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No.

146 19 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

A－1 ボランティア（入門） 
 

ボランティア活動入門　 

　ぼらんてぃあいろは 

「ボランティア」とは自分から進んで活動する人のことをさ

します。ボランティア活動をとおして私たちは多くのことを

学ぶことが出来ます。本ビデオではボランティア活動の事

例や意義について紹介しています。スライド＋ナレーション

で構成。 

148 29 1994町は生きている 

 

これからボランティア学習をはじめようとする生徒の動機

づけを目的とした教材。 

149 32 1994
ちいさな一歩　 

　－ボランティア学習の世界 

 

全国各地の高校での体験学習の様子を収録している。地

域開発科がある笹山高校でのボランティア学習の取り組

みをはじめ、体験学習から障害者や高齢者理解を図る取

り組みを紹介している。 

162 60 1995
ボランタリズム心の原点シリーズ 

　ひとりの命を大切にする文明 

ボランティア活 動の創 生 期からの民 間 活 動 家  

（重兼芳子　芥川賞作家）が、自らの実践、体験を通して、

生命の貴さ、共に生きるということ、ボランティアの本質につ

いて語る。  

345 20 2001
ボランティア活動入門 

　はじめてのボランティアのために 

今“ボランティア”が社会の関心を集めています。

心豊かな生き方を求めて、人々は新しいボランティア･ラ

イフの時代を予感し始めています。“なにかボランティアし

たい”と思っている人が、第１歩を踏み出すことを願って製

作されました。 

 

456 20 2004

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） 

 

ボランティアとは、特別な活動ではありません。ボランティ

ア活動は、義務でも強制でもなく、自ら進んで参加する活

動です。お年よ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です。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す。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

を目的に製作しました。 

436 18 2004
勤労者マルチライフ支援事業 

　ボランティアの風 

 

 

勤労者のボランティア活動への参加意欲を促すためのき

っかけづくりや、ボランティア活動を希望する人を実際の

活動に結びつけるシステムです！沖縄では今年16年

度から始まりました。 
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155 20 1994
幸せづくりのイーハトーブ見つけた　 

　ボランティア活動の新しい展開 

平成6年に開催された第3回全国ボランティアフェスティ

バル岩手のシンポジウムで紹介され好評を博した新しい

活動例をまとめたもの（富士吉田市社協の在宅福祉ボラ

ンティア活動、小地域での福祉ネットワーク活動、東大病

院にこにこボランティアなど） 

 

191 70 1995

「列島縦断スペシャル　 

  私が見つけたボランティア　 

   ～長寿社会への提言～」 

ボランティア体験論文に応募した231名の中から11名の

人たちのそれぞれの活動を紹介。 

199 25 1996
やさしさの風を　 

   ボランティア活動の新しい展開 

 

「やさしさの風」をテーマに開催された「全国ボランティア

フェスティバル長野」で紹介された4つの事例を収録。(1)

生活を支援するボランティア活動 (2)今求められているボ

ランティア活動 (3)まちづくりとボランティア活動 (4)多様

化し広がりのあるボランティア活動。 

 

216 26 1997新発見ボランティアロード 

 

「ボランティアロード」それはボランティア活動によって創ら

れる新しい社会への道であると同時に、活動を通して自

分自身を発見する「新しい道」でもある。このビデオは多く

の人々がボランティア活動に参加し、ボランティアロードを

発見する手伝いをする。 

 

275 30 1997みんなちがって みんないい 

 

「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

事例を紹介。 

289 32 1999
人がすき　自然がすき　 

　ボランティア活動の新しい展開 

 

来んね いっちゃが なかまじゃが！ 

　小さな輪 大きく広げる 

　ボランティア 

事例紹介。ボランティア活動の多様性と、それぞれの活

動とつながる地域社会をテーマとして制作された。 

 

304 32 2000
｢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４つのボランティア活動事例を紹介。  

 

No.

111 114 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

A－2 ボランティア（事例） 
 

ふれあいネットワークＯＣＮ 

   うまんちゅがぼらんてぃあ 

  1話～11話 

ふれあいネットワークＯＣＮ 

   うまんちゅがぼらんてぃあ 

  12話～20話 

OCNで放映された番組を収録。全11話。 

112 103 1994OCNで放映された番組を収録。全20話。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

306 40 2000

平成11年度 経済企画庁  

ボランティア推進事業Ａ 

　ボランティアわっはっは 

大人向けビデオ―知的障害者を支えるボランティアの活

動にスポットをあて、ボランティアされる人と彼らを支援す

る人たちとの交流を描くドキュメントビデオ。 

 

307 30 2000

平成11年度 経済企画庁  

ボランティア推進事業Ｂ 

　スマイル（ＳＭＩＬＥ） 

 

子供向けビデオ―子供や若い世代のユニークで多様な

ボランティア活動を紹介。ボランティアは周りが楽しく元気

になっていくことで自分自身をも元気にしていくものだと訴

えている。 

308 94 2000

経済企画庁  

ボランティア推進事業  

優秀作品集Ｃ 

　亀の歩みでいいじゃない！   他 

 

1.亀の歩みでいいじゃない！（おんなの目で大阪の街を創る

会 他)  2.手をさしのべて（F―プロジェクト)  3.まちを伝え

る人々～まちかど案内人への取り組み（まいづる塾） 4. １枚

のTシャツがボランティア基金に（平成楽市実行委員会） 

309 108 2000

経済企画庁  

ボランティア推進事業Ｄ 

　わたしがする、 

　わたしたちでできる    他 

経済企画庁  

ボランティア推進事業Ｅ　 

　やったね！ボランティア賛歌   他 

1.わたしがする、わたしたちでできる(草津コミュニティ支援

センター)  2.アジアの中の私たち バヤ二ハン 分ち合い(ア

ジア･レインボーの会)  3.生活情報の伝達から心の交流

へ(ゴールドリーフ･アソシエーション)  4.やすらぎと安心を

―病院ボランティア―(日本病院ボランティア協会) 

 

310 96 2000

1.やったね！ボランティア賛歌―けやきの郷に歌声が響い

た―(日本青少年音楽団体協議会)  2.誰にでもできるボ

ランティア(財団法人オイスカ)  3.街は七色～忍者街を走

る～笹岡の秘宝を探せ(子ども劇場笹岡センター)  4.い･

き･い･き 高齢者ボランティア(東大阪市社会福祉協議会

ボランティアセンターVTRチーム) 

 

311 58 2000

経済企画庁 ボランティア推進事業Ｆ 

   地域にひらく愛 

   ―気づいたらボランティア―   他 

経済企画庁 ボランティア推進事業Ｇ 

   きこえなくても踊ろうよ   他 

1 . 地 域にひらく愛 ― 気づいたらボランティア―  

(記録サークル･テレカメ) 

2.想いで宅急便(武蔵野美術大学映像研究会) 

3.老いたのしく いきいき 人･色･心(日本色彩学会映像プ

ロジェクト)

大学生を中心としたグループ「ひこうせん」が買い物体験

のない障害児をショッピングセンターへ連れ出す。他２つの

事例を通して、出会いがふれあいに、そして分かち合いに

発展することを考える。 

 

312 88 2000

1.きこえなくても踊ろうよ―ゾメキのリズムにのって―(レッ

ド･ベレーズ)  2.'99 ほっとではあとな体験キャンプ(東海

村社会福祉協議会･那珂町社会福祉協議会、瓜連町社

会福祉協議会)  3.さあ出かけようボランティアといっしょに

(交野市ボランティアグループボランティア広報｢なかま｣)  

4.送迎サービスボランティアグループ南の風(ボランティア

フォーラムみなみ) 

 

322 31 2000一緒に始めませんかボランティア 
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445 20 2004ボランティアの風　　おやじの会 

 

定年退職　 

　－新たな人生の幕開けにむけて－　　 

 

東京都板橋区立金沢小学校おやじの会の活動を紹介し

ている！（小学生の父親たちが小学校の校庭や教室で、子

どもたちと餅つき大会やパソコン、英会話教室を実施して

いる） 

183 34 1995

サラリーマンにとっていつの日か必ずやってくる定年。定

年を迎えるといろいろな問題に対処しなければならない。

定年後の経済や生きがいは？自由な時間をどう過ごすか

…？これまでとは全く違う定年後の生活を考えさせられる。 

248 60 1997

「ふれあいのまち支えあいのまち」 

　熟年男性ボランティアグループ 

　「さわやか倶楽部」 

東京秋川市の「さわやか倶楽部」。このボランティアグル

ープは、比較的女性の活動の多い中、男性だけで構成さ

れているグループ。 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

A－3 ボランティア（社会貢献） 
 

178 30 1995
いきいきライフ大発見　 

　－シニアボランティア活動中－ 

 

定年後いきいきと活動している人たちの姿を通して、豊か

で充実した人生を見つけ出すヒントを示唆している。 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

A－4 ボランティア（シニア） 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

332 37 2000

藍･あい･愛 渦になれ 輪になれ  

ボランティア 

ボランティア活動の新しい展開 

 

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

ウムで発表された活動を抄録。発表グループはノーマライ

ゼイションを目指す｢なたきりなら連｣、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｣。 

365 30 2002
生きるよろこび 

   いのちのボランティア（新版） 

慢性骨髄性白血病の青年の骨髄移植を通して、いのちの

大切さや生きることのすばらしさを、多くの人に知らせたい

という願いを込めて作成された。 

409 ― 2003

海浜環境教室 

「Let's リサーチ美ら島の海」学習用 

CD-R 

 

「海のおはなし」小学校先生用、「沖縄の海の現状」中学

校・高等学校先生用 
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No.

110 40 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

B－1 福祉教育（入門） 
 

ほのぼの交流日記 

　－お年寄りと幼児たち－ 

 

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（アニメ） 

保育園児とお年寄りの心温まる交流の様子を描いた作品。 

 

144 30 1994

モモンガのジャンプ君はふしぎ森の人気者。木の実をとり

に出かけ、足を骨折してしまったおばあちゃん。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

始まる。 

145 30 1994

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 !!  

　（アニメ） 

あつし君は小学４年生でサッカーに熱中する元気な男の

子。ある日、ひとりのお年寄りと出会い仲良くなった。二人

で紙飛行機を作り始める。世代を超えた出会いと交流を

描く。 

165 10 1995
福祉教育実践ビデオ　 

　共に生きる（高学年） 

 

小学生高学年向け。自らの体験を通して、学んでいくこと

の大切さを事例で紹介。 

166 10 1995
福祉教育実践ビデオ 

　みんなともだち（低学年） 

 

小学生低学年向け。動物や植物の世話や環境美化運

動、お年寄りとの交流を通して、思いやりの心を育てていく

ことの事例を紹介。 

167 10 1995
福祉教育実践ビデオ　 

　ともだちいっぱい（幼稚園） 

 

福祉教育･ボランティア活動の実践状況。ともだちと遊び

や老人ホームとの交流を通して仲間づくりを進めていくこ

との事例を紹介。 

188 30 1995ふくしの国へようこそ 

 

主人公(小6の男の子)がアニメキャラクターに伴われて、

特養ホーム・知的障害児施設・福祉工場、盲導犬と生活

をする視覚障害者を訪ねていろいろな体験をする。 

 

210 25 1996小春ちゃんの人々 

 

家族と生活保障をテーマに、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、コメディ

ータッチに描かれているドラマ。介護や年金、育児などの

社会保障制度の問題について、わかりやすいように映像

化されている。この作品をとおして、少子・高齢社会にお

ける社会保障制度のあり方をひとりでも多くの人々に考

えてもらいたいとの願いで制作された。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

284 20 1998

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」　    

   （高齢化問題編） 

福祉の原点･ちむぐりさの心    

   阿倍志郎 

 

小学生自身による高齢者擬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、高齢化社

会の中で｢お年寄りと暮らす｣ことに対する理解を促進し、

その中で自分たちがができることを考えてもらう。 

 

303 
 

100 2000
第42回沖縄県社会福祉大会(平成11年10月27日)の

記念講演録。阿倍志郎氏｢福祉の原点･ちむぐりさの心｣ 

 

わかりあえる明日のために　 

小学生向けビデオ１ 

    ー福祉にかかわる仕事ー　　 

    介護福祉士 

 

401 
 

20 2003

老人ホームや障害者施設などで、お年寄りや障害のある

人が安心して暮らせるようお手伝いをする人、それが介護

福祉士の仕事です。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製

作しました。 

285 20 1998

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」　 

   （開発途上国問題編） 

私たちの暮らす地球には現在およそ190もの国々がある。

それぞれの国の未来を担うのは一人一人の子供たち。国

が違えば言葉や文化、習慣も違う。開発途上国の現状や

国際協力活動を紹介する中で、開発途上国についての理

解を促進し、自分たちができることについて考えてもらう。 

 

