会福祉協議会]

9700

0099

～いのちと暮らしを守るため
に～ 平成２４年度 大規模
津波防災総合訓練

223

DVD

平成24年9月2日に行われた「平成24年度大規模津波防災総合訓練」のメイ
ン会場の大画面モニターで放映された映像を基に作成された記録映像集。
[企画；国土交通省中国地方整備局 制作；東京建設コンサルタント]

0100

暮らしと自然災害～津波 平
成２４年度 大規模津波防災
総合訓練

25

DVD

平成24年9月2日に行われた「平成24年度大規模津波防災総合訓練」のメイ
ン会場の大画面モニターで放映された映像を基に作成された記録映像集の
ダイジェスト版。
[企画・制作；中国建設弘済会]

0101

人に優しく、災害に強い、信
頼の絆で結ばれた福祉のコ
ミュニティづくり 京都市の
社会福祉協議会の活動 ～地
域の絆づくりと生活支援～

17

DVD

京都市社協の活動紹介DVD。市社協、区社協、学区社協の３本柱を中心と
した取組（見守り活動、地域住民の居場所づくり、相談事業）を紹介。
[制作著作；社会福祉法人京都市社会福祉協議会]

0102

社会福祉法人 名古屋市社会
福祉協議会 法人化50周年記
念 50年の「ありがとう」

DVD

名古屋市社協50周年記念。現在の社協の活動を、職員へのインタビューを
基に紹介している。
主な４つの事業；①地域の解決力を支える②ひとづくり意識づくり③一人
ひとりを支える④生きがい居場所づくり
[制作著作；社会福祉法人名古屋市社会福祉協議会]

9700

9700

9700

15

仕事の基本とルールが身につく。
内容；学生と社会人の違い
9700

0103

仕事の基本とルール 第1
巻：学生と社会人の違い

23

DVD

①
②
③
④
⑤
⑥

[制作・著作

内定者、新入社員向け、研修教材。
目的
目的を達成するための手段
時間の捉え方
責任
人間関係
評価基準・評価者を収録。

日本経済新聞出版社]

社会人として必要な意識が身につく。
内定者、新入社員向け。研修教材。

9700

0104

仕事の基本とルール 第2
巻：社会人に必要な5つの意
識

19

DVD

内容；①
②
③
④
⑤

顧客意識
協力意識
原価意識
安全意識
改善意識を収録。

[制作・著作

日本経済新聞出版社]

内容

9700

0105

日常生活自立支援事業 第1
巻 （地域福祉権利擁護事
業）

22

DVD

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）の概要
サービス提供の流れ（相談受付→調整→支援計画の作成→契約→サービス
の提供）
利用料金の紹介
成年後見制度の紹介を収録。
[企画・制作
10

東京シネ・ビデオ株式会社]

分類番号 資料番号

時間
（分）

タイトル

種類

内

容

支援計画に沿って利用者のお宅に訪問し、サービスを提供する生活支援
員。実際に行っている姿から仕事内容を描きます。

9700

0106

生活支援員の仕事 第2巻
日常生活自立支援事業（地域
福祉権利擁護事業）促進と生
活支援員研修用DVD

内容
18

DVD

生活支援員のしごとないようの概要。
生活支援員の仕事の様子。
生活支援員になるには？を収録。
[企画・制作

9700

0107

未来への絆
から学ぶ

ハンセン病問題

30

DVD

東京シネ・ビデオ株式会社]

ハンセン病は昔、らい病と呼ばれ、国の隔離政策により、強い感染力を
持った恐ろしい病気と誤解され、患者やその家族は偏見や差別に苦しめら
れてきました。
岡山県には２つのハンセン病療養所があり、療養所のある長島には、い
まなおハンセン病回復者の方々が約３９０名暮らしていますが、平均年齢
は８３歳を超えています。加えて、長年、家族や社会から隔絶したため
に、療養所を出て暮らすことは難しい状況にあります。
県では、現在多くの方々に療養所を訪れていただき交流により、療養所
全体での社会復帰を促進しているところです。
[企画・岡山県;

制作・山陽映画株式会社]

