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　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
（ＤＶＤ）などを専門的に収集しております。この度、ＤＶＤ約７４０枚の内容を紹介し
た「ふくふくプラザ 福祉図書・情報室視聴覚資料リスト」を作成。
　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）をご持参のう
え、図書貸出登録申込書にご記入ください。図書カードを発行します。
（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。）
※市外にお住まいの方もご利用できます。

◆貸　　出
　一人１０冊まで（うちＤＶＤ１本まで）です。
 ※貸出できるＤＶＤ
　・リストの「貸出」欄が○の作品は貸出ができます。（帯出可）
　・×の作品は福祉図書・情報室内のみの閲覧です。（禁帯出）

◆返　　却
　２週間以内に返却ください。
  返却ポストや他館への返却は、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ご返却ください。

◆開室時間
　午前１０時～午後６時

◆休 室 日
　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
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ａ 893

私たちの声が
聴こえますか

社会福祉施設等に
おける人権

施設職員の人権意識を高める必要性・手法等に関する専門
家へのインタビューや実際施設内で行われた活動等を紹
介。「どんな行為が入居者の人権を侵害するか」を理解で
きる。(日テレ アックスオン/2007)

30 ○

Ａ 898
高齢者応援ＤＶＤ

元気宣言！！
おおらか生活

小学校への出前授業といった世代間交流、高齢者相互扶助
や介護する家族の立場、介護される側の気持ち等、日本や
海外の事例を紹介。(放送映画製作所/2006)

25 ○

Ａ 991 おひとりさまを生きる

ひとりで生きて、ひとりで老いて、ひとりで病んで、ひと
りで死ねる人生。持家、借家、グループリビング、適合高
齢者専用賃貸住宅等に住む１１人の一人暮らしの女性が選
んだ暮らし方を紹介する。
(ビデオ工房ＡＫＡＭＥ/2009)

37 ○

Ａ 1041
新任、横山君の初めての

虐待対応

高齢者虐待の通報を受けた福祉事務所職員の対応、地域包
括支援センターとの連携をドラマ化。
 (ＮＰＯシルバー総合研究所/2009)

25 ○

Ａ 1180 高齢者とともに生きる

「人生の最期を、どう迎えるべきか…」の問いに正面から
向き合う兵庫県尼崎市の特別養護老人ホーム「けま喜楽
苑」。日々入居者や家族に面接を行って「最期までの生き
方」、「死に場所」の希望をくみ取り、介護に反映させて
いる取り組みを紹介。(ＮＨＫ/2007)

30 ○

Ａ 1226
福岡県７０歳現役

応援センターのご紹介
福岡県７０歳現役応援センターと県内企業で生き生きと働
く高齢者を紹介。(福岡県/2015)

10 ○

Ａ 1279
アニメで見る
高齢者介護の

自殺・心中予防

介護に関連する自殺や心中を防ぐために事例とともに、社
会福祉の立場からのアプローチのポイントを収録。
・吉岡さんの場合 母親の介護生活による娘の苦難の過程
・林さんの場合 男性介護者に焦点を当て、妻を殺害した
後に夫が自殺に至った過程
(丸善出版 映像メディア部/2015)

25 ○

Ａ 1311
おひとりさまを生きる

Ｐａｒｔ２

最期の暮らしはケア付き集合住宅か、それとも自宅でひと
りか。最後の場として、高齢者専用賃貸住宅を選んだ高木
満里子さん、自宅を選んだ川口洋子さん、梁容子さんの３
人を紹介。人生の最後を幸せに迎えるためのヒントを伝え
る。(ビデオ工房ＡＫＡＭＥ/2016)

30 ○

Ａ 1414

あるっく  Ａ  ＬＯＯＫ
見えない・見えにくい

高齢者への理解と安全な
サポートガイド

見えない・見えにくい高齢者を安全にサポートするための
方法を収録。公共施設等で知っておきたい正しい介助法の
ポイントを食事・トイレ・入浴といったシーン別に、歩行
訓練士がわかりやすく解説。
(視覚障がい者支援協会・ひかりの森/2017)

50 ○

Ａ．高齢者問題
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｂ 885
認知症の基礎知識とケア

第１巻
認知症の症状と理解

認知症とは？認知症の症状、記憶のメカニズム、認知症に
よる障がい、記憶のメカニズム→中核症状→周辺症状や行
動上の問題、という関連を理解し、認知症患者に対する合
理的で創造的な援助の基礎を解説。(丸善/2007)

30 ○

Ｂ 886
認知症の基礎知識とケア

第２巻
認知症の早期診断と治療

認知症の患者の人生を支援するには、能力が保たれている
早期の段階から患者を含めたケアチームを作っていかなけ
ればならない。その前提となる早期診断、治療、支援につ
いて解説。(丸善/2007)

31 ○

Ｂ 887

認知症の基礎知識とケア
第３巻

認知症の
リハビリテーション

進行した患者に対するケアの考え方を精神医学的な視点か
ら学ぶ。なぜ排泄の失敗が増え、それに対していかなる介
護が合理的であるかを解説。(丸善/2007)

21 ○

Ｂ 888
認知症の基礎知識とケア

第４巻
認知症の支援

患者が認知症の早期診断を受け、通所リハビリや家事援助
を利用することで、自身の生活を可能な限り維持し、在宅
介護、施設ケアへと移行するプロセスを追いながら、対応
の仕方を解説。(丸善/2007)

21 ○

Ｂ 889

認知症の基礎知識とケア
第５巻

人権の擁護と施設の
リスク管理

虐待防止法、成年後見制度、個人情報保護法、地域福祉権
利擁護事業等、高齢者の権利擁護に関わる法律、制度の概
略を収録。(丸善/2007)

29 ○

Ｂ 890
明日の記憶
(字幕あり)

２００６年に公開された渡辺謙主演の映画。同僚の名前が
出てこない、通いなれた道で迷う。働き盛りのサラリーマ
ンが突如襲われた“若年性アルツハイマー病”。現実を受
け止める余裕もないままに日常がひとつひとつ消えてゆ
く。そんな夫を励まし、支え続ける妻を描く。原作：荻原
浩著『明日の記憶』(明日の記憶製作委員会/2007)

122 ○

Ｂ 905 バリデーション
アルツハイマー病の方への最高のセラピーとして世界中で
認めれているバリデーションの原則やテクニックを解説。
(パワー・アイ/2009)

26 ○

Ｂ 945

認知症の人の心を感じて
ＳＰＳＤによる

認知症を抱える家族を
支える研修ＤＶＤ

ＳＰＳＤ(認知症になりきって演じることができる専門的
な技術を持った人)が認知症家族を演じ、どう感じるのか
等、考察を含めた事例を収録。
(シルバーチャンネル/2009)

24 ○

Ｂ 983

シリーズ地域で支える
これからの認知症ケア

　第１巻
 優しい笑顔で心がなごむ

認知症を発症した高齢者へ地域で行なっているケアの方法
を紹介。「デイサービスなごみの家」での介護、看護職員
における認知症ケアを収録。(東京シネ・ビデオ/2009)

31 ○

Ｂ 984

シリーズ地域で支える
これからの認知症ケア

　第２巻
ケアプランから始まる

認知症ケア

認知症の方のケアプランの作り方や在宅生活者への訪問看
護、訪問介護、住宅改修の実際を紹介。
(東京シネ・ビデオ/2009)

30 ○

Ｂ 1016
パーソンセンタードケア

ライブセミナー

認知症がある人と関わるためのはじめの一歩を踏み出せる
ようにと講演記録をまとめたものを収録。
(エイチエル/2011)

93 ○

Ｂ 1038 認知症 そのこころの世界

私たちが見ている「現実の風景」､認知症の人が見ている
「本人の世界」､認知症模擬演技者が感じたことを伝え
る。認知症の人の世界を理解し、かかわり方を考察する３
つの事例を収録。(シルバーチャンネル/2009)

20 ○

Ｂ 1053
認知症老人の

コミュニケーション
・ケア

認知症高齢者にかかわる医療・福祉現場のスタッフのため
に、認知症老人のコミュニケーション障がいの基本と特性
をわかりやすく説明し、事例に沿ってその背景や援助法の
実践的な内容を解説。(三輪書店/2009)

30 ○

Ｂ 1054 認知症ケアの基本視点
広島県三原市の介護老人保健施設「桃源の郷」での取り組
みをもとに、具体的な事例に沿って認知症ケアの基本視点
を紹介。(三輪書店/2009)

30 ○

Ｂ 1169
認知症医療・介護のための

老年精神医学セミナー
(４枚組)

認知症の第一人者が、認知症の体験世界、医学知識、介護
等、わかりやすく解説。 (認知症ラボ/2011)

200
190
160
170

○

Ｂ．認知症・寝たきり
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｂ 1178

認知症高齢者の
徘徊行方不明者

ゼロ作戦の構築に向けた
調査研究事業映像教材

全国の自治体では、認知症施策の一つとして「認知症高齢
者の見守り・ＳＯＳネットワーク」の構築が進められてい
る。『認知高齢者の行方不明ゼロ』を目指して、先進自治
体での取り組みを取材し紹介。
(ＮＰＯシルバー総合研究所/2011)

25 ○

Ｂ 1188
パーソン・センタード

・ケアを実践する

日本で開催された「パーソン・センタード・ケア特別講演
会～もっと現場、地域に根付かせるために～」から、ブ
ルッカー教授の講演を抜粋し収録。
(ＮＰＯシルバー総合研究所/2012)

79 ○

Ｂ 1195

認知症の人と初めて
向き合うこと

介護福祉実習の
現場より

コミュニケーション編
(３枚組)

介護福祉実習生の事前学習や受入側の準備のポイントを紹
介。実習生・利用者・職員へのインタビューによる現場の
意見等、介護福祉実習の実際を収録。
第１巻 事前学習編
第２巻 実習編　①本編・一問一答編
第３巻 実習編　②事後学習編
(東京シネ・ビデオ/2013)

19
30
21

○

Ｂ 1196
認知症ケアマッピングをご

紹介します

認知症ケアマッピング(ＤＣＭ)は、認知症を持つ人の視点
から、認知症をもつ人々へのケアをみつめるための観察
ツールとして開発され、パーソン・センタード・ケアの
ツールとして世界各国で研修がおこなわれている。パーソ
ン・センタード・ケアと認知症ケアマッピングの概要、実
際の実践風景を紹介。
(ＮＰＯシルバー総合研究所/2009)

15 ○

Ｂ 1205

きょうの健康
認知症

あなたは
まだよく知らない

物忘れと認知症の違いなどを解説。
・認知症どんな病気？ ・アルツハイマー病の治療 ・認知
症とわかったときのケア ・進行したときのケア
(ＮＨＫエデュケーショナル/2013)

58 ○

Ｂ 1206
ここが聞きたい！

名医にＱ
早く気づこう！認知症

医師や専門家が認知症の疑問点を解説。
・認知症早期発見のメリット ・認知症早期発見のために
・治療の３つの柱 ・適切なサポート
(ＮＨＫエデュケーショナル/2013)

87 ○

Ｂ 1215
チョイス

＠病気になったとき
認知症をくい止めろ

予防に重要な「脳を創造的に働かせる」方法を実例で紹
介。
・認知症をくい止めろ ・重大な分かれ道 発症前の自覚
・認知機能を保つ秘けつ
(ＮＨＫエデュケーショナル/2013)

44 ○

Ｂ 1254

関西看護出版ＤＶＤ
研修シリーズ
三好春樹②

認知症のケア

三好春樹氏による研修を収録。
・認知症は脳の病気？ ・認知症になるメカニズムを仮定
する ・認知症になる原因とは？ ・脳トレは認知症を予防
する？ ・認知症にならない秘訣・認知症の新しい分類法
(葛藤型・遊離型・回帰型) ・事例：大井シゲさん他 ・将
来介護職は認知症になりにくい？ ・はげている人は認知
症になりにくい？ ・フリコラージュは介護の世界に健
在！(ＶＶＣ/2007)

64 ○

Ｂ 1261

パーソナル・ソング
音楽のチカラが、

人生の喜びを取り戻す。
(字幕あり)

２０１４年公開のアメリカ合衆国のドキュメンタリ映画。
アメリカのソーシャルワーカーであるダン・コーエンが、
認知症の高齢者に音楽を聴かせることで高齢者たちの心や
記憶にもたらす改善効果を、３年間にかけて追う。
(マイケル・ロサト＝ベネット/2014)

143 ○

Ｂ 1262
よくわかる

認知症の知識と対応

認知症の人を介護する家族や介護職、訪問看護職の方を対
象に解説。認知症の症状、認知症の検査・診断、アルツハ
イマー型認知症、レビー小体型認知症、前頭側頭型認知
症、脳血管性認知症、認知症の予防的治療、認知症のケ
ア、介護職教育(訪問看護師による援助の仕方、問題行動
への対応)について収録。(メディカルビジョン/2014)

35 ○

Ｂ 1264
ユマニチュード
優しさを伝える

ケア技術

認知症の人を介護するうえで、ユマニチュードの技法で、
いかに心穏やかに思いやりを持って介護できるかを解説。
・味覚が変わった・近づいても気がつかなかったり、すご
く驚く・行動が変だ・若い頃のことばかり言う・物を出し
たり入れたりする・よく不安げになったり抵抗する・ケア
を始める前の準備・注意分散のテクニック
 (ＩＧＭ Ｊａｐoｎ/2015)

120 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｂ 1284 認知症ってなぁに？

認知症の症状をわかりやすい挿絵で説明。認知症の人によ
くある出来事を４コマ漫画で解説し、認知症の人のこころ
や感情、物忘れについても解説ともに収録。
(大阪市東住吉区地域包括支援センター/2011)

23 ×

Ｂ 1291

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 品川博三③
 認知症の心理と行動

(２枚組)

品川博三氏による研修を収録。
Ⅰ．世界との「つながり」の喪失過程  Ⅱ．「なじみの空
間」の欠損体験  Ⅲ．空間の喪失と時間の分析／大災害と
認知症体験の相似性  Ⅳ．「かかわる他者」と「つながる
時間」(ＶＶＣ/2014)

95
80

○

Ｂ 1297
しわ Ａｒｒｕｇａｓ

(アニメ)
(字幕あり)

２０１３年に公開されたアニメーション映画。認知症と
なったエミリオは、養護老人施設に預けられる。症状が進
行するエミリオが、重症の老人が移される施設の２階に送
られる日も遠くない。そんな彼を思い、同室のミゲルはあ
る行動に出る。原作：パコ・ロカ著　コミック『皺』
(三鷹の森ジブリ美術館/2011)

89 ○

Ｂ 1303

ＶＩＰＳの視点で学ぶ
パーソン・

センタード・ケア
視聴覚教材
ともに歩む

認知症の人の家族が経験する場面のロールプレイの映像を
収録。パーソン・センタード・ケアの４要素であるＶＩＰ
Ｓの視点で介護の実践をふりかえることで、ケア向上のヒ
ントを見出し、認知症の人たちを共感をもって理解できる
ように解説。(シルバーチャンネル/2016)

64 ○

Ｂ 1304
認知症セミナー

うつと幻覚・妄想

認知症の第一人者が、老年期のうつ・うつ状態とその治
療、幻覚・妄想と関連した高齢期に特異的な症状群等につ
いてわかりやすく解説。(認知症ラボ/2015)

163 ○

Ｂ 1305

お年寄りと向き合い、
自分自身と向かい合う
きのこグループでの

新人研修の試み

認知症のお年寄りと向き合い、お年寄りを尊重し共感を
もってコミュニケーションがとれる介護士を目指す実践研
修を綴ったドキュメンタリー作品。病院・施設、家庭内介
護に参考となる講義などを収録。(パワー・アイ/2009)

24 ○

Ｂ 1312

認知症を生きる
高齢者との

コミュニケーション
第１巻 基礎編
認知症を生きる

高齢者の
コミュニケーション

障がいと心

認知症を生きる高齢者とのコミュニケーションでは、その
障がいを適切に把握し、認知症を生きる高齢者の心を理解
することが求められる。認知障がいが、コミュニケーショ
ンに及ぼす影響を解説し、障がいを抱える高齢者の心(気
持ち)に沿うことを解説。(新宿スタジオ/2016)

28 ○

Ｂ 1313

認知症を生きる
高齢者との

コミュニケーション
第２巻 実践編

プロセスレコードで
振り返る治療現場の
コミュニケーション

アセスメント、コミュニケーションの基本を解説。治療現
場でのコミュニケーションを、高齢者専門看護師、認知症
看護認定看護師のロールプレイとプロセスレコードで紹
介。(新宿スタジオ/2016)

29 ○

Ｂ 1314
認知症の“人の気持ち”
思いを理解してかかわる

認知症の人の思いを理解してかかわる方法を、きらめき介
護塾代表渡辺哲弘氏が解説。
・認知症の基礎知識~もしご家族に聞かれたら ・「寄りそ
うケア」ってどんなケア？ ・「思いを理解してかかわ
る」とは・認知症は脳の病気。脳に注目してみよう！
(シルバーチャンネル/2015)

74 ○

Ｂ 1342

認知症高齢者
疑似体験プログラム
『トイレを探して

(自宅編)』

認知症の軽度から重度にいたる過程において、出現しやす
い「トイレ探し」。
自宅でトイレを探す認知症の人の様子を、本人の視野や移
動の速度で収録したバーチャルリアリティープログラム。
(長寿社会文化協会/2003)

11 ○

Ｂ 1343

認知症高齢者
疑似体験プログラム
『トイレを探して

(施設編)』

施設でいつも使っているはずのトイレのある場所に辿り着
くことができず、トイレを探す認知症の人の様子を本人の
視野や移動の速度で収録したバーチャルリアリティープロ
グラム。(長寿社会文化協会/2003)

11 ○

Ｂ 1344

認知症高齢者
疑似体験プログラム
『トイレを探して

(徘徊編)』

買い物に行った後、道に迷い、自宅に帰ることができず歩
き続ける認知症の人の様子を、本人の視野や移動の速度で
収録したバーチャルリアリティープログラム。
(長寿社会文化協会/2003)

13 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｂ 1351

私の介護体験
認知症の人と家族の想い

第１巻
『老老介護』

認知症の人の家族からのメッセージを収録。妻はかつて、
アルツハイマー型認知症の８０代の夫と二人暮らしをして
いた。症状が徐々に進行し、最後は妻のこともわからず追
いかけ回すようになった。現在、妻は、夫を可哀そうと思
いつつも、後ろめたさを感じながら施設に通っている。
(東京シネ・ビデオ/2015)

57 ○

Ｂ 1352

私の介護体験
認知症の人と家族の想い

第２巻
『一人暮らし』

一人暮らしをしている母の様子がおかしいと叔母から知ら
されたのは８年前。定期的に母の元へ通い、そのうち自分
の仕事に支障が出たので退職。母の元へ通う回数を増や
し、福祉サービスの利用を嫌がる母を説得しつつ、予定を
組み、現在も毎週、母の元へ通っている。
(東京シネ・ビデオ/2015)

53 ○

Ｂ 1353

私の介護体験
認知症の人と家族の想い

第３巻
『男性の介護』

妻は１３年前に認知症の症状が出始めた。現在、昼は何度
も同じことを繰り返す、夜は幻覚という症状が出ている。
夫は仕事中心の生活から、今では、家事全般と妻の生活を
支える毎日へ。近所の人に妻が認知症であることを伝え、
緊急時には助けてもらえるようにしている。
(東京シネ・ビデオ/2015)

54 ○

Ｂ 1354

私の介護体験
認知症の人と家族の想い

第４巻
『介護離職』

夫は、脳梗塞をおこしてから認知症の症状が出始めた。妻
は、小規模多機能型居宅介護施設を利用し、働きながら介
護していたが、見当識障がいがひどくなった夫を家に残す
ことが辛くなり、退職。妻は、夫の介護は自分がするが、
自分の介護はだれがしてくれるのか不安になる。
(東京シネ・ビデオ/2015)

58 ○

Ｂ 1355

私の介護体験
認知症の人と家族の想い

第５巻
『若年性認知症』

母は、６３歳の頃、暴言や物盗られ妄想等の症状が見ら
れ、アルツハイマー型認知症と診断を受けた。本人へ告知
をしたが信じないので、娘はデイサービスへはボランティ
アで行くのだと本人を説得して通わせている。しかし、症
状が進んだ場合、こうした形で施設が受け入れてくれるか
どうか不安を感じる。(東京シネ・ビデオ/2015)

42 ○

Ｂ 1356

私の介護体験
 認知症の人と家族の想い

第６巻
『終末期の介護』

娘は父が亡くなるまで、介護を１３年続けてきた。父は、
病気になる前は穏やかで優しかったが、認知症になってか
ら暴言や徘徊を繰り返した。父の体が元気だったため、
ショートステイを断られる等、苦労した。出産、育児が重
なったが、小規模多機能型居宅介護施設を利用して乗り
切った。(東京シネ・ビデオ/2015)

69 ○

Ｂ 1367
認知症セミナー
老化と認知症

精神機能の老化現象や認知症の理解と対応、認知症の中核
症状、診断と治療、予防についてわかりやすく解説。
(認知症ラボ/2015)

190 ○

Ｂ 1368
認認知症セミナー

知症のケアと原因疾患

認知症への対応や認知症を引き起こす病気、アルツハイ
マー病、レビー小体型認知症、前頭側頭葉変性症、脳血管
性認知症等についてわかりやすく解説。
(認知症ラボ/2015)

187 ○

Ｂ 1369
認知症セミナー

認知症の薬と権利擁護

精神科の薬の効果と副作用や認知症の人の権利擁護、成年
後見制度についてについてわかりやすく解説。
(認知症ラボ/2015)

171 ○

Ｂ 1371 バリデーション入門

認知症の高齢者とのコミュニケーション法の一つである、
バリデーションを解説。ありのままを受け入れ、共感を
もってかかわることで自尊心が回復し、引きこもりに陥ら
ないようにする。介護する人のストレスも軽減。
(エドワード・ファイル・プロダクション/2013)

25 ○

Ｂ 1391
実践から学ぶ

バリデーション

アルツハイマー型認知症および、類似の認知症の高齢者と
のコミュニケーションを行うための方法の一つであるバリ
デーション。導入から、基本的テクニック、バリデーショ
ンの実際、バリデーションのもたらすものまでを紹介。
(エドワード・ファイル・プロダクション/2016)

49 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｂ 1393
優しい認知症ケア
ユマニチュード

(３枚組)

第１巻 ユマニチュードって何だろう 入門編
フランス生まれの認知症ケア・ユマニチュードを初めて学
ぶ人のための入門編。考案者イヴ・ジネスト氏が、ユマニ
チュードが生まれた背景や哲学、「見る」「話す」「触れ
る」「立つ」等、基本の柱について語る。
第２巻 ユマニチュードをやってみよう 実技編
基本の技術をインストラクターのお手本映像と解説で伝え
る実技編。認知症の介護でよくある困った状況は、なぜ引
き起こされるのか？ユマニチュードを使った対応をミニド
ラマを交えて紹介。
第３巻 私のユマニチュード 家族の実践編
地域の介護力を上げるためにユマニチュードの普及に乗り
出した福岡市の取り組みや、自宅での介護に取り入れてい
る家族の実践を紹介。
(ＮＨＫ厚生文化事業団/2017)

112
68
52

○

Ｂ 1453
認知症をもつ人と共に

歩むケア・社会へ

英国や日本のパーソン・センタード・ケア実践者、研究者
を迎えて、２０１７年６月に開催された講演会を収録。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)

120 ○

Ｂ 1462

長編動画
毎日がアルツハイマー

１
(字幕・音声ガイドあり)

２０１２年に公開されたドキュメンタリー映画。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。
(ＮＹ ＧＡＬＳ ＦＩＬＭＳ、関口祐加/2012)

93 ○

Ｂ 1463

長編動画
毎日がアルツハイマー

２
(字幕・音声ガイドあり)

『毎日がアルツハイマー 1』の続編。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。
(関口祐加/2014)

51 ○

Ｂ 1464

ドキュメンタリー動画
毎日がアルツハイマー

 ザ・ファイナル
(字幕・音声ガイドあり)

『毎日がアルツハイマー２』の続編。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。(関口祐加/2018)

72 ○

Ｂ 1507
みんなの

認知症予防ゲーム

認知症の予防を目的とした２０のゲームを紹介。
・ステップ１ 指から腕の運動、数え歌、グーパー体操、
でんでんむし、お茶つぼ、グーチョキパー ・ステップ２
リズム２拍子、リズム３拍子、リズム４拍子、お手玉回
し、ドジョウさん ・ステップ３ 言葉集め、頭文字集め、
ビンゴゲーム、広告パズル、追っかけ将棋 ・ステップ４
２種類の太鼓の合奏、風船バレー、風船サッカー、シーツ
玉入れ、リボンジャンケンゲーム、昔の旅行振り返り
(みんなの認知症予防ネット事務局/2017)

136 ○

Ｂ 1509

 地域のための
認知症セミナー

認知症の“人の気持ち”
思いを理解して

かかわる

伝える達人による、地域の人のための認知症入門セミナー
を収録。
・パート①はじめに～認知症ってどんな病気？ ・パート
②どんなふうに関わったらいいの？ ・パート③具体的な
場面で関わり方を考えましょう。
(シルバーチャンネル/2017)

71 ○

Ｂ 1527

シリーズ 認知症形態別
事例集

認知症とともに
生きていく 第１巻

アルツハイマー型認知症

認知症の人とその家族の暮らし、暮らしを支える周りの人
の様子を紹介。アルツハイマー型認知症を発症したＴさん
の家族構成や現在受けている介護サービスをはじめ、小規
模多機能型施設と自宅でのＴさんの様子等を収録。
(東京シネ・ビデオ／2017)

30 〇

Ｂ 1528

シリーズ 認知症形態別
事例集

認知症とともに
生きていく 第２巻
レビー小体型認知症

レビー小体型認知症を発症したＡさんと、Ａさんの家族の
生活や訪問診療の映像を通して、患者と家族を支える在宅
医療についてを収録。(東京シネ・ビデオ／2017)

24 〇
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｂ 1531

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
対応についての動画
日付が分からない編

東区で活躍する認知症ライフサポートワーカーを中心に、
医療・介護の従事者の協力のもと、動画を作成。要介護１
の判定を受けた一人暮らしの高齢者が、日付を把握するた
めの対処法を収録。(福岡市東区保健福祉センター地域保
健福祉課地域包括ケア推進係/2021)

4 ○

Ｂ 1532

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
対応についての動画

お薬が飲めていない編

薬を飲んだか自身で把握できない一人暮らしの高齢者の対
処方法を収録。(福岡市東区保健福祉センター地域保健福
祉課地域包括ケア推進係/2021)

4 ○

Ｂ 1533

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
対応についての動画
ご飯食べていない編

ごはんを食べていないと怒り出す高齢者への対処法をを収
録。(福岡市東区保健福祉センター地域保健福祉課地域包
括ケア推進係/2021)

4 ○

Ｂ 1534

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
対応についての動画

家に帰りたい編

介護サービスを利用しながら、一人暮らしをする高齢者が
自宅にいるにも関わらず「家に帰りたい」と言い出した時
の対処法を収録。(福岡市東区保健福祉センター地域保健
福祉課地域包括ケア推進係/2021)

