
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ふくふくプラザ 福祉図書・情報室 

〒810-0062 福岡市中央区荒戸 3丁目 3番 39号  

福岡市市民福祉プラザ（ふくふくプラザ）２階   

電 話 7 3 1 - 2 9 4 6  Ｆ Ａ Ｘ 7 3 1 - 2 9 4 7   

http://ilisod001.apsel.jp/fukufukuplaza/wopc/pc/pages/TopPage.js 

ふくふくプラザ福祉図書・情報室 
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～２０１９追加版～ 

2019 年 8 月から 2020 年 3 月までの受入資料を掲載 

 



　ふくふくプラザ福祉図書・情報室では、福祉関連の図書、雑誌、行政資料、視聴覚資料
等を専門的に収集しております。
　このリストには「視聴覚資料リスト～2019～」発行後(2019.8)から2019年度末(2020.3)

までの収集分を記載しています。福祉の学習や研修の機会にご活用いただければ幸いです。
　なお、このリストは福祉図書・情報室ホームぺージから閲覧、印刷が可能です。新着の
ＤＶＤについては、同ホームページの蔵書検索で検索されるか、お問い合わせください。

◆資料を借りるには

　図書や視聴覚資料などを借りるには、利用者登録（図書カード）が必要です。
　登録の際は、氏名と住所が確認できるもの（運転免許証、学生証、健康保険証など）を
　ご持参の上、図書貸出登録申込書にご記入ください。図書カードを発行いたします。

　　※どこにお住まいの方でもご利用できます。
　　　有効期間は発行から３年間です。３年毎に更新が必要です。

◆貸　出・返　却

　貸出は、一人１０冊まで（うちＤＶＤ１本まで）で、期限は２週間です。
　２週間以内にご返却ください。

　　※視聴覚資料の返却については、返却ポストや他館へ返却されますと、壊れたり
　　　紛失する可能性がありますので、福祉図書・情報室のカウンターへ、開室中に
　　 ご返却ください。

◆開室時間・休室日

　午前１０時～午後６時
　毎月第３火曜日(その日が祝日の場合は翌日)、年末年始(12/28～1/3)、図書整理期間

◆所在地・交通案内
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　福岡市営地下鉄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「唐人町」駅から徒歩約７分　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　西鉄バス
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「黒門」バス停から徒歩約5分
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「福大若葉高校前」バス停からすぐ
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　「大濠公園」バス停から徒歩約7分

2020.8発行

ご 案 内



A．高齢者問題

B．認知症・寝たきり

C．健康・医療

D．看　護

E．リハビリテーション・レクリエーション

F．介　護・成年後見

G．地域福祉

H．福祉の仕事・学校・施設

 I．ボランティア

J．生きがい

K．福祉機器・住宅問題

L．障がい者福祉・手話

M．その他

※A・D・J・Kはこの度の新規受入にはありません。

           視聴覚資料分類紹介



視聴覚資料リスト～2019追加版～

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｂ 1453
認知症をもつ人と共に歩む

ケア・社会へ

英国、日本のパーソンセンタードケア実践者、研究者
を迎えて、２０１７年６月におこなわれた講演会を収
録。よい組織文化の７つの特徴、パーソンセンタード
モデル、パーソンセンタードなケアプランについて紹
介。(シルバーチャンネル/ 2019年)

120 ○

Ｂ 1462
長編動画

毎日がアルツハイマー 1

関口監督が認知症と診断された母と２年半にわたり向
き合い、撮り続けたドキュメンタリー。２９年間離れ
て暮らした母と娘。母のアルツハイマーが娘を日本に
呼び戻し、今までのギャップを埋めるかのように母と
寄り添う。（シグロ/2012）

93 ○

Ｂ 1463
長編動画

毎日がアルツハイマー 2

前作から２年。母、ひろこさんの閉じこもり生活に変
化が。デイサービスに通い、娘と外出するようにな
る。母との生活の中で、「パーソンセンタードケア」
という言葉に出会い、関口監督は認知症介護最先端の
イギリスへ飛ぶ。（シグロ/2014）

51 ○

Ｂ 1464
長編動画

毎日がアルツハイマー
 ザ・ファイナル

関口家の自宅介護生活、最大のピンチ！介護者である
娘・関口監督が入院手術。認知症の母は緊急搬送…。
関口監督が国内外の医療、ケア施設を訪れ、緩和ケア
に始まり、安楽死や自死幇助を含めた多様な死のあり
方を考察する。（シグロ/2018）