人権を学ぶ上で大切なこと。それは当事者意識を持つことです。自分の中
に他人を差別する気持ちがあることに気付き、どうしたら偏見を取り去
り、よい人間関係を作ることが出来るか、模索する。それが人権学習の第
一歩となります。
この作品は、日常生活の中で見かける差別を、ドラマパートで取り上げ、
続く設問で視聴者自身の差別意識について問いかけます。そして、ドキュ
メントパートでは、各テーマ別に、差別された経験のある人々の苦しみ
や、人としての素晴らしさを伝えてゆきます。
自分の中の偏見に気付き、どうその気持ちに立ち向かうか、考えるきっか
けとなる作品です。
9700

0108

わたしからはじめる人権
どもの人権編

子

18

DVD

｛子どもの人権編｝
子どもの権利 いじめ 子どもの虐待
子どもの人権問題を、ドラマ、ドキュメンタリー、解説と三つのパートで
構成。大人からは見えない子どもの本音に迫りながら、子どもの人権を守
るためにできることは何か考えてゆきます。
「子ども虐待」は虐待防止センターの相談員の話を中心に、虐待とは何
か。どうしたら防ぐことができるか、掘り下げてゆきます。
[企画・製作

株式会社

ドラコ]

人権を学ぶ上で大切なこと。それは当事者意識を持つことです。自分の中
に他人を差別する気持ちがあることに気付き、どうしたら偏見を取り去
り、よい人間関係を作ることが出来るか、模索する。それが人権学習の第
一歩となります。
この作品は、日常生活の中で見かける差別を、ドラマパートで取り上げ、
続く設問で視聴者自身の差別意識について問いかけます。そして、ドキュ
メントパートでは、各テーマ別に、差別された経験のある人々の苦しみ
や、人としての素晴らしさを伝えてゆきます。
自分の中の偏見に気付き、どうその気持ちに立ち向かうか、考えるきっか
けとなる作品です。
9700

0109

わたしからはじめる人権
性の人権編

女

24

DVD

{女性の人権編｝
ジェンダー

ドメスティック・バイオレンス

セクシャルハラスメント

女性の人権問題を、ドラマ、ドキュメンタリー、解説と三つのパートで構
成。指導の手引きの設問集ととともに、自分が被害者、加害者、傍観者に
なっていないか、問いかけてゆきます。そして被害者たちの心の痛みを知
ることを通して、日常に差別があった場合、どうすべきかを考えてゆきま
す。
[企画・製作

11

株式会社

ドラコ]

分類番号 資料番号

9700

0110

時間
（分）

タイトル

わたしからはじめる人権
がいのある人の人権編

障

種類

内

容

人権を学ぶ上で大切なこと。それは当事者意識を持つことです。自分の中
に他人を差別する気持ちがあることに気付き、どうしたら偏見を取り去
り、よい人間関係を作ることが出来るか、模索する。それが人権学習の第
一歩となります。
この作品は、日常生活の中で見かける差別を、ドラマパートで取り上げ、
続く設問で視聴者自身の差別意識について問いかけます。そして、ドキュ
メントパートでは、各テーマ別に、差別された経験のある人々の苦しみ
や、人としての素晴らしさを伝えてゆきます。
自分の中の偏見に気付き、どうその気持ちに立ち向かうか、考えるきっか
けとなる作品です。
18

DVD
｛障がいのある人の人権編｝
視覚障がい者

聴覚障害者

肢体不自由者

それぞれ違う障がいを抱えながら、生きる人々の姿や言葉を通して、障が
いのある人々の人権について考えてゆきます。
障がいのある人々が、よりよく生きるために私たちにできることはなに
か、考え行動するきっかけとなります。
[企画・製作

9700

0111

地震や津波で死なないために
－心に刻む5つのことー

15

DVD

株式会社

ドラコ]

地震の活動期に入ったといわれている日本列島。首都圏直下地震や南海ト
ラフ巨大地震の危険が叫ばれていますが、日本全国いつどこでも、大地震
は起きうるといえます。地震や津波が起きた時、死なないためにはどうし
たらいいか？地震学者の大木聖子先生のお話を交えながら、普段から私た
ちが心に刻むべきことを収録しています。
[制作・企画；東映株式会社

9700

0112

災害時要援護者の支援 とも
に生きのびるための自助・共
助

17

DVD

教育映像部]