4 ○

Ｂ 1535

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
対応についての動画

探し物編

財布を探す認知症の高齢者への対処法を収録。(福岡市東
区保健福祉センター地域保健福祉課地域包括ケア推進係
/2021)

4 ○

Ｂ 1536

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
生活のヒント動画

食事の工夫編

食欲がなくなった要介護２の高齢者の対処法を収録。(福
岡市東区保健福祉センター地域保健福祉課地域包括ケア推
進係/2021)

4 ○

Ｂ 1537

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症の人の
生活のヒント動画

トイレ編  Ｐａｒｔ１

トイレの場所が分からない認知症高齢者の対処法を収録。
(福岡市東区保健福祉センター地域保健福祉課地域包括ケ
ア推進係/2021)

3 ○

Ｂ 1538

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症に関する
事業等の紹介動画
認知症サポーター

養成講座

認知症サポーター養成講座の様子を紹介。受講者のインタ
ビューや講師の思いを収録。(福岡市東区保健福祉セン
ター地域保健福祉課地域包括ケア推進係/2021)

3 ○

Ｂ 1539

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症に関する
事業等の紹介動画

福岡市ユマニチュード
地域講座の紹介

福岡市ユマニチュード地域講座の様子を紹介。講座の流れ
や福岡市ユマニチュード地域リーダーのインタビューを収
録。(福岡市東区保健福祉センター地域保健福祉課地域包
括ケア推進係/2021)

3 ○

Ｂ 1540

東区認知症
オレンジちゃんねる

認知症に関する
事業等の紹介動画
福岡市における

ユマニチュードの
取り組み

福岡市におけるユマニチュードの取り組みを紹介。ユマニ
チュードのケアで妻を介護する夫の様子を収録。語り阿川
佐和子(福岡市東区保健福祉センター地域保健福祉課地域
包括ケア推進係/2021)

3 ○
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 808
子どものうつ病

その症状と対処法

子どものうつ病を正確にとらえるとともに、家族はどう対
応すべきか、教師には何ができるのかなど、その対処法を
紹介。(アートデイズ/2006)

52 ○

Ｃ 809
介護予防のための
マシンを使わない

筋力向上トレーニング

マシンを利用することなく、手軽に行える筋力向上トレー
ニングや、市区町村での取組事例を紹介。
(健康・体力づくり事業財団/2007)

85 ○

Ｃ 818
からだをほぐして

いきいき仕事

見ながら覚え、いつでもどこでもできる、健康障がい予防
のためのストレッチ方法を紹介。
 (全国手話通訳問題研究会/2006)

70 ○

Ｃ 841

Ｍｅｓｓｅａｇｅ
Ｆｒｏｍ　Ｔｈｅ

Ｏｓｔｏｍａｔｅｓ
オストメイトからの

メッセージ

オストメイトの人の生活やストーマケアの知識等を収録。
ＶｏＬ．１：輝く未来へ堂々と歩むために 人工肛門・人
工膀胱の説明、オストメイト用のトイレの紹介。 Ｖｏ
Ｌ．２：正しい知識・ストーマケアのために 人工肛門・
人工膀胱の種類や装着方法の説明。 ＶｏＬ．３：よりよ
い生活のために 外出時のトイレの処理、服装や食事の留
意点の説明。(日本オストミー協会/2005)

64 ○

Ｃ 842

身体機能の向上をはかる
介護予防体操シリーズ

第１巻
体操で元気に！！

転倒の原因や予防のポイント、尿失禁の原因と対策を具体
的に解説。(ピース・クリエイト/2007)

19 ○

Ｃ 843

身体機能の向上をはかる
介護予防体操シリーズ

第２巻
らくらく座ってできる

転倒予防体操

体力が低下している方・長時間の立位が不自由な人のため
のイスに座って行う体操を収録。
・筋力アップ体操 ・ゴムバンドを使って行う筋力アップ
体操　など(ピース・クリエイト/2007)

19 ○

Ｃ 844

身体機能の向上をはかる
介護予防体操シリーズ

第３巻
いきいき転倒予防体操

元気な高齢者が、いきいきと毎日を過ごすための体操を収
録。
・筋力アップの体操 ・バランス能力の改善 など
(ピース・クリエイト/2007)

24 ○

Ｃ 845

身体機能の向上をはかる
介護予防体操シリーズ

第４巻
うきうき尿失禁

・改善体操

元気に外へ出かけるための尿失禁改善対象を収録。
・イスに座って行う骨盤底筋の強化を補助する筋力アップ
体操 ・仰向けで行う骨盤底筋の強化を補助する筋力アッ
プ体操 ・立って行う骨盤底筋の強化を補助する筋力アッ
プ体操 ・ボールを使う補助体操 など
(ピース・クリエイト/2007)

23 ○

Ｃ 846

老化防止の
簡単筋トレ体操
１・２・３！！

ゴムバンドトレーニング
初級編

ゴムバンドを使った簡単筋トレメニューを収録。
・膝を伸ばす運動・股関節を外側に開く運動 ・体幹を曲
げる運動 ・腕を上げる運動 ・肩甲骨をよせる運動 ・肘
を曲げる運動 など(グラファージ/2005)

45 ○

Ｃ 847

老化防止の
簡単筋トレ体操
１・２・３！！

ボールトレーニング
初級編

ボールを使った簡単筋トレメニューを収録。
・膝を伸ばす運動・股関節を内側に閉じる運動 ・ふくら
はぎの運動 ・体幹を曲げる運動 ・腕の内転運動 など
(グラファージ/2005)

36 ○

Ｃ 863
奄美の島唄・島踊り

健康づくりプログラム

鹿児島県が県民の健康づくりに役立てようと癒し効果の高
い島唄のメロディーをアレンジし、サンシンやチジン、波
の音でストレッチ・島踊りの特徴的な動きによる有酸素運
動と本場の踊りを組み合わせたエクササイズを収録。
(コシマ・プロダクション/2007)

42 ○

Ｃ 892

介護レベルアップ
シリーズ

ケアビクス
心と体の健康づくり

高齢者や脳卒中の後遺症などで体を自由に動かせない人で
も無理なく筋肉トレーニングができる介護予防体操のケア
ビクスの紹介。(クリエイティヴ・コア/2008)

61 ○

Ｃ 903

介護レベルアップ
シリーズ
口腔ケア

知っておきたい
口腔ケアの基本

口腔ケアの目的、口腔のはたらき、高齢期に見られる口腔
内の変化と特徴等、口腔ケアの意義の解説と口腔清掃の方
法や口腔体操の実践方法をわかりやすい映像で紹介。
(クリエイティヴ・コア/2009)

57 ○

Ｃ．健康・医療
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 904

介護レベルアップ
シリーズ

終末期のケア
いのちを支える援助
コミュニケーション

死を目前に苦しむ人に最期まで向き合える援助者となるた
めに、援助的コミュニケーションを通して、終末期の利用
者を支える方法をドラマやＣＧ表現で紹介。
(クリエイティヴ・コア/2009)

50 ○

Ｃ 946

黒田留美子式
高齢者ソフト食

食事を楽しむ献立作り
Ｖｏｌ．１

ソフト食入門編

美味しい肉じゃがの作り方をベースに、飲み込み易い素材
の選び方の基礎・素材の切り方の基礎、食塊を作るための
とろみの基礎等、ソフト食の基本的なポイントを紹介。
(シルバーチャンネル/2007)

40 ○

Ｃ 964
知らなかった！くすりの

正しい付き合い方

薬の適正な服用時間や、食品との飲み合わせ、副作用につ
いてドラマや解説を交えて手話付でわかりやすく説明。※
手話による解説あり(おくすり研究会/2010)

27 ○

Ｃ 1042
夜一人でも大丈夫だ！
たんの吸引緊急時対応

看取りケア

介護スタッフのために、利用者に苦痛を与えない安心・安
全技術とその指導法を伝授。たんの吸引、緊急時対応、看
取りケア等の実技と解説。 (飛田拓哉/2012)

150 ○

Ｃ 1043
高齢者の

アルコール依存症
回復へのアプローチ

高齢のアルコール依存症の人は年々増加している。高齢者
特有の問題を踏まえながら地域における様々な回復へのア
プローチの事例を回復者のインタビューを交えて紹介。
(アローウイン/2009)

36 ○

Ｃ 1044

生きること
口から食べること 上巻

現場で活用出来る
食支援ケア
(２枚組)

看護師・言語聴覚士・栄養士・歯科衛生士・理学療法士・
作業療法士が訪問現場にて家族や介護従事者に指導する内
容収録。食事介助方法、栄養士からの食支援、洗口できな
い方への歯磨き、スポンジブラシ・歯ブラシ・粘膜ブラシ
の使い方等を解説。(龍企画/2010)

97 ○

Ｃ 1045

生きること
口から食べること 下巻

地域における
嚥下リハビリ

(２枚組)

嚥下評価を身につけたい医療者や介護関係者に向けて、背
景疾患に起こりうる嚥下障がいの知識を集約し、どのよう
な評価やアプローチをするか例をあげて紹介。
(龍企画/2010)

95 ○

Ｃ 1046
今すぐ役立つ！

感染症予防

福祉施設におけるノロウイルス等の集団感染を防ぐための
手順や対応を、ドラマと特殊映像で説明。日常的にできる
予防を目的とした基礎編、感染症が発生した際の対応策を
説明した対応編を収録。(Jリポート/2011)

27 ○

Ｃ 1063
からだが変わるＤＶＤ
きくち体操のこころ

自分の体の仕組みを知り、意識して筋肉を動かして体操を
するきくち体操。創始者の菊池和子氏の２０１０年３月３
０日の横浜講演会を収録。(いきいき/2010)

48 ○

Ｃ 1093
足元気体操・ふくおか

生涯すこやかたい

高齢者がいつまでも自立して地域ですこやかに暮らしてい
けるように、下肢筋力の向上、転倒しない体力作りに役立
つ体操を紹介。(福岡市健康づくり財団・福岡市保健福祉
局高齢者部/2006)

30 ○

Ｃ 1094 あいれふ健康体操
よか顔体操童謡「大きな栗の木の下で」の替え歌、よか唄
体操童謡「ももたろう」の替え歌、祝いめでた体操、
ストレッチを収録。(福岡市健康づくり財団/2012)

21 ○

Ｃ 1111
介護職のための医療的
行為と技術＆薬の扱い

厚生労働省の医療行為の解釈変更の通知に沿い、医療的行
為と一部医療的行為についての基本的な理解と技術、手技
を専門家による動画で紹介。(コーセイ/2011)

90 ○

Ｃ 1113
ガブっとモグモグ

ゴックン体操

嚥下障がいを持つ人のリハビリテーションの一環として有
効な体操を収録。・梅干しマッサージ・ベロベロ体操・た
こ、サメ体操・エッヘン社長・火消しのプー・神様体操
(シルバーチャンネル/2009)

30 ○

Ｃ 1124 ＮＨＫテレビ体操１週間
１日１０分の体操プログラムを１週間分、映像でわかりや
すくレッスン。体調にあわせた無理のない体操を収録。
(ＮＨＫエンタープライズ/2006)

83 ○

Ｃ 1125 ストップ！食中毒

身の回りのあらゆるところに存在する細菌やウイルスのな
かには食中毒を引き起こすものもある。時には命の危険に
もかかわる恐ろしい食中毒の原因や、予防するための「食
中毒予防の３原則」を紹介。
(ＮＨＫエンタープライズ/2012)

22 ○

Ｃ 1132
その数分が生死を分ける

覚えておこう！
「救急救命法」

目の前で誰かが突然倒れたら、救急車を呼び、救急車が着
くまでの数分間、脳を守ることで回復する可能性が高ま
る。正しい処置の仕方を解説。(ＲＫＢ毎日放送/2013)

12 ○

Ｃ 1133

新・感染症対策シリーズ
第１巻

これだけは知っておきたい
感染症の基礎知識

グローバル社会がすすむ中で、感染速度は急ピッチに広が
り、早まっている。現代社会の中で感染症対策は重要課題
になっている。感染症対策の基本的な知識を解説。
(ジャパン通信情報センター/2009)

20 ○
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 1134
新・感染症対策シリーズ
第２巻 ノロウイルス

ノロウイルス感染症の症状や、感染経路、予報方法などを
解説。(ジャパン通信情報センター/2009)

12 ○

Ｃ 1135
新・感染症対策シリーズ

 第３巻 結核
結核菌や結核の感染対策、感染拡大防止についてのポイン
トを解説。(ジャパン通信情報センター/2009)

11 ○

Ｃ 1136
新・感染症対策シリーズ

 第４巻
インフルエンザ

インフルエンザの流行る季節や感染の方法、予防方法など
を紹介。(ジャパン通信情報センター/2009)

16 ○

Ｃ 1141
介護職が知っておくべき医
療的行為と薬のはたらき

介護職にとっての医療的行為について、具体的に理解を深
める。日常的ケアの場面で見聞きする薬と、投与に関する
基本的知識を習得することができる。
(キャリア教育プラザ/2008)

160 ○

Ｃ 1166
乳幼児を事故から

守るための予防と対応

乳幼児の応急手当や心肺蘇生法を詳しく紹介。予防から始
まり、緊急の際の処置や、病院での処置までの流れの『救
命の連鎖』をつなぐ一人になるための対応方法や、ＡＥＤ
の使用法を紹介。(全国保育サービス協会/2013)

44 ○

Ｃ 1181
検証・急増する
高齢者の熱中症

高齢者への熱中症の対処法を紹介。普段からの心構え、軽
症・中等症・重症それぞれの応急処置の仕方等を詳しく解
説。(映学社/2011)

19 ○

Ｃ 1200

心肺蘇生法
きみの勇気が
尊い命を救う

ガイドライン２０１０
基準

胸骨圧迫とＡＥＤの原理や、心肺蘇生法の手順と手技、救
助場面に応じた対処法等、心配蘇生法の原理と正しい方法
を分かりやすく説明。(放送映画製作所/2013)

28 ○

Ｃ 1202
「熱中症」

もしもの時の
応急処置マニュアル

熱中症とは、暑熱環境で発生する全身障がいの総称。一般
生活の中でも起こる病気で毎年死亡例も報告される。熱け
いれん・熱失神・熱疲労(脱水症)・熱射病の症状ごとに、
実際の処置方法を紹介。(教配/2010)

15 ○

Ｃ 1207

イメージの時間
脳トレビクス１００
自宅からはじめる

エクササイズ

カラダと脳に効くエクササイズ、脳トレビクス。体力づく
りや生活習慣病対策の運動が、実は脳の活性化に役立つこ
とがわかってきた。顔タッチ、言葉５つ記憶力、指つきエ
クササイズ等、２５種類のエクササイズを収録。
(アークベル/2009)

141 ○

Ｃ 1209

きょうの健康 歯の病気
９０歳まで

しっかり噛もう！
歯イキイキ健康術

いつまでも自分の歯で噛むための歯周病・虫歯対策を解
説。最新の歯周病治療、正しい歯磨き法や入れ歯情報も紹
介。(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

58 ○

Ｃ 1210
きょうの健康 健康長寿

はじめよう！
自分でできる体づくり

ちょっとした動作に体の衰えを感じたら、手軽な運動をは
じめよう！手・腕の力を取り戻す運動、上半身を鍛える運
動、足腰が丈夫になる運動で、全身の動きを改善する体づ
くりを紹介。(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

58 ○

Ｃ 1211
きょうの健康 薬

薬と上手につきあう
ために

危険な飲み合わせや、高齢者の副作用の対処法等、薬を正
しく服用して効果的な治療を受けるために、専門家がアド
バイス。ジェネリック医薬品についても紹介。
(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

58 ○

Ｃ 1213

ＮＨＫテレビ体操
座ってもできる
立ってもできる

ラジオ体操

立って体操をするのが困難な人や高齢者に向けに座ったま
まできるラジオ体操を指導。ラジオ体操第１、第２、みん
なの体操を収録。
(ＮＨＫエディケーショナル/2011)

37 ○

Ｃ 1214
ロコモが気になる人にも

押して元気になる
ツボ体操

生活習慣の乱れ、体の酷使、加齢によって運動機能の衰え
るのがロコモティブシンドローム(運動器症候群)通称ロコ
モ。そんな身体の機能活性化にきくのがツボ押しと体の動
きを併せて行う「ツボ体操」。体を８つの部位に分けてツ
ボ体操の仕方と効能を紹介。
(ＮＨＫエディケーショナル/2013)

53 ○

Ｃ 1216
ここが聞きたい！

名医にＱ
中高年の目の病気

白内障、緑内障、加齢黄斑変性症等について解説。
・中高年の目の病気あなたの疑問に答えます！視力改善は
心がけ次第、治療効果が向上するちょっとしたコツを紹
介。(ＮＨＫエディケーショナル/2013)

98 ○

Ｃ 1217

ここが聞きたい！
名医にＱ

おしっこの悩み
頻尿・尿もれ

頻尿や尿漏れの原因や改善するための方法を解説。自宅で
できる体操、薬、手術等の改善法を紹介。
・おしっこの悩み頻尿・尿もれ ・おしっこの悩みあなた
の疑問に答えます！(ＮＨＫエディケーショナル/2013)

87 ○

Ｃ 1250

関西看護出版ＤＶＤ研修シ
リーズ 大瀧厚子③

高齢者に多い疾患・緊急時
の対処法と感染症予防

(３枚組)

大瀧厚子氏による研修を収録。
・異常の早期発見 ・疾患について ・日常的な訴えとその
対処法 ・感染症予防 (ＶＶＣ/2009)

87
86
74

○
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 1278 感染症ケアの基本技術
食中毒やインフルエンザ、感染症を広げず、身を守る為の
実践的なケアの基本技術を紹介。(アイカム/2009)

18 ○

Ｃ 1302

関西看護出版ＤＶＤ研修シ
リーズ 田中邦彦①
転倒予防のための

お足玉体操

田中邦彦氏による研修を収録。 １．からだ全体のバラン
ス力を高める体操 ２．つまずかない＝筋力を強くする体
操 ３．首・肩・ひざの機能を維持・改善する体操 ４．脳
機能力アップ体操 ５．お足玉体操で脚力アップ ６．足の
機能を取り戻す足操術(フットセラピー) ７・疲れを明日
に残さないための体操(ＶＶＣ/2014)

93 ○

Ｃ 1306

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 １
口腔体操編
(字幕あり)

大人のための体操のお兄さん・ごぼう先生が、椅子に座っ
てできる、高齢者のための「衰え予防」健康体操を紹介。
誤嚥の予防を目的に、発声練習等をする「口腔体操」を収
録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

10 ○

Ｃ 1307

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ４
ボール体操編
(字幕あり)

バランス力・俊敏性の向上を目的に、ボールを使って身体
を動かす「ボール体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

12 ○

Ｃ 1308

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ６

タオルを使った体操編
(字幕あり)

日常の慣れた動きで、楽しく衰え予防ができる「タオルを
使った体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

10 ○

Ｃ 1328
いきいき脳楽エイジング

スターターキット

認知症が気になる５０代からの楽しい脳トレーニング！い
きいき脳楽エイジング１２枚ＤＶＤの各カテゴリにおける
学習効果について詳しく解説。(山屋/2016)

78 ×

Ｃ 1329

いきいき脳楽エイジング
記憶力編

第１巻・第２巻
(２枚組)

認知症が気になる５０代からの脳トレーニングを紹介。
第１巻 ・クイズ：グループで分けよう ・準備体操：脳に
優しい深呼吸 ・脳トレミュージックレッスン：呼吸法 ・
脳トレ体操：指チェンジ体操①
第２巻　・クイズ：ロックを外そう ・準備体操：指もみ
体操 ・脳トレミュージックレッスン：発声法 ・脳トレ体
操：指チェンジ体操②(山屋/2016)

32
34

○

Ｃ 1330

いきいき脳楽エイジング
記憶力編

第３巻・第４巻
(２枚組)

第３巻 ・クイズ：グループで分けよう ・準備体操：肩の
体操 ・脳トレミュージックレッスン：ふるさと ・クイ
ズ：会話から当てよう ・脳トレ体操：足踏みリズム体操
第４巻　・クイズ：ロックを外そう ・準備体操：ながら
スクワット ・脳トレミュージックレッスン：ふるさと ・
クイズ：会話から当てよう ・脳トレ体操：反対肩回し体
操(山屋/2016)

38
41

○

Ｃ 1331

いきいき脳楽エイジング
注意力編

第１巻・第２巻
(２枚組)

第１巻 ・クイズ：間違い探し ・準備体操：胸の開閉体操
・脳トレミュージックレッスン：発声法 ・脳トレ体操：
リズム体操①
第２巻 ・クイズ：間違い探し・準備体操：足の体操 ・脳
トレミュージックレッスン：発声法 ・クイズ：倍数はど
れ？ ・脳トレ体操：リズム体操②(山屋/2016)

37
39

○

Ｃ 1332

いきいき脳楽エイジング
注意力編

第３巻・第４巻
(２枚組)

第３巻 ・クイズ：きっかけ文字 ・準備体操：表情体操
・脳トレミュージックレッスン：スキー ・クイズ：改造
じゃんけん ・脳トレ体操：リズム体操③
第４巻 ・クイズ：ひっかけ文字 ・準備体操：全身タッピ
ング体操・脳トレミュージックレッスン：スキー ・クイ
ズ：改造じゃんけん・脳トレ体操：脳トレ版グーバー体操
(山屋/2016)

37
39

○

Ｃ 1333

いきいき脳楽エイジング
判断力編

第１巻・第２巻
(２枚組)

第１巻 ・クイズ：違う角度から見ると ・準備体操：足踏
み運動 ・脳トレミュージックレッスン：発声法 ・クイ
ズ：計算トライアル・脳トレ体操：口腔体操①
第２巻 ・クイズ：違う角度から見ると ・準備体操：来館
トレーニング ・脳トレミュージックレッスン：発声法 ・
クイズ：計算トライアル・脳トレ体操：口腔体操②
(山屋/2016)

37
47

○

Ｃ 1334

いきいき脳楽エイジング
判断力編

第３巻・第４巻
(２枚組)

第３巻 ・クイズ：ルールを当てよう ・準備体操：グー
パー運動 ・脳トレミュージックレッスン：幸せなら手を
たたこう ・クイズ：改造あみだくじ ・脳トレ体操：ゴリ
ラの胸たたき体操
第４巻 ・クイズ：ルールを当てよう ・準備体操：ジャン
プ体操 ・脳トレミュージックレッスン：幸せなら手をた
たこう ・クイズ：改造あみだくじ ・脳トレ体操：片足立
ち体操 (山屋/2016)

40
43

○

11



分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 1336

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ３
できなくて

あたりまえ体操編
(字幕あり)

大人のための体操のお兄さん・ごぼう先生が、椅子に座っ
てできる、高齢者のための「衰え予防」健康体操を紹介。
認知症の予防を目的に、脳を活性化する「できなくてあた
りまえ体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

13 ○

Ｃ 1337

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ５
棒体操編

(字幕あり)

深部感覚の向上を目的に、棒を使って身体をひねったりす
る「棒体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

13 ○

Ｃ 1338

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ７
朝の体操編
(字幕あり)

柔軟性の向上を目的に、音楽に合わせてストレッチをする
「朝の体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

11 ○

Ｃ 1339

Ｒ５０ごぼう先生の
健康体操 ８

スポーツ体操編
(字幕あり)

心肺機能の衰え予防を目的に、スポーツの動きを融合させ
た「スポーツ体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2017)

8 ○

Ｃ 1340

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ９

すぅはぁ体操編
(字幕あり)

体幹強化を目的に、深呼吸を意識して太極拳のような動き
をする「すぅはぁ体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2017)

11 ○

Ｃ 1341

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 １０

おにごぼ体操〈０〉編
(字幕あり)

ごぼう先生の８か月の長男おにぎり先生と、頭を使う難し
い「おにごぼ体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2017)

11 ○

Ｃ 1348 骨盤・体幹体操
日常生活のさまざまな動作に必要な筋力・柔軟性・持久力
アップに効果的！体の中心である「骨盤・体幹」をしっか
りエクササイズを紹介。(ＱＯＬサービス/2013)

15 ○

Ｃ 1349
みんなでよかトレ
体操解説ＤＶＤ

生活習慣病予防やロコモ予防、認知症予防のために毎日の
生活に＋１０(プラス・テン)できる運動を収録。健康寿命
を延ばすための解説編、実践編、特別編の３部構成。
(福岡市保健福祉局/2017)

98 ○

Ｃ 1362 元気！長生き！健康体操

立っても座ってもできる！楽しい民謡で盆踊り気分にな
る！民謡メドレーで「全身体操」踊れソーラン節で「腰痛
体操」等、認知症の防止にもなる４つの健康体操を、歌詞
テロップ付きで紹介。(ゲンキプロモーション/2016)

30 ○

Ｃ 1376
きょうの健康

耳の病気
耳の聞こえ大丈夫？

中耳炎・耳鳴り・難聴等について解説。補聴器と上手につ
きあう方法や選ぶポイントも紹介。２０１３年３月放送分
の再構成。(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

58 ○

Ｃ 1377

きょうの健康
健康長寿

１００歳まで歩ける
体づくり

歩くことは健康な暮らしの基盤。筋肉・骨を強くする運
動・食事術を解説。日常生活の見直しから、しなやかな筋
肉を作る方法、６５歳からの食生活新常識までを紹介。
２０１２年７月放送分の再構成。
(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

58 ○

Ｃ 1378

ここが聞きたい名医にＱ
健康長寿

寝たきりを防げ！
健康生活術

栄養不足や、骨・筋肉が衰える「ロコモティブシンドロー
ム」メタボとロコモの深い関係や、糖尿病が骨を弱めるこ
と、また高齢者の「やせ」のリスクを解説。２０１２年７
月放送分の再構成。(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

87 ○

Ｃ 1379

きょうの健康
骨の病気

寝たきりを防ぐ
骨粗しょう症対策

寝たきりを防ぐ骨粗しょう症対策を解説。早期発見のポイ
ントや、食事と運動でコツコツ「骨貯金」できる骨太生活
術、薬で骨の強さを改善する方法を紹介。
(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

44 ○

Ｃ 1380
きょうの健康

うつ病
あなたに合った治療法

うつ病の主な症状や治療方針を紹介。薬を使用する際の注
意点や高齢者のうつと認知症の関係について、“現代型”
うつ病について解説する。
(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

43 ○

Ｃ 1381
きょうの健康

うつ病
団塊世代のうつ病対策

うつ病の治療で気をつけるポイントや、再発を防ぐにはど
うすべきかを解説。団塊世代のうつ病対策に役立つ情報を
紹介。(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

43 ○

Ｃ 1382
ここが聞きたい名医にＱ

うつ病
自殺を防ぐ！うつ病対策

うつ病の薬で気をつけることや、病気をきっかけに起こる
うつ等を解説。経験談も紹介。
(ＮＨＫエディケーショナル/2014)

84 ○
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 1385

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操 ２
自力体操編
(字幕あり)