72 ○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｃ 1443
夏の熱中症・冬のヒート

ショックに気をつけよう！

熱中症は正しい予防法を知り、気を付けることで防ぐ
ことができる。ヒートショックは、家の中の急激な温
度差により血圧の変動で心筋梗塞、脳梗塞などを引き
起こす危険がある。(東京法規出版/2019）

42 ○

Ｃ 1446 項目別介護予防の口腔ケア

歯垢、歯石、歯周病、虫歯など、食物摂取に支障を及
ぼさない口腔内の清潔を維持する日頃のケアから、入
れ歯の手入れ、嚥下障害を予防する上で役立つ顔面体
操まで。項目別の解説で、歯科保健指導等にも役立つ
構成。（アスク/2011）

25 ○

Ｃ 1454
Ｒ７０ごぼう先生の

令和イス体操
テクテク運動編 ①

正しくより楽しく！できない方が効果的！２歳から
１００歳まで楽しめるイスに座った体操を紹介。
骨と筋肉の今の元気を維持するテクテク運動編を収
録。(ＧＯＢＯＵ/2019)

13 ○

Ｃ 1455
Ｒ７０ごぼう先生の

令和イス体操
モグモグ食事編 ②

美味しく食べられる元気を維持するモグモグ食事編を
収録。(ＧＯＢＯＵ/2019)

11 ○

Ｃ 1456
Ｒ７０ごぼう先生の

令和イス体操
ドキドキ脳活編 ③

グーパー体操、リズム足踏みなどを行うドキドキ脳活
編を収録。(ＧＯＢＯＵ/2019)

14 ○

Ｃ 1457
ごぼう先生といっしょ！

民謡  童謡  演歌
口ずさんでイス体操

シニアの体操のおにいさん“ごぼう先生”が、歌手の
水城なつみとスペシャル・コラボ。民謡、童謡、演歌
を口ずさみながら行える体操を紹介。春が来た、炭坑
節、北国の春などの音楽で、準備体操、日替わり体操
を収録。（キングレコード/2019）

56 ○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｅ 1445
２次障害を

予防・改善するための
リハビリテーションケア

「間違ったケア」により引き起こされる２次障害を予
防・改善するためのケア技術を紹介。
（リハケアリングネットワーク事務局/2017）

60 ○

Ｂ．認知症・寝たきり

Ｃ．健康・医療

Ｅ．リハビリテーション・レクリエーション

1



Ｅ 1447 思い出アルバム　１

昭和の日本人の暮らしを記録したフィルムの断片が、
懐かしい童謡唱歌と共に散りばめられている。
  １よちよち歩き     音楽：ペチカ
  ２オートバイク     音楽：早春賦
  ３プール           音楽：あめふり
  ４農家の休日       音楽：牧場の朝
  ５七五三           音楽：里の秋
  ６スケート         音楽：雪やこんこ
  ７祭り             音楽：村祭り
  ８ラジオ体操       音楽：野ばら
  ９田植え           音楽：仰げば尊し
 １０渋谷の街        音楽：カチューシャ
 １１海へ            音楽：浜辺の歌
 １２赤ちゃん        音楽：冬景色
(ＡＬＰＳ  ＰＩＣＴＵＲＥＳ／2018)

32
○

E 1448 思い出アルバム　 2

　１上野おでかけ  　 音楽：東京の屋根の下
　２給食室  　　　　 音楽：茶摘
  ３デパート  　　　 音楽：緑のそよ風
  ４浅草  　　　　　 音楽：みかんの花咲く丘
  ５三輪車  　　　　 音楽：母
  ６スキー  　　　　 音楽：スキー
  ７さよなら都電  　 音楽：家路
  ８遊園地  　　　　 音楽：見上げてごらん
                                    夜の星を
  ９一年生 　　　　  音楽：Caro mio ben
 １０運動会  　　    音楽：天国と地獄
 １１農家の生活      音楽：朧月夜
 １２女の子 　　　   音楽：ロンドンデリーの歌
(ＡＬＰＳ  ＰＩＣＴＵＲＥＳ／2018)

36
○

Ｅ 1458
テレビ回想法の使い方

高齢者ケアＤＶＤセミナー

高齢者ケアに携わるための回想法支援ツール「テレビ
回想法懐かしい話」を使って、回想法をはじめたいと
考えている方を対象にしたＤＶＤセミナー。回想法の
基礎から、テレビ回想法の使い方、学び方などを解
説。（シルバーチャンネル 2019年）

57 ○

Ｅ 1459
患者・利用者との

信頼関係を築くための
回想法入門セミナー

高齢者ケアビデオセミナー
信頼関係が十分でないとき、ケアを提供しようと試み
ても拒否を受けることがある。信頼関係を築く関わり
方として「回想法」を活用する方法を解説。
（シルバーチャンネル 2019年）