 

健太君のボランティア日記 240 1996

何か自分たちにできるボランティアはないかとパソコン通

信で知り合った３人の高校生。献血、施設見学、養護学

校での実際のボランティア体験を通して障害者や高齢

者、健常者が共生できる社会、更には世界の平和を築い

ていく方法がボランティアの重要な役割であると学んで

いく。 

260 26

28

1997
わいわいHVC 1995.夏 

　～ボランティアって楽しい～ 

 

ごく普通の高校生達が、いきいきと楽しそうにボランティ

ア活動に取り組んでいる、ありのままの姿を描く。高校生

がボランティア活動を身近なこととしてとらえ、多くの高校

生がボランティアを経験することを願い制作。 

 

261 30 1997
中学生によるボランティア 

啓発ビデオ   

　LET’S  DO  IT 

 

学校がボランティア協力校に指定され、悪戦苦闘しなが

らボランティア活動していく中で、ひとつにまとまっていくク

ラスの仲間たちと自分の心の変化を描く。問題について、

中学生にもわかりやすく解説。 

263 80 1997平成3年度 小・中・高校生福祉講座 

 

平成3年7月に北中城村社会福祉協議会で開催された「

小・中・高校生福祉講座」の様子が収録されている。講師

は仲本興真氏。テーマは「ボランティア活動のよろこび」。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

わかりあえる明日のために　 

小学生向けビデオ2 

    ー福祉にかかわる仕事ー　　 

    ホームヘルパー 

 

402 
 

20 2003

ホームヘルパーは、お年寄りや障害を持つ人、その家族

が住み慣れた我が家で安心して生活できるように、家庭

に訪問し、日常の介護や家事、外出などを支援する仕事

です。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製作しました。 

わかりあえる明日のために　 

小学生向けビデオ3 

    ー福祉にかかわる仕事ー　　 

    養護学校の先生 

 

403 
 

20 2003

視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、知的障害、病弱・身

体虚弱などの様々な障害がある子どもたちに対し、可能

な限り自立した生活ができるよう指導する、それが養護

学校の先生の仕事です。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

に製作しました。 

No.

338 20 2001

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

B－2 福祉教育（総合学習） 
 

スクール･イン･アクション  

小学生シリーズ 

　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～ 

スクール･イン･アクション  

小学生シリーズ 

　はじめよう ボランティア学習 

総合的な学習の時間などを利用したボランティア学習の

進め方を具体的に示し、小学生一人一人が自ら考え、行

動する力を身につけながら自分たちでも色々なことができ

ることに気づいていく姿を紹介。 

 

339 20 2001

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。児童一人一人がボ

ランティア学習に関心を持ち、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

製作された。 

 

340 20 2001

スクール･イン･アクション  

中学生シリーズ 

　教師のためのボランティア 

　学習マニュアル 

21世紀の教育の扉を開く画期的な“体験的価値教育”と

して注目される「ボランティア学習」への取り組みの実践マ

ニュアル。 

341 20 2001

スクール･イン･アクション  

中学生シリーズ 

　中学生のボランティア 

　学習マニュアル 

実際にボランティア学習を体験している中学生の姿を例に、

学習の進め方を紹介。学校教育や社会教育の現場で、中

学生が学習の流れや方法をしっかりと把握し、意義深いボ

ランティア学習を実践していくことを願って製作された。 

 

342 20 2001
スクール･イン･アクション  

中学生シリーズ 

　魅力あるプログラムづくり 

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。学校

教育や社会教育の現場で、中学生たちが楽しく意義深い

ボランティア学習を実践していくことを願って製作された。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

343 20 2001
スクール･イン･アクション  

中学生シリーズ 

　地域でボランティア学習 

一人の中学生が夏休みに体験した地域でのボランティア

活動を中心に紹介。たくさんの中学生たちが地域でボラ

ンティア学習を実践していくことを願って製作された。 

 

362 23 2001

｢総合的な学習の時間指導者 

　養成セミナー｣ 

　東京･小平プログラム 

きみの「？」は何だろう 

教員が地域のボランティアと触れ、地域の中で学ぶことの

大切さを実感し、地域のボランティアと一緒に学習プログ

ラムを作る3日間のプログラムを編集。 

 

377 11 2002
調べ学習は、主体的に問題を解決する能力を育てるという

ねらいに最適の学習である。学習の導入として、身近なくら

しの中から「？」を見つけるためのヒントを示す。(ドラマ形式) 

 

378 11 2002みんなに知ってもらおう 

 

調べ学習は、主体的に問題を解決する能力を育てるとい

うねらいに最適の学習である。学習の成果をまとめ、発表

する際のアイデアや注意点を示す。(ドラマ形式) 

 

382 20 2002

｢総合的な学習の時間」指導者 

　養成セミナー｣ 

　～沖縄プログラム～ 

平成14年1月16日～19日に沖縄県石川市で開催され

た『｢総合的な学習の時間｣指導者養成セミナー』を収録。

地域の資源を知る｢ローカルツアー｣、施設体験、擬似体

験、環境体験、自然体験をし、指導する際のポイントを学

ぶ。これらの体験をもとに、｢総合的な学習の時間｣で展開

できるプログラムを作成する。 

 

No.

206 30 1996

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

B－3 福祉教育（障害者） 
 

わかりあえる明日のために 

　1.はじめての手話 

 
わかりあえる明日のために　 

   2.手話にふれよう 

 

手話でのコミュニケーションで重要な役割を果たす動きの

強弱、スピード、表情等について学ぶ。(指文字あ行～た行) 

 

207 30 1996
疑問詞、時間、曜日等の表し方について学ぶ。 

(指文字な行～や行) 

208 30 1996
わかりあえる明日のために 

   3.手話でコミニュケーション 

 

学校生活の中で使われる代表的な言葉を中心に、実践

的な手話の基本を学ぶ。(指文字ら行～濁音・半濁音) 
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215 60 1997福祉劇「いつか青空」 南星中学校 

 

さりげなく自然に、さりげない親切。障害者も健常者も助け

合って共に生きていく社会を目指した創作福祉劇。「福祉

まつりの目玉に」と南風原町社協を中心に取り組んだもの

で、南星中学校の生徒たちや盲学校教諭、視覚障害者、

盲導犬、「黄金森」劇団など総勢２８人が出演。  

 

286 20 1998

わかりあえる明日のために    

小学生向けビデオ4 

  「ともにたのしく」知的障害のある 

   友達と（知的障害理解） 

上手に話したり、早く計算したり、素早く行動することが苦

手なお友達がいる。一人一人の良いところは異なるが、み

んな伸び伸びと明るく楽しい学校生活を送っている。交

流学習の映像等を通じ、障害についての理解を促進し、

自分たちができることについて考えてもらう。 

 

287 20 1998

わかりあえる明日のために 

小学生向けビデオ５ 

  「ともにたのしく」耳の不自由な 

   友達と（聴覚障害理解） 

耳の不自由なお友達はどうやって先生お話を理解するの

か??音を大きくして聞こえやすくする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する。交流学習の映

像等を通じ、障害についての理解を促進し、自分たちがで

きることについて考えてもらう。 

 

327 20 2000

わかりあえる明日のために　  

小学生向けビデオ6 

  「ともにたのしく」からだの 

   不自由な友達と 

養護学校では、からだのどこが不自由なのかはみんな違う。

自分でできることは自分でやり、でき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

等の映像を通じ、障害についての理解を促進し、自分たち

が出来ることを考えてもらう。 

 

328 20 2000

わかりあえる明日のために　  

小学生向けビデオ7 

   「ともにたのしく」 

    目の不自由な友達と 

生まれた時から目が見えない、とても視力の弱いお友達が

いる。でもみんな遊ぶことが大好きで、スポーツにも挑戦す

る。目は不自由だけど勇気を出して頑張っている。障害につ

いての理解を促進し、自分たちができることを考えてもらう。 

 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

わかりあえる明日のために　 

小学生向けビデオ8 

   「ともにたのしく」 

    病弱養護学校の子どもたち 

329 20 2000

病気のため、病院や自宅で療養しながら長い間学校を休

んでいるお友達がいる。早く病気を治して元の生活に戻る

ために、苦い薬も思いっきり遊びたい気持ちも、食べたいお

菓子も我慢している。病気になってもがんばっているお友

達について理解し、自分たちが出来ることを考えてもらう。 

 

 

344 20 2001
心響きあうまちに 

   ～高校生の目で見たバリアフリー～ 

人々が共に生きていく為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ぶ。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

わかりあえる明日のために　 

小学生向けビデオ4 

   　－福祉にかかわる仕事－　　　 

      理学療法士・作業療法士 

      ・言語聴覚士 

 

404 20 2003

病気やケガなどで心身に何らかの障害が残ってしまい、運

動や日常生活が困難になってしまった人たちに対し、失わ

れた能力を向上させ、残された機能を最大限に引き出し、

回復させること、それがリハビリテーションの仕事です。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製作しました。 

 

わかりあえる明日のために　 

小学生向けビデオ5 

   　－福祉にかかわる仕事－　　　 

      盲導犬訓練士 

 

453 20 2004

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ます。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

です。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製作しました。 

 

 

388 55 2002一人ひとり違う みんな違う（1） 

 

お年寄りや障害のある人々の暮らし、そして彼らの生活を

支えている人びとの仕事を紹介しています。映像を通して

子ども達と一緒に ｢福祉」について感じ、考え、話しあって

ください。また、福祉教育を指導される先生方のために福

祉教育とは何か、総合的な学習とは何か、どうやって授業

を進めていけばよいのか、といった解説も加えてあります。 

389 55 2002一人ひとり違う みんな違う（2） 

 

お年寄りや障害のある人々の暮らし、そして彼らの生活を

支えている人びとの仕事を紹介しています。映像を通して

子ども達と一緒に ｢福祉」について感じ、考え、話しあって

ください。また、福祉教育を指導される先生方のために福

祉教育とは何か、総合的な学習とは何か、どうやって授業

を進めていけばよいのか、といった解説も加えてあります。 

高齢者・障害者ともに、それぞれの特性、個性があるとい

うことを教えられます！ 

390 8 2002
一人ひとり違う みんな同じ  

   ダイジェスト版 

 

 

 

高齢者・障害者ともに、それぞれの特性、個性があるとい

うことを教えられます！ 

20

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 

454 2004

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ための目で見る言

葉です。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

す。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製作しました。 



��

No.

244 55

31

1997

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

B－4 福祉教育（その他） 
 

「健康」と「生活の質」の 

　向上をめざして 

 

平成13年度ビデオ厚生労働白書 

　ブンさんとナオミの 輝け！ 

　人生の主役たち 

ビデオ厚生白書(平成9年版)で、映像を通してわかりやすく

伝える目的で制作。関連するニュース映像などを通して、感

染症の実態ととるべき対応を紹介。21世紀、わたしたちがど

のような高齢社会を迎えればよいのかを考える。 

372 2002

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”として紹介する。またス

タジオへその方々を招き、その活動だけでなく、人生や家庭、仕事に

対する考えや思いを伺いながら、これから私達が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する。 

395 33 2002未来へのとびら 

 

２人の前に現れる不思議な４つの扉。扉の向こうには「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」それぞれの未来の姿がある。『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く変化のきざ

しとあるべき未来の姿を考えていく。 

283 20 1998

わかりあえる明日のために   

小学生向けビデオ1 

　「一雫(ひとしずく)の水」   

 　（環境問題編） 

小学生にとって身近でわかりやすい｢水｣を取り上げ、水の

生い立ちから海に注ぐまでの間に起こる様々事象を通し、

自然の大切さを理解し、自分たちの生活する環境を守り、

次の世代に残していくためにどうしたら良いか、その解決に

向けた行動を考えてもらう。 

 

302 20 1999

ほんの少しの勇気    

　～高校生の防災ボランティア体験～ 
　○字幕スーパー 
 

国土庁と関係機関が防災とボランティア週間に｢高校生ボ

ランティアin大阪スクール｣を開催。高校生のボランティア

活動の姿を追っている。 

16ロボット犬とっちー 

 

376 2002

神戸の震災復興のために世界中からいただいた支援に

対するお礼として、神戸からみなさんへ届けるアニメ。ロボ

ット犬製造工場｢グッド･ドッグ･ファクトリー｣の完成品検査

で｢お手｣をせずに不良品となったロボット犬｢とっちー｣た

ちは｢だめドッグ｣として明朝一番で解体工場行きとなる。

自由を求めて大脱走が始まる。｢とっちー｣とゆかいなロボ

ット犬の仲間達が助け合いながら生きていく姿は、観る人

を元気にする｢神戸からの元気メッセージ｣だ。 

 

 

334 44 2000
介護の現場で学ぶ 

　高校生のための社会福祉実習 

学校で学んできた福祉や介護の知識や技術を、実際の利

用者や職員達との関わりを通して、生徒自らが体得して行

くために行われる社会福祉実習。そのための事前学習･事

前訪問、特養ホーム･デイサービスセンター･ホームヘル

パーサービスの実習についてのビデオ。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

348 24 2001
秋田県湯沢市社協が平成12年7月からはじめた「ふれあ

い喫茶 やすんでたんせ」の構想からオープンまでを関係

者や市民の思いなどを交えながら編集。 

 

シリーズ・安心あきたを拓く○ 

   やさしさ空間 やすんでたんせ 

6

455 20 2004

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 

 

救急救命士は、思いやりと体力がないと出来ない仕事で

す。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ます。救急医療現場で、とても重要

な役割を担っている仕事です。 

人間が捨てたごみで傷ついた海洋生物が通う病院の夢

を見たあやちゃんの思い出をつづった紙芝居。子ども達に

海の海岸美化や保全の大切さをわかりやすく訴える。 

 

No.