大人のための体操のお兄さん・ごぼう先生が、椅子に座っ
てできる、高齢者のための「衰え予防」健康体操を紹介。
筋力低下の予防を目的に、道具を使わずに自分自身の力を
使う「自力体操」を収録。(ＧＯＢＯＵ/2016)

11 ○

Ｃ 1406
ごぼう先生といっしょ！

毎日１０分健康
イス体操

シニアの体操のおにいさん“ごぼう先生”が椅子に座って
行える健康体操を紹介。食事を美味しく食べるための口腔
体操、転倒予防のための足の体操等、１週間・曜日ごとに
約１０分間の体操を収録。(キングレコード/2017)

78 〇

Ｃ 1408
しっかり学ぼう！

熱中症予防

熱中症の原因と予防対策を解説。熱中症を引き起こす体の
メカニズム、いい汗のかき方、正しい水分補給の方法、い
ざという時の応急処置等を、最新の研究結果とさまざまな
実験映像を通して、わかりやすく紹介。
(ＮＨＫエンタープライズ/2013)

22 〇

Ｃ 1432
希望のシグナル

自殺防止
最前線からの提言

東北の小さな町から始まった自殺防止の取り組みを紹介。
１００円のコーヒーサロン、ＮＰＯ、自死遺族のための自
助グループ等、暮らしやすい地域社会を作ろうとする人々
を追う。(ロングラン映像メディア事業部/2017)

102 〇

Ｃ 1443
夏の熱中症

冬のヒートショックに
気をつけよう！

熱中症やヒートショックのの基礎的な知識や、予防のポイ
ントを解説。高齢者への注意点も紹介。
(東京法規出版/2019)

42 ○

Ｃ 1446
項目別

介護予防の口腔ケア
口腔機能向上

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、嚥下障がいを予防する上で役立つ顔面体操までを項
目別で解説。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 ①
テクテク運動編

(字幕あり)

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 ②
モグモグ食事編

(字幕あり)

イスに座ったままできる体操を紹介。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 ③
ドキドキ脳活編

(字幕あり)

イスに座ったままできる体操を紹介。グーパー体操、リズ
ム足踏み等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
等の音楽で、準備体操、日替わり体操を収録。
(キングレコード/2019)

56 ○

Ｃ 1490

一生介護に
ならないための

立って行う
介護予防体操

村祭り編

健康運動指導士が「一生介護にならない介護予防運動教
室」で体操の指導をしている様子を収録。高齢者の生活の
質を向上させるため、準備体操の後に童謡「村祭り」に合
わせてできる体操を紹介。(健康向上企画/2017)

63 ○

Ｃ 1491

一生介護に
ならないための

立って行う
介護予防体操

雪編

高齢者の生活の質を向上させるため、準備体操の後に童謡
「雪やこんこん」に合わせてできる体操を紹介。
(健康向上企画/2017)

61 ○

Ｃ 1492

 一生介護に
ならないための

立って行う
介護予防体操
あめふり編

高齢者の生活の質を向上させるため、準備体操の後に童謡
「あめふり」に合わせてできる体操を紹介。
(健康向上企画/2018)

63 ○

Ｃ 1493

 一生介護に
ならないための

立って行う
介護予防体操

花編

高齢者の生活の質を向上させるため、準備体操の後に童謡
「花」に合わせてできる体操を紹介。
(健康向上企画/2018)

77 ○

Ｃ 1516

黒田留美子式
高齢者ソフト食

動画でわかる基本
レシピ１１品

「黒田留美子式高齢者ソフト食」は、しっかりと形があ
り、見た目に美味しそうでありながら、舌で押しつぶすこ
とができ、誤嚥しにくく安全に食べることのできる食事。
基本レシピ１１品を動画で解説。
(シルバーチャンネル/2019)

69 〇
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｃ 1519

ごぼう先生といっしょ！
春夏秋冬

目と耳で楽しむイス体操
(字幕あり)

シニアの体操のお兄さん“ごぼう先生”が、目と耳で楽し
む簡単なイス体操を紹介。「さくらさくら」「赤とんぼ」
等の音楽と美しい日本の抒情風景とともにおこなう、リ
ラックスゆったり体操を収録。(キングレコード /2020)

35 〇

Ｃ 1520

森口尚子のナイス体操
座ったままできる
有酸素運動で、

楽しく健康習慣！

座ったままでできる有酸素運動で、楽しく健康習慣！イス
に座って、安全に、楽しく、運動効果を実感できるナイス
体操を紹介。年を重ねても、いきいき元気に出かけられる
足腰へ導く。(ＧＯＢＯＵ/2020)

26 〇

Ｃ 1521

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操

和楽器体操 鶴
上肢運動編
(字幕あり)

大人のための体操のおにいさん・ごぼう先生が、椅子に
座ってできる、高齢者のための健康体操を紹介。和楽器の
心地よい音を聴きながら行う、肩の準備体操、口腔スト
レッチ等を紹介。(ＧＯＢＯＵ/2021)

10 〇

Ｃ 1522

Ｒ７０ごぼう先生の
健康体操

和楽器体操 亀
下肢運動編
(字幕あり)

足の準備体操、足踏み太鼓等を紹介。
(ＧＯＢＯＵ/2021)

11 〇

Ｃ 1523

Ｒ７０ごぼう先生の
令和イス体操 ④
ワクワク表情編

(字幕あり)

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。声出し体操、
ゆったり童謡体操等、ワクワク表情編を収録。
(ＧＯＢＯＵ/2021)

9 〇

Ｃ 1525
全国共通防災

熱中症対策 Ｖｏｌ．２
熱中症を防ぐテクニック

年々深刻化する熱中症。熱中症を防ぐテクニックを学ぶ。
熱中症に負けない体作り、高齢者・乳幼児の熱中症予防テ
クニック、感染症予防と熱中症対策等を解説。
(十影堂エンターテイメント/2021)

28 〇

Ｃ 1542

せいかつ体操 ① ②
生活に必要な動き

全部とり入れました
(２枚組)

「日常生活動作(ADL)」に焦点をあて、食事・更衣(服を着
る)・排泄(トイレ)・入浴・整容・移動等の場面で、危険
な個所を意識しながら行う体操を収録。
①トイレで転ばない体操、トイレで出しやすくなる体操、
尿漏れ予防体操、転倒予防体操１
②お風呂で転ばない体操、からだ洗い体操、食事動作・手
の細かい動き体操、食べ物喉に詰まらせない体操(口腔体
操)転倒予防体操２(介護エンターテイメント協会/2019)

44
48

〇

Ｃ 1544
１００均体操　パート１

１００円以内の
道具で楽しむ

新聞紙やペットボトル、タオル、１００円ショップの商品
を使ったトレーニング、体操を収録。
・新聞棒で全身体操パート１ ・タオルで全身体操
・１００均ボールで全身体操パート１ ・ペットボトルで
上半身体操パート１(介護エンターテイメント協会/2021)

41 〇

Ｃ 1545
１００均体操　パート２

１００円以内の
道具で楽しむ

・新聞棒で全身体操パート２ ・１００均ボールで全身体
操パート２ ・タオルで洗濯動作体操 ・タオルで入浴動作
体操 ・ペットボトルで上半身体操パート２
(介護エンターテイメント協会/2021)

59 〇

分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分)貸出

Ｄ 1193
創傷ケアのポイント
：褥瘡処置と治療法

「洗浄」や「皮膚保護」など、創傷ケアの課程を８項目に
分け、医療関係者向けに実演を交えてポイント解説。
・洗浄・皮膚保護・薬剤投与・被覆マルデブリードマン・
創のアセスメント・創面撮影・除圧方法
(コルボ/2011)

29 ×

Ｄ．看護

14



分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｅ 795

遊びリテーション
ビデオ Ⅰ 実技編
机を使ってする

ゲーム特集

「遊びリテーション」効果をわかりやすく解説。遊びの盛
り上げ方がわかり、楽しい時間を提供できるようになる。
介護現場で見過ごされがちな「リハビリテーション」とし
ての理論と目的、効果を解説。
「机を使ってするゲーム」を紹介。
・のろいくらげ ・パンチボール ・たこたたき ・ピコピ
コハンマーゲーム ・うちわ卓球
(ラジオ大阪グループティーオーシィ/2003)

30 ○

Ｅ 796

遊びリテーション
ビデオ Ⅱ 実技編
椅子に座ってする

ゲーム特集

「椅子に座ってするゲーム」を紹介。
・渚のバレーボール ・デカベンチ ・パンチボール ・風
来ボール ・はらはらボール ・いけにえドッジボール ・
ファイト！オーッ！
(ラジオ大阪グループティーオーシィ/2003)

30 ○

Ｅ 797

遊びリテーション
ビデオ Ⅲ 実技編
床に座ってする

ゲーム特集

「床に座ってするゲーム」を紹介。
・ドッジボール ・何回ボウリング ・パタパタゲーム・パ
ンチボール(ラジオ大阪グループティーオーシィ/2003)

28 ○

Ｅ 798
遊びリテーション
ビデオ Ⅳ 実技編
手遊びゲーム特集

「手遊びゲーム」を紹介。
・膝たたきゲーム ・濁点肩たたきゲーム ・指出しゲーム
・県名ビンゴ ・一足して完成
(ラジオ大阪グループティーオーシィ/2003)

29 ○

Ｅ 909
美空ひばり　希望の歌

人生一路体操

高齢者施設でリハビリ支援として使用する目的で、踊りを
使った介護予防歌ＮＯＳＳ。美空ひばりの歌声とリハビリ
に活用できるオリジナルの歌詞で、歌と踊りが楽しめる。
厚生労働省平成２１年度未来志向型プロジェクト
(オールアウト/2009)

32 ×

Ｅ 940
レクリエーション

生活を楽しむ日常術

『障がい者のレクリエーション活動ハンドブック』付録Ｄ
ＶＤ。障がいのある人の豊かな生活の実現に向けてレクリ
エーションを生活に根付かせていけるよう解説。
(日本障害者リハビリテーション協会/2007)

28 ○

Ｅ 941

深めよう、
レクリエーション

みんなが輝く
瞬間(とき)

『深めよう、レクリエーション～障害者の「生きる喜び」
活動支援事例集』付録ＤＶＤ。障がいのある人に寄り添い
ながら独自のレクリエーション支援をしている団体活動を
紹介。(日本障害者リハビリテーション協会/2009)

29 ○

Ｅ 947
りつこ式

高齢者レクササイズ！

高齢者が元気になる、体操＆ゲーム集５０。高齢者のレベ
ルに応じて、簡単に楽しめて、カラダもココロも元気にな
る、画期的な体操＆ゲームプログラムを紹介。
(佐賀由彦事務所/2010)

115 ○

Ｅ 959 ステップｂｙステップ

脊髄損傷者のための在宅リハビリを紹介。
・なぜリハビリは必要か・単身生活をしている高位頚損
者・痙性を落とすコツ・生活自体がリハビリ・完全対麻痺
者の歩行リハビリ・立つためのリハビリ・不全頚損者の歩
行リハビリ(日本せきずい基金/2007)

95 ○

Ｅ 972

「素足の時間」「えがおの
リレー」を楽しく踊ろう！

ダンス＆ダンス
エクササイズ

コンテストベスト１０

レクリエーションのイメージソング「素足の時間」「えが
おのリレー」を使ったダンス＆ダンスエクササイズコンテ
ストでベスト１０に入った作品の踊りと踊り方を収録。
(日本レクリエーション協会/2009)

38 ○

Ｅ 1047
アセスメントと

ケアプランシリーズ２
懐かしの玉手箱

認知高齢者のケアの方法として注目されている「回想
法」。懐かしい画像から、昔話に花を咲かせ、笑顔でコ
ミュニケーションがとれる４１シーンを収録。
(シルバーチャンネル/2005)

90 ○

Ｅ 1048
介護予防・介護現場に
役立つ運動シリーズ

　第１巻

介護予防・介護現場に役立つ運動を紹介。肩こりの解消・
予防等に効果のあるストレッチ運動と、首と口の体操・だ
液腺のマッサージなどおいしくご飯を食べるための嚥下体
操を収録。(企画倶楽部/2008)

122 ○

Ｅ 1055
高齢者の

レクリエーション

高齢者施設やデイケア・デイサービスセンター等で利用者
に提供するレクリエーションの目的に沿ったゲームやプロ
グラムを紹介。(三輪書店/2009)

41 ○

Ｅ．リハビリテーション・レクリエーション
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｅ 1092
いっしょに踊ろう

認知症の人と踊るダンス

認知症のある人もない人も、その人らしく、一緒に楽しさ
を共有できるダンスと歌を収録。
・ダンス(日本語)社交ダンス・ダンス(英語)社交ダンス手
話付き・レクリエーションダンス(日本語)(英語)・シャボ
ン玉・茶摘み・故郷・浜辺の歌
(西宮認知症予防会/2012)

22 ○

Ｅ 1182

高齢者のグループ
レクリエーション支援
シリーズ Ⅰ 第１巻
交流のゲーム Ⅰ

リレー

お互いの人間関係の円滑化参加者の交換と理解を深める場
づくりが目的の３人から５人でできるゲームを紹介。利用
者同士の会話を生み、自然な触れ合いを通して他者認知、
他者配慮が期待できる「周りの参加者を知るきっかけを作
り、雰囲気を和ますゲーム」を収録。
・コップリレー ・贈り物を贈ろう ・みんなの輪 ・風船
リレー ・川くだり(ニューストン/2013)

47 ○

Ｅ 1183

高齢者のグループ
レクリエーション支援
シリーズ Ⅰ 第２巻

交流のゲーム Ⅱ 対戦

利用者が抵抗なく知り合える「仲間、相手を意識して行う
ゲーム」を収録。
・コイン飛ばし・パタパタ・２人リレー・直線玉入れ・だ
らだら綱引き(ニューストン/2013)

46 ○

Ｅ 1184

高齢者のグループ
レクリエーション支援
シリーズ Ⅰ 第３巻
動のゲーム Ⅰ 上肢

チーム対抗で協力し合う気持ちや、運動能力を高める簡単
な運動を中心とした「上肢を主に動かすゲーム」を収録。
・つめ放題 ・倒せ ・かご風船 ・守護神 ・入らない玉入
れ(ニューストン/2013)

38 ○

Ｅ 1185

高齢者のグループ
レクリエーション支援
シリーズ Ⅰ 第４巻
動のゲーム Ⅱ 下肢

運動能力を高める簡単な運動が中心。協力し合う気持ちや
仲間意識を高め、何かを成功させたいという気持ちを作り
だすゲーム「下肢を主に動かすゲーム」を収録。
・ジタバタ　・プッチン　・サイコロサッカー　・足で
キャッチ　・たぐりよせ(ニューストン/2013)

38 ○

Ｅ 1186

高齢者のグループ
レクリエーション支援
シリーズ Ⅰ 第５巻

知のゲーム Ⅰ
発想・知識

利用者の判断力、記憶力、思考力、知識力を刺激する事
が、日常生活の意欲向上へとつながるゲーム「発想・知識
に基づくゲーム」を収録。
・５０音カード ・オノマトペクイズ ・その場でパズル
・一問一答 ・５つ答えろ(ニューストン/2013)

62 ○

Ｅ 1187

高齢者のグループ
レクリエーション支援シ

リーズ Ⅰ 第６巻
知のゲーム Ⅱ
知識・思考

日常生活の意欲向上へとつながる「知識・思考に基づく
ゲーム」を収録。
・漢字検定 ・記憶力紙芝居 ・都道府県カード ・単位は
なあ ・お早い計算(ニューストン/2013)

75 ○

Ｅ 1201
椅子で体操

楽しいリハ＆レク体操・
ＤＶＤ版

声を出して、懐かしい歌を歌いながらできる体操を紹介。
第１巻 今日も元気でありがとう ・蘇州夜曲 ・通りゃん
せ ・ああ人生に涙あり ・お富さん
第２巻 今日も元気でありがとう ・浜辺の唄 ・箱根八里
・３６５歩のマーチ ・いい湯だな
(エスティープラニング/2010)

87 ○

Ｅ 1203

高齢者の
レクリエーション支援

遊びが福祉を
豊かにする

施設や地域で行われている特色ある取り組みを紹介。
・楽しいレクリエーション」の時間を作るにはどうしたら
いいのか？ ・筋トレで活力は生み出せるか？ ・認知症の
高齢者にはどのようなレクリーションが向いているのか？
・特別養護老人ホームでのレクリエーションはどんな形で
行われているのか？ ・有料老人ホームならではのレクリ
エーションとは？ ・レクリエーションと地域との関係
は？(アローウイン/2013)

59 ○

Ｅ 1219

テレビ回想法
懐かしい話

ＤＶＤコレクション
第１巻

玉子ごはんの巻
ふるさとは

どちらですかの巻
女の子の遊びの巻

認知症の予防やひきこもり防止など、高齢者の生活の質を
向上する効果がある回想法で使える映像を収録。
・「玉子は貴重品」ご馳走について聞いてみる ・「ふる
さとはどちらですか」郷土自慢を披露してもらう ・「お
さらい」お手玉の遊び方をきいてみる
(シルバーチャンネル/2005)

83 ○

Ｅ 1220

テレビ回想法
懐かしい話

ＤＶＤコレクション
第２巻

お洗濯の巻
ぬかみそ漬けの巻
納豆ごはんの巻

・「女の仕事で一番えらい」苦労話をひきだしてみる ・
「ぬか床の作り方」その家のやり方を聞いてみる ・「納
豆売りの声」朝の音風景について聞いてみる
(シルバーチャンネル/2005)

83 ○
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｅ 1221

テレビ回想法
懐かしい話

ＤＶＤコレクション
 第３巻

女の身だしなみの巻
戦中戦後の暮らし
～結婚式～の巻
おそうじの巻

・「女の身だしなみは着物から」着物自慢に花を咲かせて
もらう ・「衣料切符」配給時代のご苦労について聞いて
みる ・「ほうきを逆さまに立てる」おまじないについて
聞いてみる(シルバーチャンネル/2005)

86 ○

Ｅ 1222

テレビ回想法
懐かしい話

ＤＶＤコレクション
第４巻

小学校の思い出の巻
男の子の遊びの巻

映画館の思い出の巻

・「小学校の思い出」机と椅子の思い出について聞いてみ
る ・「ベーゴマ」昔の男の子の遊びについて聞いてみる
・「映画館は若者たちの集う場所」休日の過ごし方につい
てを聞いてみる(シルバーチャンネル/2005)

82 ○

Ｅ 1223

テレビ回想法
懐かしい話

ＤＶＤコレクション
 第５巻

蚊帳・お盆の巻
ぬかみそ漬けの巻

お蚕さんの巻

・「蚊帳」夏の風物詩について聞いてみる ・「ぬかみそ
漬け」おいしいぬか漬けを食べてみる ・「お蚕さん」人
間より大切にされていた蚕について聞いてみる
(シルバーチャンネル/2005)

84 ○

Ｅ 1224

テレビ回想法
懐かしい話

ＤＶＤコレクション
 第６巻

稲刈りの巻
お風呂の巻
餅つきの巻

・「稲刈り」鎌で稲刈りしていた頃の鎌の使い方のコツを
聞いてみる ・「お風呂」お風呂に肩までゆっくりつかっ
てみる ・「餅つき」つきたてのおもちを食べてみる
(シルバーチャンネル/2005)

83 ○

Ｅ 1255

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 加藤慶①

拘縮や褥瘡をつくらない
リハビリ発想と技術を

身につけよう
(２枚組)

加藤慶氏による研修を収録。拘縮や褥瘡のメカニズムや実
践的なリハビリを解説。
・なぜ拘縮や褥瘡ができるのか ・Ｒ．Ｏ．Ｍ．訓練ばか
りではない関節拘縮の緩和方法 ・大変な体位変換の発想
を変換しよう ・ベッド端坐位の重要性と簡単サポートの
仕方 (ＶＶＣ/2010)

93
79

○

Ｅ 1345
大笑い健康プログラム

第１笑

大笑いを毎日続けてストレスから解放される実践法を分か
りやすい映像で紹介。
・古典落語「時そば」・笑いヨガ「からだ篇」・笑いの効
用トーク「笑いの医学的効用」を収録。(ヴイワン/2010)

74 ○

Ｅ 1346
大笑い健康プログラム

第２笑

・古典落語「犬の目」 ・笑いヨガグループエクササイズ
「メンタル篇」  ・笑いの効用トーク「笑いを生活に活か
そう」を収録。(ヴイワン/2010)

76 ○

Ｅ 1347
大笑い健康プログラム

第３笑

・古典落語「粗忽の釘」 ・笑いヨガ「一人でできる笑い
の体操篇」 ・笑いの効用トーク「日本人の遺伝子に合っ
た日本食を」を収録。(ヴイワン/2010)

69 ○

Ｅ 1374
アンチエイジングヨガ

シニアプログラム

運動効果はもちろん、心が穏やかになり、ストレスや不安
を解消する、高齢者のためのヨガを収録。初めての人や体
が動きづらい人でも、簡単に効率的に全身の運動が出来る
レッスン全１６メニューを説明。(グラジオラス/2015)

60 ○

Ｅ 1429

心と体をほぐし
意欲や元気がわく

わくわく音楽運動療法
機能維持・機能改善

音楽運動療法を行う上で必要ポイントを詳しく紹介。
１.ストレッチ 心ほぐし・体ほぐしの準備運動 ２.手洗い
音頭 主に手指の運動 ３.波路はるかに足どり軽く 主に足
の運動 ４.腹式呼吸法 リラックス誘導 ５.ペットボトル
体操 全身運動(１) ６.パタカラーチャ 歌唱(嚥下機能強
化) ７.ソーラン節体操 全身運動(２) ８.クールダウン体
操 呼吸併用軽ストレッチ(日経映像/2016)

60 ○

Ｅ 1433

ミｯケルアート １
路地裏

思い出話で認知症予防
映像版

路地裏を取り上げた回想法アニメーション。おんぶひもを
して子守をする女の子や、こまで遊んでいる男の子たち、
朝顔やたんぽぽが咲いている路地裏。その他、団地族や東
京タワーなど懐かしさ感じる効果音やナレーションと共に
収録。(スプレーアートイグジン/ 2018)

30 ○

Ｅ 1436

介護に活かす
ＮＡＴＳＵＫＩ

脳科学ストレッチ
世界初の技術で

疲れにくい体作り
肩と腰と膝の痛みを

取り除く

脳から楽なイメージを体に送ることで、スムーズにスト
レッチが行えるようにサポートする技術「脳科学ストレッ
チ」を収録。痛みがないから長く続けられ、ダイエット効
果、冷え症改善などにも役立つストレッチを紹介。
(エルディ辻恵介/2017)

70 ○
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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
２４時間のトータル

サポートによる
尊厳を守るケア

「間違ったケア」により引き起こされる二次障がいを予
防・改善するためのケア技術を紹介。
・立位のサポートと移乗 ・福祉用具での移乗リフト、ス
ライディングボード ・座位の修正と車いすでの姿勢の管
理 ・ポジショニング ・起き上がり ・ベッド上での移乗
(リハケアリングネットワーク事務局/2017)

60 ○

Ｅ 1447 思い出アルバム　１

懐かしい童謡唱歌と共に昭和の日本人の暮らしを記録した
フィルムの映像を収録。
  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
高齢者ケアＤＶＤ

セミナー
テレビ回想法の使い方

回想法をはじめたいと考えている人が対象のセミナーを収
録。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)

57 ○

Ｅ 1459

高齢者ケアビデオ
セミナー

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

信頼関係を築くための回想法の活用方法を紹介したセミ
ナーを収録。
１.はじめに ２.信頼関係を築くためには ３.写真を用い
た回想法 ① 鼻垂れの話題 ４.写真を用いた回想法 ② 散
髪の話題 ５.写真を用いた回想法 ③ 癒しの表情 ６.接し
方のコツ ７.回想のツール ８.信頼関係を築く回想法の実
際 ９.写真１〜６
(シルバーチャンネル/2019)

80 ○

Ｅ 1460

ミッケルアート ２
茶の間

思い出話で認知症予防
映像版

ちゃぶ台で大家族での食事や、チャンネルを回すテレビな
ど「茶の間」を取り上げた回想法アニメーション。学生時
代の制服は回覧板、黒電話のダイヤル、木枠の窓などを懐
かしさ感じる効果音やナレーションと共に収録。
(スプレーアートイグジン/2018)

30 ○

Ｅ 1461

ミッケルアート ３
台所

思い出話で認知症予防
  映像版

年末のお節や年越しそばを準備していた「台所」を取り上
げた回想法アニメーション。魚屋や八百屋での買い物、豆
腐売りのラッパ、かまどでの火の番、ガスコンロ、調理器
具などを懐かしさを感じる効果音やナレーションと共に収
録。(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
生活感あふれる

懐かしい風景などが、
今、ここに蘇る！

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 ○
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分類 番号 題　　　名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｅ 1477
懐かし洋画名場面集 ①
楽しく観るだけで脳の

トレーニング

昭和１０年、２０年代に公開された懐かしい洋画の名場面
を１作品２分程に編集。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、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 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  コンドル(ツモリレコード/2019)

45 ○

Ｅ 1478
懐かし洋画名場面集 ②
楽しく観るだけで脳の

トレーニング

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 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
楽しく観るだけで脳の

トレーニング

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
楽しく観るだけで脳の

トレーニング

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'７３ ⑤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
楽しく観るだけで脳の

トレーニング

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)

55
58
53
55
43

○

Ｅ 1504
介護現場で使える！

介護レクＤＶＤ
身体ほぐし編

椅子に座って実施できるレクリエーションを収録。
・目的別(部位別)身体ほぐし ・首・肩回り・指先・手首
・腕・脇腹・太もも ・季節の歌にあわせた身体ほぐし ・
春(春が来た) ・夏(われは海の子) ・秋(証城寺の狸囃子)
・冬(雪)(ＢＣＣスマイルプラスカンパニー/2016)

67 ○

Ｅ 1505
介護現場で使える！

介護レクＤＶＤ
マジック編

介護レクリエーションを収録。
・あざーず・のずのわくわくドキドキマジックショー ・
あざーず・のずの身近なモノを使ったマジック教室 ・割
り箸編 ・紙コップ編
(ＢＣＣスマイルプラスカンパニー/2017)

48 ○

E 1543
介護エンターテイメント

習得

介護現場での話し方、レクリエーションの組み立て方 、
笑いの空気の作り方等、高齢者の表情や動きが良くなるコ
ツを収録。介護エンターテイナーが高齢者の「笑顔」と
「生きがい」を生み出す方法を紹介。
(介護エンターテイメント協会/2019)

97 ○

Ｅ 1553

ミッケルアート ４
駄菓子屋

思い出話で認知症予防
映像版

子どもの頃、近所にあった駄菓子屋を取り上げた回想法ア
ニメーション。木製の氷式冷蔵庫や昔のかき氷機、電気
パーマなどを懐かしさ感じる効果音やナレーションと共に
収録。(スプレーアートイグジン/2018)