東日本大震災では、高齢者・障害者などの災害時要援護者の支援に関し、
様々な課題が浮き彫りになりました。いま、災害時要援護者支援の取組
は、地域の共助を考える上での大きなテーマとなっています。災害が起き
たとき、要援護者とその周囲の人々が共に生き延びるためには何が必要な
のか？東日本大震災の教訓を踏まえ、要援護者自身の自助、周囲の人々の
共助のあり方を改めて見つめ直すための、市民向け啓発教材です。
[制作・企画；教育映像部]

9700

9700

9700

9700

0113

天皇皇后両陛下 ご結婚五十
年をお迎えになって

0114

家族で防ごう！金融犯罪

0115

おやじの釜めしと網かけのセー
ター

0116

職場のメンタルヘルス対策
第１巻ストレスチェックを理
解する

108

35

112

20

DVD

天皇皇后両陛下のご結婚から五十年の歳月が経ちました。日々のご執務、
儀式・行事に臨まれるとともに、各地を積極的にご訪問になり、国民との
ふれあいを大切にされている天皇皇后両陛下。
戦争の記憶が薄れてゆくなかで、戦没者と遺族に心を寄せ続け、節目の年
には慰霊の旅へもお出かけになりました。
また、毎年のようにおこる自然災害にあっては、心を痛め被災者を励まし
てこられました。
そして、各分野で功績のあった人々の栄誉を共に喜ばれるなど、常に国民
の心に添われてきました。
ご結婚五十年という記念すべき年にあたり、今日の天皇皇后両陛下の元気
なお姿とともに、五十年間の主な出来事を描きます。
企画・制作；菊葉文化協会

DVD

特に気をつけていただきたい金融犯罪の最新手口とその対策を分かりやす
くご紹介。
「振り込め詐欺編、投資勧誘詐欺編、還付金等詐欺編、ネットバンク犯罪
編、ネットショッピング詐欺編」
［脚本監督；警察庁 協力；金融庁、東京オリンピック・パラリンピック
競技大会組織委員会］

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

12

分類番号 資料番号

9700

9700

9700

9700

9700

9700

9700

0117

0118

0119

0120

0121

0122

0123

タイトル

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

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

楽しく学ぶ

成年後見制度

こんにちは 金泰九さん
ハンセン病問題から学んだこ
と

依存症と共依存

むしむし村の仲間たち
みんないいとこあるんだよ

いのちに寄り添う
～ターミナルケアと人権～

時間
（分）

30

30

123

25

種類

内

容

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

「キムさん！ 絶対また来ます！」
中学生の目から見たハンセン病問題
二度と繰り返してはならない悲しい歴史
〔文部科学省選定〕
〔第33回全国中学生人権作文コンテスト
い心をもつ」映画化〕
〔製作･著作：株式会社 映学社〕

法務大臣賞［ＮＯ！と言える強

DVD

｢依存症」と、支える者と支えられる者との間で生ずる「共依存」をどう
理解すればよいのでしょうか。
現場の医師や精神保健福祉士、施設長の声と患者へのインタビューを中心
に学んでいきます。
・依存症とは？
・アルコール依存症
・薬物依存症
・ギャンブル依存症
・性依存症
・共依存
・共依存と性依存
・高齢者虐待と共依存
〔製作･著作：株式会社アローウィン〕

DVD

外見や能力が異なるむしむし村の昆虫キャラクター達。
でも、誰でも苦手なこともあれば、得意なこともあります。
大切なのはお互いの違いを認め、相手の気持ちを思いやること。
そして仲間と助け合っていくこと。
そんなことを、子供達が楽しく学んでいけるアニメーション作品です。
〔企画･製作：東映（株） 教育映像部〕

35

DVD

もしも、あなたの身近な人が、重い病になったとしたら？
このビデオでは二組の「いのちに寄り添う」人々に密着取材。
現代に生きるすべての人々が学ぶべき、命の教材です。
第1章 最期を迎える人のために
第2章 働き続ける人のために
第3章 互いの命を尊重するために
〔企画･製作：東映（株）教育映像部〕

時間
（分）

種類

60

VHS

77

13

●社会福祉援助技術
分類番号 資料番号 タイトル

9701

0001

ケースマネージメントシリー
ズ ケースマネージメントの
考え方とその方法〔第1巻〕

内

容

ケースマネージメントの構成要素やソーシャルワークとの関係などについ
て、具体的な事例を通して分かりやすく解説。
[制作；ジャパン通信社／JEC]