80 ○

Ｅ 1460

ミッケルアート
思い出話で認知症予防

映像版 2

認知症予防効果に期待が持てるミッケルアートに、懐
かしさ感じる効果音やナレーションによる問いかけを
入れたもの。介護者の負担減を重視して制作されたも
ので、一人でも楽しめる仕様。
『茶の間』を取り上げる。
（スプレーアートイグジン/2018）

30 ○

Ｅ 1461
ミッケルアート

思い出話で認知症予防
  映像版 3

『台所』を取り上げる。
（スプレーアートイグジン/2018）

30 ○

Ｅ 1475 あの日の写真館  福岡県
福岡県の明治２５年から昭和２０年までの風景などの
画像を、音楽にのせて紹介。
（ネットTV・KAISOU/2018）

20 ○

Ｅ 1477 懐かし洋画名場面集①

昭和１０年、２０年代に公開された懐かしい洋画の名
場面を収録。印象的な短い映像を観ることで、自身の
輝いていた頃を思い出し、それを楽しく喋ることで、
脳のトレーニングができる。
①カサブランカ②失われた週末③仔鹿物語④望郷⑤ア
メリカ交響楽⑥サムソンとデリラ⑦サンセット通り⑧
シマロン⑨百万長者と結婚する方法⑩ミニヴァー夫人
⑪レベッカ⑫三人の名付親⑬類猿人ターザン⑭自転車
泥棒⑮ショウ・ボート⑯フィラデルフィア物語⑰犯罪
王リコ⑱血と砂⑲白い恐怖⑳コンドル
（ツモリレコード/2019）

45 ○

2



Ｅ 1478 懐かし洋画名場面集②

①ローマの休日②アパッチ砦③スター誕生④見知らぬ
乗客⑤戦艦バウンティ号の叛乱⑥若草の頃⑦汚れた顔
の天使⑧西部戦線異状なし⑨栄光何するものぞ⑩陽の
あたる場所⑪三人の妻への手紙⑫アニーよ銃をとれ⑬
我が家の楽園⑭羅生門⑮ロビン・フッドの冒険⑯荒野
の決闘⑰オーケストラの少女⑱黒水仙⑲愛の調べ⑳街
角桃色の店（ツモリレコード/2019）

49 ○

Ｅ 1479 懐かし洋画名場面集③

①真昼の決闘②ガス燈③雨の朝パリに死す④ニノチカ
⑤快傑ゾロ⑥オペラ座の怪人⑦スミス都へ行く⑧赤い
河⑨錨を上げて⑩フランケンシュタインの花嫁⑪地獄
への道⑫ナイアガラ⑬大いなる幻影⑭市民ケーン⑮
シェーン⑯三つ数えろ⑰リオ・グランデの砦⑱キン
グ・ソロモン⑲別離⑳嵐の三色旗（二都物語)（ツモリ
レコード/2019）

45 ○

Ｅ 1480 懐かし洋画名場面集④

①第三の男②我が道を行く③風と共に去りぬ④ウィン
チェスター銃'７３⑤嵐が丘⑥黄色いリボン⑦チャンピ
オン⑧ローラ殺人事件⑨巴里のアメリカ人⑩汚名⑪グ
ランド・ホテル⑫誰がために鐘は鳴る⑬心の旅路⑭頭
上の敵機⑮緑園の天使⑯我等の生涯の最良の年⑰邂逅
（めぐりあい）⑱アフリカの女王⑲三十四丁目の奇蹟
⑳オリヴァ・ツイスト（ツモリレコード/2019）

51 ○

Ｅ 1481 懐かし洋画名場面集⑤

①禁じられた遊び②地上より永遠に③若草物語④マ
タ・ハリ⑤駅馬車⑥グレン・ミラー物語⑦桑港（サン
フランシスコ）⑧キング・コング⑨紳士は金髪がお好
き⑩マルタの鷹⑪オペラハット⑫赤い靴⑬欲望という
名の電車⑭三十九夜⑮西部の王者⑯花嫁の父⑰硫黄島
の砂⑱地上最大のショウ⑲わが谷は緑なりき⑳哀愁
（ツモリレコード/2019）

53 ○

Ｅ 1489
「つどいの場」ＤＶＤ

（５枚組）

人が集う場所でのコミュニケーションツールとして、
記憶トレーニング、回想、そして軽いストレッチ体操
や口腔体操、音読・書き写しなどを取り入れた介護予
防の総合プログラムを紹介。（㈱サムライト/2019）