30 ○

Ｅ 1554

ミッケルアート ５
　井戸端会議

思い出話で認知症予防
映像版

井戸端で、水仕事をしながらおしゃべりをする「井戸端会
議」を取り上げた回想法アニメーション。井戸の水をくみ
上げる手押しポンプや洗濯板、地方の鍋料理や紙芝居屋さ
んなどを懐かしさ感じる効果音やナレーションと共に収
録。(スプレーアートイグジン/2018)

30 ○

19



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 459

東京都ホームヘルパー
養成講習ビデオ

２級課程
基本介護技術 Ⅰ

基本となる介護技術を収録。
１．介護者自身の健康管理 ２．寝具の整え方
 (東京シネ・ビデオ/1999)

18 ○

Ｆ 460

東京都ホームヘルパー
養成講習ビデオ

２級課程
基本介護技術 Ⅱ

１．寝床上での体位の変換 ２．褥瘡の予防 ３．車椅子へ
の移乗と介護 ４．杖歩行の介護 ５．視覚障がい者の介護
(東京シネ・ビデオ/1999)

27 ○

Ｆ 461

東京都ホームヘルパー
養成講習ビデオ

２級課程
基本介護技術 Ⅲ

１．衣類着脱の介護 ２．食事の介護 ３．口腔の清潔
 (東京シネ・ビデオ/1999)

23 ○

Ｆ 462

東京都ホームヘルパー
養成講習ビデオ

２級課程
基本介護技術 Ⅳ

１．身体の清拭 ２．熱布浴 ３．足浴 ４．入浴の介護
５．洗髪 (東京シネ・ビデオ/1999)

33 ○

Ｆ 463

東京都ホームヘルパー
養成講習ビデオ

２級課程
基本介護技術 Ⅴ

１．排泄の介護 ２．緊急時の対応
 (東京シネ・ビデオ/1999)

34 ○

Ｆ 805 基本介護技術Ａ

基本となる介護技術を収録。
・介護者の健康管理 ・ベッドメイキングの方法 ・体位・
姿勢交換 ・移動の介護
(介護労働安定センター/2006)

97 ○

Ｆ 806 基本介護技術Ｂ
・衣服の着脱の介護 ・入浴の介護 ・身体の清潔
(介護労働安定センター/2006)

82 ○

Ｆ 807 基本介護技術Ｃ
・食事の介護 ・排泄の介護 ・緊急時の介護
(介護労働安定センター/2006)

76 ○

Ｆ 819
成年後見制度

それぞれの幸福

成年後見制度の仕組み、制度の利用方法、なぜこの制度が
必要かなど、ドラマを通じてわかりやすく解説。
(シニアルネサンス財団/2004)

48 ○

Ｆ 831

介護ビデオシリーズ
介護現場の

リスクマネジメント
施設編 第１巻

「入れ歯」紛失から学ぶ

「リスクマネジメント」に具体的に取り組んでいる施設で
の「入れ歯」紛失の発生からその後の対応、個別ケアの重
要性、再発防止に向けての取り組みなど、その過程を細か
く再現。日常の介護現場における「リスクマネジメント」
とは？を考える。(ピース・クリエイト/2006)

28 ○

Ｆ 832

介護ビデオシリーズ
介護現場の

リスクマネジメント
施設編 第２巻

ヒヤリ・ハットを
そのままにしない

日常的な「ヒヤリ・ハット」の例を紹介して問題点を分
析。ケアプランにもとづいた利用者一人ひとりの状態像を
把握した上での職員間の情報共有の重要性について見てい
く。「ヒヤリ・ハット」への意識の喚起と事故予測の大切
さ、再発防止に向けての職員・施設の対応を紹介。
(ピース・クリエイト/2006)

29 ○

Ｆ 833
古武術式

カラダにやさしい介護術

岡田慎一郎氏が、筋力に頼らない体の使い方で負担を軽く
した介護術を分かりやすく紹介。日本古来の身体操法を独
自に応用した、「楽して、気持ちいい」介護術を収録。
(アドメディア/2006)

60 ○

Ｆ 834

ひとり一人が輝く
認知症ケアシリーズ

Ｖｏｌ．１
心の奥に気づくには？
メッセージの読み取り

認知症の行動障がいを改善するケアの実際をドキュメンタ
リー映像で紹介。心の奥から発しているメッセージに「気
づき」、「ケア」を行うことの大切さを解説。
(インターメディカ/2006)

30 ○

Ｆ 835

ひとり一人が輝く
認知症ケアシリーズ

Ｖｏｌ．２
居場所探し
帰宅願望

認知症のある人の突然の外出や歩き回りをなくすのは難し
いこと。その人の立場になって考え、ケアスタッフが支援
していくための対策を解説。(インターメディカ/2006)

30 ○

Ｆ 836

ひとり一人が輝く
認知症ケアシリーズ

Ｖｏｌ．３
おいしく食べるには？

食のケア

拒食や手づかみで食べる方のケアや、入居者とスタッフが
一緒に取り組む「メニュー作り」の様子を解説。
(インターメディカ/2006)

30 ○

Ｆ．介護・成年後見
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分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 837

ひとり一人が輝く
認知症ケアシリーズ

Ｖｏｌ．４
気持ちのよい排泄とは？

排泄のケア

排泄ケアで大切なのは、ひとりひとりの排泄パターンを把
握し、記録すること。自尊心を傷つけない、ソフトな誘導
のケア技術を解説。(インターメディカ/2006)

30 ○

Ｆ 838

ひとり一人が輝く
認知症ケアシリーズ

Ｖｏｌ．５
不安や怒りの裏づけ
不穏・興奮・攻撃

認知症の興奮や怒りといった行動障がいの実態を明らかに
していきながら、興奮状態を鎮めるチームケアの効果を解
説。(インターメディカ/2006)

30 ○

Ｆ 865

成年後見研修のための
ＤＶＤ

あるお母さんの
「遺言」ビデオ

ガンのため４６歳の若さでこの世を去った母が、知的障が
いのあるわが子(２５歳)へ、たくさんの仲間と生活支援・
権利擁護システムを遺産として残す過程を母親の生前のイ
ンタビューとともに収録。
(ＰａｎｄＡ－Ｊ/2008)

16 ○

Ｆ 878

体験！利用者の気持ちを
感じ取るトレーニング

介護におけるコミュニケー
ション技術 初級編

食事・移乗・排泄・散歩・入浴など５２の介助場面を設定
し三択問題形式で利用者の気持ちを読み取るトレーニング
を紹介。(アローウィン/2009)

55 ○

Ｆ 879

体験！利用者の気持ちを
感じ取るトレーニング

介護におけるコミュニケー
ション技術

中級・上級編

微妙な表情やしぐさから利用者の気持ちを読み取り推測す
るトレーニング。解説ではいくつかの答えを示す。中級編
２４事例、上級編１３事例を紹介。
(アローウィン/2009)

57 ○

Ｆ 882

シリーズ「これからの介護
の新しい視点」

いまを生きるを大切に
ＩＣＦの視点による

これからの介護
第１巻

 介護の新しい視点ＩＣＦ

認知症障がいを持つ８４歳のＭさんは、うつろな目で終日
座り込んでいる時と、目を輝かせ生き生きと働く時とがあ
る。Ｍさんの事例を通して、ＩＣＦとは何か、ＩＣＦの視
点に立った介護とはどういう事かについて詳しく説明。
(東京シネ・ビデオ/2006)

24 ○

Ｆ 883

シリーズ「これからの介護
の新しい視点」

いまを生きるを大切に
ＩＣＦの視点による

これからの介護
第２巻

利用者のニードと食事・
入浴・排泄におけるケア

どうしたら「食べてくれる」のか、どうしたら「入浴して
くれる」のか,どうしたら「うまく排泄できる」のか事例
をあげて検証。いかにして利用者のニードを的確にとらえ
てそれを介護にいかすかを、ＩＣＦの視点に立って解説。
(東京シネ・ビデオ/2006)

38 ○

Ｆ 884

シリーズ「これからの介護
の新しい視点」

いまを生きるを大切に
ＩＣＦの視点による

これからの介護
第３巻

ＩＣＦの視点による
ケアプラン

食事をしない８７歳のＯさん、タオルを噛む９０歳のＴさ
んの実例を「問題志向型」と「目標志向型」の考えに着目
して、ケアプランに導入していく。ＩＣＦの視点でケアを
行うメリットについて解説。(東京シネ・ビデオ/2006)

27 ○

Ｆ 897 成年後見物語

成年後見制度をドラマ仕立てで収録。成年後見制度を若手
弁護士・畑山千夏が学んでいく弁護士成長物語。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・介護保
険制度の概要と前進的な制度の取組みを紹介。
(関ふ佐子/2009)

54 ○

Ｆ 913

自分らしい明日のために
早見優が案内する

成年後見制度
(字幕・音声ガイドあり)

成年後見制度や任意後見制度の概要などを紹介。
事例１．認知症の妹が悪質な商法に狙われているので姉が
社会福祉協議会へ相談に行き、「法定後見制度」を紹介さ
れた。事例２．物忘れが多くなった夫婦が財産管理等不安
になって「任意後見制度」を知って将来に備える。
(民事法務協会/2009)

31 ○

Ｆ 925

求められる
地域介護サービスと

認知症ケア
(２枚組)

地域密着型介護サービスの実際を収録。
第１巻 ・小規模多機能型居宅介護とは
第２巻 ・小規模多機能型居宅介護の実際 ・認知症ケアの
理解を深める ・事例別解説なし編
(東京シネ・ビデオ/2007)

32
81

○
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分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 934
古武術式

続カラダにやさしい
介護術

岡田慎一郎による古武術式介護術。身体の動きをマスター
するための練習方法が満載。従来の身体を痛める介護に、
筋力に頼らない日本古来の身体操法を応用した介護術を紹
介する。基本原理の練習・実践編
(人間工学研究所/2008)

70 ○

Ｆ 938
成年後見の新たな

担い手・市民後見人

第三者後見人の新たな担い手として期待される「市民後見
人」の養成や支援を行っている「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。(大阪市社会福祉協議会/2009)

17 ○

Ｆ 975
三好春樹の介護のプロ

養成シリーズ １
関係障害論Ｖｏｌ．１

三好春樹氏による研修を収録。
・関係障がいとはなにか(上)(下) ・関係づくりは私自身
から始まる ・老いの見方、感じ方を点検する
(雲母書房/2008)

168 ○

Ｆ 976
三好春樹の介護のプロ

養成シリーズ １
関係障害論Ｖｏｌ．２

・関係世界の捉え方 ・関係障がいの評価とアプローチ ・
痴呆老人の介護(上)(下)(雲母書房/2008)

157 ○

Ｆ 977
三好春樹の介護のプロ

養成シリーズ ２
身体障害学

・パーキンソン者の生活ケア(上)(下) ・マヒでブラブラ
の手の管理 ・マヒで固まった指の開き方
(雲母書房/2008)

128 ○

Ｆ 978
三好春樹の介護のプロ

養成シリーズ ３
介護とはなにか

・介護とは生活づくりである ・介護とは自己媒介化の技
術である ・介護とは介護関係である ・介護とはブリコ
ラージュである(雲母書房/2008)

149 ○

Ｆ 979
三好春樹の介護のプロ

養成シリーズ ４
食事ケア、排泄ケア

・食事ケアのためのアセスメント(上)(下) ・排泄ケアの
ためのアセスメント(上)(下)
(雲母書房/2008)

163 ○

Ｆ 980

三好春樹の介護のプロ
養成シリーズ ５
認知症老人のケア

Ｖｏｌ．１

・認知症とはなにかⅠ・Ⅱ ・生活の場の三分類と関わり
方Ⅰ・Ⅱ(雲母書房/2008)

126 ○

Ｆ 981

三好春樹の介護のプロ
養成シリーズ ５
認知症老人のケア

Ｖｏｌ．２

・認知症ケア原則Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ(雲母書房/2008) 138 ○

Ｆ 982

三好春樹の介護のプロ
養成シリーズ ５
認知症老人のケア

Ｖｏｌ．３

・問題行動への対応法Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ・Ⅳ
(雲母書房/2008)

110 ○

Ｆ 993
岡田慎一郎の身体

(からだ)にやさしい
古武術介護

介護する側、される側の双方にやさしい古武術介護。身体
の使い方の見直しから基礎的な介護技術、現場で応用がで
きる介護技術を解説・実演。
(コロンビアミュージックエンタテイメント/2010)

114 ○

Ｆ 1000

三遊亭円楽が案内する
任意後見制度

伝えたい、実現したい
自分の生き方

認知症などになって、自分で判断ができなくたったとして
も信頼できる誰かが見守り支えてくれる「任意後見制度」
を活用できるようにわかりやすく解説。
(民事法務協会/2010)

33 ○

Ｆ 1002
実りある５日間へ
社会福祉施設での

介護等体験

教員になった人や学生のインタビューを交え、障がい者福
祉施設、児童福祉施設、高齢者福祉施設での介護等体験を
紹介。
(東京都社会福祉協議会/2011)

30 ○

Ｆ 1003

即戦力シリーズ
介護技術入門

その日から実践できる
食事編

介護の基礎的な技術を収録。
・食事援助の手順・嚥下困難者への食事援助のポイント
(レビックグローバル/2011)

29 ○

Ｆ 1004

即戦力シリーズ
介護技術入門

その日から実践できる
排泄編

・トイレ援助の手順・オムツ交換の手順
(レビックグロ－バル/2011)

31 ○

Ｆ 1005

即戦力シリーズ
介護技術入門

その日から実践できる
入浴編

・入浴援助の手順(１)家庭浴槽・入浴援助の手順(２)特殊
浴槽・清拭(レビックグローバル/2011)

58 ○

Ｆ 1006

即戦力シリーズ
介護技術入門

その日から実践できる
移乗援助編・口腔ケア編・
モーニングケア編・ナイト

ケア編

・ベッドと車椅子の乗り移り ・口腔ケアの手順 ・基本的
なモーニングケア ・ナイトケアの基本的援助
(レビックグロ－バル/2011)

49 ○
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分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1009

介護レベルアップ
シリーズ 福辺流介助術

介助する人、される人に負
担のない技法 上

福辺流介助術の特徴や心得を講義形式で説明。基本となる
実技を丁寧に解説。(介護労働安定センター/2010)

50 ○

Ｆ 1010

介護レベルアップ
シリーズ 福辺流介助術

介助する人、される人に負
担のない技法 下

ベッドから車イスへの移乗、寝返り、起き上がりの実技に
ついて解説。(介護労働安定センター/2010)

53 ○

Ｆ 1012
成年後見制度

支え合う社会を
つくるために

「市民後見人」とは何か？どのような活動を行うのかを解
説。
・「成年後見制度とは？」・講座「支え合う社会と市民後
見人」・ドラマ「上島タカさんの場合」・「事件を振り
返って」・制度の解説「法定後見制度」・ドラマ「高塚良
三さんの場合」・制度の解説「老後の安心のために」・制
度の解説「任意後見制度」・制度の解説「成年後見制度の
相談窓口」・「市民後見人の今後の活動」
(シニアルネサンス財団/2007)

72 ○

Ｆ 1020

成年後見制度事例ＤＶＤ
平成１７年

第１弾 活用事例
第２弾 認知症
高齢者ケース

認知症高齢者のケースのドラマをとおして、わかりやすく
成年後見制度の活用事例を紹介。
 (神奈川県社会福祉士会西湘支部/2008)

32 ○

Ｆ 1021

成年後見制度事例ＤＶＤ
平成２０年１１月

こうして私は
だまされました・・
知的障がい者ケース

知的障がい者のケースのドラマをとおして、わかりやすく
成年後見制度の活用事例を紹介。
(神奈川県社会福祉士会西湘支部/2008)

20 ○

Ｆ 1049
潜在力を引き出す介助

部分介助＆
拘縮へのアプローチ

部分介助に必要な動作の評価項目の実際やそれに基づく介
助方法を具体的に説明。従来の介護技術を一変させる根拠
や利用者の自立へ適った技法を収録。
(中央法規出版/2011)

75 ×

Ｆ 1056

見て知る介護実習入門
第２版

Ｖｏｌ．１
介護施設とは

高齢化の現状と介護保険、介護サービス・介護施設のあら
まし、入居者の生活などを収録。(丸善/2010)

36 ○

Ｆ 1057

見て知る介護実習入門
第２版

Ｖｏｌ．２
介護の心構えと実際

高齢者とのコミュニケーション、コミュニケーションの基
本と方法、日常生活の支援などを収録。(丸善/2010)

29 ○

Ｆ 1058

見て知る介護実習入門
第２版

Ｖｏｌ．３
高齢者の心と身体

高齢者の身体的・心理的・社会的な変化、高齢者の日常な
どを収録。(丸善/2010)

37 ○

Ｆ 1059

見て知る介護実習入門
第２版

Ｖｏｌ．４
認知総高齢者の介護

認知症高齢者の介護を行う認知症の症状と介護の心得、コ
ミュニケーションの技法などを収録。(丸善/2010)

32 ○

Ｆ 1060

見て知る介護実習入門
第２版

Ｖｏｌ．５
身体障害を伴う
高齢者の介護

朝の介助、着替えの介助、食事・排泄・清潔の介助、自立
生活への介護などを収録。(丸善/2010)

39 ○

Ｆ 1112
オムツからケアの

改善点が見えてきた！

不必要なオムツ使用の廃止に向けた高齢者施設での３か月
間の排泄の自立支援を紹介。「お年寄りの心」を考え、高
齢者ケア全体の改善点に気付けるよう解説。
(ＮＰＯシルバー総合研究所/2007)

30 ○

Ｆ 1114
身体拘束ゼロ作戦

やってみることから
始まる

高齢者施設での身体拘束を廃止することを目的に、東京都
の特別養護老人ホームでのケアスタッフや施設長を巻き込
んだ取組みを取材し、身体拘束を廃止する過程を解説。
(認知症介護研究・研修東京センター/2005)

35 ○

Ｆ 1115

林和美先生の
ケアマネジャー受験講座

ＤＶＤ
介護支援分野

介護支援専門員(ケアマネジャー)は需要が今後ますます高
まる資格。受験の必須分野である介護支援分野に的をし
ぼって解説。(国際医療福祉大学出版会/2012)

110 ×

23



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1126
介助する人・される人

プロが教える
介助のポイント

実際の障がい者の出演・指導により、介助の初心者が、日
常の基本動作を学び、着替えや車椅子での移動など日常生
活を体験する。介助のプロと比較しながら具体的なポイン
トを解説。
・家の中で「体をおこす」「向きを変える」など日常の基
本動作の介助。・地域で暮らす 車椅子で「段差を越え
る」「傾斜した道を行く」の介助。(アイカム/2009)

36 ○

Ｆ 1137

映像で身につける！
項目別介護技術の

コツと実践
Ｖｏｌ．１

身体を動かす・
日頃の健康管理

臨場感あふれる映像と解説で介護技術を紹介。
・ベッドの上で身体の向きを変える ・ベッドの上で起き
上がる ・ベッドから足を下ろして座らせる ・ベッドから
移る ・ベッド上での楽な体位 ・車椅子を上手に活用しま
しょう ・日頃の健康管理 ・家庭でできる腰痛体操 ・高
齢者の筋力トレーニング
(デジタルメディア企画/2010)

60 ○

Ｆ 1138

映像で身につける！
項目別介護技術の

コツと実践
Ｖｏｌ．２

もしもの対応・
リハビリテーション

・転倒防止 ・脳卒中で急に倒れたら ・緊急時の対応 ・
異物がのどにつまったら ・薬の知識 ・寝たままで出来る
リハビリ訓練(介護者が行う場合)・寝たままで出来るリハ
ビリ訓練(本人が行う場合) ・座ってできるリハビリ訓練
・立って行うリハビリ訓練
(デジタルメディア企画/2010)

46 ○

Ｆ 1139

映像で身につける！
項目別介護技術の

コツと実践
Ｖｏｌ．３

清潔を保つ・
排せつのお世話

・部屋の環境・身体の清潔 ・清拭 ・パジャマの着替え方
・入浴のお世話 ・床ずれ ・尖足予防 ・トイレの工夫 ・
便器について ・おむつについて
(デジタルメディア企画/2010)

50 ○

Ｆ 1140
なぜ、介護者が虐待を…

介護者支援から
高齢者虐待のない社会へ

虐待は介護を担う人が精神的・肉体的に追い詰められた末
に起こることが多い。ドラマで高齢者虐待の事例を再現
し、２００６年に施行された高齢者虐待防止法の周知を図
り、虐待防止のあり方や、悩みを抱えた介護者を支援する
大切さを解説。(映学社/2012)

24 ○

Ｆ 1142
介護・福祉事業者の

リスクマネジメント講座

現場の経験に基づいたリスクマネジメント手法を詳しく解
説。演習を通じ、初期対応動作能力(コミュニケーション
力)を高め、報告書の書き方、活かし方を収録。
(キャリア教育プラザ/2010)

185 ○

Ｆ 1148
おむつの当て方・選び方
『ちょっと待って、その

おむつ大丈夫？』

おむつからのモレや皮ふトラブルはおむつの当て方、選び
方の間違いが原因。おむつの選び方、人の身体の動きにあ
わせたおむつの当て方の基本を紹介。
・苦しくない、モレにくいテープ止め ・おむつの当て方
・ホルダーパンツの使い方 ・らくらく紙パンツの交換 ・
いろいろなおむつの紹介 (かながわ排泄ケア研究会/2011)

42 ○

Ｆ 1151
『言葉で学ぶ！』

介護ＤＶＤシリーズ
介護職員育成編

介護の仕事は専門分野である。介護の仕事に就くために
は、まず介護の専門用語を理解することが必要になる。介
護の仕事を初めて経験する方に向けて介護現場で必要かつ
基本的な用語を解説。(ピーエムシー/2011)

90 ○

Ｆ 1191

映画
ペコロスの母に

会いに行く
(字幕・音声ガイドあり)

２０１６年に上映された岩松了・赤木春恵出演の喜劇映
画。介護施設に預けた認知症の母の姿を見守る日々を描く
可笑しくもちょっと切ない介護の物語。原作：岡野雄一著
『ペコロスの母に会いに行く』
(「ペコロスの母に会いに行く製作委員会/2013)

113 ○

Ｆ 1197

介護職員初任者研修
補助教材
ＤＶＤ

(２枚組)

介護職員初任者研修を取得するために必要な内容を収録。
【職務の理解編】(補助教材１)・利用者の尊厳、「自立支
援」とはどのようなことか・訪問介護、施設介護の１日の
業務の流れの紹介・介護現場での利用者とのコミュニケー
ションや他職種連携等
【基本介護技術編】(補助教材２)・体位・施設交換・移動
の介護・衣服着脱の介護(和式寝間きの交換、パジャマ交
換)・入浴の介護(全身浴 シャワー浴)・身体の清潔(全身
清拭の方法、手浴・足浴、陰部洗浄、洗髪)・食事の介護
(片麻痺・長座位、全介助・半座位、視覚障がい者の食事
介助口腔ケア)・排泄の介護(ポータブルトイレの介助、オ
ムツ交換、ポータブル便器の介助：差し込み便器)
※介護労働安定センター発行「基本介護技術ＤＶＤ」を一
部加工及び再編集したもの
(介護労働安定センター/2013)

36
135

○

24



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1204
新人・若手職員のための
コミュニケｰション研修

少人数でグループワークが出来る研修を収録。
・医療介護従事者としてのプロ意識をもとう ・コミュニ
ケーション(基礎)１．人間関係２．信頼関係の作り方・接
し方 ３．自己理解と他者理解 ４．アサーションの基本ス
キル ５．傾聴の基本スキル ６．まとめ ・コミュニケー
ション(応用)１．人間のタイプ ２．アバウト指示 ３．ネ
ゴシエーション(交渉力)
(日本士業協会/2012)

72 ○

Ｆ 1208
きょうの健康

介護
のみ込み・えん下障害

のみ込みにくさ改善の方策を紹介。えん下障がい徹底対策
として、安全に食べるためのポイント、誤えんを防ぐ方法
を解説し、誤えん性肺炎の危険を防ぐ情報を伝える。
(ＮＨＫエンタープライズ/2014)

42 ○

Ｆ 1238
地域を支える

市民後見人の活動

市民後見人の活動事例を紹介。
・なぜ市民後見人が必要とされるのか？ 対談・市民後見
人への期待と役割 千木良正(弁護士)佐々美弥子社会福祉
士)・活動紹介Ａ 市民後見人と専門職の共同による後見活
動(横須賀市社会福祉協議会)・活動紹介Ｂ  市民後見人養
成研修と後見支援員の活動(平塚市社会福祉協議会)・市民
後見人の活動に関心のある方へ
(東京シネ・ビデオ/2014)

46 ○

Ｆ 1239

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 品川博二①
かちんむかッぐさッの

心理学

品川博二氏による研修を収録。
１．「かちん  むかッ  ぐさッ」は対人トラブルのシグナ
ルである！ ２．対人トラブルの原因！ ３．親子関係から
の離脱(共同性の再構築)４．他者構築のカウンセリング
ロールプレイ演習 (ＶＶＣ/2006)

97 ○

Ｆ 1240

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子②

介護保険施設で
現場を動かし、まとめる
コミュニケーション能力

(３枚組)

高口光子氏による研修を収録。
１．看護・介護に必要な指導力 ２．看護・介護者の関係
障がい ３．中間管理職のフットワークを考える
 (ＶＶＣ/2006)

11
31
76

○

Ｆ 1241

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子③

よい介護職は、どうして
居つかないのか

高口光子氏による研修を収録。
・介護職が職場を辞めるとき (ＶＶＣ/2006)

96 ○

Ｆ 1242

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子④

これからの看護・介護に
求められる専門性

(２枚組)

高口光子氏による研修を収録。
・看・介護職における教務改善の進め方と専門職としての
知識・技術 (ＶＶＣ/2006)

92
83

○

Ｆ 1243

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子⑤
リーダーのための

ケア技術
(３枚組)

高口光子氏による研修を収録。
１．現場リーダーに求められる能力 ２．「朝食」「排
泄」「入浴」ケアの導入主順と指導のポイント ３．職員
のやる気を引き出すために (ＶＶＣ/2007)

63
79
77

○

Ｆ 1244

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子⑥
介護老人保健施設での

ターミナルケア

高口光子氏による研修を収録。
・老人のニーズ ・ターミナルケアに際して家族に説明す
る内容 １．救急車を呼ぶべきか２．死後発見の可能性 ・
看護師の存在によって、介護スタッフは死に臨める ・老
いて死んでいく人に関わる価値とは何か？ ・ 生活支援の
場でのターミナルケア ・老人から学ぶこと １．死ぬとい
うこと ２．老いるということ ・老人にとって「生きる」
ということとは？ (ＶＶＣ/2007)

80 ○

Ｆ 1245

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子⑦

介護保険施設での看護・
介護リーダーとしての

仕事

高口光子氏によるの研修を収録。
・新規事業を始めるにあたって １．職員の移動による弊
害 ２．人材育成の不足による弊害 ・人材育成に関する意
識  １．どう育ててよいのかわからない ２．すぐに辞め
てしまうので、育成する意味がない ・新人スタッフに対
する現場リーダーの役割(ＶＶＣ/2007)

81 ○

Ｆ 1246

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子⑧
クレームをトラブルに

させない家族との
関わり方
(２枚組)