13

分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

ケースマネージメントに携わっている実務者が登場し、事例を取り上げて
ケースの発見からスクリーニング、インテーク、アセスメントにいたる過
程を再現。
[制作；ジャパン通信社／JEC]

0002

ケースマネージメントシリー
ズ ケースマネージメントに
おけるアセスメントの方法
〔第2巻〕

30

VHS

0003

ケースマネージメントシリー
ズ ケースマネージメントに
おけるケア計画作成の方法
〔第3巻〕

30

VHS

第２巻で取り上げたケースについて、ケア計画の作成、ケア計画の実施、
フォローアップ、再アセスメント、サービス調整会議などを再現。
[制作；ジャパン通信社／JEC]

9701

0004

ホームヘルパーとケアマネー
ジメント

33

VHS

ホームヘルパーに焦点をあて、ホームヘルパーがケースマネージメントと
の関係を中心に業務をどのように展開していくか解説。ホームヘルパー養
成教材として最適。
[企画；長寿社会開発センター 制作；ジャパン通信社]

9701

0005

デイサービスとケアマネージ
メント

30

VHS

聖徳会 松原デイケアセンターが実践してきたデイサービス事業(B型・E
型)を通じて、個別プログラム作成とケースマネージメントとの関係を紹
介。
[企画；長寿社会開発センター 制作；ジャパン通信社]

9701

9701

9701

0006

ケアマネジメントの技術〔基
礎編〕

26

VHS

大学進学を契機に親元を離れ、一人暮らしをはじめる障害を持った方の生
活を通して、ケアマネジメントがどのように活用され、障害を持った方の
自立生活がどのように確立されていったかを見ていく中で、ケアマネジメ
ントの基本的な援助システムを理解する。ホームヘルパー１級課程実技講
習用ビデオ。
[企画；長寿社会開発センター 制作；東京シネ・ビデオ]

9701

0007

ケアマネジメントの技術〔応
用編1〕

40

VHS

介護を必要とする高齢者の日常生活を通して、それぞれの抱える問題点や
援助の視点、必要な援助内容について考え、ケアマネジメントの技術を演
習する。ホームヘルパー１級課程実技講習用ビデオ。
[企画；長寿社会開発センター 制作；東京シネ・ビデオ]

9701

0008

ケアマネジメントの技術〔応
用編2〕

40

VHS

介護を必要とする高齢者の日常生活を通して、それぞれの抱える問題点や
援助の視点、必要な援助内容について考え、ケアマネジメントについての
技術を演習する。ホームヘルパー１級課程実技講習用ビデオ。
[企画；長寿社会開発センター 制作；東京シネ・ビデオ]

9701

0009

ケアマネジメントにおけるケ
アプランのつくり方1

37

VHS

ある利用者の事例を通じて、どのように信頼関係を築き、生活ニーズを捉
えるのか、ケアマネジメントの過程を追っていく。
[制作；ピー・キューブ]

9701

0010

ケアマネジメントにおけるケ
アプランのつくり方2

37

VHS

生活ニーズから、具体的な援助目標の設定や利用者の自己決定によるサー
ビスの選択など、ケアプランを作成するまでの流れを追っていく。
[制作；ピー・キューブ]

9701

0011

回想法 思い出を今と未来に
活かして① 「回想法とは何
か」

43

VHS

認知症高齢者のためのグループ回想法ほ中心に、その理論から実践方法ま
でを映像で分かりやすく解説。第１巻では、回想法の基本理論とセッショ
ンを行う際の計画と準備について紹介。
[制作；ピー・キューブ]

9701

0012

回想法 思い出を今と未来に
活かして② 「セッションの
流れ」

45

VHS

第２巻では、セッションの流れを俯瞰するとともに、初回の実践をみてい
く。
[制作；ピー・キューブ]

9701

0013

回想法 思い出を今と未来に
活かして③ 「技法と展開」

45

VHS

第３巻では、回想法において用いられる各種の技法と、セッションの実際
(２回～４回)を見ていく。
[制作；ピー・キューブ]

9701

0014

回想法 思い出を今と未来に
活かして④ 「ケアへの継
続」

47

VHS

第４回では、セッションの実際(５回～８回)を見ていくとともに、中間評
価および終了後のケアへの継続について解説。
[制作；ピー・キューブ]