154 31 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

C－1 地域福祉（サロン活動） 
 

ほほえむまち　 

   ～地域福祉活動を追って～ 

 

あなたもまちもいきいき！ 

   ふれあい・いきいきサロン 

  　～寝たきり・痴呆予防にも～ 

福岡市での「おしゃべりサロン」、週2回の「ふれあいランチ」

を紹介。ランチを届けるボランティアとお年寄りとの交流を

描く。 

330 2000全社協製作のふれあいサロンのビデオ。 

460 ― 2003
あやちゃんのゆめ 

DVD 

 

384 25 2002
～ふれあい･いきいきサロンのいま～をテーマに、秋田県の

地域福祉活動の取り組みをまとめたビデオ。 

 

シリーズ・安心あきたを拓く○ 

   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～ 

7

C－2 地域福祉（社会福祉協議会） 
 

No.

151 35 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

ふれあいのまちづくり　　 

　～市民参加の地域福祉活動～ 

 

富士吉田市の取り組みの紹介。誰もが安心して生活でき

るふれあいのまちづくりのためにみんなで考え、実践し、と

もに生活する。市民一人一人が参加して、活力ある心豊

かな取り組みをしている。モデル市部における市民参加

の福祉活動と福祉ホール中心に展開される在宅福祉サ

ービスを紹介。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

はじめまして社会福祉協議会です 

　豊見城村ふれあいのまちづくり事業 
243 1997豊見城村社協のふれあいのまちづくり事業を紹介。 

みんなでつくるふれあいのまち 

 
211 25 1996住民とともに歩む社会福祉協議会の活動について。 

 

沖縄県社会福祉施設訪問 

 

213 60

17

1998
沖縄県社会福祉協議会作成。沖縄県内のさまざまな福

祉施設を紹介。 

ふれあいまちづくり事業　改訂版 

 

152 35 1994

平成3年度からスタートしたふれあいのまちづくり事業のう

ち、静岡県富士吉田市の取り組みの様子を紹介している。

総合的な地域福祉推進策であるふれあいのまちづくり事

業の多彩な活動の様子が収録されている。 

 

ふれあいのまちづくり 

　～思いやりの心を育てる福祉教育～ 
156 30 1995

静岡県富士吉田市のふれあいのまちづくり事業のうち、地

域の子ども達の思いやりの心を育て、ともに支えあうまちづ

くりを目指して取り組む福祉教育の推進の様子を紹介し

ている。地域を学習の場として取り組まれた各プログラム

を紹介している。 

地域に根づく社協活動　 

カンバン社協   

 

153 19 1994大分県内の社協の活動紹介ビデオ。 

あなたのまちのふれあいネットワーク 

　～社会福祉協議会 

　　広報啓発用ビデオ～ 

247 35 1997
大分県内の社協が作成。事業内容や、事例を紹介しな

がら社協と地域住民との係わり方や将来に向けた取り組

み紹介。 

265 16

18

1997社協ってなに？ 

 

小地域ネットワーク 

　急げ！ふれあいネットワーク 

社会福祉協議会の組織、事業、活動について紹介。 

 

281 1996

地域の中に見守りあいや支え合いの輪を広げ、誰もが安

心して暮らせるまちづくりをしたい…そんな願いをこめてつ

くりはじめた「ふれあいネットワーク」。このことを多くの方に

知ってもらうために制作された。(1)ふれあい事業の説明、

具体的な指針や情報 (2)介護保険の仕組みや先進地

の事例などを交えながら「ふれあい・いきいきサロン」の必

要性と可能性をわかりやすく解説している。  

288 15 1998
ふれあいネットワーク 

　（豊見城村社会福祉協議会） 

 

豊見城村社会福祉協議会の活動を紹介。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

356 22 2001
快適な福祉のまちづくりをめざして  

   ―社会福祉協議会の活動 

みんなですすめる福祉のまちづくりについて。鹿児島県内

の社会福祉協議会の地域福祉の推進の中核的な組織

として社会福祉を目的とする事業の企画や実施、調査、

広報、連絡調整、そして住民がボランティア活動などへ

参加しやすい環境を整える活動などを紹介。 

 

444 2004こんにちは！　社会福祉協議会です！ 

 

 

豊見城市社会福祉協議会の活動内容が主です！元気な

児童・高齢者がイキイキと活動しています！ 

 

391 20

14

459 2005

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　 

   ○字幕スーパー 

 

 

子どもから高齢者まで障害がある人もない人も、誰もが地

域においていきいきと自立した生活が送れることを目指し、

共に生き、支えあう街づくりを進める計画を紹介するビデオ

です。地域福祉活動計画のヒントが得られるでしょう。 

 

21

2002

地域福祉推進ビデオ 

   さあ、やろう！　 

   ～地域づくりはみんなが主役～ 

平成12年6月施行の社会福祉法に「地域福祉の推進」

が位置づけられ、これからは各市町村が住民の方々と一

緒にそれぞれの地域の特色を生かして地域福祉を進め

ていくことになります。 

地域福祉を推進し、「福祉コミュニティづくり」のきっかけづ

くりとなるようこのビデオをご活用ください。あなたも「さあ、

やろう！」と一歩踏み出してみませんか？ 

 

C－3 地域福祉（民生委員・児童委員） 
 

No.

264 30 1997

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

全国民生委員児童委員大会 

   （平成9年度 第66回） 

 

いつもあなたのそばに 

 

平成9年度に開催された第66回全国民生委員児童委

員大会の記録。 

225 37 1997
児童委員活動に焦点を当て、民児協総務や主任児童委

員との連携の下、地域の諸機関と協同しながら問題解決

に向けての民生委員・児童委員活動をドラマ化した。  

 

民生委員･児童委員のための 

研修ビデオ １ 

   相談・支援活動のポイント   

   相談基礎編 

319 32 2000
イラストストーリーによる事例をもとに解説。支援を必要と

する人の意思や気持ちを尊重し、対等の立場で相談・支

援を行っていくことの重要さを学ぶ。 

 

方面委員から民生委員そして未来へ 

 
293 28 1999大阪市民生委員制度創設80周年記念ビデオ 
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民生委員･児童委員のための 

研修ビデオ2 

    効果的な相談・支援活動   

    相談応用編 

320 33 2000
俳優によるドラマをもとに解説。相談・支援の内容や状況

が対応するのに難しいケースを例に、人間的な理解や福

祉に関する知識の必要性を学ぶ。 

 

民生委員･児童委員のための 

研修ビデオ3 

   いきいき民児協活動  

   組織活動編 

321 26 2000
実際の民児協活動をもとに解説。民児協の活動がより有

効に機能していくために求められるものを、組織のリーダー

シップや基本的活動などを通して学ぶ。 

 

ともに暮らす地域の一員として 

   「住民の立場に立つ」 

   ことから始めよう！ 

361 30 2001

｢住民の立場に立った｣活動のすすめ方を、具体的に映像

で説明。自らの活動を振り返ってみたり、自らが担当する

地域ではどのような活動が考えられるのか、確認するため

のビデオ。手引書付き。 

 

C－4 地域福祉（友愛訪問） 
 

No.

226 21 1997

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

転居者をあたたかく迎えよう 

 

老人クラブのネットワークを活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

ブのネットワー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

実現することを願って、制作された。 

 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

笑顔みたくてこんにちは 

 

229 24 1997

一日中家にいて誰とも口をきかずに過ごす人。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。その活動の様子を紹介。 

 

聴く喜び話す喜び 

 

383 31 2002

在宅福祉を支える友愛活動。この活動を行う上で基本と

なる話し合いに焦点をあて、上手な聴き方、話し方ができ

るように、実際の活動をみながら専門家の助言を交えて

学習するためのビデオ。 

 

老人クラブ友愛訪問の進め 

 
279 30

各地の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ている。これからの活動に役立つ

ことを願って制作された。 



��

C－5 地域福祉（共同募金） 
 

No.

172 6 1995

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

ズームアップ赤い羽根 

 

「みんなの県政」 

一人ひとりの優しさが社会の資産 

     ～赤い羽根共同募金～ 
　　○手話 

共同募金の使いみちを明示したPRビデオ。 

256 13 1997

1997

沖縄県広報課企画の番組から。 

ふれあい通信赤い羽根 

  （平成11年度） 

 

314 10 2000
1.地域ぐるみの福祉教育～東京都小平市～  

2.住民参加の日常生活支援活動～神奈川県　 

横浜市～ 

ズームあい　赤い羽根　 446 15 2003

1.島はひとつの大家族　一粒から大きな恵みへ　 

～沖縄県渡嘉敷村～ 

2.おいしさは真心のあかし　食工房ゆいのもり　 

～東京都昭島市～ 

赤い羽根アニメーション　　　　 

サングラスをかけた盲導犬 

 

452 16 2004

【あらすじ】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

た盲導犬と心やさしい少女がつむぐ心温まるストーリー。 

 

「赤い羽根、見つけた！」 

 
257 20 共同募金の使いみちを明示したPRビデオ。 

C－6 地域福祉（その他） 
 

No.

115 15 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

地域福祉活動計画策定事業 

 

たすけあいのなかで学ぶ 

　－イギリスの学校と 

　　コミュニティ・サービス－ 

社会福祉法人那覇市社会福祉協議会の事業紹介を収

録している。社会福祉協議会が策定する「地域福祉活動

計画」策定をとおして福祉への関心・参加を促すための

協議の場を作り出す。その取り組みを紹介する。 

 

147 30 1994
イギリス各地の学校・家庭・生徒たちを訪ねながらすばら

しい世界をレポート。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

1993仲間たちがいて喜びがある 

 
157 33

住民の多様な学習願いに応えることが課題の公民館活

動について。学習の拠点として多くの人々が集い、仲間の

輪を広げる中、生活に根ざした地域の文化を創っている

公民館を紹介。 

 

ボランティア21 

　「産山村子どもヘルパー」 

 

 

396 27 2003

熊本県産山村の子どもたちが高齢者と一緒になってヘル

パーを体験し、一つひとつ学んでいきます！「おじいちゃん・

おばあちゃんの笑顔が見たいから！！」と活動する子どもたち

は、そこから何を学び、成長しているのでしょうか。 

 

D－1 高齢者福祉（制度） 
 

No.