高口光子氏による研修を収録。
・介護アドバイザーとしての体験 ・クレームとは ・ク
レームの解決 １．原因調査 ２．解決方法 ３．再発防止
・まとめ 見えるクレーム、見えないクレーム、家族の想
いを受け止めた上でクレームに対し、どう対応していくの
か。クレームはいかにして発生し、それをどう解決してい
くのか(ＶＶＣ/2007)

68
55

○

25



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1247

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子⑨
介護職員にプロ意識を

伝えるリーダーの
関わり方
(２枚組)

高口光子氏による研修を収録。
・採用に当たって、重視する点、留意するべき点  ・新人
スタッフへの指導とプロ意識の構築  ・プロの介護とはど
ういうものなのか ・実体験に基づくプロの姿
(ＶＶＣ/2007)

72
66

○

Ｆ 1248

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 大瀧厚子①
新人教育の指導と

ポイント
(２枚組)

大瀧厚子氏による研修を収録。
・新人スタッフへのアセスメントのポイント ・スタッフ
のやる気と能力を引き出すには ・気づきを促す上手な叱
り方と注意の仕方 ・問題のある新人へのアプローチ ・現
場の問題と業務改善の進め方 ・事故を繰り返さない体制
作り ・介護職としてのプロ意識向上を図る具体的な指
導、助言方法 ・介護職としての専門性を磨く教育とは
(ＶＶＣ/2006)

109
53

○

Ｆ 1249

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 大瀧厚子②

介護職に必要な
医学知識と

ケアのポイント
(３枚組)

大瀧厚子氏による研修を収録。
・介護職が医学知識を学ぶ必要性とは ・高齢者の身体機
能 ・高齢者の病気の特徴Ⅰ ・高齢者の病気の特徴Ⅱ ・
観察について ・バイタルサインの測り方 ・こんな時どう
する？ ・測定値の見方Ⅰ ・測定値の見方Ⅱ ・薬の知識
Ⅰ ・薬の知識Ⅱ ・効果を高める薬の飲み方 ・医療専門
職、救急車を呼ぶタイミングⅠ ・医療専門職、救急車を
呼ぶタイミングⅡ ・救急車を呼ぶときに、準備しておく
情報 ・症状、状態にあわせたケアの知識と技術
(ＶＶＣ/2007)

45
52
57

○

Ｆ 1251

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 濱島しのぶ①

介護保険施設での
接遇マナー実践学習

(２枚組)

濱島しのぶ氏による研修を収録。
・仕事の基本は挨拶から ・他人を受け入れる力 ・接遇に
必要な力 ・介護スタッフに求められる力 ・接遇の五原則
・利用者様に受け入れられる身だしなみ ・利用者様が求
める表情 ・正しいお辞儀の仕方 ・会釈、敬礼、最敬礼
・プロフェッショナルとしての立ち居振る舞い(各種作法)
・ことば遣い 尊敬語の使い方、悪い言葉遣いのパター
ン、言葉遣いの基本 (ＶＶＣ/2008)

55
60

○

Ｆ 1252

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 濱島しのぶ②
接遇マナー指導者育成

スキルアップ研修
リーダーのための接遇

マナー実践学習①
(２枚組)

濱島しのぶ氏による研修を収録。
・よいコミュニケーションとは ・接客と接遇の違い ・介
護現場の接遇とは ・やらされ感をなくすには ・接遇に必
要な４つの力 ・接遇５原則の指導ポイント ・介護現場の
ことばづかい (ＶＶＣ/2011)

71
79

○

Ｆ 1253

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 鳥海房枝①

生活モデルの
ターミナルケア

鳥海房枝氏による研修を収録。
・老いに対する不安 ・最期を看取れる施設で働けること
の幸せ ・退所のケース １．死亡 ２．入院 ・ターミナル
ケア(ＶＶＣ/2007)

74 ○

Ｆ 1265
患者・利用者・家族の

心に届く
接遇マナー研修

三塚浩二氏による研修を収録。
１．医療・介護の業界で働くということ ２．接遇・マ
ナーの本質 ３．医療・介護の世界 ４．ルールとマナーの
重要性、あいさつ、お辞儀、言葉づかい、敬語・クッショ
ン言葉 好ましい言葉づかい、感じの良い話し方・聞き
方、正しい身だしなみ ５．電話対応 ６．エレベーターで
のマナー ７．クレーム対応 (日本士業協会/2012)

79 ○

Ｆ 1266
医療・介護従事者向け

新人・若手職員のための
仕事の進め方研修

三塚浩二氏による講義を収録。
・報連相 ①報連相ができない悪循環・問題事例の検証 ②
報連相とは？ ③報連相のポイント ミスをしたとき、注意
の受け方、聴く(確認する)技術
・タイムマネジメント ①時間に対する意識をチェック ②
タイムマネジメントの基礎知識 ③ＰＤＣＡサイクルって
何 ④実践！仕事の優先順位  ⑤時間を増やす５つのタイ
ムマネジメント (日本士業協会/2012)

63 ○

Ｆ 1267

医療・介護従事者向け
新人・若手職員のための
ストレスマネジメント

研修
メンタルヘルス

三塚浩二氏による講義を収録。
１．メンタルヘルスの基本 ２．ストレスに気付こう ３．
セルフケア  ストレスの対処法 ４．仕事の「イヤだ」を
なくすには  (日本士業協会/2012)

55 ○

Ｆ 1268

後藤栄子先生の
在宅介護教室 第１巻
病人と介護者自身の

ために／病人の動かし方

後藤栄子氏による講座を収録。
・介護知識はなぜ必要か ・マッサージの方法と効果 ・
寝たままでの体操 ・寝たままでの移動 ・楽な姿勢の保ち
方 ・病人の起こし方 ・歩行の介助 ・車椅子の介助 (暮
らしの映像社/2009)

84 ○

26



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1269
後藤栄子先生の

在宅介護教室 第２巻
排泄の介助

・排泄の介助で大切なこと ・寝室での排泄と生活の知恵
・ポータブルトイレの使い方 ・便器、尿器の使い方　・
おむつの当て方(暮らしの映像社/2009)

72 ○

Ｆ 1270
後藤栄子先生の

在宅介護教室 第３巻
清潔を保つ

・シーツの交換 ・寝巻きの交換 ・入浴の介助 ・手浴
(しゅよく)、足浴(そくよく)の方法 ・寝たままの陰部浴
の行い方、用意する物 ・清拭(せいしき)の方法 ・洗髪の
やり方 (暮らしの映像社/2009)

67 ○

Ｆ 1271
後藤栄子先生の

在宅介護教室 第４巻
食事介護のコツ

・食事介助のコツ ・寝たままの食事体験 ・水分補給の大
切さ ・口の衛生 (暮らしの映像社/2009)

41 ○

Ｆ 1272

後藤栄子先生の
在宅介護教室 第５巻

在宅介護・知っておきたい
ポイント集

・普段から注意すること ・いざという時の対処の仕方 ・
床ずれを防ぐ ・ボケさん(認知症の方)とのつきあい方
 (暮らしの映像社/2007)

82 ○

Ｆ 1273
防ごう  高齢者虐待

日常の介護から考える

働きながら認知症家族の介護をしている人の事例を紹介。
１．妻の介護をする夫の場合  老老介護の現場から ２．
母を介護する娘の場合  認知症介護の現場から  ３．母の
介護をする息子の場合  介護と仕事の間で ４．高齢者虐
待を起こさないために ( 東映教育映像部/2015)

28 ○

Ｆ 1275
新人・若手職員のためのク

レーム対応研修
(医療介護従事者向け)

三塚浩二氏による医療介護業界の新人向けのクレーム対応
についての講義を収録。
１．クレームはなぜ起きるのか ２．クレーム対応の基本
３．クレームをどう捉えるか？ ４．実践！クレーム対応
５．クレームによるストレス対策 (日本士業協会/2013)

63 ○

Ｆ 1280
介護従事者向けの

問題解決手法
(事例解説付)

三塚浩二氏による講義を収録。
１．考える≠悩む ２．問題と課題の違いとは？ ３．問題
の発見方法 ４．原因を見極め課題を設定する ５．課題設
定のポイント ６．解決策を決定する(参考)話し合いの方
法 ケーススタディ  対応事例例(１)報連相トラブル対応
のポイント 対応事例例(２)仕事が出来ない新人スタッフ
対応事例例(３)良い職場環境をつくる行動とは何か？
７．実行力 実践するための条件 ８．目標管理 目標の３
要素 ９．目標管理 定量目標と定性目標 １０．テーマ(目
標)設定の判断基準 １１．定着化の仕組みを作る 元に戻
らない仕組みを作るために
(日本士業協会/2014)

89 ○

Ｆ 1281
介護職が楽になる

コミュニケーション
トレーニング

自分のコミュニケーションのくせに気づき、介護職として
より効果的に仕事ができる手だてとしての「コミュニケー
ション力」を身に着けるためのプログラムを紹介。
１．はじめに ２．講義・介護職に必要なコミュニケー
ション力 ３．演習・誰の問題かを整理する ４．講義・自
分も相手も大切にした自己表現の仕方 ５．演習・「効果
的でない伝え方」をアサーティブな自己表現に治す (キャ
リア教育プラザ/2015)

100 ○

Ｆ 1287

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高口光子①
高齢者施設での終末期

ケアの関わり方
(４枚組)

高口光子氏による研修を収録。
１．生活の場におけるターミナルケアの位置づけ ２．高
齢者施設でのターミナルケアの現状 ３．ターミナルケア
を行う上でのポイント ４．施設内の体制作りと医療機関
との協力(ＶＶＣ/2006)

77
67
79
45

○

Ｆ 1288

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 池永昌之①
ターミナルステージに

 沿った緩和ケア
(３枚組)

池永昌之氏による研修を収録。人生最後の日を迎えるまで
の終末期ケアの対応を最前線のホスピス医が解説。
・ターミナル前期の関わり ギア・チェンジにおけるケア
・ターミナル中期の関わり 看取り１ヵ月前のケア ・ター
ミナル後期の関わり 看取り１週間前のケア ・死亡直前期
の関わり 看取り時のケア ・遺族のケア 看取り後のケア
(ＶＶＣ/2009)

93
85
83

○

Ｆ 1289

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 高橋恵子①
実践！認知症ケア

ＢＰＳＤへの対応と
スーパーバイズ

(３枚組)

高橋恵子氏による研修を収録。
・認知症ケアで困ったこと ・ＢＰＳＤをどうとらえる
か？ ・ケア現場の課題 ・情報をどのように整理するか？
・行動に関するアセスメントの基本視点・行動を分析する
・対処型ケアの限界 ・ＢＰＳＤへのよくない対応
(ＶＶＣ/2009)

80
61
46

○

Ｆ 1290

関西看護出版ＤＶＤ研修
 シリーズ 高橋衣吹①
 排泄ケア実践研修

 (３枚組)

高橋衣吹氏による研修を収録。
・初めが肝心であること ・全身清拭、陰部洗浄時の忘れ
てはならない観察ポイント ・基本の排泄ケア ・排泄ケア
の充実 ・オムツ＆パットの当て方のポイント ・最近の新
人教育事情(ＶＶＣ/2014)

86
73
69

○

27



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1292

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 佐々木妙子①
要介護高齢者のための

口腔ケア実技編

佐々木妙子氏による研修を収録。
１.要介護者の口腔ケアに使用する物品 ２．入れ歯の洗浄
に使用する物品 ３.入れ歯の種類 ４．入れ歯の外し方(上
顎の場合) ５.部分入れ歯の外し方(下顎の場合)６．入れ
歯の磨き方 ７．入れ歯洗浄剤 ８．体位の確保 ９．口腔
内観察 １０．うがいとスポンジブラシ １１．くるリーナ
ブラシ １２．歯ブラシ １３．歯ブラシの当て方 １４．
歯間ブラシ １５．舌の汚れ(舌苔)の取り方 １６．巻綿棒
の作り方と活用 １７．食前嚥下体操
(ＶＶＣ/2013)

41 ○

Ｆ 1293

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 榊原宏昌①
介護現場の虐待防止

具体策セミナー
(２枚組)

榊原宏昌氏による研修を収録。
１．虐待とは何か？ ２．介護現場の身近な事例から考え
る ３．不適切ケアがエスカレートして虐待になる ４．身
体拘束の防止と安全を守るケアの両立 ５．虐待の兆候、
その他基礎知識 ６．虐待防止の取り組みを通じて、介護
現場の質を高める！(ＶＶＣ/2015)

101
127

○

Ｆ 1294

見て学んで考える
ＷＥＢ教材

キッズ介護教材
長寿大国を探検しよう

子どもたちが高齢者への最低限の介護、介助のスキルを学
ぶための方法をクイズ形式でわかりやすく紹介。
(全国視聴覚教育連盟/2015)

15 ○

Ｆ 1296

生活支援技術
介護の基本理念と

職務の理解
利用者の尊厳と自立を

めざして
(２枚組)

介護の基本を紹介。
１．オープニング ２．介護に必要なボディメカニクスの
原則 ３．体位・姿勢変換 ４．移動・移乗  ５．整容
６．食事・嚥下 ７．口腔ケア ８・入浴・清潔 ９．排せ
つ １０．手洗い(長寿社会開発センター/2014)

150
80

○

Ｆ 1300

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 濱島しのぶ③
クレーム対応から学ぶ

接遇
リーダーのための接遇

マナー実践学習②
(２枚組)

濱島しのぶ氏による研修を収録。
・人に関心をもつ ・クレームと苦情の違い ・クレームは
なぜ苦手なのか ・クレームがこじれる理由 ・クレーム対
応の成功法則 ・クレーム対応の５つの流れ ・良い印象を
与えるコツ ・相手の怒りを浄化させる ・こんなケースど
うする？ ・三変効果(ＶＶＣ/2013)

73
62

○

Ｆ 1301

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 藤井一貴①

リーダーのための職場の
人間関係力アップ

(２枚組)

藤井一貴氏による研修を収録。
・(成果を出す組織に)求められるリーダーとは？ ・リー
ダーの持つべき人間関係力 ・ラポールの効果 ・スタッフ
が自ら動くコミュニケーションとは ・リーダーがとる行
動 ・リーダーシップ思考(ＶＶＣ/2015)

72 ○

Ｆ 1309

介護者が安心して
働くための研修用ＤＶＤ

ケアする人を
支えるために

ある在宅の利用者に３人のケア者がサービス提供をする３
つのケーススタディ検討事例を収録。
(シルバーチャンネル/2010)

27 ○

Ｆ 1319 生活を支える視点

高齢者施設での生活を「食事」、「排泄」、「活動」、
「清潔」、「睡眠・休養」の６つの基本的要素に分けて、
意義や支援への基本的な考え方を解説する。高齢者ケアの
場面は実際のケア場面を収録。
(シルバーチャンネル/2010)

37 ○

Ｆ 1350
わかりやすい

成年後見制度の手続

成年後見制度の基礎や手続きの方法を紹介。
・成年後見制度とは。・成年後見制度を利用するに当たっ
ての留意事項  ・家庭裁判所における手続(主に後見につ
いて)・成年後見人の役割・義務・責任・後見制度支援信
託とは？ ・後見制度支援信託の利用の検討 後見制度支援
信託を利用する場合の手続きの流れ ・後見制度支援信託
を利用することによる効果 ・後見制度支援受託の利用を
検討するに当たっての留意点 ・信託契約締結後の財産管
理・保佐とは・補助とは(最高裁判所/2015)

35 ○

Ｆ 1363
介護職の離職を防ぐ！
ストレスマネジメント

白石明子氏による研修を収録。
１.ストレスとは何か？ストレスチェックシート ２.コ
ミュニケーション能力向上 ３.壁を突破する仕事人生の成
長 ４.パラダイムシフト 思い込みのワクをはずす ５.カ
ラーバス効果(キャリア教育プラザ/2016)

194 ○

28



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1364
新人介護職員にも使える！

コミュニケーション
接遇スキル

白石明子氏による研修を収録。
１.介護の人材育成 ２.接遇能力向上第一印象で心を開
く、立ち振る舞い、笑顔、お声がけ ３.コミュニケーショ
ン能力 共感トレーニング、利用者・ご家族「配慮の言
葉」 ４.クレーム対応 ・接遇緑不足？説明不足？誤
解？・初期対応「迅速力」と「共感力」 ５.カラーバス効
果 地域に愛され信頼させる施設へ
(キャリア教育プラザ/2016)

185 ○

Ｆ 1365
法令遵守を踏まえた

通所介護計画のつくり方

藤島節生氏による研修を収録。
１.利用者本位の通所介護計画とは　２.できることを引き
出す通所介護計画のつくり方 ・デイサービスにおける通
所介護計画の役割 ・通所介護計画を中心とした機能強化
・計画書の作成と記載上の注意点 ・介護予防運動機能訓
練計画 ３.通所介護計画書作成演習・解説 ・居宅サービ
ス計画書、フェイスシート、アセスメント表等から通所介
護計画書の作成演習 ・作成演習の解説
(キャリア教育プラザ/2016)

169 ○

Ｆ 1366
法令遵守を踏まえた
介護記録の書き方

蒲池咲子氏による研修を収録。
Ⅰ.総論 ・介護記録とは・介護記録の目的・介護記録で行
うべきこと、行ってはいけないこと、注意深く行うこと
Ⅱ.介護記録の書き方・フェイスシート・アセスメント・
ケアプラン・介護経過記録・記録の表現方法・看護(介護)
情報提供書・介護用語略語集・フォーカスチャーテング
Ⅲ.介護記録評価表 Ⅳ.看護・介護記録様式等
(キャリア教育プラザ/2016)

240 ○

Ｆ 1383
医療介護福祉従事者の
ための新人職員研修

(２枚組)

医療介護福祉従事者のための新人職員研修を解説。
１.社会人としての自覚 ２.身だしなみ ３.お辞儀と美し
い立ち居振る舞い ４.言葉遣い ５.コミュニケーション
６.来客対応 ７.電話対応 ８.仕事の進め方 ９.目標設定
(日本士業協会/2013)

86
97

○

Ｆ 1392
楽しく学ぶ成年後見制度

(字幕あり)

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」による成年後見制度
の基礎的内容を紹介。落語家と弁護士による対談も含む。
(神奈川県社会福祉協議会 権利擁護推進部/2017)

132 ○

Ｆ 1409

暮らしを支えるトータル
ケアビデオシリーズ
高齢者福祉における

職業倫理 ①
身体拘束廃止編

「縛らない看護」の著者田中とも江氏が、高齢者虐待防
止・身体拘束廃止の視点から職業倫理を講義。「身体拘束
による弊害」や「身体拘束禁止の対象となる具体的な行
為」を解説。
１ 講師紹介 ２ あるべき実践 ３ 身体拘束による弊害と
抑制死 ４ 身体拘束禁止の対象となる具体的な行為 ５ 抑
制ゼロの取り組み ６ 参考書籍の紹介
(シルバーチャンネル/ 2018)

58 ○

Ｆ 1410

暮らしを支えるトータル
ケアビデオシリーズ
高齢者福祉における

職業倫理 ②
高齢者虐待防止編

高齢者虐待防止・身体拘束廃止の講義を収録。
１ 講師紹介 ２ 高齢者虐待の定義 ３ 氷山の一角～施設
内虐待とは ４ 尊厳を冒す行為 ５ 虐待を生まない組織に
大切なこと ６ 不適切なケアを見抜く目を持つ～本当の
ゴールとは ７ 介護職員のための虐待予防チェックシート
８ ケアホーム西大井こうほうえんの取り組み
(シルバーチャンネル/ 2018)

96 ○

Ｆ 1415

わかりやすく！
働き盛り世代の

介護保険制度を学ぼう
もしもあなたや
あなたの家族に

こんな事が起きたら

介護保険制度を解説。
・制度に携わる職種(医療ソーシャルワーカー、ケアマネ
ジャー、地域包括支援センター職員の違いや仕事内容) ・
医療ソーシャルワーカーとの関わりに焦点を当てた、働き
盛り世代の介護保険申請の流れ ・介護保険申請方法のお
さらい(Ｋ－ｅｓｓｅｎｃｅ/2018)

28 ○

Ｆ 1416

わかりやすく！
お年寄り世帯の

介護保険申請方法
元気な今、

知っておこう！
学んでおこう！

高齢者世帯の介護保険申請の流れなどを解説。
・制度に携わる職種(医療ソーシャルワーカー、ケアマネ
ジャー、地域包括支援センター職員の違いや仕事内容) ・
地域包括支援センターの職員との関わりに頂点を当てた、
お年寄り世代の介護保険の申請の流れ ・介護保険申請方
法のおさらい(Ｋ－ｅｓｓｅｎｃｅ/2018)

30 ○

29



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1417

市民後見人養成研修用
ＤＶＤ

利用者の笑顔を支える
市民後見人

第１巻
市民後見人の活動

市民後見人の実際の活動から、内容や活動するうえでの工
夫を解説。
・市民後見人の概略 ・齋藤さんが活動する墨田区社会福
祉協議会の市民後見人の養成研修の特徴(実践研修、生活
支援員を経験したうえで、市民後見人活動を行う) ・齋藤
さんの活動(会計手続き、被後見人の自宅の様子などの報
告、被後見人の気持ちに寄り添った活動、被後見人を支え
る人たちとの連携、社会福祉協議会への会計報告、社会福
祉協議会への相談や連携)(東京シネ・ビデオ/ 2017)

15 ○

Ｆ 1418

市民後見人養成研修用
ＤＶＤ

利用者の笑顔を支える
市民後見人
 第２巻

活動から見る
市民後見人のポイント

ベテラン市民後見人と市民後見人１年目の方の活動から見
る活動のポイントを紹介。
・伴さん(７年目)の活動 市民後見人となった経緯 生活支
援員を経験して市民後見人になって良かったこと 生活支
援員時代に被後見人への宗教の勧誘に対応したこと 会話
のなかから被後見人が困っていることなどを知る 以前、
入居していた施設を現在の施設に変更したこと・佐久間さ
ん(１年目)の活動 市民後見人となった経緯 ボディタッチ
や好物の差し入れ、写真を見せるなど被後見人の気持ちを
和らげる活動 活動内容の記録 介護職の方との情報交換
救急時への対応 相続の対応へ関わったこと 市民後見人の
活動で大切に思うこと・墨田区社会福祉協議会藤藪さんの
お話し 在宅の方の場合について
(東京シネ・ビデオ /2017)

18 ○

Ｆ 1427

支援介助法
第１巻 基礎編

障害のある人への痛みを
与えないパニック

対応スキル

発達障がいや知的障がい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を紹介。自分も相手も傷
つかないことを基本として、身体に負担をかけない力の使
い方や、相手の力を利用し、意識しない身体の能力を生か
す方法を解説。
・子どものパニックを子どものサイン、こころの発信と捉
える。そして、強引に抑え込まず、危険度を見極めその原
因を理解する。・パニック対応のプロセスを「観察ー対
応ー分析ー予防」の視点で考える。・子どもの発信を「要
求・注目・拒否・不快」のどこに当てはまるか読み解
く。・問題行動を起こす前の「兆し」を注視する。等＜技
術対応の基本原理を理解する＞ ・力のコントロール・安
全圏の確保・力の誘導(ベクトルの分散 ) ・意識の同調＜
日常的なトレーニングの紹介＞錬成法/座抑え/手解き/斜
取り/壁押し(アローウィン/2013)

70 ○

Ｆ 1428

支援介助法
第２巻 実践編

障害のある人への痛みを
与えないパニック

対応スキル

・幾つかの実体験のケース 椅子から立ち上がらない、道
路に飛び出す、からだの大きな子が突進してきた　・様々
な問題行動への対応例　正面から押してきた、腕を強く
引っ張られた、噛みついてきた、爪で引っ掻く、髪の毛を
掴んできた ・蹴ってきた、衣類を掴んできた、強く抱き
ついてきた、物を投げつける、けんかの仲裁、しゃがみこ
んで動かない(アローウィン/ 2013)

○

Ｆ 1437 ０．５ミリ

監督自身の介護経験に着想を得て書き下ろした小説を映画
化。介護ヘルパーのサワは派遣先で頼まれ、寝たきりのお
じいちゃんの添い寝をすることに。だが当日、仕事はク
ビ、寮も追い出される。サワはワケありおじいちゃんたち
を見つけ、彼らの生活に入り込み“おしかけヘルパー”を
していく。主演：安藤サクラ
(「０．５ミリ」製作委員会 /2015)

196 ○

Ｆ 1439
医療介護事業所向け

コンプライアンス研修

事例を紹介しながら、基本的な知識の再確認から不祥事予
防、対策に至るまでを説明。１ 身近なコンプライアンス
を考える ２ 不祥事の予防 ・医療介護現場不祥事の事例
の紹介 ・普通の人が不祥事をおこす「罰」としての電圧
の強さ ・スタンフォード大学の実績・ハインリッヒの法
則 ３ 不祥事とは？ ・不祥事の定義 ・ 個人の不祥事 ・
逸脱行為を生みやすい業務特性①② ・不祥事は身近なと
ころから ４リスクマネジメント ・リスクマネジメントの
基本 ・リスクを減らす５つの手法 ・ リスクマネジメン
ト予測と評価 対策 ・リスクマネジメントと危機管理 ・
信頼されるとは？ ・意識改革の実現のために
(日本士業協会 /2014)

108 ○

30



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1440

医療介護従事者向け
 感情コントロール講座

 怒りと向き合い
正しく怒る

医療介護の現場での怒りの感情コントロール術を解説。
１ 「怒り」をコントロールする ２ 感情のコントロール
～エコグラムで自己分析～  ３ アンガーマネジメントの
基本 ４ どんな時に怒りを感じるか ５ 自分の感情をコン
トロールする ６ 正しい怒り方(日本士業協会/2014)

89 ○

Ｆ 1449 つむぐもの

２０１６年に上映された石倉三郎出演のヒューマン・ドラ
マ。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
(字幕あり)

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

介護と離職ＤＶＤ
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
(字幕・音声ガイドあり)

２０１８年に上映された大泉洋・三浦春馬・高畑充希出演
の人間ドラマ。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 1494
身体拘束禁止研修ビデオ

鳥海先生の
新・始めの一歩！

２０１９年６月に行われた「第２回身体拘束ゼロ・高齢者
虐待防止推進勉強会」での講演を、施設内研修などで活用
できるように再構成したものを収録。
(シルバーチャンネル/2020)

46 ○

Ｆ 1501

これでわかった！
自然な動きから学ぶ

床ずれケア １
基本編

床ずれに関する基本的な考え方や対処法を紹介。
Ⅰ．悪いケア・頭を真上に持ち上げる・腕をつかむ・骨盤
を真横に持ち上げる・胸郭を真横に持ち上げる・足をつか
んで動かす・寝返り・起き上がり・上方移動・横移動・
ベッドの背上げ・力任せの介助・座位姿勢の修正・立ち上
がり介助 Ⅱ．基本的な介入方法・頭の動かし方・腕の動
かし方・足の動かし方・骨盤の動かし方・胸郭の動かし
方・姿勢の整え方 Ⅲ．動作援助・寝返り・起き上がり・
起き上がり(ベッドを使用)・上方移動・横移動・ベッドの
背上げ・座位姿勢の修正・移乗・立ち上がり介助 Ⅳ．リ
フトスリング装着(臥位)・下ろす・スリング装着(座位)・
下ろす
(日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会/2018)