9701

0015

ホームヘルパーのための実践
ビデオ 心に響く接遇

39

DVD

心に響く接遇とは？利用者が主役となる接遇のあり方についてロールプレ
イングや実際の介護の場面を通してわかりやすく解説。また接遇改善の方
法についても紹介。
[制作；中央法規出版]

9701

0016

共感的理解と基本的態度の習
得～対人援助技術の基本～

29

VHS

ホームヘルパーは対人援助の専門職であり、ホームヘルパーの仕事をして
いく上では、利用者や家族との信頼関係が重要となる。このビデオでは、
利用者との信頼関係を築く上で欠かせない「共感的理解と基本的態度の習
得」について学ぶことができる。
[企画；長寿社会開発センター 制作；東京シネ・ビデオ]

14

分類番号 資料番号

9701

0017

タイトル

面接への招待

vol. 1

時間
（分）

種類

内

容

VHS

「電話によるインテーク」と「訪問による面接」を通して、相談援助面接
の一つの事例をドラマに再現。ドラマの要所で相談援助面接に用いられる
知識や技法を解説している。
・vol.１
第１章 電話によるインテーク面接 第４章 玄関での観察
第２章 登場人物の紹介
第５章 小林夫人との面接
第３章 訪問前の配慮
第６章 小林氏との面接１
・vol.２
第７章 小林氏との面接２
第８章 エキスパート編
[企画；中央法規出版 制作；佐賀由彦事務所]

60

VHS

「電話によるインテーク」と「訪問による面接」を通して、相談援助面接
の一つの事例をドラマに再現。ドラマの要所で相談援助面接に用いられる
知識や技法を解説している。
・vol.１
第１章 電話によるインテーク面接 第４章 玄関での観察
第２章 登場人物の紹介
第５章 小林夫人との面接
第３章 訪問前の配慮
第６章 小林氏との面接１
・vol.２
第７章 小林氏との面接２
第８章 エキスパート編
[企画；中央法規出版 制作；佐賀由彦事務所]

60

9701

0018

面接への招待

9701

0019

対人援助のための合同ケース
カンファレンスの方法

84

DVD

利用者の自己選択・自己決定の時代、対人援助のための合同ケースカン
ファレンスの方法を分かりやすく紹介。

9701

0020

平成18年度地域福祉権利擁護
事業中国ブロック専門員研修
会

125

VHS

多問題家族の生活全般を援助する事例検討。
[講師；山崎美貴子氏 神奈川県立保健福祉大学保健福祉学部長]

9701

0021

平成18年度地域福祉権利擁護
事業中国ブロック専門員研修
会

65

VHS

たかり続ける「いい人」たちに囲まれた高齢者の事例検討。
[講師；奥川幸子氏 対人援助トレーナー/スーパーバイザー]

DVD

「電話によるインテーク」と「訪問による面接」をとおして、相談援助面
接のひとつの事例を１時間のドラマとして再現する。それは、面接者との
コミュニケーションのなかで、クライアント自身が問題を整理し、やがて
自己決定へと歩みを進めるプロセス。当ＤＶＤでは、面接ドラマの要所要
所で相談援助面接に用いられる知識や技法を徹底解説。保健・医療・福祉
のあらゆる領域で働く対人援助職者にとって応用が可能。

VHS

どれだけ多くの専門知識をもっていても、人とかかわる能力がなければ対
人援助を行うことはできない。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にとって、仕事の基礎となる、コミュニケー
ション・スキルを身に付けるための学習ビデオ。利用者や患者さんの心の
奥にある気持ちに耳を傾け、自己決定に導くためにはどのようなスキルが
必要か、具体例を通して学ぶ。
①耳を傾ける
②語りかける
[企画・発行；中央法規出版㈱]

DVD

対人援助の基本は、援助職とクライエントとの間に良好な信頼関係(ラ
ポール)を築くこと。その信頼関係はどのような技術で築かれるのか。ま
たその技術を身につけるためには、何が必要か。このＤＶＤでは、その具
体的な技術を解説している。
[製作・著作；アローウィン]

DVD

対人援助の基本は、援助職とクライエントとの間に良好な信頼関係(ラ
ポール)を築くこと。その信頼関係はどのような技術で築かれるのか。ま
たその技術を身につけるためには、何が必要か。このＤＶＤでは、その具
体的な技術を解説している。
[製作・著作；アローウィン]