5枚組
で
270

○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｆ 1449 つむぐもの

一人暮らしの和紙職人・剛生の元に、ワーキングホリ
デーでやって来た韓国人のヨナ。彼女は日本で越前和
紙作りの手伝いをするはずだったが、剛生が脳腫瘍で
倒れてしまいヘルパーとして介護をすることになる。
だが頑固な剛生は誰にも心を開かない。勝気なヨナの
常識にとらわれない介護により、文化の異なる二人が
深い絆を育んでいく。人が最後まで自分らしく生きる
には何が必要か、どうすれば相手の生き方を尊重でき
るかを問いかける。（トゥーハーツ/2019）

109 ○

Ｆ 1450
メンタルヘルス

セルフケア＆ラインケア

多様な働き方が進む中で、ハラスメントや長時間労働
等のストレスでメンタルヘルス不調になる人が増えて
いる。セルフケアを中心に、ラインケア、職場のメン
タルヘルス対策等について、イラストやデータを盛り
込んで解説。（アトリエエム/2018）

21 ○

Ｆ 1474
家族の介護が心配です

～仕事と介護を
　　　両立させる秘訣～

介護に直面している、もしくはこれから介護を行う可
能性がある人に向けて、仕事と介護を両立させている
事例を、再現映像や実例を通して紹介。
（映学社/2019）

23 ○

Ｆ 1476 こんな夜更けにバナナかよ

重度の筋ジストロフィーで、動くのは首と手だけ。介
助なしでは生きられない鹿野靖明が自ら大勢のボラン
ティアを集め、長年自立生活を続けた交流の日々を映
画化。わがままに振り回されながらも彼の人間的な魅
力の虜になっていく。（松竹/2019）

120 ○

Ｆ．介護・成年後見

3



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｇ 1442
住み慣れた「まち」で
暮らしていくために

誰もが住み慣れた地域で元気に生き生きと暮らしてい
けるよう、地域の特徴や課題に応じた、住民同士の支
え合い活動が進められている。これから、地域の支え
合い活動に参加したい、新たな活動を始めたい、とい
う住民の方々に、これらの活動をイメージしていただ
くための映像資料として、埼玉県社会福祉協議会が作
成したＤＶＤ。各市町村において実施する、担い手養
成など各種講座や、地域の住民座談会などの導入とし
て役立つ。（埼玉県社会福祉協議会／2018）

24 ○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｈ 1482 ふくしの仕事Ⅰ（５枚組）

福祉施設では多様な職種の人々が連携して利用者の生
活を支えている。職員の働く姿、仕事の進め方を、こ
れから福祉の仕事に就こうと考えている方の参考とな
るように高齢者福祉施設を中心に紹介。
(東京シネ・ビデオ/2019）

51 ○

Ｈ 1487
のぞいてみよう！

介護のお仕事

小・中・高の児童、生徒、教職員及び保護者へ向け
て、介護福祉士の専門職としての職業・資格を説明。
業務内容や介護現場（事業所）の魅力を紹介。（三重
県社会福祉協議会/2019）

25 ○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

I 1451
全国共通防災テクニック
災害時に役立つ応急知識

Ｖｏｌ．１

地震・大型台風など思わぬ災害時に役立つ、応急知識
や身の回りにあるもので実践できる防災テクニック
集。「災害が発生したとき」「災害時の生活（水・
食）」のテクニックを紹介。
(十影堂エンターテイメント/2018)

40 ○

I 1452
全国共通防災テクニック
災害時に役立つ応急知識

Ｖｏｌ．２

「災害時の生活（電気・トイレ）」「災害時の快適生
活」「予防・応急処置」のテクニックを紹介。
(十影堂エンターテイメント/2018)

42 ○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｌ 1441 愛したい愛されたい

障がい者の性は特別なものではなく、男女のコミュニ
ケーションから探っていくものだと語っている。障が
いのないパートナーが、時にはカウンセラーや医師の
ような役割を果たしている。１９８３年、アメリカ
ニューヨーク大学医学センター・リハビリ研究所で製
作されたもの。(㈱日テレアックスオン/2007)

60 ○

Ｌ 1465
Ｗｏｎｄｅｒワンダー

君は太陽

初めて小学校に通い始めた少年オーガスト・プルマン
の“ワンダー”な日々を描く、心温まる物語。生まれ
つき顔に障がいがあるオーガストの素晴らしい旅が、
彼の家族、クラスメイト、さらに多くの人々の心をひ
とつにつないでいく。（キノフィルムズ/2018）