137 40 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

わが市わが町の老人保健福祉計画 

 

新在宅介護をはじめるために 

   ～制度サービスの利用でゆとり～ 

福祉公社を含めたヘルパーのチーム方式、生活援助型の

365日食事サービス、土地の有効活用による福祉と教育

の複合施設など、特色のある事業を盛り込んだ5つの自治

体の老人保健福祉計画を紹介。 

 

239 32 1997

1999

介護に便利な福祉用具も進歩し、介護を支援する公的な

サー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。 

 

介護保険早わかり 

 

292 24 1999
介護保険の申請からサービスを受けるまでの仕組みを解

説し、介護保険が私たちの暮らしにどのような関わりを持つ

かを明らかにしている。 

公的介護保険で変わる 

これからの介護 

   ―制度の内容と利用方法― 
291 31

これまでの福祉サービスと公的介護保険はどこが違うの

でしょうか？ 保険の加入対象者は？ サービス利用の方法

は？ 給付される介護サービスは？について。 

 

介護保険1 

   ～介護にたずさわる人のために～ 

   第1巻 介護保険の概要 

296 19 1999

1.介護保険制度の目的、今なぜ新しい制度が？   

2.介護保険制度とは、基本的な仕組みは？   

3.介護サービス利用の基本的な仕組みは？  

4.介護サービスの基盤整備をすすめるには？ 

介護保険1 

   ～介護にたずさわる人のために～ 

   第2巻 介護の申請から認定へ 
297 19 1999

1.はじめに  2.要介護認定の基本的な意義 

3.要介護認定の手続 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

介護保険1 

   ～介護にたずさわる人のために～ 

   第3巻 介護サービスの種類 

298 20 1999

1.介護保険では、どのような給付(サービス)が行われるの

か？  2.介護サービスの利用の基本的な仕組みは？  3.利

用できる介護サービスとその種類は？  4.サービス利用に

ともなう利用者の費用負担  5.介護サービスの基盤整備

をすすめるには？ 

 

2001

介護保険3 わがまちの介護保険 

第1巻 地域リハビリテーションに 

　　　　とりくむ 

　～高知県高知市～ 

357 25

介護保険制度の新しいサービスの1つとして展開されて

いる地域リハビリテーションについて、高知県高知市の近

森病院の取り組みを紹介。地域に置けるリハビリテーショ

ンスタッフをはじめとする、地域におけるチームケアの具体

的展開が示され、在宅の寝たきり･虚弱高齢者等を支援

･調整する先進的な取り組み。 

 

2001
介護保険3 わがまちの介護保険 

第3巻 介護予防･生活支援にとりくむ 

　～滋賀県野洲町～ 

359 27

介護以外のサービスとして展開されている介護予防･生

活支援事業について、滋賀県野洲町の取り組みを紹介。

事例は介護保険に連動した付け焼刃の展開ではなく、

十数年かけた地元関係者の地道な住民の健康管理･地

域福祉活動の結果を結晶させたものである。 

 

299 21 1999
介護保険1 

   ～介護にたずさわる人のために～ 

   第4巻 介護サービス計画の作成 

1.ケアプランの必要性  2.望ましいケアプランとは  3.ケア

プランの立て方  4.ケアプラン作成の留意点 

 

介護保険2 

 　第2巻 通所サービス 

315 29 2000
介護保険2 

 　第1巻 訪問サービス   

 

在宅寝たきり高齢者と訪問系サービスの意義、訪問系サ

ービスとケアマネジメントのポイントについて。滋賀県野洲

町総合福祉保健センターでの事例を紹介。 

 

316 29 2000

2000

在宅痴呆性高齢者等と通所系サービスの意義、通所系

サービスのケアマネジメントのポイントについて。静岡県静

岡市の高齢者総合施設｢楽寿の園｣での事例を紹介。 

 

介護保険2 

 　第4巻 ケアマネージャーの役割 
318 19 2000

ケアマネジャーの役割について、利用者本位と公平性の

遵守、ケアチームの調整、情報の共有化と秘密保持など

から解説。 

337 14 2001

中高校生など今後の超高齢社会を支える若年層に介護

保険制度を理解してもらえるよう、アニメを取り入れるなど、

介護保険制度をあまりご存知でない方でも入門編として

活用できる。 

介護保険制度を考えよう 

 

介護保険2 

 　第3巻 施設サービス 

 

317 29

要介護高齢者と入所施設の意義、介護保険･入所施設と

ケアマネジメントのポイントについて。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他、

デイサービス、ショートステイを展開)での事例を紹介。 
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D－2 高齢者福祉（ケアマネジメント） 
 

No.

177 40 1995

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

一人ひとりをみつけるチームケア 

     高齢者ケアプランとは何か 

ケースマネージメントシリーズ 

　第1巻　ケースマネージメントの 

           　考え方とその方法 

ケアプランは「個別処遇」と「チームアプローチ」を確立す

るための有効な武器である。ケアプランシステムの解説か

らそれを現場実現にどのように活かすかまでを、わかりや

すく映像化しケアプランの全体像をつかむ。 

 

194 33

29

1996

高齢者の状況、関連分野の法制度、処遇、知識や技術、コ

ミュニケーション技術などが求められ、幅広い現場経験や、

研修が不可欠とケースマネージメントの仕事について、そ

の考え方から実践の仕方までを、リアルに、分かりやすく解

説。初めてケースマネージメントを学ぶ人にも対応できる。 

ケースマネージメントシリーズ 

　第2巻　ケースマネージメントに 

　　　　　おけるアセスメントの方法　　 
195 1996

高齢者の状況、関連分野の法制度、処遇、知識や技術、コ

ミュニケーション技術などが求められ、幅広い現場経験や、

研修が不可欠とケースマネージメントの仕事について、そ

の考え方から実践の仕方までを、リアルに、分かりやすく解

説。初めてケースマネージメントを学ぶ人にも対応できる。 

32

ケースマネージメントシリーズ 

　第3巻　ケースマネージメントに 

　　　　　おけるケア計画作成方法 

ホームヘルパーと 

ケースマネージメント 

 

196 1996

高齢者の状況、関連分野の法制度、処遇、知識や技術、コ

ミュニケーション技術などが求められ、幅広い現場経験や、

研修が不可欠とケースマネージメントの仕事について、そ

の考え方から実践の仕方までを、リアルに、分かりやすく解

説。初めてケースマネージメントを学ぶ人にも対応できる。 

ケアマネジメントにおける 

ケアプランの作り方 

　（1）生活ニーズのとらえ方 

ケアマネジメントにおける 

ケアプランの作り方 

　（2）生活ニーズからケアプランへ 

197 33 1996

三重県上野市社協の実践事例に基づきケースマネージャ

ーの一員であるホームヘルパーに焦点をあて、要援護者の

在宅生活を支えていくケースマネージメント機能について

学んでいく。 

294 37 1999
ある利用者の事例を通して、どのように信頼関係をつくり

生活ニーズをとらえるか、その過程を追っていく。  

 

295 37 1999生活ニーズからケアプラン作成までの流れを追っていく。 

 

2001

介護保険3 わがまちの介護保険 

第4巻 福祉基盤の整備にとりくむ 

　～愛知県高浜市～ 

360 27

愛知県高浜市の介護保険制度に関する全市を挙げた取

り組みを収録。多様な介護サービスや施設整備等につい

て、高齢者のニーズをふまえ、住民参加･協力を得て、総

合的･計画的に推進している取り組みで、大変注目され

ている。 

 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 
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D－3 高齢者福祉（在宅介護） 
 

No.

201 20 1996

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

在宅介護支援センター　 

　設立から運営 

 

在宅介護支援センター 

　一日の仕事の流れ 

 

在宅介護支援センターの設立から、活動の実際までわか

りやすく解説。設立から運営について。 

202 18

45

30

1996
在宅介護支援センターの設立から、活動の実際までわか

りやすく解説。一日の仕事の流れについて。 

在宅介護支援センター　 

　活動の実際 

 

高齢化社会と介護　 

　～安心への知恵と備え～ 

 

203 1996
在宅介護支援センターの設立から、活動の実際までわか

りやすく解説。活動の実践について。 

432
高齢者とどう付き合っていけば良いか、またどういった行

政サービスが受けられるのか知ることができる。基本的な

在宅介護の方法も押さえてあります!

D－4 高齢者福祉（痴呆） 
 

No.

358 28 2001

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

介護保険3 わがまちの介護保険 

   第2巻 痴ほう性高齢者 

            サービスにとりくむ 

            ～岩手県大船渡市～ 

介護保険4 痴ほう性高齢者のケア 

   第1巻 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)～ 

 

介護保険4 痴ほう性高齢者のケア 

   第2巻 グループホーム 

           ～あがいやんせ・ 

           おじゃったもんせ(鹿児島)～ 

介護保険制度の新しいサービスの1つとして展開されてい

る痴ほう性高齢者に関するサービスについて、岩手県大

船渡市の気仙デイサービスセンターの取り組みを紹介。

関係市町村や医療機関との連携により、在宅の痴ほう性

高齢者介護をより高い水準へ押し上げる展開をしてして

いる。 

368 27 2001

在宅介護をする場合、ショートステイやデイサービスなど、

お年寄りを預かってくれるサービスを十分に利用し、主た

る介護者が自分の時間、自分の生活を確保することが重

要である。痴ほう症の介護は長期に及ぶことがまれでは

ないので、万一の時に備えて、余裕のあるうちに心当てを

作っておくと、かえって長続きする。大阪の例を紹介。 

369 2001

グループホームは痴ほう症などのお年寄りが5～9名くら

い集まって、小規模な施設に暮らす介護である。利点は、

規模が小さく家庭での生活に近い状態が保たれる、個別

性に目が届きやすいことなど。一方小規模ゆえに集団か

ら浮き上がってしまうことが大問題となったり、一人の職員

の影響が全体に大きく影響することもある。鹿児島の事例

を紹介。 

25
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

介護保険4 痴ほう性高齢者のケア 

   第3巻 ユニットケア 

            ～至誠キーストホーム(東京)～ 

370 2001

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、8～10人くらいを単位としてケアできるよう

にする方法である。ユニットケアはグループホームケアの

利点を取り入れながらその欠点を補う方法であると言え

る。東京の事例を紹介。 

28

介護保険4痴ほう性高齢者のケア 

   第4巻 介護療養型医療施設 

           ～光風園病院(山口)～ 

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～ 

371 28 2001

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、一

般病院より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。今後、身体･精神に医学的介入

を必要とする痴ほう性高齢者の治療･介護施設として分

化し、独自の役割を担っていくと予想される。山口の事例

を紹介。 

386 20 2002

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暮らしを送る事

ができたら…。グループホーム日常風景、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際と、あるべき姿を分かり

やすく紹介します。 

D－5 高齢者福祉（訪問看護） 
 

100 22 1995

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

ビデオで学ぶ老人訪問看護制度 

   1.老人訪問看護制度の概要 

ビデオで学ぶ老人訪問看護制度 

   2.老人訪問看護ステーション 

     開設のノウハウ 

 

老人訪問看護制度の内容から老人訪問看護ステーショ

ン開設まで具体的に紹介。特に制度について。 

101 22 1995
老人訪問看護制度の内容から老人訪問看護ステーショ

ン開設まで具体的に紹介。特に開設のノウハウについて。 

102 1995
老人訪問看護制度の内容から老人訪問看護ステーショ

ン開設まで具体的に紹介。特に開設についてのノウハウ

の事例。 

103 1995
老人訪問看護制度の内容から老人訪問看護ステーショ

ン開設まで具体的に紹介。特に開設についてのノウハウ

の事例。 

36

40

ビデオで学ぶ老人訪問看護制度 

   4.老人訪問看護ステーション 

     開設のノウハウ事例 

ビデオで学ぶ老人訪問看護制度 

   3.老人訪問看護ステーション 

     開設のノウハウ事例 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

老人訪問介護ステーション  

運営の実際 

   老人訪問看護制度の概要と 

   ステーションの開設 

104 1995
老人訪問看護制度の内容から老人訪問看護ステーショ

ン開設まで具体的に紹介。特に開設についてのノウハウ

の事例。 

234 1997老人訪問看護制度の概要と対象者、利用料などの説明。 

 

25

235 1997
若林訪問看護ステーション、西宮市訪問看護センターの

事例。 
34

40

ビデオで学ぶ老人訪問看護制度 

   5.老人訪問看護ステーション 

     開設のノウハウ事例 

老人訪問介護ステーション  

運営の実際 

   ステーションの運営事例 

   （宮城県･兵庫県） 

236 35 1997
訪問看護ステーションなかの、阿蘇郡医師会訪問看護

ステーションの事例。 

237 38 1997訪問看護ステーションみなみ、函館訪問看護ステーショ

ンの事例。 

老人訪問介護ステーション  

運営の実際 

   ステーションの運営事例 

   （長野県･熊本県） 

老人訪問介護ステーション  

運営の実際 

   ステーションの運営事例 

   （北海道） 

238 27 1997御調町老人訪問看護ステーションの事例、老人訪問看

護事業協会の設立について。 

わが家に訪問看護師がやってきた 

　～訪問看護を活用するために～ 

 

 

443 20

このビデオは、とある家庭に初めて訪問介護の現場を取

材しドキュメンタリーを交えて紹介しています。みなさんに

訪問看護を活用していただけるようにという願いをカタチ

にしたものです！ぜひ、ご覧ください。 

 

老人訪問介護ステーション  

運営の実際 

　ステーションの運営事例 

　（広島県･協会設立について） 
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D－6 高齢者福祉（生きがい） 
 

No.

138 30 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

好齢期へのナイスシュート 

高齢者の生きがいと健康づくり 

推進事業シニアリーダー編 

     街のちょっぴり先生 

宮尾すすむの 

イキイキ生涯青春講座 

 

小朝・好江師匠の 

素敵にシルバー宣言 

 

72歳の「みちくさの会」リーダーを通して野山を散策し、

自然とのふれあいに喜び、生きがいを感じている姿を描

いている。  

159 32 1995
高齢者の元気いっぱいの活躍ぶりを紹介している。明る

い長寿社会づくりに役立つことを願って制作された。 

 

212 1996

今までの会社人間から脱却し、生涯にわたってイキイキと

した人生を送っていくことを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

に示唆を与える明るいビデオである。 

 

228 1997
小朝・好江師匠が、老後の生きがいについて、思いやりと

やさしさをこめて軽妙にアドバイスしている。 

 

30

35

高齢者のためのバリアフリーゲーム 

 

 

431
元気なお年よりも、障害のあるお年よりもみんなで一緒に

楽しめてリハビリ効果もあるゲームグッズを紹介します。 

 

30

D－7 高齢者福祉（その他） 
 

No.