DVD

スーパーバイザーがいないなか、どうやって実践力を高めていけばよいの
か――。現場実践者の多くがぶつかっている悩みに応えるビデオ。グルー
プスーパービジョン形式の事例検討会の方法を詳細に紹介し、具体的な展
開方法を習得することができる。（シナリオ・解説付）
[企画・発行；中央法規出版㈱]

DVD

スーパーバイザーがいないなか、どうやって実践力を高めていけばよいの
か――。現場実践者の多くがぶつかっている悩みに応えるビデオ。グルー
プスーパービジョン形式の事例検討会の方法を詳細に紹介し、具体的な展
開方法を習得することができる。（シナリオ・解説付）
[企画・発行；中央法規出版㈱]

9701

9701

9701

9701

9701

9701

0022

vol. 2

面接への招待

0023

コミュニケーション・スキル
を磨こう

0024

対人援助技術 信頼関係を築
くスキル PART １

0025

対人援助技術 信頼関係を築
くスキル PART ２

0026

気づきの事例検討会（スー
パービジョンの要素を取り入
れて実践力を磨く）

0026

気づきの事例検討会（スー
パービジョンの要素を取り入
れて実践力を磨く）

118

①30
②30

48

43

82

82

15

分類番号 資料番号

9701

0027

時間
（分）

タイトル

介助支援法

第１巻

基本編

70

種類

DVD

内

容

「支援介助法」とは、発達障害や知的障害の人がパニックを起こした時の
誘導方法として開発された介助技術です。その技術は自分も相手も傷つか
ないことを基本として、身体に負担を掛けない力の使い方や、相手の力を
利用すること、またあまり意識しない身体の能力を生かす方法などを駆使
して考えられています。特に特別支援学校などでパニックになった子ども
に有用ですが、落ち着きのない子や高齢者の介護、リハビリテーションに
も活用できます。
（基本的な視点の解説）
子どものパニックを子どものサイン、心の発信と捉える。強引に抑え込む
のではなく、危険度を見極め。対応を通じてその原因を理解するなど。
[製作・著作；株式会社アローウイン]

9701

0028

支援介助法

第2巻

実践編

70

DVD

「支援介助法」とは、発達障害や知的障害の人がパニックを起こした時の
誘導方法として開発された介助技術です。その技術は自分も相手も傷つか
ないことを基本として、身体に負担を掛けない力の使い方や、相手の力を
利用すること、またあまり意識しない身体の能力を生かす方法などを駆使
して考えられています。特に特別支援学校などでパニックになった子ども
に有用ですが、落ち着きのない子や高齢者の介護、リハビリテーションに
も活用できます。
「第二巻・実践編」
幾つかの実体験のケース
・椅子から立ち上がらない
進してきたなど。

・道路の飛び出す

・からだの大きな子が突

[製作・著作；株式会社アローウイン]

9701

0029

面接への招待 核心をはずさ
ない相談援助面接への技法

118

DVD

「電話によるインテーク」と「訪問による面説」をとおして相談援助面接
のひとつの事例を1時間のドラマに再現します。
それは、面接者とのコミュニケーションのなかで、クライアント自身が問
題を整理し、やがて自己決定へと歩みを進めるプロセスです。
当DVDでは、面接ドラマの要所要所で相談援助面接に用いられる知識や技
法を徹底解説。
保健・医療・福祉のあらゆる領域で働く対人援助職者にとって応用が可能
です。
[企画；中央法規出版株式会社

9701

0030

福祉用具の活用法シリーズ
①ケアプランと福祉用具の活
用

23

DVD

制作；佐賀由彦事務所]

○Sさんの日常
○ケアマネージャーと理学療法士との連携・Sさんに対する訪問・調査
○ケアマネージャーと福祉用具提供事業者との連携・Sさんと用具との
マッチング ケアマネージャーと福祉用具提供事業者の選んだ用具理学療
法士の見定め
○福祉用具導入の手順
○レンタルと購入の品目
○福祉用具導入にあたっての留意点
○福祉用具プランナー研修会
○拡大された福祉用具レンタル対象品目を収録。
[制作；東京シネ・ビデオ株式会社]