32 ○

Ｆ 1502

これでわかった！
自然な動きから学ぶ

床ずれケア ２
姿勢管理編

Ⅰ．悪いケア ・上半身・下肢・腕・リクライニング車い
す Ⅱ．基本のポジショニング・仰臥位・上半身・下肢・
腕 ・側臥位(後方)・側臥位(前方)・ベッドの背上げ・ミ
ニ体交 ・円背(拘縮が強い場合)・過伸展
Ⅲ．座位姿勢援助 ・アセスメント・姿勢の修正・ティル
トリクライニング車いす・困難事例
(日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会/2018)

29 ○

Ｆ 1503

これでわかった！
自然な動きから学ぶ

床ずれケア ３
生活支援編

Ⅰ．排泄介助 ・オムツの装着・オムツの装着(抱縮)・ホ
ルダーパンツ・座位での衣服脱着・ポータブルトイレへの
移乗・自立による着衣・介助による着衣・２人介助による
脱衣・リフト移乗・スタンディング移乗 Ⅱ．食事介助 ・
ベッド上座位姿勢・安易なエプロンの使用・食事姿勢
Ⅲ．入浴介助 ・２人介助(悪い例)・リフトを使用・片マ
ヒ介助・お尻の洗い方
(日本褥瘡学会・在宅ケア推進協会/2018)

27 ○

Ｆ 1510

介護する側もされる側も安
全安心に

らくらく自宅で介護
 起居動作編

在宅介護の初期に必要となる介助方法のコツを、理学療法
士・リハビリ病棟看護師・介護福祉士が紹介。床面からの
立ち上がりの動作一連、着座の介助、起き上がりの介助を
収録。(Ｋ－ｅｓｓｅｎｃｅ/2020)

75 ○

31



分類 番号 題   名 内   容 (製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｆ 1517

こころをつかむ介護職員
研修シリーズ 第１巻
介護職員に求められる
意識と基本接遇マナー

介護施設に勤務する様々な介護職員の姿を通して、介護職
員に求められる接遇マナーの基本を紹介。接遇マナーの基
本の徹底解説に加え、プライバシーと個人情報の保護につ
いても説明。(日本経済新聞出版社/2019)

31 ○

Ｆ 1524
ぼけますから、

よろしくお願いします。
(字幕・音声ガイドあり)

２０１８年に上映されたドキュメンタリー映画。広島県呉
市。制作に携わるディレクターの「私」に、４５歳の時、
乳がんが見つかる。母の助けで人生最大の危機を乗り越え
た「私」は、父と母の記録を撮り始め、少しずつ母の変化
に気づいていく。(フジテレビビジョン/2019)

102 ○

Ｆ 1529

医療・介護現場で
欠かせない

ポジショニング、
体位変換のために
ポジショニング
快適な姿勢を

サポートする 第１巻
アセスメント仰臥位編

医療・介護現場で欠かせないポジショニングの基本的知識
と手技を紹介。姿勢を理解し、身体の位置関係と重さを見
るアセスメントと、仰臥位のポジショニングを解説。
(東京シネ・ビデオ/2019)

33 ○

Ｆ 1530

医療・介護現場で
欠かせない

ポジショニング、
体位変換のために
ポジショニング
快適な姿勢を

サポートする 第２巻
側臥位 半腹臥位の
ポジショニング

側臥位のポジショニング、スネーククッションを使用した
場合、スモールチェンジ、半腹臥位を解説。
(東京シネ・ビデオ/2019)

31 ○

Ｆ 1541

こころをつかむ介護職員
研修シリーズ

第２巻 施設内介護で
求められる接遇マナー

介護施設で働く様々な介護職員の姿を通し、接遇マナーの
基本を紹介。食事介助や排泄介助で求められるマナー、離
職を防止するチームワークの重要性、クレーム対応、セク
ハラ対応について解説。(日本経済新聞出版社/2019)

32 ○

Ｆ 1547
権利擁護と成年後見

ネットワークを駆使した
地域での取組み

成年後見制度利用促進法の下での地域の先駆的な取組みを
収録。権利擁護支援が必要な人の状況とそのニーズにこた
える取組み、方法としての成年後見制度の活用、地域で自
分らしく暮らすことを支える取組み等を紹介。
(アローウィン/2021)

26 ○

32



分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｇ 817
民生委員・児童委員の

ための研修ビデオ

民生委員・児童委員にとって基本となる「相談・支援」の
ための講義を収録。
第１編　相談・支援活動のポイント〈基本編〉 第２編
相談・支援活動のポイント〈応用編〉 第３編　組織活動
編　民児協活動展開
(全国民生委員児童委員連合会/2007)

102 ○

Ｇ 864
わが国社会福祉と

全国社会福祉協議会
１００年のあゆみ

全国社会福祉協議会の歴史を紹介。
・民間慈善事業の萌芽と中央慈善協会の設立(明治期) ・
慈善事業から社会事業へ(大正期) ・救済法から社会事業
法へ(昭和前期) ・戦後復興と中央社会福祉協議会の設立
(昭和後期①) ・高度経済成長と福祉の近代化(昭和後期
②) ・社会福祉の制度改革と新たな時代全社協(現代)全国
社会福祉協議会/2008)

15 ○

Ｇ 868

「地域生活者」から
始める

いきいきシニアライフ
(字幕あり)

地域でいきいきとしたシニアライフを送るために「地域生
活者」となり、地域福祉のまちづくり主体者となることを
提案。退職後の生活で必要なことや準備などを解説。
(全国社会福祉協議会・全国ボランティア活動振興セン
ター/2007)

37 ○

Ｇ 907 ボクの居場所
あやまちから立ち直ろうとする心を、まっすぐに受け入れ
て更生への道のりの支えとなれるよう協力する雇用主とそ
こで働く人の姿のドキュメントを紹介。(法務省/2008)

30 ○

Ｇ 908 心の家路
犯罪を犯した人や非行のある少年が社会で自立をするため
には、仕事や学校、住むところ等の社会生活の基盤の確保
が大切。更生保護の活動を紹介。(法務省/2009)

27 ○

Ｇ 958 心のリレー

保護観察を受けることになった主人公が、保護司や協力雇
用主やまわりの人々の協力に支えられて立ち直っていく姿
を描く。第１部ドラマ「僕は変わりたい！」第２部ドキュ
メント「保護観察官の仕事」第３部ドキュメント「あなた
も更生保護サポーターに！」(日本更正保護協会/2010)

27 ○

Ｇ 961

民生委員・児童委員発
災害時一人も

見逃さない運動
民児協取り組みマニュアル

一人でも多くの地域住民の安全と安心のために、全国の民
生委員・児童委員で取り組んでいけるよう単位民児協にお
ける取り組み方法を解説。・ステップ１「組織点検」・ス
テップ２「緊急時連絡網の整備」・ステップ３「単位民児
協ごとの取り組み・ステップ４「各団体・組織との連携」
(全国社会福祉協議会民生部/2006)

36 ○

Ｇ 989

地域福祉実践シリーズ Ⅰ
社会福祉法人

氷見市社会福祉協議会
コミュニィソーシャル

ワークの創造
(富山県　氷見市)

第２巻

第１回日本地域福祉学会地域福祉優秀実践賞受賞団体　・
地域福祉優秀実践賞創設の目的・受賞団体の概要・活動の
評価・コミュニティソーシャルワークの発展・住民のニー
ズに基づくサービスの開発(ニューストーン/2006)

33 ○

Ｇ 990

地域福祉実践シリーズ Ⅱ
今川社会福祉協議会

ボランティア部
地域福祉型ボランティア

(大阪市東住吉区)
　第３巻

第２回日本地域福祉学会地域福祉優秀実践賞受賞団体の今
川社会福祉協議会ボランティア部の取り組み等を紹介。・
地域福祉実践活動の概要・地域福祉実践活動の展開・援助
者の視点・今川ボランティアの精神
(ニューストン/2008)

30 ○

Ｇ 996
講演「孤独死ゼロ作戦」

から学ぶ
地域福祉のあり方

平成２３年５月１１日福岡市市民福祉プラザでの「市民福
祉講演会」実録。講師中沢卓実氏「松戸市常盤台平団地
孤独死ゼロ作戦」を収録。
(福岡市社会福祉協議会/2011)

113 ○

Ｇ 1001

地域力こそ防災力！！
小規模介護施設が

火災から生命を守る
知恵とコツ！！

地域住民と小規模介護事業所との共同火災訓練の実録。認
知症を含む利用者を連れ出す工夫、周辺への知らせ方、入
り口・出口の確保、避難場所確保、連絡方法など地域との
協働・連携の大切さを紹介。
(全国コミュニティライフサポートセンター/2011)

30 ○

Ｇ 1014

火事だぁー！小規模
介護施設と地域住民の

共同避難訓練
あなたの施設、

あなたの地域なら、
どうしますか？
ＰＡＲＴ １

栃木県にある小規模多機能ホーム「のぞみホーム」が地域
住民と共同で行った、初めての避難訓練の例を通して、共
同避難訓練のあり方、重要性をわかりやすく紹介。
(全国コミュニティライフサポートセンター/2010)

21 ○

Ｇ．地域福祉

33



分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｇ 1015

火事だぁー！小規模
介護施設と地域住民の

共同避難訓練
あなたの施設、

あなたの地域なら、
どうしますか？
ＰＡＲＴ ２

７ヵ月後に同じ想定で行なわれた避難訓練の改善点を詳し
く紹介。共同避難訓練により地域の福祉力がアップしてい
く姿を紹介。
(全国コミュニティライフサポートセンター/2011)

21 ○

Ｇ 1032
地域の見守り応援隊

在宅福祉アドバイザー
研修用ＤＶＤ

鹿児島県の在宅福祉アドバイザーの活動を収録。
・イメージアップ活動事例篇 在宅福祉アドバイザーの概
要、在宅福祉アドバイザーの役割、在宅福祉アドバイザー
の具体的活動等を紹介。・スキルアップ研修教材篇 きっ
かけづくりの事例や相手の立場に立つ事例
(鹿児島県/2012)

40 ○

Ｇ 1091
「ホームレス」と
出会う子どもたち

釜ヶ崎の「子ども夜回り」活動で野宿するホームレスの人
たちとふれ合う姿を収録。「ホームレス」への偏見・差別
をなくし、全国で多発する子どもたちによる「ホームレス
襲撃・いじめ」という「最悪の出会い」を希望ある「人と
しての出会い」へと転換していくための教材。
(ホームレス問題の授業づくり全国ネット/2009)

75 ○

Ｇ 1099

みんなでつながる
まちづくり

大阪府内の社会福祉協議会
の取組み

社協の概要、府内で取り組まれている小地域ネットワーク
活動、制度の狭間にある課題への取組み、多様な関係機関
の協力による協働の取組みなどを紹介。
(大阪府社会福祉協議会/2010)

23 ○

Ｇ 1104

高齢者の暮らしを守る
防犯対策

ちょっと待った！
泥棒・・・

犯罪被害の中で最も多い窃盗犯のうち、侵入犯について、
犯行者の心理や、手法、個人及び地域でできる効果的な防
犯対策を紹介。(日本防犯設備協会/2009)

24 ○

Ｇ 1105

くらしの足を支える
移動サービスを創る
フィールドワーク

全国１５の
活動事例・資料集

コミュニティバスから、マイカーボランティアによる過疎
地有償運送や福祉有償運送など、住民・利用者本位を実施
している１５の事例を取材した記録。財源手当て・制度的
な裏付け・立ち上げのプロセスに着目して特徴をわかりや
すく解説。(全国移動サービスネットワーク/2011)

47 ○

Ｇ 1106
「北の国」での支えあい

南富良野町の
権利擁護支援

社会福祉協議会が法律職や民生委員といった支援者との連
携や地域住民への理解を積極的に図り、緊急事態には、町
職員と社協職員が同行し迅速に対応して、本人の自立生活
支援を行っている。極寒の北の大地で取り組んでいる権利
擁護支援の実践を紹介。(ＰＡＳネット/2012)

30 ○

Ｇ 1107

権利擁護で
暮らしを支える
ＰＡＲＴ Ⅱ

権利擁護支援センターの
ある町

権利擁護支援を専門とする行政窓口「権利擁護支援セン
ター」が兵庫県芦屋市と西宮市に開設された。行政機関、
地域包括支援センター、法律専門職などと連携し対応して
いる。市民参加型研修には多くの市民が参加している。あ
らゆる力を結集しながら取り組む支援を紹介。
(ＰＡＳネット/2012)

31 ○

Ｇ 1194

映像レポート
未来へつなぐ

東日本大震災後の
取り組み

被災地での人々の暮らしを支える社会福祉協議会、民生委
員・児童委員、障がい者支援施設、特別養護老人ホーム、
保育園などの社会福祉関係者を紹介。
(全国社会福祉協議会/2014)

16 ○

Ｇ 1237
このまちが、ええねん
大阪市・区社会福祉
協議会のとりくみ

高齢者の見守り活動、高齢者と障がい者との交流、子育て
の支援活動を通して社協の取り組みや役割を紹介。
(大阪市社会福祉協議会/2014)

24 ○

Ｇ 1258
サイレント・プア

　Ｄｉｓｃ１

２０１４年ＮＨＫで放送された深田恭子主演のドラマ。
東京下町の社会福祉協議会のＣＳＷ里見涼が、現代の社会
的孤立・孤独という貧しさに沈んだ人たちに手を差し伸べ
る働く姿を描く。
第１回  その手を離さない　第２回  家族の太陽　第３回
最期の幸せ(ＮＨＫエンタープライズ/2015)

143 ○

Ｇ 1259
サイレント・プア

　Ｄｉｓｃ２
第４回  母の歌　第５回 ３０年の孤独　第６回  小さな
ＳＯＳ(ＮＨＫエンタープライズ/2015)

143 ○

Ｇ 1260
サイレント・プア

　Ｄｉｓｃ３

第７回  心が届かない　第８回  そばにいるだけで　第９
回  私は、その手を離さない
(ＮＨＫエンタープライズ/2015)

148 ○

Ｇ 1283
福祉教育プログラムの

提案

「見て・聞いて・体験して」をテーマに市民によるまちづ
くり点検活動を紹介する。
(伊勢原・福祉のまちづくりを進める会/2015)

45 ○

34



分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｇ 1285

わたしたちの地域の
いろいろな活動を

知ろう！！
地域の福祉って

なんだろう

①高齢者食事サービス活動　②ふれあい喫茶活動　③子育
て支援活動　④登下校の見守り活動　⑤災害時の支え合い
活動　⑥地域のいろいろな行事　⑦その他の活動、公園の
清掃など「みんなが安全で暮らしやすい町にしていこう」
という思いやそのための活動を紹介。
(大阪市社会福祉協議会/2011)

11 ×

Ｇ 1286

探検！
私たちの町の

バリアフリーを探そう
小中学生地域福祉

学習事業
(小学校向け)

町の優しさを探す宿題が出た主人公がノンステップバスに
ついて調べていくうちに物理的なバリアフリーだけではな
く、声かけや手伝いの行動で心豊かで生活しやすい町にな
ることに気づく。(大阪市社会福祉協議会/2011)

13 ×

Ｇ 1315
地域包括ケアの実践

北海道美瑛町の取り組み
第１巻

美瑛における地域包括システムの中で中堅介護福祉士の実
践を通して、地域包括ケアシステムとは何か、美瑛町を例
に地域包括ケアシステムの制度とシステムの必要性、構築
のポイントについて解説する。(新宿スタジオ/2015)

35 ○

Ｇ 1316
地域包括ケアの実践

北海道美瑛町の取り組み
第２巻

地域包括ケアシステムの構築を地域のニーズをもとに取り
組んできた北海道美瑛町の取り組みを見ながら、地域包括
ケアシステムの在り方について解説。
(新宿スタジオ/2015)

56 ○

Ｇ 1360
コミュニティ

ソーシャルワーク

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取り組みを紹介。
(アローウィン/2016)

39 ○

Ｇ 1386
困難を

かかえた人への支援
第１巻　ひきこもり

「ひきこもり」といわれた支援者が働く事例を紹介。
・「ひきこもり」について　・「ＮＰＯ法人アンガージュ
マン・よこすか」法人の取り組み(アローウィン/2015)

33 ○

Ｇ 1402

ひきこもりからの回復
 第１巻

私がひきこもった理由
 回復へのヒントを探る

専門家・経験者・支援者がひきこもりの実情を解説。ひき
こもり経験者へのインタビュー、就労支援の現場の映像、
専門家の知見や国のガイドラインの解説などを織り交ぜ、
回復に効果のある支援方法、就労支援を行う際の注意点に
ついて解説。(ＮＨＫ厚生文化事業団/ 2017)

92 ○

Ｇ 1403

ひきこもりからの回復
第２巻

我が子が
ひきこもったとき
家族の役割と支援

子どもの１０年間のひきこもりを経験した親の事例や対応
の工夫、『家族会』の支援などを紹介。家族が直面する
様々な課題についてＱ＆Ａ方式で解説。
(ＮＨＫ厚生文化事業団/ 2017)

73 ○

Ｇ 1404

ひきこもりからの回復
第３巻

あなたは一人じゃない
様々な支援の形

・地域編

国が進める『ひきこもり地域支援センター』の支援、ひき
こもりの“高年齢化”と向き合う町の挑戦、当事者との
《対話》による交流会を行う新世代の試みを紹介。
(ＮＨＫ厚生文化事業団 /2017)

72 ○

Ｇ 1411

ＤＶＤ多面的機能支払
支援シリーズＮｏ．５
地域のつながり強化編

女性・子ども・
定年退職者・非農家の
参加を促す共同活動

小グループをつくる、女性を役員にする、次世代を育て
る。多面的機能支払の活動組織の事例から、女性、定年退
職者など多様な主体が参加し、地域のつながりを強化する
アイデアを紹介。
・パート１ 集落単位の活動組織 ・パート２ 広域活動組
織 ・パート３ 広報活動(農山漁村文化協会/ 2017)

115 ○

Ｇ 1442

住み慣れた「まち」で
暮らしていくために
私たちの「まち」の

支え合い
(字幕あり)

埼玉県の地域活動を紹介。一人暮らしの高齢者(８６歳)の
依頼で庭の草むしりや樹木の伐採を有償ボランティアで行
う「水谷東地域支え愛隊」や、草加市にあるみんなが集ま
る場所「さかえーる」を紹介。
(埼玉県社会福祉協議会／2018)

22 ○

G 1546
地域共生社会と

民生委員・児童委員活動
ウイズコロナの時代に

ウィズコロナ時代の民生委員・児童委員の活動や意義につ
いて収録。
・ニーズを発見する ①子どもたちの登下校の見守り活動
②豪雨災害時の避難支援 ・資源につなぐ ①感染予防のパ
ンフレットを持って訪問 ②一人でできる体操や歌などの
資料を持って訪問 ・地域資源を創る ①災害時の避難につ
いて町内会と相談 ②コロナ禍での「はあちゃんち」の活
動(日本福祉大学/2020)

31 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｈ 891

見れば決まる！
知りたい仕事
ライブラリー

介護福祉士・理学療法士
・作業療法士

福祉の仕事を紹介。
介護福祉士：高齢化社会の救世主となる献身の職。
理学療法士:作業療法士：リハビリの現場で人を蘇らせる
忍耐の職。(アンフィニ/2008)

83 ○

Ｈ 906
あしたをつかめ

平成若者仕事図鑑
介護職員

特別養護老人ホームで高齢者がその人らしくいきいきと暮
らせるように奮闘する主人公の姿を収録。
(ＮＨＫエンタープライズ/2009)

24 ○

Ｈ 921
対人援助技術

信頼関係を築くスキル
ＰＡＲＴ １

対人援助は援助職とクライエントとの間に良好な信頼関係
を築く事が基本。・信頼関係の本質・個別化・受容・非審
判的態度などの例をあげ、具体的な技術を解説。
(アローウィン/2008)

48 ○

Ｈ 922
対人援助技術

信頼関係を築くスキル
ＰＡＲＴ ２

「統制された情緒的関与」初級、中級、上級、「意図的な
感情の表出」「自己決定」「秘密保持」等よくみかける具
体例に対して、いくつかの対応例を解説。
(アローウィン/2008)

43 ○

Ｈ 944
みんな歩きだしている。

ふくしするひと、
めざすひと

高校生向け福祉の仕事の紹介。実際に働いている人、福祉
について学んでいる人のドキュメント。人の人生に寄り添
うことの喜びのある福祉の仕事について、進学・就職・資
格取得の方法など紹介。
(全国社会福祉協議会中央福祉人材センター/2010)

30 ○

Ｈ 987

続・福祉新入職員基礎
研修シリーズ

第１巻
介護術アップの道

自己啓発・相互啓発の
すすめ

自己の介護認識をもとに、介護の専門性を自発的にどのよ
うに構築していくか、価値観の組み立て方と実践手法を解
説。(ジャパン通信情報センター/2008)

27 ○

Ｈ 988

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

職場の人間関係の基礎になる組織をどのように認識するの
か、縦・横二つの組織形態の役割を認識し、その役割が求
める能力と実践手法を解説。
(ジャパン通信情報センター/2008)

24 ○

Ｈ 1022
人が幸せに生きるために

考えてみよう
福祉のことを

福祉の本当の役割を考えるために、人の暮らしを支えるさ
まざまな福祉の仕事や現場、資格取得、ボランティアなど
を紹介。(東映/2011)

14 ○

Ｈ 1040
あしたをつかめ

平成若者仕事図鑑
　ケアマネジャー

就職して間もない先輩たちの仕事の現場に密着する仕事ガ
イダンスシリーズのケアマネジャー編。高齢者の介護プラ
ンを考えるケアマネジャーになって２年目の男性が「東京
のひ孫に会いに行きたい」と願う高齢者のために奔走する
姿を紹介。(ＮＨＫエンタープライズ/2011)

24 ○

Ｈ 1102

対人援助のための合同
ケースカンファレンス

の方法
利用者本位、自己選択、

自己決定の時代の
チームアプローチ

対人援助にとって欠くことのできない合同ケースカンファ
レンス(事例検討会・治絵里研究会)を収録。Ⅰ 対人援助
の本質と事例研究の意義 Ⅱ 事例研究の基本枠組み Ⅲ
ケースカンファレンスの進め方 Ⅳ 事例研究のための事例
のまとめ方(横浜市健康福祉局/2005)

84 ○

Ｈ 1110

国立のぞみの園
共に生きる社会の
実現をめざして

(字幕あり)

国立のぞみの園の立地や歴史、国立施設としての役割や事
業内容などを収録。
(国立重度知的障害者総合施設のぞみの園/2012)

12 ○

Ｈ 1123

プロフェッショナル
仕事の流儀

盲導犬訓練士
多和田悟の仕事
イヌは人生の
パートナー

２００７年ＮＨＫ総合テレビで放送されたドキュメンタ
リーを収録。２００頭以上の盲導犬を育てた日本屈指の盲
導犬訓練士・多和田悟。盲導犬訓練士学校の学生ととも
に、視覚障がい者に盲導犬を引き合わせる作業に臨む姿を
紹介。(ＮＨＫエンタープライズ/2008)

72 ○

Ｈ 1165
保育所は、命を育み、
学ぶ意欲を育てます。

保育所は、養護と教育が一体となった保育により、一人ひ
とりの子どもの豊かな育ちを支え、健やかな発達を保障し
ている。国家資格である保育士の専門性に基づいた保育所
における保育について保護者や地域社会にわかりやすく解
説。(全国社会福祉協議会/2013)

12 ○

Ｈ．福祉の仕事・学校・施設
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｈ 1198
介護スタッフの接遇

マニュアル

介護職員の接遇に関して、現場から寄せられた事例を基に
対応方法を解説。
・基本的な接遇マナー ・コミュニケーションスキル
・ケース別対応：こんな時どうしますか？ ケーススタ
ディ１「高齢者への対応」 ケーススタディ２「うつ傾向
の方への対応」 ケーススタディ３「自慢話を繰り返す方
への対応」 ケーススタディ４「夕方になると帰りたくな
る方への対応」 (日本経済新聞出版社/2009)

45 ○

Ｈ 1212

プロフェッショナル
仕事の流儀
介護福祉士

和田行男の仕事
闘う介護、覚悟の現場

２０１２年ＮＨＫ総合テレビで放送されたドキュメンタ
リーを収録。「自分でできることは自分でする」をルール
とし、夜以外は玄関に鍵をかけない。批判されながらも、
意志を行動に移せる素晴らしさを守る、何があっても“人
の尊厳”を守ることをモットーとし先駆的な取り組みを続
ける。覚悟を持って介護にあたる信念の男、笑いと涙の現
場に密着。(ＮＨＫエンタープライズ/2013)

47 ○

Ｈ 1218
グループホームでの

運営推進会議の進め方

石川県小松市のグループホーム「やたの」の運営推進介護
を一年間取材。運営推進会議は継続により成熟し、なじみ
の関係を生み、地域の方との信頼関係へとつながっていく
などのヒントを収録。(シルバーチャンネル/2004)

46 ○

Ｈ 1227

高齢者福祉施設における
実践的な震災時ＢＣＰ

検証訓練事例集
(２枚組)

高齢者福祉施設で利用者と職員の安全を確保して、円滑な
事業運営を進めるための、様々な状況を想定した震災時に
おけるＢＣＰ(事業継続計画)検証訓練を収録。全１４話。
(メディアラボ クラン/2015)

102
143

○

Ｈ 1256

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 梅沢佳裕①
生活相談員に必要な

仕事力
(３枚組)

梅沢佳裕氏による研修を収録。
・ケースで学ぶ相談員の仕事 定義と事例から ・相談員
９つの視点 ・相談員 ７つの仕事力 ・これが特養、デイ
の相談員！相談員の役割 ・今後求められる相談員への期
待(ＶＶＣ/2010)

83
70
54

○

Ｈ 1257

関西看護出版ＤＶＤ研修
シリーズ 垰田英伸①
デイサービスの質向上

の方法
デイサービス・デイ
ケアの的確な集客法

垰田英伸氏による研修を収録。
・稼働率“ダウン”の意外な原因 ・デイサービスにおけ
る営業活動とは ・今後のデイサービスのあり方・質の向
上 ・稼働率アップを成功させるためには
(ＶＶＣ2010)

106 ○

Ｈ 1295
ユニットケアＤＶＤ教材
私が私で居られる場所

「ユニットケア」に実際に取り組む、ユニット型特別養護
老人ホームの施設の入居者の暮らしを紹介。ユニットケア
実践の具体的方法や入居者、家族の声も収録。
(日本ユニットケア推進センター/2015)

28 ○

Ｈ 1298
介護のしごとの道しるべ

１
アセスメントとチームケア

新設の特別養護老人ホームの１年を追いかけた記録を収
録。高齢社会が進む中で、「専門的な介護」「質の高い介
護」の実現を目指すために、特別養護老人ホームが実践に
挑む道のりを記録。(自由工房/2014)