113 ○

Ｌ 1466
目でみることわざ
手話でわかる！
ことわざＤＶＤ

・ことわざ手話表現 ことわざ手話解説
  ことわざ解説 コーヒーブレイク
・ことわざを手話で表現するとその意味が鮮明に
　なる。ことわざの表現例３０。
（全日本ろうあ連盟出版局 /2019）

62 ○

Ｌ 1467
手話でわかりやすい
体と病気<ＤＶＤ>

身体の部位１４５語、病気の説明７７語、症状４３語
の手話を収録。(全日本ろうあ連盟/2018)

53 ○

Ｇ．地域福祉

Ｈ．福祉の仕事・学校・施設

Ｉ．ボランティア・防災

Ｌ．障がい者福祉・手話

4



L 1468

こんなときには
どうするの？

回復力を高める
関わり方の基本

精神疾患のある方への接し方、どうやって対応、話し
かけたらよいのか、実例エピソードを交え解説。
・自信を無くしている人への関わり方
・症状が悪化している人への関わり方
・幻聴や妄想がある人への関わり方
・利用者同士の関係がよくないときの関わり方、
  暴力的な発言があったときの関わり方
　（地域精神保健福祉機構（コンボ）/2018）

133 ○

Ｌ 1469
オープンダイアローグが
教えてくれるとっても

大切なこと

オープンダイアローグ（開かれた対話）は精神疾患の
治療に際し、できるだけ薬を使用せず、大きな効果を
上げている。聴く、話すのプロセスを繰り返し、多様
なものの見方が大切にされる。当事者研究、ひきこも
りの支援、アウトリーチを牽引してきた３人の講演
（こんぼ亭）の収録。
収録日  ２０１９年５月１８日
（地域精神保健福祉機構（コンボ）/2019）

150 ○

Ｌ 1470
手話で知りたい

成年後見制度の基礎

ろうの弁護士・田門浩さんが成年後見制度の基礎をや
さしく解説。ミニドラマで具体的事例などを紹介。
（聴力障害者情報文化センター/2018）

23 ○

Ｌ 1471
きこえづらいって

どんなこと？

難聴者はどんな風にきこえるのか、難聴者と話すとき
にどんなことに気を付けたらよいのかなど、難聴者と
のコミュニケーションについて学ぶ。
（聴力障害者情報文化センター/2018）

16 ○

Ｌ 1472
ろう者の手話を
読み取ろう！

手話インタビュー  前編

２分程度の短い話がたくさん入っているので、手話の
読み取り練習に最適。俳優などで活躍中の江副 悟史
（えぞえ さとし）さんのインタビュー。前編は、生い
立ちや進学、アルバイト、病気の経験の話などを収
録。（聴力障害者情報文化センター/2018）

35 ○

Ｌ 1473
ろう者の手話を
読み取ろう！

手話インタビュー  後編

後編は、仕事やホームステイ、海外旅行の思い出、海
外の友人の話などを収録。
（聴力障害者情報文化センター/2018）

35 ○

Ｌ 1483
それぞれの生活①

ダウン症者の暮らし

支援を必要としている人の状況を理解して支援につな
げるために日常に密着し、その様子を紹介。
グループホームで生活し、特例子会社へ通う３９歳の
ダウン症の女性を紹介。
（アローウィン/2017）

19 ○

Ｌ 1484
それぞれの生活②
自閉症者の暮らし

東京で家族４人と生活する３３歳の自閉症男性の暮ら
しを紹介。（アローウィン/2017）

32 ○

Ｌ 1485
それぞれの生活③
私の統合失調症

小学校時代から統合失調症と共に生きてきた画家の女
性が語る。（アローウィン/2018）

25 ○

Ｌ 1486
それぞれの生活④

肢体不自由者の暮らし
生まれてからずっと施設での生活を送っている肢体不
自由者の女性。（アローウィン/2018）

25 ○

Ｌ 1488
すぺしゃるなどんぐり

（アニメ）

アニメーション。障がいのある方たちが、親亡き後に
いかに暮らすか。高齢になっていく障がい者の問題を
ポジティブに解決したいという思いから作成。絵本も
所蔵あり。（障がい者よりよい暮らしネット/2019）

5 ○

分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間 (分) 貸出

Ｍ 1444

事例で学ぶ！
高齢者を狙った詐欺・
悪質商法の手口と対策

詐欺・悪質商法から身を守るためには、普段からの心
構えが大切。そのためには、事前に手口を知っておく
必要がある。特に高齢者に被害が多い詐欺や悪質商法
の手口をわかりやすく紹介。（東京法規出版/2019）

24 ○

2020.8発行

Ｍ．その他
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