130 30 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

ねたきりゼロ運動のすすめ方 

 

「ねたきりゼロ」の10ヵ条 

 

長寿・沖縄の食文化　 

　－これからの食生活－ 

 

緑樹苑ものがたり 

　「わたしの地域家族」 

 

老人クラブで「寝たきりゼロ運動」を組織的に取り組むた

めの方法と手段を考える。なぜクラブとして取り組むのか。

寝たきりゼロ運動はさまざまな活動がある。活動を継続し

ていくために。 

 

131 30 1992
どのように「ねたきりゼロ運動」を実践していけばよいか、

10ヵ条ポイントを事例をあげながら解説。 

 

139 1994かりゆし長寿大学校薬草科など 

158 1995
沖縄長寿センター緑樹苑が創立15周年(H7)を記念し

て作成したビデオ。施設見学等で施設を紹介。(ドラマ) 

 

39

27
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

1992
安心して老いるために　 

　演出：羽田澄子 

 

180
自分の住んでいる地域や行政、国の政策について考え、

話し合い、安心して老いるために何をすべきか検討するき

っかけとなる。 

151

1992
安心して老いるために　資料（1） 

　北欧の老人ケアシステム 
181

デンマークの小都市カルンボーの老人施設、在宅ケアの紹

介。スウェーデン･リンシェーピン市の社会サービス、訪問ナ

ースとヘルパーなどを取材した内容。No.180の資料編。 

 

112

1992
安心して老いるために　資料（2） 

　オーストラリアの老人ケアシステム 
182

No.180に新たな取材を加え、老人ケア、アセスメントサー

ビスを中心にオーストラリアの老人ケアの現状を紹介。

No.180の資料編。 

75

E－1 介護技術（全般） 
 

No.

209 各30 1996

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

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） 

 

事例で学ぶ在宅介護の実際1 

   寝たきり老人予防と介護の 

   心がまえ 

高齢者の健康と暮らしの安全チェック。 

217 19 1997

介護の心構えをはじめ、家庭における介護環境の整備か

ら住宅改造、福祉用具の活用法、誰にでもできるやさしい

介護技術を紹介。実際の在宅の事例を交えながらわかり

やすく解説。授業、研修、ヘルパーの教材。 

1997

事例で学ぶ在宅介護の実際3 

   清潔を保つ 
219 19 1997

介護の心構えをはじめ、家庭における介護環境の整備か

ら住宅改造、福祉用具の活用法、誰にでもできるやさしい

介護技術を紹介。実際の在宅の事例を交えながらわかり

やすく解説。授業、研修、ヘルパーの教材。 

 

事例で学ぶ在宅介護の実際4 

   食事介護の基本 
220 18 1997

介護の心構えをはじめ、家庭における介護環境の整備か

ら住宅改造、福祉用具の活用法、誰にでもできるやさしい

介護技術を紹介。実際の在宅の事例を交えながらわかり

やすく解説。授業、研修、ヘルパーの教材。 

 

事例で学ぶ在宅介護の実際2 

   移動の基本 
218 25

介護の心構えをはじめ、家庭における介護環境の整備か

ら住宅改造、福祉用具の活用法、誰にでもできるやさしい

介護技術を紹介。実際の在宅の事例を交えながらわかり

やすく解説。授業、研修、ヘルパーの教材。 
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事例で学ぶ在宅介護の実際5 

   福祉用具の活用と暮らしやすい 

   住宅改造 

221 20 1997

介護の心構えをはじめ、家庭における介護環境の整備か

ら住宅改造、福祉用具の活用法、誰にでもできるやさしい

介護技術を紹介。実際の在宅の事例を交えながらわかり

やすく解説。授業、研修、ヘルパーの教材。 

 

すこやか家族のシルバー在宅介護 

 

227 35 1997
超高齢化社会に向けて在宅介護の基本技術をわかりや

すく紹介している。(1)片まひ・虚弱編  (2)寝たきり編 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

230 30 1997
わかりやすい在宅介護ポイント  

   第1巻   介護の基本 
介護の基本として、心構え、住民環境の整備、寝たきりの

原因、退院後心がけること等の解説。 

わかりやすい在宅介護ポイント 

　第3巻   午後の介護は 

231 30 1997
わかりやすい在宅介護ポイント 

　第2巻   朝の目覚めから午前中は… 

朝の目覚めから午前中は生活のリズムをつくるということ。

朝食前にすべきこと、食卓ですべきことなど。 

 

232 30 1997

1997

午後の介護は、体をきれいにする、床ずれ防止等。 

 

共によろこぶ 

 

282 18
兵庫県川西市社会福祉協議会のホームヘルパーの人た

ちが養成講座等のオリエンテーションや教材向けに制作

した作品。 

わかりやすい在宅介護ポイント 

　第4巻   リハビリ、睡眠、応急手当 

 

233 30
手軽にできるリハビリ紹介、介護者のための体操、その他

介護用具や公的サービス等紹介。 

366 15 2002

ある家族をモデルにしたやさしい家族介護の物語。おば

あちゃんのお世話をするお母さんが風邪をひき、介護経

験の無いお父さんと息子が介護に挑戦。オムツの交換、

衣服の着替え、座ってもらう、ベッドからの移動など。介護

ベッドの機能の紹介と注意事項。 

 

ベッドだからできる快適介護 

 

1989
おとしよりの介護とリハビリ 

　（第１巻） 

   在宅での介護をはじめるとき 

117 41
在宅で介護をはじめるときの居室の整え方、入浴や食事

の工夫について説明。 

1989

おとしよりの介護とリハビリ 

　（第２巻）ねまきとシーツのとりかえ、 

　排せつ世話 

118 38

好ましい寝巻きやシーツはどのようなものか、その交換の

実技をモデルにより具体的に紹介。ポータブルトイレ･排

尿用具の使い方とその配慮について、具体的な実技によ

り指導。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

1989

おとしよりの介護とリハビリ 

　（第3巻）身体のふき方･洗髪･ 

　マッサージ･床ずれの予防 

おとしよりの介護とリハビリ 

   （第4巻）ねたきりを防ぐリハビリ 

 

119 41

1989120 43

身体を上手に拭くと血液循環が良くなり、おなかを上手に

拭くと便通が良くなる。普段見えない部分を観察できる

ので皮膚の異常や床ずれを発見しやすい。身体の拭き

方を具体的な実技で指導。洗髪のコツ、マッサージの効

果を具体的に紹介。 

 

1997なぜする どうする 高齢者体操 223 43

スウェーデンに学ぶ高齢者の自立促進。スウェーデンで

は、高齢者の自立促進を考え、個々人の健康状態にあ

わせたADL体操が開発されている。ADLの高い方と低

い方の2パターンを紹介。 

 

寝返りの仕方、ベッドでの起き上がり、畳の上での移動な

どを紹介。 

ＡＤＬ対応型  

高齢者体操 指導者用 

 

1997222
（1） 43 
（2） 60

スウェーデンでは早くから高齢者の自立促進に注目し、

元気な高齢者から寝たきりの人まで個々人の健康状態

にあわせた体操が開発され、普及している。高齢者それ

ぞれADLレベル（日常生活動作能力）に適応するよう

考案されているので、ADL体操とよんでいる。(1)解説を

加えながら全体の動きを通して紹介。(2)高齢者の方に

指導するときの留意点について解説。 

 

1994
痴呆性老人の理解と介護 

　－希望ある明日のために－ 

　 全2巻 

132 24
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ービス 

276 30 1997
わかりやすい 

痴呆性老人の在宅介護 

 

（1）老人性痴呆症とは～初期症状の特徴とその対応  

（2）問題行動と具体的介護方法～支援制度・サービス 

1995
ボケない、ボケさせない 

健康家庭づくり 

　おじいちゃんの家出 

161 30

妻とのいさかいから、都内団地に住む息子の家庭を訪ね

た父が、ライフスタイルの違いや隣家の痴呆の老人などの

姿を見て、夫婦が力を合わせて老後を生きることの大切

さに気づく。 

 

335 25 2001

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 

デンマークの介護は生活環境の維持とセルフケアという

柱で、それを生かすにはどうするか。デンマークの専門家

の意見を参考に、「入所施設の環境」「レクリエーション」「

食事の介助実例」を通し、痴呆性老人の接し方の工夫を

まとめている。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

「高齢者や障害者に 

　やさしい住まいづくり」 

 

113 16 1994

高齢者や障害者が住みよいまちづくりについて調査にも

とづいた現状の訴えとまちづくり、バリアフリーについての

提言を盛り込んだ内容となっている。県内の「まち」「ひと」

が題材となっているので教材としても有効。那覇市社会

福祉協議会製作。 

325 38 2000

わかる車イス介護 

　～あなたも障害者の 

　社会参加を支える一人に 

　～ 下巻 

外出介護で必要とされる車イスの操作方法及び身体介

護をわかりやすく解説するとともに、ガイドヘルパーとして

の障害者への関わり方とその役割を具体的に紹介。下巻

●応用編○コミュニケーション方法○様々なタイプの車

イス○様々な交通手段～タクシー、一般バスなどの利用

○駅員との連携○車イスの操作～エスカレーターの昇

降、溝蓋越えなど○着替え、移乗介護○障害者からのメ

ッセージ 他 

障害者の交通や建築に 

　関する福祉セミナー 

 

114 156 1994

バークレー自立生活センター所長マイケル・ウィンター氏、

連邦建築、交通障壁委員会委員リチャード・スカッフ氏が

1993年9月17日に教育福祉会館で講演した内容を収

録している。アメリカのカリフォルニアでの交通アクセスの

実情などを紹介。 

 

（1） 30 
（2） 19

在宅介護のための住宅改造 

   （全2巻） 

 

168 1995
（1）「住宅改造相談」編  

（2）「高齢者にやさしい住宅改造のポイント」編 

クオリティ　オブ　ライブに向けて 

   これからの総合在宅ケア 

   （全2巻） 

169 70 1995

在宅介護を要する高齢者の方々に対して適切な保健･

医療･福祉サービスを総合的に推進するため、訪問看護

等を市町村においてモデル的に実施するとともに、さらに

保健婦による訪問指導等の保健サービス、ホームヘルパ

ー派遣等の福祉サービスの連携のあり方を模索し、今後

の高齢社会に向けての本格的な在宅支援方策を確立

する事業の紹介。 

 

1992

在宅ケア支援シリーズ 

   自立をたすけ介護力を高める 

   福祉用具　移動編 

135 27
車いすや杖など移動するための用具を上手に利用すれ

ば行動範囲が広がり、安全で快適な暮らしができる。 

 

324 38 2000

わかる車イス介護 

　～あなたも障害者の 

　社会参加を支える一人に 

　～ 上巻 

外出介護で必要とされる車イスの操作方法及び身体介

護をわかりやすく解説するとともに、ガイドヘルパーとして

の障害者への関わり方とその役割を具体的に紹介。上巻

●基本編○道路○境目での操作○大きな段差の昇降

○踏切の横断○階段昇降 他●実践編○電車の利用

～乗降方法など○買い物でのサポート○食事～接種介

護、店選び 他 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

在宅ケア支援シリーズ 

   自立をたすけ介護力を高める 

   福祉用具　入浴編 
1992136 25

30

不安なく安全で快適にお風呂またはシャワー浴を楽しむ

ために、体にあった入浴用具を紹介。 

老人と障害者の自立のための 

国際福祉機器展Ｈ・Ｃ・Ｒ　 

 

1995205

介護のための福祉機器ばかりではなく、老人や障害をも

つ方の自立を考えてきめ細やかに工夫された『'96国際

福祉機器展（世界10ヶ国、400社が出展）』の模様を紹

介している。 

2002
用具の工夫でらくらく介護   

全2巻 

 

 

380 50
(1)在宅介護に生かす福祉用具 

(2)みんなの知恵が一つになった 

    ～らくらくスツール～ 

E－2 介護技術（リハビリ） 
 

No.