9701

0031

福祉用具の活用シリーズ ②
起居動作の介護と褥そう予防

23

DVD

○在宅または施設で見る起居動作の介助風景
○市川先生による起居動作の介助法と褥そう予防の用具
●ベッド上から車イスへの起居動作
・体力がある方 体力が落ちた方
・要介護者の場合
・正しい背上げの仕方
●褥そう予防のために
・車イスからお尻がずれないためにを収録。
[制作；東京シネ・ビデオ株式会社]

9701

0032

福祉用具シリーズ
の選び方

③車イス

22

DVD

○車イス使用の実際
○車イスの種類とそのポイント
○従来の車イスと移乗しやすい車イス
○スライディングボードの活用
○体を車イスに合わせるのではなく、車イスを体に合わせる。
・市川先生によるサイズ調整機能付き車イスでの実演
・利用者に適した車イスの大きさ
・座面
・クッション
・姿勢保持機能車イス等の解説
[制作；東京シネ・ビデオ株式会社]

16

分類番号 資料番号

9701

0033

時間
（分）

タイトル

福祉用具シリーズ ④移乗の
ためのリフトの併用

19

種類

DVD

内

容

○リフトを使った入浴の実際
○リフトの種類
○吊り具の種類と選択のポイント
○市川先生によるリフト装着のポイント
○介護保険とリフト
○老労介護の現場でリフトを容易に使用するケースの実際を収録。
介護の仕事、保育の仕事、相談の仕事、栄養士の仕事、看護の仕事につい
て。「企画・岡山県 制作・山陽映画株式会社」
「制作；東京シネ・ビデオ株式会社」

9701

0034

福祉用具シリーズ ⑤
用具と住宅改修の併用

福祉

22

DVD

○Wさんの退所
・自宅復帰の喜びのインタビュー
○エピローグ
・日常生活を住宅改修によって取り戻したWさん
・隅々まで行き届いた住宅改修
・その人らしい満足のゆく暮らしをを収録。
[制作；東京シネ・ビデオ株式会社]

9701

0035

看護・介護職のための”持ち
上げない”移動・移乗技術

37

DVD

よい移動・移乗技術は、利用者にも介助者にも役立ちます。
このビデオでは、北欧で広く普及している。
”利用者の力を引き出し””介助者にもやさしい”移動・移乗技術につい
て、最も基本となる考え方と技術を紹介しています。
腹痛に悩む看護・介護職のみなさんへ、利用者と介助者の双方にとってや
さしい移動・移乗技術を提案します。
[企画；中央法規出版株式会社

9701

9701

9701

9701

0036

0037

0038

0039

困難をかかえた人への援助
第一巻ひきこもり

コミュニティソーシャルワー
ク

実践！ 心に響く 科学＆
アートなヘルスコミュニケー
ション 入門編～相手とつな
がるためのコミュニケーショ
ン～

実践！ 心に響く 科学＆
アートなヘルスコミュニケー
ション 応用編～行動変容を
促すコミュニケーションの実
際～

33

35

35

38

制作；株式会社グループ現代]

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～

DVD

ヘルスコミュニケーションとは、単に医療従事者等を対象としたコミュニ
ケーションのことではなく、一般の人にも情報を分かりやすく正確に伝え
ることで、相互理解や問題解決、健康行動の変容を促すことのできる戦略
のことです。個別指導の具体的な事例を示して紹介します。
①ヘルスコミュニケーションの背景と基本的考え方
②ヘルスコミュニケーションのスタートライン
③ヘルスアセスメントの実際～6つのポイント(健康観、趣味や楽しみ、生
活習慣、主観的な身体機能、主観的規範、なりたい姿）～
〔製作･著作： (株）アローウィン〕
〔製作協力： （株）ライフ出版社〕

DVD

ヘルスコミュニケーションとは、単に医療従事者等を対象としたコミュニ
ケーションのことではなく、一般の人にも情報を分かりやすく正確に伝え
ることで、相互理解や問題解決、健康行動の変容を促すことのできる戦略
のことです。個別指導の具体的な事例を示して紹介します。
①ヘルスコミュニケーションの背景と行動変容理論～反応効力感と自己効
力感について～
②４つのタイプ別アプローチー”良い例” ”悪い例”を通して解説
②－１「まかせておけ夫」への対応
②－２「自信アリ夫」への対応
②－３「自信ナシ夫」への対応
②－４「関係ナシ夫」への対応
〔製作･著作： (株）アローウィン〕
〔製作協力： （株）ライフ出版社〕

17