90 ○

Ｈ 1299

介護のしごとの道しるべ
２

アセスメントを深めるケー
ススタディ

実際のケア現場を取材して作成した記録映画。自宅での介
護が難しくなり、短期間施設に入所して在宅復帰を目指す
１人の利用者が自宅に戻るための課題解決に取り組む約１
か月半のケアの様子の記録。(彼方舎/2016)

90 ○

Ｈ 1358

プロフェッショナル
仕事の流儀

院内学級教師
副島賢和の仕事

涙も笑いも、力になる

２０１１年ＮＨＫ総合テレビで放送されたドキュメンタ
リーを収録。病気やけがで入院中の子どものために病院で
授業を行う院内学級。病気の子どもに寄り添い、ユニーク
な授業で注目されているのが教師・副島賢和だ。子どもた
ちと向き合い様々な手立てを駆使して、「自分を大切にし
よう」とメッセージを送る副島の授業、「魔法の教室」に
密着。(ＮＨＫエンタープライズ/2011)

71 ○

Ｈ 1359

プロフェッショナル
仕事の流儀
リハビリ医

酒向正春の仕事
希望のリハビリ、
ともに闘い抜く

２０１３年ＮＨＫ総合テレビで放送されたドキュメンタ
リーを収録。脳卒中のリハビリのエキスパート酒向正春。
脳内の画像分析を武器に、出来るだけ早い段階から積極的
に患者の体を動かし、失われた機能の回復をはかる「攻
め」のリハビリテーションを実践する。「リハビリは人生
の再出発」を目指し患者や家族と共に闘うリハビリ医療の
現場を追う。(ＮＨＫエンタープライズ/2014)

52 ○

Ｈ 1372
ケアニン

(字幕あり)

２０１７年に上映された戸塚純貴出演の映画。「なんとな
く」で介護福祉士になった大森圭。職場は小規模介護施
設。高齢者たちと上手くコミュニケーションが取れない
中、認知症の敬子７９歳をメインで担当することになる
。試行錯誤しながら、彼は敬子との関係を深めていく。
(ライブラリーコンテンツサービス/2017)

105 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｈ 1375

プロジェクトＸ
挑戦者たち

ゆけチャンピィ奇跡の犬
日本初の盲導犬・

愛の物語
(字幕あり)

２００２年ＮＨＫ総合で放送されたドキュメンタリーを収
録。１８歳で突然失明した河相洌は、もらいうけた犬を訓
練して街を歩けないかと考えた。塩屋賢一が訓練をかって
出るが、マニュアルはなく、手探りで訓練方法を考えねば
ならなかった。盲導犬誕生に命をかけた人々の物語を描
く。(ＮＨＫソフトウェア/2004)

68 ○

Ｈ 1434 相談面接の技法

相談面接の技術・技法は、精神・保健・福祉・医療・教
育・企業のメンタルヘルスなど多岐にわたる領域で必要と
される技術。相談面接で使われる技法を取り上げ、ドラマ
仕立ての事例を通して解説。
・インテーク面接事例 不登校の中学２年の娘に悩む母親
の面接 ・傾聴と受容と共感事例 夫の過度な飲酒を心配す
る妻の面接 ・言語的コミュニケーション①繰り返す・言
い換える ・要約する事例 営業成績が落ち込んでいるトッ
プセールスマンと臨床心理士の資格をもつ人事課長 ・言
語的コミュニケーション②閉じられた質問・開かれた質問
事例 最近非行が目立つ高校１年の一人娘に悩むシングル
マザーの面接 ・非言語的コミュニケーション小学２年の
息子に何か障がいがあるのではと疑っている母親の面接
・家庭訪問事例 骨折が治癒して帰宅した１人暮らしの高
齢者と、近所に住む長女の、今後の生活についての相談を
うけるケアマネジャー ・電話相談事例 自宅で妻を介護し
ている夫ががんになり、妻の介護が難しくなったとの相談
(アローウィン/2018)

48 ○

Ｈ 1482

ふくしの仕事Ⅰ
現場で働く職員の

想いや工夫
(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人の参考となるように高齢
者福祉施設を中心に紹介。
第１巻 高齢者福祉施設における看護師 自宅に近い看護を
目指して
第２巻 高齢者福祉施設における管理栄養士 おいしい食事
で笑顔を
第３巻 高齢者福祉施設におけるケアマネジャー いつでも
利用車のそばに
第４巻 高齢者福祉施設における介護スタッフ 笑顔が働く
力に
第５巻 高齢者福祉施設における運転、設備・安全・衛
生、防火防災 管理人と関わり成長できる職場
(東京シネ・ビデオ/2019)

13
14
13
11
10

○

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 ○

Ｈ 1496

ふくしの仕事 Ⅱ
現場で働く職員の
想いや工夫 第１巻
 小規模多機能型

居宅介護ではたらく
介護職員

地域の暮らしに
寄り添う職場で

小規模多機能型居宅介護ではたらく介護職員の紹介。
・小規模多機能型居宅介護とは ・新人職員 Ｋさん紹介
・インタビュー この職業についたきっかけ ・Ｋさんの１
日の仕事を紹介 ・施設長インタビュー
(東京シネ・ビデオ/2019)

15 ○

Ｈ 1497

ふくしの仕事 Ⅱ
現場で働く職員の
想いや工夫 第２巻

 訪問看護ステーションで
はたらく看護師

ご家族・利用者が安心して
過ごせるように

訪問看護ステーションではたらく看護師の紹介。
・訪問看護ステーションとは ・訪問看護とは ・訪問看護
師Ｙさん紹介 ・インタビュー この仕事についたきっかけ
・同僚インタビュー Ｙさんの仕事ぶりと人柄 ・Ｙさんの
１日の仕事を紹介
(東京シネ・ビデオ/2019)

15 ○

Ｈ 1498

ふくしの仕事 Ⅱ
現場で働く職員の
想いや工夫 第３巻

デイサービスではたらく
介護職員

全ての利用者が楽しい
１日であるように

デイサービスではたらく介護職員の紹介。
・デイサービスとは ・介護職員Ｎさん紹介 ・インタ
ビュー この仕事についたきっかけ ・Ｎさんの１日の仕事
を紹介 ・先輩職員インタビューＮさんの仕事ぶりと人柄
について(東京シネ・ビデオ/2019)

15 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｈ 1499

ふくしの仕事 Ⅱ
現場で働く職員の
想いや工夫 第４巻
 グループホームで
はたらく介護福祉士

アットホームな雰囲気で
利用者と一緒に

生活をする

グループホームではたらく介護福祉士の紹介。
・グループホームとは ・介護福祉士Ｓさん紹介 ・インタ
ビュー この仕事についたきっかけ ・Ｓさんの１日の仕事
を紹介 ・グループホーム管理者インタビュー Ｓさんの仕
事ぶりと人柄について(東京シネ・ビデオ/2019)

15 ○

Ｈ 1500

 ふくしの仕事 Ⅱ
現場で働く職員の
想いや工夫 第５巻

地域包括支援センターで
はたらく社会福祉士

利用者の真意を
聴き取り支援する

地域包括支援センターではたらく社会福祉士の紹介。
・地域包括支援センターとは ・社会福祉士とは ・社会福
祉士Ｓさん紹介 ・インタビュー　この仕事についたきっ
かけ ・Ｓさんの１日の仕事を紹介 ・地域交流センター職
員インタビュー　Ｓさんの仕事ぶりと人柄について
(東京シネ・ビデオ/2019)

15 ○

Ｈ 1511

プロフェッショナル
仕事の流儀

小児神経科医
友田明美の仕事

傷ついた親子に、幸せを

２０１８年ＮＨＫ総合で放送されたドキュメンタリーを収
録。ＡＤＨＤや自閉症、虐待による心の傷など、子どもの
“心”を診る小児神経科医・友田明美。児童相談所への相
談件数が急増し続ける中、親子を励まし、時には１０年以
上にわたって伴走する友田の流儀に迫る。
(ＮＨＫエンタープライズ/2019)

44 ○
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Ｉ．ボランティア
分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｉ 866

視覚障がい者のパソコン
利用を支援する

ボランティアグループ
パソボラさーくる虹
１０年の活動の記録

「あなたの力を誰かのために、小さな勇気が大きな力に」
の標語で、パソコンの指導を通じ、視覚障がい者の情報バ
リアフリーを支援すると共に、社会参加と自立の促進に寄
与する目的で活動しているグループの１０年の記録。
(パラボラさーくる虹/2008)

20 ×

Ｉ 867
Ｌｅｔ’ｓ 勤ぼら

ｉｎ しまね
(字幕・音声ガイドあり)

勤労者がボランティア活動に参加するきっかけづくりとな
る活動事例を紹介。・環境(中海清掃活動、三瓶山野焼き
活動)・文化(はあとピアいずも映画祭)・子育て(ネー
チャーキッズ寺子屋・親子野外活動)・スポーツ(少年野球
監督)・福祉(高齢者・障がい者の外出サポートサービ
ス)・ボランティア相談窓口等を紹介。
(島根県社会福祉協議会/不明)

15 ○

Ｉ 869
よっＴＯＹで

おもちゃ図書館

昭和５６年三鷹市でスタートしたおもちゃ図書館。障がい
をもつ子、親、地域の子どもと共にボランティアで楽しく
活動している日本各地のおもちゃ図書館を紹介。これから
おもちゃ図書館をつくるにはどうしたらいいか、ボラン
ティアのおもちゃの研修、おもちゃ病院の活動なども紹
介。(おもちゃの図書館全国連絡会/2007)

20 ○

Ｉ 973

豪雨災害の災害者支援
災害ボランティア

センターと
ボランティア活動

災害ボランティアセンターがどのような役割を担い、また
ボランティアはどのような活動を行なうのか、実際の災害
時に記録した映像を基に解説。
(全国社会福祉協議会/2010)

12 ○

Ｉ 1109

ささえる・つながる
・きずく

長岡市地域福祉
ボランティア活動

１１の市町村合併により大きな市となった長岡市は少子高
齢化が進み、福祉ニーズも多様化している。そのニーズに
対応すべく、市民とともに協力し実施している５つの住民
参加型在宅福祉サービスとこれらの活動を支えている事業
等を紹介。(長岡市社会福祉協議会/2011)

23 ○

Ｉ 1228
東日本大震災における
医療救護支援活動報告

東日本大震災の被災者支援活動の映像取材を収録。
・宮城県気仙沼市編　初災時から５日後から３日間の医
療、救護支援活動を取材。・福島県相馬市編　初災から
１ヶ月後から４日間の取材。原発事故で避難してきた市民
の対応等での混乱の中の医療救護支援活動。・岩手県陸前
高田市編　初災から１ヶ月後から２日間の医療救護支援活
動を取材。(東日本大震災医療救護支援チーム/2011)

78 ○

Ｉ 1229

災害時における医療救護支
援活動レポート

新潟県中越・能登半島・
新潟県中越沖・

岩手、宮城内陸地震

新潟県中越地震・能登半島地震・新潟県中越沖地震・岩
手、宮城内陸地震等の各地で実践してきた災害時における
医療救護支援活動の記録と報告を収録。
(全日本病院協会　救急・災害医療対策委員会/2009)

32 ○

I 1310 被災地に来た若者たち

ドキュメンタリー映画。３．１１の被災地に「復興に役立
ちたい」と全国から集まってきた若者たち。だが、途方も
ない規模の被害を前に、「助けに来た」という気負いは瓦
解する。自分と社会の接点ボランティア活動を通して生き
る意味を問い直す。(土井敏邦/2016)

60 ○

I 1357
災害時の食支援

東日本大震災からの学び

日本大震災において、行政、病院、学校給食、管理栄養士
養成施設などが、どのような食支援を行ったのか、被災者
の生命と健康を支える食支援を効果的に進めるため、関係
者がどのような機能と役割を担うべきかを解説。
(岩波映像/2014)

103 ○

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・大型台風などの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を収録。「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 ○

J．生きがい 　　　　　　　　　　該当資料なし
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｋ 896

はじめての
福祉用具シリーズ １
手動車いすの安全な

利用ガイド

介助用車いすと自走用車いすの違いや点検、安全な移乗の
仕方、押し方などを解説。(アトラックス/2008)

35 ○

Ｋ 1095
福祉用具サービス計画の

手引き

福祉用具相談員の役割や、サービス計画の作成方法を解
説。
・第１部　福祉用具サービス計画の意義と役割　・第２部
福祉用具サービス計画の作成 ・平成２４年制度改正対
応。(全国福祉用具専門相談員協会/2012)

18 ○

Ｋ 1108 自助具ってなあに

自分自身の今使える機能を活かし日常生活を支える道具と
して、また、生活リハビリの道具として様々な役割で使わ
れている自助具。利用者の事例紹介。作業療法士が自助具
を選ぶポイントを解説。
(神奈川県社会福祉協議会/2011)

18 ○

Ｋ 1167
福祉用具サービス計画と

多職種連携の手引き

正しい福祉用具の利用をサポートするため、訪問介護員と
福祉用具専門相談員の具体的な連携方法を紹介。
・第１部 福祉用具サービス計画と多職種連携 １章：福祉
用具サービス計画の意義 ２章：福祉用具サービス計画と
リスクマネージメント ３章：福祉用具サービス計画を活
用した多職種連携 ・第２部　連携研修の意義と方法　１
章：連携研修の意義　２章：福祉用具の安全確認トレーニ
ング　３章：福祉用具の事故防止を視点とした事例検討
(全国福祉用具専門相談員協会/2013)

21 ○

Ｋ．福祉機器・住宅問題
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分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 799

手話学習ＤＶＤシリーズ
手にことばを

手話で話そう ①
講座 Ⅰ/講座 Ⅱ-１

(字幕あり)

身振りを組み合わせた表現方法や、イメージを身体で表現
する方法、あいさつの手話、名前のたずね方、名前を表す
手話と指文字を紹介。
(テイチクエンタテインメント/2006)

37 ○

Ｌ 800

手話学習ＤＶＤシリーズ
手にことばを

手話で話そう ②
講座 Ⅱ-２
(字幕あり)

自己紹介をするための手話を取り上げ、家族や誕生日、身
長、体重、趣味、仕事、道順や建物などを伝える手話を解
説。(テイチクエンタテインメント/2006)

38 ○

Ｌ 801

手話学習ＤＶＤシリーズ
手にことばを

手話で話そう ③
講座 Ⅲ(字幕あり)

会話を楽しむための手話を取り上げ、「なに」「どこ」等
のたずねことばや、時間の表し方、季節や食べ物に関わる
表現を解説。(テイチクエンタテインメント/2006)

37 ○

Ｌ 802

軽度発達障害のある
子どもたち 第１巻

障害の種類と
幼児期の対応

ＡＤ/ＨＤ、ＡＳを中心に

代表的な軽度発達障がいであるＡＤ／ＨＤ及びアスペル
ガー症候群(ＡＳ)を取り上げてそれらに関する医学知識を
わかりやすく解説。「ちょっと気になる子ども」につい
て、保育に携わる方々の対応のヒントを紹介。
(新宿スタジオ/2004)

31 ○

Ｌ 803
軽度発達障害のある
子どもたち 第２巻

保育における対応と支援

ある保育園での取り組みを例に、保育での対応と支援の進
め方を考える。軽度発達障がいのある子どもの、保育所お
よび幼稚園時代の特徴と支援を解説。
(新宿スタジオ/2004)

29 ○

Ｌ 804
機関車先生

(字幕・音声ガイドあり)

２００４年に公開された坂口憲二出演の映画。瀬戸内海に
浮かぶ小島の小学校にやって来た口のきけない臨時教師
と、７人の子ども達との交流を描く。原作：伊集院静著
『機関車先生』(ウィザードピクチャーズ/2004)

123 ○

Ｌ 811

わかりやすい職場で
役立つ新しい手話ＤＶＤ

労働に関する手話
(字幕あり)

職場で頻繁に使われる言葉について新たに手話化したもの
を学習用に取りまとめたもの。職場で役立つ新しい手話２
１３語及びこれらの手話を使用した会話８事例を紹介。
(高齢・障害者雇用支援機構/2006)

- ○

Ｌ 812
金融・ＩＴ関連用語

手話ＤＶＤ
(字幕あり)

金融・ＩＴ関連用語手話についての学習用に取りまとめた
もの。金融関連用語６５語、ＩＴ関連用語１３９語及びこ
れらの専門用語手話を使用した会話例１０例を紹介。(高
齢・障害者雇用支援機構/2005)

5 ○

Ｌ 813
北海道障がい者雇用

最前線
その事例と支援

障がい者が様々な業種で働く事例を紹介。障がい者の能力
を引き出すそれぞれの企業の工夫や配慮、また、雇用をサ
ポートする仕組みや支援策などをわかりやすく紹介。
(桐光クリエイティブ/2006)

28 ○

Ｌ 822

手話学習ＤＶＤシリーズ
手にうたを

手話で歌おう ①
(字幕あり)

手話パフォーマンス集団・手話ランドきいろぐみのメン
バーたちが、歌詞にのせて手話を楽しく紹介。
「世界に一つだけの花」「おなかのへるうた」の、模範歌
唱と解説指導を収録。
(テイチクエンタテインメント/2006)

38 ○

Ｌ 823

手話学習ＤＶＤシリーズ
手にうたを

手話で歌おう ②
(字幕あり)

「手のひらを太陽に」「ちいさい秋みつけた」の、模範歌
唱と解説指導を収録。
(テイチクエンタテインメント/2006)

36 ○

Ｌ 824

手話学習ＤＶＤシリーズ
手にうたを

手話で歌おう ③
(字幕あり)

「幸せなら手をたたこう」「きよしこの夜」の、模範歌唱
と解説指導を収録。
(テイチクエンタテインメント/2006)

32 ○

Ｌ 825

なぜ伝わらないのか、
どうしたら伝わるのか
知的障害を持つ子との

ゆたかな
コミュニケーションを

求めて 児童編

知的障がい・自閉性障がい・注意欠陥・多動性障がい(Ａ
ＤＨＤ)・学習障がい(ＬＤ)について解説。対話をする際
の配慮すべき点と工夫のポイントや、家庭での生活と良い
コミュニケーションをとるための工夫例を紹介。
(アローウィン/2007)

32 ○

Ｌ．障がい者福祉・手話
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分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 826

なぜ伝わらないのか、
どうしたら伝わるのか
知的障害を持つ子との

ゆたかな
コミュニケーションを

求めて 成人編

コミュニケーション障がいとは何かを言語聴覚士が解説。
対話をする際の配慮すべき点や工夫を実際場面と再現場面
で紹介。(アローウィン/2007)

28 ○

Ｌ 870

手話通訳演習シリーズ
２１

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
高山晶(新潟県)手話通訳問題研究９５号
伊藤清高(愛媛県)手話通訳問題研究９６号
(全国手話通訳問題研究会/2006)

35 ○

Ｌ 871

手話通訳演習シリーズ
２２

手話この魅力あることば
(音声なし)

中谷勲(石川県)手話通訳問題研究９７号
「運転免許取得についてや奥能登での活動について」
米原房枝(鳥取県)手話通訳問題研究９８号
「ろう学校の思い出や鳥取での生活について」
(全国手話通訳問題研究会/2007)

33 ○

Ｌ 872

手話通訳演習シリーズ
２３

話この魅力あることば
(音声なし)

野中米喜(高知県)手話通訳問題研究９９号
「子どもの頃の家族との思い出について」
本間豊子(三重県)手話通訳問題研究１００号
「ろう学校の思い出や、ろう運動に入ったきっかけ」
(全国手話通訳問題研究会/2007)

35 ○

Ｌ 873

手話通訳演習シリーズ
２４

手話この魅力あることば
(音声なし)

菅原伸哉(石川県)手話通訳問題研究１０１号
「理容の仕事、手話講師活動で学んだもの」
玉置敬子(和歌山県)手話通訳問題研究１０２号
「女性として母親として」
(全国手話通訳問題研究会/2008)

46 ○

Ｌ 874

手話通訳演習シリーズ
２５

手話この魅力あることば
(音声なし)

高橋信明(大分県)手話通訳問題研究１０３号
「私の生い立ち～悔しさをバネに前に進む～」
米澤喜代子(京都府)手話通訳問題研究１０４号
「私の生い立ち～多くの人との関わりをつむいで～」
(全国手話通訳問題研究会/2008)

38 ○

Ｌ 875

手話通訳レッスン
初心者コース１

保育園～小学校の行事編
(音声なし)

保育園や小学校で必要とされる表現を、手話のみ(字幕な
し)の映像で収録。
１．保育園の入園式、運動会、卒園式での園長先生のあい
さつ ２．歌「さんぽ」 ３．小学校の入学式、運動会、卒
業式での校長先生のあいさつ ４．歌「世界がひとつにな
るまで」(全国手話通訳問題研究会/2008)

50 ○

Ｌ 876

こんちくしょう
障害者自立生活運動の

先駆者たち
(字幕あり)

今から４０年前、制度も何も存在せず、重度障がい者が街
なかに存在することすらありえなかった時代に、地域での
自立生活を実現した先駆者がいる。その扉を開いた三人の
先駆者が自立へと至った足跡、約４０年にも及ぶ活動の歴
史、その時々の記録・解説を交え紹介。
(障害者生活支援センター遊び雲/2007)

63 ○

Ｌ 877
プライドｉｎブルー

(字幕あり)

２００７年に上映されたドキュメンタリー映画。ハンディ
キャップ・サッカー選手たちによる“もうひとつのワール
ドカップ”サッカー日本代表チームを追ったスポーツ・ド
キュメンタリー！家族や周囲の人々の思いを胸に旅立った
彼らの代表としての誇り、ピッチに立つ嬉しさ、負けた悲
しみ、苛立ち、互いの信頼、夢を持って生きる喜びにあふ
れている姿を描く。(マクザム/2007)

86 ○

Ｌ 880
精神障害者の
地域生活支援

精神障がい者が地域の中で生活していくには、様々な障壁
があるが、それらを乗り越えて、地元に密着した取り組み
を行っている支援機関の先進的事例を３例紹介。
(アローウィン/2009)

68 ○

Ｌ 881
ガイドヘルパーって

どんな仕事？

ガイドヘルパー(移動支援従事者)は、障がいのある人が外
出する際の歩行や食事などの介助、地域での自立した生活
や社会参加を支援する仕事。視覚障がい者を対象としたガ
イドヘルプを紹介。(アローウィン/2009)

47 ○

Ｌ 894
ユニバーシティライフ
ろう・難聴学生の素顔

バリアフリーが進み、スロープやエレベータなど設備を整
える大学が増えているが手話通訳やノートテイクに理解を
示す大学は少ない。ろう・難聴学生のための講義における
情報保証の必要性を解説。(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2007)

46 ○

Ｌ 895
指で読む文字
初めての点字

「点字」の基本をわかりやすく解説。点字の歴史、組み立
て、書き方、点字図書館などについて。
(全国視覚障害者情報提供施設協会/2005)

37 ○

43



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 899
手話通訳レッスン
初心者コース ２

各種行事編

行事等で使われる表現例を紹介。※字幕なし
１．ろうあ者新年大会の大会宣言 ２．全通研出版の本の
紹介 ３．全通研集会開会あいさつ ４．スポーツ大会祝辞
５．敬老の日の祝辞 ６．歌「Ｔｏｍｏｒｒｏｗ」岡本真
夜(全国手話通訳問題研究会/2009)

49 ○

Ｌ 900

手話通訳演習シリーズ
２６

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
村田ヨシエ(広島県)手話通訳問題研究１０５号
「原爆に遭って」
本木匡弘(長野県)手話通訳問題研究１０６号
「アンペンセッター資格を取得して」
(全国手話通訳問題研究会/2008)

42 ○

Ｌ 901 てんやく絵本の作り方

点訳絵本の作り方を紹介。
１.用具と材料 ２.本文の点訳とシートの切り方・貼り方
３.絵の貼り方 ４.説明文の作り方と貼る場所 ５.表紙・
中扉・奥付けの点訳 ６.別紙点訳文の綴じ方
(てんやく絵本ふれあい文庫/2006)

25 ○

Ｌ 902
あら！売れた！

クッキープロジェクト

作業所で作られているクッキー。さまざまな人のアイデア
で予想外の売り上げをあげた記録を紹介。
(市民活動情報センター・ハンズオン！埼玉/2008)

21 ○

Ｌ 910
手話通訳レッスン
初心者コース ３
気になる話題編

日常生活で気になる話題の手話を収録※字幕なし１．競泳
の水着規則 ２．豆腐のカルボナーラ ３．止まらない少子
化歌：「やぎさんゆうびん」４．新型インフルエンザ
５．裁判員制度(全国手話通訳問題研究会/2009)

40 ○

Ｌ 911

手話通訳演習シリーズ
２７

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
南竹ミドリ(鹿児島県)手話通訳問題研究１０７号
「水害を通して」
石山吉雄(山形県)手話通訳問題研究１０８号
「夏休みの自転車旅行」(全国手話通訳問題研究会/2009)

25 ○

Ｌ 914

手話教材
読み取ってみよう ⑤－１

２００９年版
(音声なし)

読み取り翻訳例文を手話のみ(字幕なし)の映像で収録。
①及川玲子：子どもとともに ②秋山邦子：私、犬飼って
います ③黒田栄光：ちょっとした出来事 ④林雅臣：みか
んをおいしく食べる方法 ⑤林政幸：バイクでの旅 ⑥岩崎
菜奈子：孔雀の求愛 ⑦金井弥淑：怖い話 ⑧黒田栄光：エ
ジプト旅行 ⑨関口方子：フェルメールに魅せられて⑩林
雅臣：手話を学ぶみなさんへ
(日本手話通訳士協会/2009)

26 ○

Ｌ 915

手話教材
読み取ってみよう ⑤－２

２００９年版
(音声なし)

①黒田栄光：我が町青梅 ②林雅臣：注文したいのに… ③
林政幸：イカ釣り ④関口方子：立川への運動 ⑤秋山郁
子：手話との出会い ⑥林雅臣：補聴器をやめたきっかけ
⑦岩崎菜奈子：ゴールデンウイークの出来事 ⑧金井弥
淑：カルチャーショック ⑨岩崎菜奈子：車の事故
(日本手話通訳士協会/2009)

25 ○

Ｌ 916

手話教材
読み取ってみよう ⑤－３

２００９年版
(音声なし)

①林政幸：がっかりした魚釣り ②関口方子：自動車学校
での手話講習 ③秋山郁子：ＯＬ時代 ④黒田栄光：山登り
⑤林政幸：北海道旅行 ⑥及川玲子：私の職場 ⑦岩崎菜奈
子：ラーメンとポテト ⑧金井弥淑：猫派？犬派？ ⑨関口
方子：一斤半の話(日本手話通訳士協会/2009)

26 ○

Ｌ 917

みんな社会に生きている
聴覚障害者とその

コミュニケーションに
ついて

理解を広げるために
(字幕あり)

聴覚障がい者の置かれている現状(障がいと社会的立場、
人格など)と、尊重しあって生活していけるように適切な
サポートのあり方を紹介。※手話による解説あり
(東京中央ロータリークラブ/2007)

75 ○

Ｌ 918
初めてのガイド
バリアフリー版

(字幕・音声ガイドあり)