117 41 1989

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

おとしよりの介護とリハビリ 

  （第１巻）在宅での介護を 

  はじめるとき 

おとしよりの介護とリハビリ 

  （第２巻）ねまきとシーツのとりかえ、 

  排せつ世話 

在宅で介護をはじめるときの居室の整え方、入浴や食事

の工夫について説明。 

118 38 1989

好ましい寝巻きやシーツはどのようなものか、その交換の

実技をモデルにより具体的に紹介。ポータブルトイレ･排

尿用具の使い方とその配慮について、具体的な実技によ

り指導。 

1989

おとしよりの介護とリハビリ 

  （第４巻）ねたきりを防ぐリハビリ 
120 43 1989

寝返りの仕方、ベッドでの起き上がり、畳の上での移動な

どを紹介。 

おとしよりの介護とリハビリ 

  （第３巻）身体のふき方･ 

  洗髪･マッサージ･床ずれの予防 

119 41

身体を上手に拭くと血液循環が良くなり、おなかを上手に

拭くと便通が良くなる。普段見えない部分を観察できるの

で皮膚の異常や床ずれを発見しやすい。身体の拭き方を

具体的な実技で指導。洗髪のコツ、マッサージの効果を

具体的に紹介。 

 



��

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

ＡＤＬ対応型  

高齢者体操 指導者用 

 

222 （1） 43 
（2） 60

1997

スウェーデンでは早くから高齢者の自立促進に注目し、

元気な高齢者から寝たきりの人まで個々人の健康状態

にあわせた体操が開発され、普及している。高齢者それ

ぞれADLレベル（日常生活動作能力）に適応するよう考

案されているので、ADL体操とよんでいる。(1)解説を加

えながら全体の動きを通して紹介。(2)高齢者の方に指導

するときの留意点について解説。 

 

なぜする どうする 高齢者体操  

 

223 43 1997

スウェーデンに学ぶ高齢者の自立促進。スウェーデンで

は、高齢者の自立促進を考え、個々人の健康状態にあわ

せたADL体操が開発されている。ADLの高い方と低い

方の2パターンを紹介。 

 

E－3 介護技術（痴呆） 
No.

132 24 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

痴呆性老人の理解と介護 

　－希望ある明日のために－ 全２巻 

 

ボケない、ボケさせない 

健康家庭づくり 

おじいちゃんの家出 

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ービス 

161 30 1995

1997

妻とのいさかいから、都内団地に住む息子の家庭を訪ね

た父が、ライフスタイルの違いや隣家の痴呆の老人などの

姿を見て、夫婦が力を合わせて老後を生きることの大切

さに気づく。 

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 

335 25 2001

デンマークの介護は生活環境の維持とセルフケアという

柱で、それを生かすにはどうするか。デンマークの専門家

の意見を参考に、「入所施設の環境」「レクリエーション」「

食事の介助実例」を通し、痴呆性老人の接し方の工夫を

まとめている。 

 

わかりやすい痴呆性老人の 

在宅介護 

 

276 30
（1）老人性痴呆症とは～初期症状の特徴とその対応  

（2）問題行動と具体的介護方法～支援制度・サービス
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E－4 介護技術（移送） 
 

No.

324 36 2000

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

よくわかる車イス介護 

　～あなたも障害者の 

　　社会参加を支える一人に～  

　　上巻 

よくわかる車イス介護 

　～あなたも障害者の 

　　社会参加を支える一人に～ 

　　 下巻 

外出介護で必要とされる車イスの操作方法及び身体介

護をわかりやすく解説するとともに、ガイドヘルパーとして

の障害者への関わり方とその役割を具体的に紹介。上巻 

●基本編 ○道路の境目での操作 ○大きな段差の昇降 

○踏み切りの横断 ○階段昇降 他 ●実践編 ○電車の

利用～乗降方法など ○買い物でのサポート ○食事～

摂食介護、店選び 他 

 

325 38 2000

外出介護で必要とされる車イスの操作方法及び身体介

護をわかりやすく解説するとともに、ガイドヘルパーとして

の障害者への関わり方とその役割を具体的に紹介。下巻 

●応用編 ○コミュニケーション方法 ○様々なタイプの

車イス ○様々な交通手段～タクシー、一般バスなどの利

用 ○駅員との連携 ○車イスの操作～エスカレーターの

昇降、溝蓋越えなど ○着替え、移乗介護 ○障害者から

のメッセージ 他 

 

E－5 介護技術（住環境） 
 

No.

113 16 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

「高齢者や障害者にやさしい 

　住まいづくり」 

障害者の交通や建築に関する 

福祉セミナー 

高齢者や障害者が住みよいまちづくりについて調査にもと

づいた現状の訴えとまちづくり、バリアフリーについての提

言を盛り込んだ内容となっている。県内の「まち」「ひと」が

題材となっているので教材としても有効。那覇市社会福

祉協議会製作。 

 

114 156 1994

1995

バークレー自立生活センター所長マイケル・ウィンター氏、

連邦建築、交通障壁委員会委員リチャード・スカッフ氏が

1993年9月17日に教育福祉会館で講演した内容を収

録している。アメリカのカリフォルニアでの交通アクセスの実

情などを紹介。 

 

 

クオリティ　オブ　ライブに向けて 

　これからの総合在宅ケア（全２巻）　 
169 70 1995

在宅介護を要する高齢者の方々に対して適切な保健･

医療･福祉サービスを総合的に推進するため、訪問看護

等を市町村においてモデル的に実施するとともに、さらに

保健婦による訪問指導等の保健サービス、ホームヘルパ

ー派遣等の福祉サービスの連携のあり方を模索し、今後

の高齢社会に向けての本格的な在宅支援方策を確立す

る事業の紹介。 

 

在宅介護のための住宅改造 

　（全２巻） 

 

168 （1） 30 
（2） 19

（1）「住宅改造相談」編  

（2）「高齢者にやさしい住宅改造のポイント」編 
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E－6 介護技術（福祉用具） 
 

No.

135 27 1992

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

在宅ケア支援シリーズ 

自立をたすけ介護力を高める 

福祉用具　移動編 

在宅ケア支援シリーズ 

　自立をたすけ介護力を高める 

　福祉用具　入浴編 

車いすや杖など移動するための用具を上手に利用すれ

ば行動範囲が広がり、安全で快適な暮らしができる。 

 

136 25 1992
不安なく安全で快適にお風呂またはシャワー浴を楽しむ

ために、体にあった入浴用具を紹介。 

老人と障害者の自立のための 

　国際福祉機器展Ｈ・Ｃ・Ｒ 
205 30 1995

介護のための福祉機器ばかりではなく、老人や障害をも

つ方の自立を考えてきめ細やかに工夫された『'96国際

福祉機器展（世界10ヶ国、400社が出展）』の模様を紹

介している。 

用具の工夫でらくらく介護  全2巻 380 50 2002
(1)在宅介護に生かす福祉用具 

(2)みんなの知恵が一つになった 

　～らくらくスツール～ 

簡易型視線入力システム　 

　Ｅｙｅ－ｃａｎ！の使い方　（機能編） 
434 10 2003

見るだけで文字が打てる！視覚障害者を除く全ての障害

者・高齢者へおすすめの医療機器の紹介です！ 

 

簡易型視線入力システム　 

　Ｅｙｅ－ｃａｎ！物語　（教育編） 
435 13 2003

ある家族を例にＥｙｅ－ｃａｎの詳しい機能を紹介します！　 

「Ｅｙｅ－ｃａｎが家にあるだけで、おばあちゃんが元気だった

頃に戻ったような気がしました」と、たけし君も言っています！ 

 

F－1 障害者福祉（視覚障害） 
 

No.

331 23 2000

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

初めてのガイド 

 

初めて視覚障害者に接する方だけでなく、ガイドヘルパー

やガイドボランティアの方々にも役立つテキストとして、学

校の授業や介護技術の講習会などで使われている。駅･

ショッピング･レストランでのガイドの方法を紹介。 
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F－2 障害者福祉（聴覚障害） 
 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

福祉講演会「聴覚障害者と手話」　 

   講師：石原茂之 
　 ○手話 

 

170 104 1995

2001

2001

平成6年6月9日読谷村総合福祉センターで開かれた

NHKの「みんなの手話」でおなじみの石原茂樹氏による

講演を収録。情報化社会の中でいきる聴覚に障害を持つ

人々の現状と課題について紹介している。 

 

349 30

高校生向け・手話教育ビデオ 

　わかりあえる明日のために　 

　1.手話入門編 
　　○手話 

 

 高校生向け・手話教育ビデオ 

　わかりあえる明日のために　 

　2.ろう教育編 
　　○手話 

 

 

350 30

事例を見ながら、聴覚障害者の方々は日常生活の中でど

のような点に困ったり、不安を感じたりするのか、一つひとつ

について考えていきます。手話というコミュニケーションが、

人と人の会話や心の交流を図る上で大切な役割を担っ

ていることに気づくでしょう！ 

 

ろう学校での授業や部活動、寮での生活、一般高校との

交流はどうしているのでしょうか。 

また、聴覚障害者の皆さんに、将来の夢や今の悩みなどに

ついてインタビューしてます！ 

2001

高校生向け・手話教育ビデオ 

　わかりあえる明日のために　 

　3.ろう者の教育編 
　　○手話 

 

 

351
聴覚障害者の皆さんは、日常の生活の中で家族とのコミ

ュニケーションはどのようにしているのでしょうか！また、よく

使われる手話ワンポイントレッスンもあります！ 

 

30

2001

2001

高校生向け・手話教育ビデオ 

　わかりあえる明日のために　 

　4.ろう者の文化編　 
　○手話 

 

 

 

352

このビデオでは、聴覚障害者の方々を支援する福祉施設

の実態やボランティアに携わる人たちの活動を見ながら、

障害者福祉の大切さを学んでいきます！ 

 

30

高校生向け・手話教育ビデオ 

　わかりあえる明日のために　 

　5.聴覚障害者福祉編 
　　○手話 

353

聴覚障害というハンディキャップを持ちながら、演劇やブラ

スバンド、パントマイム、落語等にイキイキと取り組んでいる

聴覚障害の方々がいます。こうした文化活動を実践してい

る障害者の皆さんの様子を見ていくと共に、ハンディをどう

乗り越えて活動しているのか。お聞きしています！ 

 

30

F－3 障害者福祉（精神障害） 
 

No.

421 32 2002

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

精神分裂病を生きる　 

　第1巻　妄想編（その1） 

　四六時中のぞかれていた七年間 

 

身体や心の中までのぞかれる。そんな辛い体験を里香さ

んが笑顔で語ります。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

422 35 2002

精神分裂病を生きる　 

　第2巻　妄想編（その2) 

　ヒーローたちの戦い 

「ター！ター！」と気合で悪魔を追い払った本田くん。悪の権

化と戦う鈴木さん。内定調査から逃れる下野君のお話。 

 

423 37 2002

精神分裂病を生きる　 

　第3巻　 

　「幻聴」から「幻聴」さんへ 

 

治療者側から一方的に言われていた「幻聴」という言葉

がメンバーの言葉になったら「幻聴さん」になった。それぞ

れの個性的な「幻聴さん」について語ってくれます。 

 

 

424 35 2002

精神分裂病を生きる　 

　第4巻　 

　721人の幻聴さんとともに 

 

７２１人の「幻聴さん」と「幽霊さん」の居る大崎さん。講演

会に一緒に出掛けています。お風呂も一緒に入ります。 

 

425 25 2002
精神分裂病を生きる　 

　第5巻　 

　成長する幻聴さん 

 

顔を洗ってはいけない。歯を磨いてはいけない。」と禁止ば

かりだった恵美ちゃんの幻聴さん。今は仲良しになって、じ

っと見守ってくれるようになりました。 

 

426 35 2002

精神分裂病を生きる　 

　第6巻　 

　幻覚とも妄想とも仲良く暮らす 

 

幻聴なの？幻覚なの？幻視なの？体感幻覚ってどんな感じ？

ミーティングは大盛り上がりです！ 

427 33 2002

精神分裂病を生きる　 

　第7巻　 

　ひきこもりのすすめ 

 

ひきこもりのプロ和田くんと5年間の引きこもりから生還し

た賀代ちゃん。ひきこもりの極意を伝授します。絶対的な

孤独の中で、賀代ちゃんが手にした結論は？ 

 

428 37 2002

精神分裂病を生きる　 

　第8巻　 

　言葉にできない思いの爆発 

 

思いが言葉にならないと爆発してしまう早坂さん。ニコニ

コ仮面を演じていた下野君。みんな日本語学校のコミュ

ニケーション教室に通っているようなもの？ 

 

429 30 2002

精神分裂病を生きる　 

　第9巻　 

　飲まされるクスリ、飲むクスリ 

 

川村先生は、とりたてクスリを飲みなさいとは言わないそ

うです。クスリを自主中断した本田君は、気分も爽快！元

気に福島の講演に、向谷地さんと早坂さんと一緒に出掛

けました…。 

430 37 2002

精神分裂病を生きる　 

　第10巻　 

　話すことから始まる回復への道 

 

 

話すことで楽になった！とみんなが言います。「べてるの家」

は、安心して話せる場所だったってことですね。今までで

きなかった深い話も出来るようになったと、本田君は言い

ます。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

399 ― 2004
沖縄ダルク１０周年誌 

CD－ROM 

 

 

１９９４年に全国７番目のダルクとして沖縄で活動をはじめ、

１０年が経ちました。その１０年間を振り返り、これまでのダル

クの活動の様子などを写真で紹介するCD－ROMです。 

 

F－4 障害者福祉（雇用） 
 

No.

125 43 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

日本の障害者雇用　制度･現状 

 

日本障害者雇用促進協会が行う障害者雇用対策、歴

史と現状、広報･啓発活動、納付金制度、職業リハビリテ

ーションについてをわかりやすく解説。今後における障害

者雇用のより一層の促進を願う。 

 

126 44 1994ふたたび職場へ 

 

 

近年増加している中途で障害者となった人々の雇用問題

を扱う事例を通して、障害者の雇用のあり方を示唆する。 

 

F－5 障害者福祉（その他） 
 

No.

129 21 1994

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

安心して外出するために 

［車いす編］ 

 

車イス利用者の外出の様子や、またその視点から、まち中

の環境について解説する。 

 

355 18 2001アシスタントドッグを知っていますか 

 

身体障害者の社会参加を助けるアシスタントドッグ(盲導

犬･介助犬･聴導犬の総称)の育成を促進するアシスタン

トドッグﾞ育成普及委員会が一般向けに作成した紹介ビ

デオ。 

392 24 2002

「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 

平成15年10月からは、デパートやスーパー､ホテル､飲食

店などの不特定多数の方が利用する施設でも補助犬の

同伴を拒んではならないことになります。これにより、障害

のある人たちの自立や社会参加の機会が増えることとなり

ます。皆さんのご理解とご協力をお願いします。 

 

127 26 1997明日への希望をめざして 

成人障害者を支える身体障害者療護施設ユーカリの里

でリハビリに取り組む入所者の姿、職員や専門家等の働

きをドキュメントし、リハビリテーションと補装具意義につい

て考察する。 
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G  国際理解 
No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

413

414

30 2002
あぶない野菜　 

グローバル化する食卓 

 

価格の安い輸入野菜は本当に安全なのか。残留農薬の検

査体制は。安さの影に何かが犠牲にされていないか。今、野

菜が危ない…。食卓に上る野菜から世界を考えます。 

 

23 2002
コーヒーの秘密　 

南北問題が見えてくる！ 

 

コーヒーを飲む習慣は、私たちの生活の一部になってきま

した。コーヒーの産地はかつての植民地であり、欧米諸国

や日本に借金をたくさん抱える債務国です。外貨を稼ぐ

ためにコーヒーを作って売るしかないなかで、コーヒー価

格は下がり、農民の生活はさらに苦しくなっていきます。「

作る人」と「飲む人」が対等に付き合っていくためには何

ができる？について考えます。 

 

33 1994バナナ植民地フィリピン 

 

安価な輸入果物の代表格、バナナ。私たちが安いバナナ

を食べる一方で、低い賃金で危険な農薬を扱うバナナ労

働者の健康は害されていきます。フィリピンと日本の関係

を知るために、バナナ農園の構造と労働実態、農薬問題

などを探ります。 

 

415

奪われたエビ 35 1994
インドネシア、台湾、フィリピン、インドなどで生産されるエ

ビは、様々な人を巻き込んで日本の消費者のもとへやっ

てくる。エビを通して、アジアと日本の関係を考えよう。 

30 1998
種子をまもれ！　 

　アグリビジネスとたたかうインド農民 

  

インドで奇跡の木と呼ばれ、地域に利用されてきたニー

ムの薬効は、アメリカ人に特許を取られ、農薬として売り

出されました。商品としての作物や種を作る工場にされて

いく大地、特許がかけられていく生物…。ガットウルグアイ

ラウンドで、米国を中心とした「自由貿易」推進の圧力で、

種や苗に「知的所有権」が認められ、農民の自由を奪っ

てゆく…インド・カタルーナ州の農民は、自分たちの種で

自分たちの食べ物を作る営みを守るために立ち上がりま

した。 

22 1996エビの向こうにアジアが見える 

 

経済成長一辺倒の急速な開発ではなく、地域の特徴や

天然資源を生かし、長期的に持続可能な開発とは何か？

人々の手で地域づくりにとりくむNGO「フィリピン農村開

発再建運動」の活動を通して、新しい開発のあり方を考

えます。 

418

417

416  
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

35 1998

働く子どもたち～ 

   私たちの声を聞いて！　 

   ブラジルの児童労働 
　○字幕スーパー 
 

働く子どもたち（5～14才）は、今世界全体で2億5千万

人と推計され、年々増加しています。ブラジルでは10～

14才までの子ども約300万人が畑で、小さな工場や店

で、路上で、自分と家族が今日一日を生き抜くために働

いています。この作品では働く4人の子どもたちの生き方、

大人への批判や将来の夢などを紹介しています。大人と

子どものためのドキュメンタリーです。 

442 20 2004
徹底解剖　100円ショップ 

   ～日常化するグローバリゼーション～ 

 

「100円ショップ研究会」は安さのカラクリを解き明かそう

と、100円ショップ商品の生産地である中国、タイ、日本

の地場産業を調査！そこでみえてきたものは・・・。 

420  

419  

50 1996

路上の子どもたち 

　ブラジル・ストリートチルドレンの闘い 
    ○字幕スーパー 

 

都市の厳しい現実の中で、生き抜くための熾烈なたたか

いを続けるストリートチルドレンの生の声と、さまざまな関

係者のインタビューを集め、今も続く子ども抹殺の内実に

迫る。 

462 18 2000
使い捨てゼロ第１巻 

   ゴミにしない、燃やさない 

 

カリフォルニア州を中心に全米の第一線で活躍するリサ
イクル実践者達が、行政で、企業で、組合で始めているさ
まざまな試みを紹介する。焼却か埋立かという、出された
廃棄物処理の問題をこえて、物を使い捨てないシステム
づくりを多方面からめざしていきます。ZERO WASTE、
使い捨てゼロという考え方とその言葉について説明する。
シリーズ第１巻！ 

使い捨てゼロ第2巻 

　新しい仕事をつくり出す 463 18 2000

第1巻に続くシリーズ第2巻。ゴミを蘇らせ、そこから雇用を

生み出し、ものも人も使い捨てにしない新しい経済のあり

方を模索していきます。魚の生ゴミから新しいものを生み

出し、使い捨てゼロを実践している会社の紹介をする。 

464 18 2000
使い捨てゼロ第3巻 

　資源を活かす経済と企業の責任 

さまざまな環境やゴミの問題について、いろいろな視点か

ら解決していく。ゴミになりやすい製品の製造業者の責任

を考えていきます。シリーズ第3巻！ 

465 53 1998

映画ジャンビルカ日本語版 

　私たちの電気がアボリジニの 

　大地を壊す 

世界遺産に指定される広大な豪州カカドゥ国立公園内の

ジャビルカの大地。そこで四万年を超えて生き続けるアボ

リジニたちの声をかき消すようにウラン鉱山建設が始まる。

それは日本の電力会社の資本参加により始まった。命の

大地を守るため世界中から集まった人々は次 と々逮捕され、

ブルドーザーが大地を切り裂く。それはまさに今行われて

いることなのだ。 



��

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

466 29 1993
切り売りされるタイ 

　プーケット島の観光開発 

観光地として日本人にも人気の高いタイ。リゾート地プー

ケット島は郡をなしてやってくる観光客でいっぱい。観光の

ための開発は、美しい島に何をもたらしたのか？森や水辺

を大切にしてきた住民の声は、開発を進める企業や政府、

押し寄せる観光客に鋭く向けられている。 

467 22 1995ゴミを生かす人びと 

日本社会で大きな問題になっているゴミ。ゴミは、なぜこ

んなに増えたのでしょうか。リサイクルだけでは、ゴミ問題

を解決することはできません。大量輸入・大量生産・大量

消費の社会がゴミ問題を生み出しているのです。最近では、

北側諸国から南の国々へのゴミ輸出という事態さえ起き

ています。このビデオでは、ゴミの回収やリサイクルを担っ

てきた人びとを訪ねて、ゴミの問題の解決策を探ります。 

緑の砂漠　DESERT OVERDE 

　植林が環境を破壊する 468 29 1993

ブラジルでは、紙パルプの原料になるユーカリを植えるた

めに先住民、農民が住みなれた土地を追われています。

また、一方では同じ種類の木を大量に植えるために環境

は破棄凄まじい勢いで進んでいます。そして、その結果作

られたパルプは日本へと輸出され、私たちが使う紙になり

ます。大量植林による被害は、ブラジルだけでなく、タイ、

パプアニューギニア、チリなどでも急速に広がっています

が、日本は紙を大量に消費しているだけではなく、こうした

植林プロジェクトに資金を出すことで、直接、間接にこれら

の国の社会・環境に被害を与えていると言えるでしょう。

一見いいことのように見える植林が、実は住民の生活を奪

い、環境を破壊している－その被害にあった人びとの声に

耳を傾けてください。 

H－1 その他（子育て） 
 

No.

224 40 1997

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

はじめてのママに 

 

赤ちゃんの成長の著しい時期を詳細に追い、生まれてか

ら歩き出すまでの赤ちゃんの様子が具体的に理解できる

ように構成。また子育て中のお母さんたちの実感をリポー

ト、育児の注意点やアドバイスを解説。 

 

346 18 2001
子育てに自信をなくしているあなたに 

   ー南多摩保健所からの発信ー 

親向けのビデオ。日本看護協会「先駆的保健活動推進

事業(厚生労働省より委託)」の一環である保健所保健活

動モデル事業で、東京都南多摩保健所(世田谷保健所

と共同実践)が取り組んだ「子ども虐待予防活動の展開」

の成果として作成されたビデオ。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

347 19 2001
子ども虐待防止対策ビデオ 

「ＭＣＧとは何か」 

   ー世田谷保健所の取り組みー 

援助者向けビデオ。日本看護協会「先駆的保健活動推

進事業(厚生労働省より委託)」の一環である保健所保健

活動モデル事業で、東京都南多摩保健所(世田谷保健

所と共同実践)が取り組んだ「子ども虐待予防活動の展

開」の成果として作成されたビデオ。 

 

394 27 2003
気軽に無理なく楽しく自由に 

   ふれあい・子育てサロン 

全国で、たくさんの「ふれあい・子育てサロン」が誕生して

います。どの子育てサロンも、親子の笑顔があふれていま

す。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ためのものです。 

 

457 50 2004
シンポジウム 

   「地域の顔が見える子育て支援」 

地域社会の様々な人の関わりの中で行われてきた子育

てから母親のみの子育てへと変わりつつあります。それが

子育てへの不安や孤立感を強め、少子化を進行させる

一因となっていると考えられる今、どのような子育てを必

要としているのかを考えていくビデオです。 

H－2 その他（スポーツ） 
 

No.

133 25 1995

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

もうひとつのリレハンメル　 

  ～冬季パラリンピックリポ－ト～ 

平成6年に日本選手27名を含む1,000名の参加で開催

された冬季パラリンピックリレハンメル大会のリポート。 

 

134 34 1995
スポーツがあったから　 

   ～冬季パラリンピックに挑む～ 

 

ジャパンパラリンピック冬季大会とリレハンメルパラリンピッ

クにおける選手の素顔。強化合宿と大会での活躍を収録。 

 

250 46 1997
第22回全国身体障害者 

スポーツ大会の記録ふれあいの出発 

 

大会の様子。 

251 87 1997
第23回全国身体障害者 

スポーツ大会 かりゆし広場 

 

大会の様子。 

252 1997わかとり大会  ハイライト 

 

昭和60年11月に鳥取県鳥取市で開催された大会のハ

イライト。「はばたこう 夢と希望の輪をひろげ」スローガン

に、人口最小県で最大の選手数を記録。 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

105 25 1994

平成３年度ボランティアリーダー 

養成講座ビデオ 

   高齢者・身体障害者の 

   レクリエーションとボランティア 

高齢者･身体障害者の実際のレクリエーション活動(フォ

ークダンス等)について、日本社会事業大学の千葉助教

授が指導的立場から解説。 

174 31 1995スレッジホッケーに挑む 

 

ジャパンパラリンピック氷上大会の模様、選手の素顔、強

化合宿の様子。新たなスポーツ｢スレッジホッケー｣に挑む

選手を描いたドキュメンタリー。 

 

373 20 2002
みんなで楽しく健康づくり 

   1 何故運動が大切なの 

運動に関心を示していない男性がその大切さに気づいて

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のか”など、健康づくりをすすめるための

基礎知識を紹介するドラマ。 

 

374 27 2002
みんなで楽しく健康づくり 

   2 体力測定とウォーキング 

体力測定の目的と進め方を紹介すると共に、先生の指導

によりウォーキングのポイントや留意点について見る。 

 

249 45 1997スポレクおきなわ  公式記録 

 

第10回全国スポーツ・レクリエーション祭（スポレクおきな

わ'97）の記録。 

280 60 1998
ゼロからの挑戦 

   ～長野パラリンピックへの5年～ 

 

1998年に長野で開催さ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がいなかったス

ポーツ、アイススレッジにゼロから取り組んだ二人の若者が

いる。長野パラリンピックでメダルに輝くまでの5年にわたる

彼らの奮闘の日々を描いている。 

 

301 30 1999スポレクたいそうPONTEげんき 

 

第10回全国スポーツ･レクリエーション祭開催を期に、沖

縄県民が楽しく身体を動かし、健康に毎日を過ごしていく

ために、まったく新しい音楽と振り付けによるスポレクたい

そう｢Ponteげんき｣が生まれた。イントロダクション、基本･

上級編の解説等。 

 

323 2000みんなの体操 

郵政省簡易保険局では21世紀の高齢社会を迎えるにあ

たり、全ての人が健康で明るく年をとること(ウェルエイジン

グ)ができるよう、新たに｢みんなの体操｣をNHKとともに

制定した。お年寄りから子供まで、また身体の不自由な方

など、誰もが簡単に覚えられ、気軽に行える｢みんなの体

操｣をわかりやすく紹介。 
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433 13
Ｉ’ｍ　ｓｐｅｃｉａｌ 

  ～できることいっぱい～  

  （スペシャルオリンピックス日本） 

スペシャルオリンピックスとは障害者が主役・アスリートと

して行われる4年に一度の世界大会のことである！日本で

の認知度も高くなってきている。 

 

447 6 2002ＴＯＲＣＨ　ＲＵＮ　（トーチラン） 

 

熊本で開催された障害者の皆さんが聖火を持って街を

走るという画期的なトーチラン！！ 

テーマソングは元力士の小錦さんが歌っています。 

 

448 13 2003

スペシャルオリンピックス 

夏季世界大会　　　　 

アイルランド 

 

 

障害者の皆さんが世界各地から集まり、感動を分かち合

う瞬間・・・必見です！！ 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

469 60 2003

浦添市ボランティア連絡協議会主催 

第４回浦添市車イスふれあい 

サッカー大会 

ＤＶＤ 

 

 

平成１５年浦添市ボランティア連絡協議会主催による第４

回車いすサッカー大会の様子を収録したＤＶＤです。車い

すでどうやってサッカーするの？ルールは？車いすサッカー

のすべてがわかります。 

H－3 その他（その他） 
 

No.

163 24 1995

タイトル 内容 時間（分） 発行年 

ケースの心をとらえる面接　 

　第１巻　面接の基本 

面接の外的条件―面接を行う場所、時間の区切り方、記

録の取り方等のポイントを解説。面接者の態度―"老人ホ

ームへの入所相談"を通して基本を解説。 

 

164 27 1995
ケースの心をとらえる面接 

　第２巻　面接技術の向上を 

　　　　　めざして 

継続面接の実際―女子大生へのカウンセリング場面を

再現しながら面接について考える。ロールプレイのすすめ

―ロールプレイを行う中で、自分の内部に起こった気持ち

を振り返る。 

326 23 2000
よみがえれ、マングローブ   

海の森づくり 

 

マングローブ“海の森”は「生命のゆりかご」「魚の湧く海」

と呼ばれ、そこに住む人々の食や住、つまり人間の命を支

えている。○マングローブってな～に？ ○マングローブと

生きもの ○マングローブは地球を守るの？ ○マングロー

ブはなぜ少なくなったの？ ○｢海の森｣をつくる人たち 

 

150 15 1994
国際家族年を記念して全国展開されたキャラバンの様子

を収録。音楽などを通して家族の絆の大切さを訴えながら

全国各地で広報PR活動が行われた。 

 

空とミュージック・メッセージ 

　国際家族年記念列島 

　キャラバン＜記録編＞ 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

第7回はごろもサマーキャンプ 

　98.8/1～4 

 

254 30

98

1997

第11回沖縄市社会福祉大会 

記念講演  H6.12.28 

 

音声不明瞭のため貸し出し停止 

259 1997
1994年12月に開催された沖縄市社会福祉大会の記念

講演の記録。 

社会福祉施設のための防火対策 

　全２巻 
179 各25 1995(1)火災予防対策編 (2)自衛消防活動編 

108 18 1994

クレジットカードに付与されたキャッシング機能は、簡単に

借入ができるシステムになっている。しかし、安易に利用し

た結果、支払不能に陥るケースが増えている。金利と返

済について十分認識をする重要性を説明。 

 

家庭科教材シリ－ズ　 

キャッシングのおとし穴 

　（視覚障害者用）字幕スーパー付 

354 2001
自分らしく生きる  

   －成年後見制度ー 
わかりやすい成年後見制度の啓発ビデオ 

375 100

22

2002第3回世界のウチナーンチュ大会 

 

116 1994
ちょっとすてきな音楽会　 

  －那覇青年会議所－　 

    ８月定例会 

 

児童自立支援施設沖縄実務学園で開催された那覇青

年会議所がノーマライゼーションの普及活動の一環とし

て開催した音楽演奏会の様子が収録されている。障害者

が作詞したものに曲付けをした曲を披露 

 

沖縄の心といわれる「ゆいまーる」を題材に北島角子、八

木政雄らが舞台劇を演じる。家族や地域住民とのの絆が

描かれ、感動あり、笑いありの内容となっている。 

 

120

387 20 2002ＮＰＯ・ＮＧＯ運営上のリスクとその対処 

多くのＮＰＯ・ＮＧＯ関係者は、様々なリスクの存在を感じ

ているものの、必ずしも明確な認識にはなっておらず、漠

然とした不安を抱いているのが実態のようです。このビデ

オはＮＰＯ・ＮＧＯを取り巻くリスクに焦点をあて、リスクの

種類や対処法をアニメと専門家の解説でわかりやすく紹

介し、リスク対策の必要性を理解していただくことを目的と

しています。 

109 106 1994
涙と笑いの郷土劇 ! !　 

ゆいまーる 

 

2001年11月1日～4日に開催された｢第3回世界のウチ

ナーンチュ大会｣ダイジェスト。前夜祭パレード、開会式、

ウチナーンチュ交流祭、世界のウチナーンチュ歴史と未

来展、沖縄伝統芸能祭、シンポジウム、フィナーレなどを

収録。 



��

200 40 1996保険　医療　福祉サービス 

 

高齢社会を支えていくために保健、医療、福祉の各施策

の整備が進められています。本ビデオでは、相談窓口や

在宅、施設の各サービスといった保健、医療、福祉のネット

ワークを実現する各サービスを紹介している。 

 

 
245 29 1997

未来へつなぐ那覇の町 

   ～久茂地一丁目再開発事業～ 

 

平成3年4月にパレット久茂地が完成した。久茂地一丁目

の市街地再開発事業について映像記録とともに紹介して

いる。 

246 15 1997ようこそソウエルクラブへ 

 

福利厚生センターの健康・余暇・文化・交流・生活などの

各種サービスの紹介。 

253 90 1997

270 60 1997

入郷随俗1  

   中国帰国者の日本社会への 

   適応を目指して 
　　○中国語 

 

中国帰国者の日本語教育、生活訓練等の自立援助の教

材。生活習慣―食事のマナー、八百屋の店先で、掃除の

仕方で対立など８編。 

268 90 1997
素晴らしき地球の旅 

  「黒潮２千キロ・唄と祈りと」 

 

NHK衛星第2チャンネルの番組から。 

269 33 1997
TOUR  VIEW 

   (HOLIDAY  I N  SINGAPORE) 

 

シンガポール観光誘致案内！！ 

東海地区放送で昭和61年に放映された「家づくり百科」（ス

テージのある家○○）、昭和62年放送の中村敦夫の地球

発22：00を収録。いずれも家づくり、住まいづくりをテーマ

とした内容となっている。 

 

1 2
CBC 家づくり百科 

  （ステージのある家○・○） 

   地球発２２時 

 

1 2

176 15 1995
豊かな老後のために　 

  骨粗鬆症からあなたを守る 

 

骨粗鬆症は若年の頃からの食生活が影響している。骨粗

鬆症のメカニズムや恐ろしさについて考え、豊かな老後の

ための生活習慣について学ぶ内容となっている。 

 

175 30 1995
ビデオ健康セミナー　 

  骨粗鬆症にならないために 

 

骨粗鬆症とはどのような病気で、ならないためにどうすれ

ばよいのか予防のポイントとなる食事、適度な運動等を専

門家が解説。 

160 34 1995立ち上がる手にあなたの手を 

 

障害児（者）への支援について紹介している。養護学校の

障害児教育の様子などを収録。また、就労支援や生活の

様子をとおして障害者理解についても考える。 

 

No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 
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No. タイトル 内容 時間（分） 発行年 

入郷随俗2 

   中国帰国者の日本社会への 

   適応を目指して 
　 ○中国語 

 

 

271 60 1997

中国帰国者の日本語教育、生活訓練等の自立援助の教

材。対人関係とコミュニケーション―タバコと“割り勘”、先

輩のいや味など７編。 

入郷随俗3  

   中国帰国者の日本社会への 

   適応を目指して 
　 ○中国語 

272 60 1997
中国帰国者の日本語教育、生活訓練等の自立援助の教

材。労働場面での問題―職場の“水”は何故辛い、仕

事で失敗したときなど12編。 

 

273 1997

入郷随俗4  

中国帰国者の日本社会への 

適応を目指して 
○中国語 

 

 

中国帰国者の日本語教育、生活訓練等の自立援助の

教材。その他の領域で―中古品の贈り物、生活保護と収

入など10編。 

255 1997

2004

2005

“CARE  AND  SHARE”� 

英語収録による、浦添市の地域福祉・在宅福祉サービス

の紹介ビデオ。浦添市社会福祉協議会職員の業務をた

どりながら各種福祉サービスの様子が紹介されている。 

 

379 30

60

15

458
新しい社会の創造を目指して 

    ～助成財団の挑戦～ 

   DVD

日本の助成財団の現状や最新の動きを、特にNPOとの

協働にスポットを当てながら、資料やインタビュー、活動

事例を通じて、様々な角度から読み解いていきます。・オ

ープニング（2分）・助成財団、その多彩な活動（7分）・助

成財団とNPOの新しい協働（5分）・課題を乗り越え、新

しい社会へ（8分） 

27

461
震災10年・神戸からの発信 

CD-R 

 

阪神・淡路大震災から１０年が経ちました。１０年間で神戸

の街、人々の生活はどう変化したのでしょうか。震災から

の１０年間、神戸復興の軌跡を紹介しながら、そのなかから

神戸市民が得たことをみなさんへ発信します。 

 

 

22

2002飛び出せ！訪問歯医者さん 

 

制作は2000.10 
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ビデオの貸し出しについて 

貸し出しの約束 

◎原則としてビデオは1回に4本までの貸出、その他は制限はありませんが、予約が重なる場合は調整を
　いたします。 
◎貸し出し料は無料です。 
◎貸し出し期間は原則として、貸し出し（発送）してから返却までの期間とします。 
◎ビデオは1ヶ月前から、その他は2ヶ月前からの申し込みを受け付けます。（電話でも可） 
◎申込みの際に、借用申請書を提出してください。（FAXでも可） 
◎ビデオのまた貸しはしないでください。 
 
 
 
 
◎離島などで来所できない場合は小包等で輸送しますが、送料については借者の負担とします。 
◎ビデオは著作権の問題がありますので、複製（ダビング）は絶対にしないで下さい。 
◎使用にあたっては十分注意し、万一破損した場合は、速やかに本会まで申し出てください。 
　（状況によっては購入していただくことがありますので、ご了承ください。） 
 
 
 
 

◎月曜日　午前９時から午後５時まで 

◎火曜日～金曜日　午前９時から午後９時まで 

◎土曜日　午後１時から午後９時まで 

　日曜日・祝祭日・年末年始はお休みです。 
 
 
 
 
◎ビデオは借用申請者の責任の下、大切に扱ってください。第三者への譲渡・貸し出しは禁止いたします。 
◎万が一、損傷、紛失などがあった場合には直ちにセンター職員へ届け出て、指示を受けてください。 
◎返却の際には、必ずテープを巻き戻し、テープに汚損等がないかセンター職員の確認を受けてください。
場合によっては損傷、紛失にともなう損害の一部もしくは全部について賠償いただくことがあります。 
 
 
 
 
ビデオには著作権があります。ビデオをダビングしたり営利目的に放映したりすることは著作権の侵害に
なりますので絶対にしないで下さい。 
 

1

借用の際のお願い 
 

2

受付時間 
 

3

管理について 4

著作権について 5
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