階段や乗物などへの誘導の仕方や、買物・食事の際のガイ
ド方法など、視覚障がい者をガイドするときに必要な事柄
をわかりやすく解説。
(全国視覚障害者情報提供施設協会/2009)

23 ○

Ｌ 919
ＳＯＳカード
(字幕あり)

緊急搬送時などに会話が困難な聴覚障がい者の意思伝達を
助ける「ＳＯＳカード」の使い方、ＧＰＳ機能を利用した
緊急通報の方法などを紹介。※手話による解説あり
(日本聴覚障害者建築協会/2009)

10 ○

Ｌ 923
発達障害を抱えて

第１巻
幼児期から青年期まで

３０歳代になって発達障がいと診断された人が、自分自身
に違和感を感じ始めていた幼児期から思春期、青年期をふ
り返える様子を収録。学校生活で起こったいじめと今、考
えるその対処法を考察する。(メディアパーク/2009)

36 ○

44



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 924
発達障害を抱えて

第２巻
社会人になって

結婚、うつ病とギャンブル依存の問題、家族との関わりを
通して、発達障がいの特徴やその特徴に応じた生活の工夫
などを収録。(メディアパーク/2009)

36 ○

Ｌ 926
手話でつなごう心と心

ＤＩＳＣ-1
(字幕あり)

初級手話講座を収録。
･自己紹介(１)あいさつ ・名前、家族の紹介 ･自己紹介
(２)年齢・誕生日(国際放映/2008)

63 ○

Ｌ 927
手話でつなごう心と心

ＤＩＳＣ－２
(字幕あり)

・一日の生活、学校生活、出身　・仕事　・職場
(国際放映/2008)

72 ○

Ｌ 928
手話でつなごう心と心

ＤＩＳＣ－３
(字幕あり)

・福祉、通勤 ・通学 ・交通手段、予定作り
(国際放映/2008)

54 ○

Ｌ 929

障害者と補助犬の生活から
学ぶやさしい気持ち、

いたわりの心
盲導犬編

補助犬と生活をともにしている障がい者が、補助犬がいる
理由、補助犬がいる効果、健常者の大人や子どもにお願い
したいことを語る。目に障がいがある人たちの生活、身体
障害者補助犬法、盲導犬の一生、盲導犬のいる社会等を収
録。(全国補助犬育成連合会/2009)

20 ○

Ｌ 930

障害者と補助犬の
生活から学ぶ

やさしい気持ち、
いたわりの心

介助犬編

手や足に障がいがある人たちの生活、身体障害者補助犬
法、介助犬の一生、介助犬のいる社会等を紹介。
(全国補助犬育成連合会/2009)

20 ○

Ｌ 931

障害者と補助犬の
生活から学ぶ

やさしい気持ち、
いたわりの心

聴導犬編

耳に障がいがある人たちの生活、身体障害者補助犬法、聴
導犬の一生、聴導犬のいる社会等を収録。
(全国補助犬育成連合会/2009)

20 ○

Ｌ 932

障害者と補助犬の
生活から学ぶ

やさしい気持ち、
いたわりの心

総合編

目に障がいがある人たちの生活、手や足に障がいがある人
たちの生活、耳に障がいがある人たちの生活、知ってほし
いこと、障がいをもつ人たちからのメッセージ等を収録。
(全国補助犬育成連合会/2009)

20 ○

Ｌ 933

サラリーマンライフ
ろう者と聴者が共に働く職

場づくり
(字幕あり)

ろう・難聴者が聴者と共に働くための取組みを取材したド
キュメンタリー。(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2007)

58 ○

Ｌ 935
ジョブコーチ入門

障害者への就労支援
第１巻

障がいのある人の就労を支援するジョブコーチ(職場適用
援助者)の役割と支援のプロセスと技術を紹介。
アセスメントからジョブマッチングまでを解説。
(アローウィン/2007)

32 ○

Ｌ 936
ジョブコーチ入門

障害者への就労支援
第２巻

ナチュラルサポートからフォローアップまでを解説。
(アローウィン/2007)

33 ○

Ｌ 937
ジョブコーチって

どんな仕事？

第一線で活躍するジョブコーチの日常業務を追いながら、
就労支援のプロセス、本人・企業のアセスメント、生活支
援、ジョブマッチング、ナチュラルサポート、フォロー
アップ、余暇支援等、何に配慮してより良い支援ができる
のかを紹介。(アローウィン/2008)

35 ○

Ｌ 939
働くことは生きること
障害のある人たちの

就労をめざして

支援を受けながら自分の足でしっかりと立ち、職場の戦力
として働いている人を支える機関や支援者が、戸惑いや課
題をどのように乗り越えて、支援の仕組みを築いてきたか
を事例で紹介。
(日本障害者リハビリテーション協会/2008)

35 ○

Ｌ 942

知ってください
盲ろうについて

盲ろう者の今と東京都
盲ろう者支援センター

盲ろう者とは、目(視覚)と耳(聴覚)の両方に障がいを併せ
持つ人のこと。現状と日常生活や、東京都盲ろう者支援セ
ンターの活動を紹介。接し方や出来ることを解説。
(東京都盲ろう者友の会/2010)

20 ○

Ｌ 943

手話通訳レッスン
初心者コース ４
気になる話題編

その２

日常生活での気になる話題を収録。※字幕なし
１．ダイエットを成功させるための基本的心構え２．エコ
ライフ３．新しいタイプの栄養失調４．老々介護５．お見
舞いの品を考える６．インターネットをするときはウイル
スに注意７．身に覚えのない請求のメールが届いたら。
(全国手話通訳問題研究会/2010)

54 ○

45



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 948
発達障害の理解と支援

わかり合うって、
素敵だね！

さまざまな障がいの総称である「発達障がい」という概念
を、その歴史的経緯をふまえてわかりやすく簡潔に解説。
療育の考え方や支援の要点を中心に、実際の療育現場を紹
介しつつ、専門家による説明、現場担当者の話、保護者へ
のインタビューを交えて解説。
①知的障がい ②自閉症 ③高機能自閉症・アスペルガー症
候群 ④ＡＤＨＤ ⑤ＬＤ ⑥脳性麻痺 ⑦重症心身障がい
⑧てんかん(アローウイン/2008)

64 ○

Ｌ 949
新手話教室入門

(音声なし)

厚生労働省手話奉仕員養成カリキュラム対応。初めて手話
を学ぶ人が対象の学習テキスト。手話のみ(字幕なし)の映
像で収録。
・つたえあってみましょう ・自己紹介をしましょう ・話
しかけてみましょう ・話しあってみましょう
(全日本ろうあ連盟/2010)

43 ○

Ｌ 950
全国手話検定試験

基本単語の手話表現２級
(字幕あり 音声なし)

「全国手話検定試験」２級の基本単語を収録。試験範囲は
「旅行・学校・予約・あいさつ・仕事・福祉事務所のこと
など、社会生活全般」を話題に会話ができること。
(全国手話研修センター/2007)

70 ○

Ｌ 951
全国手話検定試験

基本単語の手話表現３級
(字幕あり 音声なし)

「全国手話検定試験」３級の基本単語を収録。試験範囲は
「友達や近所の人、職場の同僚などと、子供のこと、健康
のこと、職場のことなど、日常生活の体験や身近な社会生
活の経験」を話題にできること。
(全国手話研修センター/2007)

41 ○

Ｌ 952
全国手話検定試験

基本単語の手話表現４級
(字幕あり 音声なし)

「全国手話検定試験」４級の基本単語を収録。試験範囲は
「１日、１週間、１年の家族との身近な体験やできごと」
を話題に会話ができること。
(全国手話研修センター/2006)

46 ○

Ｌ 953
全国手話検定試験

基本単語の手話表現５級
(字幕あり 音声なし)

「全国手話検定試験」５級の基本単語を収録。試験範囲は
「自己紹介」を話題に会話できること。
(全国手話研修センター/2006)

49 ○

Ｌ 954
手話通訳レッスン
初心者コース ５

説明会編

学校等の説明会の表現例を収録。※字幕なし
１．保育園の入園説明会 ２．小学校の入学説明会 ３．中
学校の保護者会 ４．中学校の修学旅行説明会 ５．高校の
進学体験説明会 ６．大学の情報保護の説明 付録／番外
編・宮沢賢治雨ニモマケズ・のりこのつぶやき老いにも負
けず(全国手話通訳問題研究会/2010)

53 ○

Ｌ 957
第１９回アジア知的障害

会議シンガポール

２００９年１１月第１９回アジア知的障害会議がシンガ
ポールにて開催された。国連の障害者権利条約を意識した
取り組みの紹介と本人参加がスローガン。シンポジウムや
セミナー、交流会の様子等を紹介。
(日本発達障害福祉連盟/2010)

35 ○

Ｌ 962
手話教材

読みとってみよう ⑥
(音声なし)

読み取り翻訳例文２０１０年版を手話のみ(字幕なし)の映
像で収録。
①飛山将紀：難聴学級とろう学校 ②大島美奈子：桜島の
火山灰 ③田代江里：３年ごしのアワビ ④古河俊之：我が
家の猫 ⑤大島美奈子：鹿児島そうめん流し ⑥飛山将紀：
北海道一人旅 ⑦古河俊之：ろう学校 ⑧田代江里：恩師
⑨大島美奈子：手話の違い ⑩古河俊之：趣味はバイク ⑪
飛山将紀：沖縄で出会ったろう者
(日本手話通訳士協会/2010)

26 ○

Ｌ 963

まあるいいのち手話体操ま
あるいいのち

ストレッチ体操
(字幕あり)

住友生命保険相互会社のＣＭソングにあわせて、手話とソ
フトな体操が一つになった手話体操と、健康作りのスト
レッチ体操を紹介。幼児から大人まで曲にあわせて楽しみ
ながら「手話」を覚えたり、「ストレッチ」ができる。
(住友生命保険相互会社/2009)

14 ○

Ｌ 965
手話通訳レッスン
初心者コース ６

医療編

病院で使われる表現例を収録。※字幕なし
１.腹痛の患者さんの検査結果について ２.血圧の薬につ
いて ３.食生活の指導について ４.ペースメーカーを使用
する人へ ５.入院にあたってのご案内 ６.脳梗塞後のリハ
ビリ入院について 付録／番外編・うさぎとかめ
(全国手話通訳問題研究会/2011)

50 ○

Ｌ 966

５等になりたい
バリアフリー版

(アニメ)
(字幕・音声ガイドあり)

身体にハンディを持ちながらも明るく生きる少女の姿を描
いたアニメ映画。運動会でのリレー出場でビリの６等では
なく、５等になりたいと願う。第４回キンダー・フィルム
フェスト・ジャパングランプリ受賞作。
(神奈川県映画教育協会/2010)

75 ○

46



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 968

もも子かえるの歌が
きこえるよ。

バリアフリー版
(アニメ)

(字幕・音声ガイドあり)

いつも酸素ボンベで呼吸しているももこを愛おしく思う
兄。健常者と障がい者の共生の問題などを描くアニメー
ション。(神奈川県映画教育協会/2010)

80 ○

Ｌ 969
おやこ手話じてん

(２枚組)
(音声なし)

日本ではじめてのデジタル版幼児手話辞典。１３１７語が
５０音順に配列されていて、１語１語検索できる。※字幕
なし
ＤＩＳＣ１：あ～そ
ＤＩＳＣ２：た～わ(全国早期支援研究協議会/2009)

－ ○

Ｌ 970
ぼくはうみが

みたくなりました
(字幕・音声ガイドあり)

一人の自閉症の青年を取り巻く人々の人生や心の成長を、
時にユーモラスに、時に厳しく、そして温かく描く。
(日本コロンビア/2009)

133 ○

Ｌ 974 わたしの暮らし
重い障がいのある人が親や支援者と地域の中で生きる姿を
描く。(全日本手をつなぐ育成会/2010)

71 ○

Ｌ 994
クイール

(字幕・音声ガイドあり)

２００４年に公開された映画。ラブラドール・レトリバー
の子犬クイールは、生家を離れ、盲導犬として育てられ
る。様々な人々との出会いと別れを経て、ひとりの男性の
パートナーとして人生を共に歩む。一匹の盲導犬の一生を
描く。(松竹/2004)

104 ○

Ｌ 997

手話通訳演習シリーズ
２８

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
本多健三郎(群馬県)手話通訳問題研究１０９号
「ろう先生との出会いそして仲間との楽しい語らい」
西尾征一郎(岐阜県)手話通訳問題研究１１０号
「絵画は語る」(全国手話通訳問題研究会/2010)

44 ○

Ｌ 998

手話通訳演習シリーズ
２９

手話この魅力あることば
(音声なし)

橋本眞利(香川県)手話通訳問題研究１１１号
「知事交渉と運転免許取得」
佐々木倖子(埼玉県)手話通訳問題研究１１２号
「韓国のろう学校」(全国手話通訳問題研究会/2010)

44 ○

Ｌ 999

手話通訳演習シリーズ
３０

手話この魅力あることば
(音声なし)

荒川光一(青森県)手話通訳問題研究１１３号
「私の生い立ちろう学校の思い出、そして戦争」
阪口ユリ(滋賀県)手話通訳問題研究１１４号
「波乱万丈、私の生い立ち」
(全国手話通訳問題研究会/2011)

39 ○

Ｌ 1007
手話通訳レッスン
初心者コース ７

災害編

災害時に使われる表現例を収録。※字幕なし
１．住宅用火災警報器 ２．地震が起きたときには ３．ど
んな津波だったのか ４．避難所生活できず ５．ボラン
ティア ６．計画的避難始まる ７．放射線とは何？ ８．
遅すぎる説明 ９．手話通訳者等の派遣
付録／番外編・千の風になって・こだまでしょうか
(全国手話通訳問題研究会/2011)

48 ○

Ｌ 1008
はじめての

知的障害者雇用

障がい者雇用に実績をあげている企業６社が、どのような
道筋を通り、何に配慮して立ち上げ、軌道にのせたかな
ど、取り組みを紹介。(アローウイン/2009)

48 ○

Ｌ 1011
聴覚障害者のための

裁判員制度
(字幕あり　音声なし)

わかりやすい手話で、裁判員制度のしくみを解説。ろう
者・中途失聴者・難聴者が裁判員に選ばれたらどうする
か、法廷の模擬裁判の映像などで説明。聴覚障がい者が裁
判員になることで裁判所が手話通訳や要約筆記などに配慮
するようになり、わかりやすい裁判になっていくことを解
説。(千葉聴覚障害者センター/2011)

62 ○

Ｌ 1013

手話通訳演習シリーズ
３１

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
高橋博(新潟県)手話通訳問題研究１１５号
「父の思い出」
柏谷与四郎(秋田県)手話通訳問題研究１１６号
「私の生い立ちがんばればできる」
(全国手話通訳問題研究会/2011)

38 ○

Ｌ 1017
手話通訳レッスン
初心者コース ８
災害編 その２

災害時に使われる表現例を手話のみ(字幕なし)の映像で収
録。
１．セシウム ２．線量計を ３．仮設住宅の防火対策
４．手話通訳の設置へ ５．大槌復興食堂 ６．指定避難所
７．海抜表示板 ８．学校が重要な避難所 ９．日本の地形
の特徴 １０．正常性バイアス １１．自助、共助、公助
付録／番外編・源氏物語桐壺(一部)・源氏物語ＰＡＲＴⅡ
桐壺(一部)(全国手話通訳問題研究会/2012)

53 ○

47



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1018

手話通訳演習シリーズ
３２

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
岡田善藏(奈良県)手話通訳問題研究１１７号
「学ぶこと、そしてろうあ運動」
水野松太郎(千葉県)手話通訳問題研究１１８号
「ろうあ運動と設計の仕事」
(全国手話通訳問題研究会/2012)

44 ○

Ｌ 1019
日本手話ＣＬ絵本ボール
(字幕あり　音声なし)

手話の強弱の付け方を解説。ボールの色々な動きを３つの
手の形で表現し、聞こえない赤ちゃんのための絵本『ボー
ル』を手話で読む実演を収録。(バイリンガル・バイカル
チュラルろう教育センター/2010)

10 ○

Ｌ 1023

親と教師のための
自閉症の人が
見ている世界
自閉症の人を

正しく理解する 第１巻
自閉症の人の
学習スタイル

高機能自閉症やアスペルガー症候群を含む自閉症の人の物
の見方や感じ方、考え方などの違いを整理し分かりやすく
紹介。(朝日新聞厚生文化事業団/2011)

63 ○

Ｌ 1024

親と教師のための
自閉症の人が
見ている世界
自閉症の人を

正しく理解する第２巻
自閉症の人が好むこと

自閉症の人は秩序だっていること、明確で具体的であるこ
と、慣れ親しんでいることを好む。この特性を理解し配慮
しての教育や支援について解説。
(朝日新聞厚生文化事業団/2011)

60 ○

Ｌ 1025

親と教師のための
自閉症の人が
見ている世界
自閉症の人を

正しく理解する 第３巻
１３人のエピソード

１３人のエピソードは自閉症の人が見ている世界を見事に
描いている。自閉症のまま学び、発達し、健康に幸福に生
きていけるような支援のあり方を紹介。
(朝日新聞厚生文化事業団/2012)

85 ○

Ｌ 1026

日本手話ＤＶＤシリーズ
のっと君と

絵本を楽しもう
Ｖｏｌ．１

(字幕あり　音声なし)

手話で読む絵本。
・どうぶつⅠ ・どうぶつⅡ ・どうぶつⅢ ・ぼくたちわ
たしたちの夢 ※ＤＶＤで紹介されている絵本付。(バイリ
ンガル・バイカルチュラルろう教育センター/2008)

20 ○

Ｌ 1027

日本手話ＤＶＤシリーズ
のっと君と

絵本を楽しもう
Ｖｏｌ．２

(字幕あり　音声なし)

・ブルくんかくれんぼ ・ぞうくんのさんぽ ・ぞうくんの
あめふりさんぽ ・あかいりんご ・きんぎょがにげた ・
ロールモデルご紹介弁護士：多門浩氏 ※ＤＶＤで紹介さ
れている絵本付。(バイリンガル・バイカルチュラルろう
教育センター/2008)

28 ○

Ｌ 1028

日本手話ＤＶＤシリーズ
のっと君と

絵本を楽しもう
Ｖｏｌ．３

(字幕あり　音声なし)

・なあになあに ・でておいで ・ぴよちゃんのありがとう
・ぴよちゃんのおかあさんどこ？ ・ぴよちゃんのかくれ
んぼ ・子育てアドバイス ※ＤＶＤで紹介されている絵本
付。(バイリンガル・バイカルチュラルろう教育センター
/2008)

26 ○

Ｌ 1029

日本手話ＤＶＤシリーズ
のっと君と

絵本を楽しもう
Ｖｏｌ．４

(字幕あり　音声なし)

・ねえ、なにしてるの ・いいおへんじできるかな ・ごあ
いさつあそび ・ひとりでうんちできるかな ・まどから☆
おくりもの ・ロールモデルご紹介画家：乗富秀人氏 ※Ｄ
ＶＤで紹介されている絵本付。(バイリンガル・バイカル
チュラルろう教育センター/2008)

23 ○

Ｌ 1030

日本手話ＤＶＤシリーズ
のっと君と

絵本を楽しもう
Ｖｏｌ．５

(字幕あり　音声なし)

・とっとことっとこ ・いろいろサンタのプレゼント ・
だーれだだれだ！ ・もこもこもこ ・ろう児の親インタ
ビュー ※ＤＶＤで紹介されている絵本付。(バイリンガ
ル・バイカルチュラルろう教育センター/2008)

22 ○

Ｌ 1031

日本手話ＤＶＤシリーズ
のっと君と

絵本を楽しもう
Ｖｏｌ．６

(字幕あり　音声なし)

・おにはーそと！ ・みんなでおひなさま！ ・おともだち
どっきり ・とべとべこいのぼり ・おばけだいすき！ ・
いもほりよいしょ！ ・ロールモデルご紹介島村満里子さ
ん ※ＤＶＤで紹介されている絵本付。(バイリンガル・バ
イカルチュラルろう教育センター/2008)

31 ○

Ｌ 1033
福祉情報技術を学ぶ

Ｄｉｓｃ１

障がいのある人や高齢者の快適な生活を実現するために必
要な電子的な支援技術を学べる教材。障がいの特性、支援
のアイデアや技術を解説。
・学習を始める前に・障がいとは何か？
(ｅ－ＡＴ利用促進協会/2011)

41 ○

Ｌ 1034
福祉情報技術を学ぶ

Ｄｉｓｃ２

・障がいと自立・障がいに関する基礎的知識１「身体障が
い」・障がいに関する基礎的知識２「知的障がい・発達障
がい」(e－AT利用促進協会/2011)

112 ○

48



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1035
福祉情報技術を学ぶ

Ｄｉｓｃ３

・ＯＳのアクセシビリティ機能肢体不自由に便利なＯＳ機
能・視覚障がい者に便利なＯＳ・パソコンのアクセシビリ
ティ(ｅ－ＡＴ利用促進協会/2011)

114 ○

Ｌ 1036
福祉情報技術を学ぶ

Ｄｉｓｃ４

・肢体不自由のための支援技術・視覚障がいのための支援
技術・聴覚障がいのための支援技術
(ｅ－ＡＴ利用促進協会/2011)

117 ○

Ｌ 1037
福祉情報技術を学ぶ

Ｄｉｓｃ５

・言語障がいのための支援技術・知的障がい・発達障が
い・高齢者のための支援技術・障がいや支援技術に関する
簡単な制度・法律(ｅ－ＡＴ利用促進協会/2011)

113 ○

Ｌ 1050
ＲＥ：ベリーオーディナ
リーピープル２０１０

その１ 祈り

北海道浦河町にある精神障がい者とアルコール依存症者の
共同作業所兼共同住居「べてるの家」の日常を収録。
(中島映像教材出版/2010)

108 ○

Ｌ 1051

ＲＥ：
ベリーオーディナリー

ピープル２０１０
その２ 地域連携

精神障がい者が病院を出て地域で生きようとする今、べて
るが歩んできた道が再認識される出来事となった、日本精
神障害者リハビリテーション学会第１８回浦河大会を紹
介。(中島映像教材出版/2010)

88 ○

Ｌ 1052
吉田さんちの“サロン”で

ここだけの話
(２枚組)

統合失調症のお子さんを持つ吉田けい子さんが主催する、
精神障がいをもつ人の家族の集まりの“サロン”の記録。
(中島映像教材出版/2010)

52
42

○

Ｌ 1061

東日本大震災と
メンタルヘルス
兆しのなかを
さまよう人々

福島県浪江町の精神障がい者のための地域活動支援セン
ター・コーヒータイム再建までの道筋を収録。震災とその
直後の原発事故という惨事の中で、地域の精神科医療がど
う対応したのか、地元の関係者のインタビュー等も紹介。
(中島映像教材出版/2011)

42 ○

Ｌ 1062

失語症者の
生涯にわたる支援

新しい地域
リハビリテーションの

展開

失語症の人への新しい支援の在り方を考える。社会資源を
使った支援、介護保険を活用すること、自治体が行う事業
を利用すること、ＮＰＯとの協働による社会参加をすすめ
ることなどを紹介。(アローウイン/2010)

62 ○

Ｌ 1096
手話通訳レッスン
初心者コース ９

相談編

さまざまな相談時に使われる表現例を収録。※字幕なし
１．風邪をひいたときの入浴 ２．「断捨離」する ３．こ
どものインターネット使用 ４．介護の相談 ５．年金の相
談 ６．いじめの相談 ７．借金をめぐる相談 ８．近隣の
トラブル ９．気前が良過ぎる義母についての相談 付録／
番外編・ももたろう・すももたろう
(全国手話通訳問題研究会/2012)

55 ○

Ｌ 1097

手話通訳演習シリーズ
３３

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を手話のみ
(字幕なし)の映像で収録。
皆川敏美〈岩手県)手話通訳問題研究１１９号
「東日本大震災の体験友人が津波にのまれて」渡邉征二
〈宮城県)手話通訳問題研究１２０号
「東日本大震災の体験大津波から逃れて」
(全国手話通訳問題研究会/2012)

44 ○

Ｌ 1103

あい＋らいぶ
ビデオスケッチ

ひとりからみんなへ、
みんなからひとりへ。

知的障がいのある、さまざまな年代の人の生活を紹介。・
第１編 わくわくレスリンぐぅ～ ・第２編 今年でスマイ
ル７年目 ・サインはＬ・Ｅ・Ｎ・Ｔ・Ｏ！！
(全日本手をつなぐ育成会/2009)

51 ○

Ｌ 1116

ろう者のトリセツ
聴者のトリセツ
ろう者と聴者の

言葉のズレ
(音声なし)

同タイトル書籍をＤＶＤ化。手話のみ(字幕なし)の映像で
収録。「ろう者の手話の意味がわからない」「聴者の日本
語の意味がわからない」などの疑問点を解説。
(関西手話カレッジ/2010)

40 ○

Ｌ 1117

ろう者のトリセツ
聴者のトリセツ
ろう者と聴者の
言葉のズレ ２
(音声なし)

手話のみ(字幕なし)の映像で収録。 ろう者と聴者の言葉
のズレを紹介。文章では伝えられない具体例を収録。(関
西手話カレッジ/2010)

77 ○

Ｌ 1118

ろう者のトリセツ
聴者のトリセツ
ろう者と聴者の
言葉のズレ ３
(音声なし)

手話のみ(字幕なし)の映像で収録。「朝ごはん」のこと
を、聴者はパンも「朝ごはん」と言う事例や、ろう者と聴
者の日時のズレなどをスタッフが熱演。
(関西手話カレッジ/2011)

57 ○

Ｌ 1119
慣用句の

日本手話シリーズ ①
(字幕あり　音声なし)

手話で表す慣用句を紹介。「慣用句」の意味をつかみやす
く解説。「目が利く」「目がくらむ」「目が覚める」など
「目」のつく言葉を収録。(関西手話カレッジ/2009)

25 ○

49



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1120

慣用句の
日本手話シリーズ ②
「口・手・耳」の

つく言葉
(字幕あり　音声なし)

「口がうまい」「手がかかる」「耳が早い」など「口・
手・耳」のつく言葉を収録。
(関西手話カレッジ/2009)

22 ○

Ｌ 1121
Ｏｈ－！料理
(音声なし)

調理を手話で説明する日本初のＤＶＤ。手話のみ(字幕な
し)の映像で収録。
・なべ1つで蒸し料理 ・すし酢で作るサンマ甘露煮 ・ワ
ンワンごはんスピードスープ・ 菜穂子＆アトムゴーヤ料
理 ・酢(豚)魚(関西手話カレッジ/2012)

45 ○

Ｌ 1146
手話通訳なるほど大学

聞こえない人に
伝わる手話

聞こえない人に伝わる手話とはなにか、一般社団法人全国
手話通訳問題研究会前会長、故市川恵美子氏の手話を収
録。※字幕なし
(全国手話通訳問題研究会/2012)

43 ○

Ｌ 1147
手話で語る３．１１

宮城被災ろう者の体験談
(字幕あり)

東日本大震災のろう被災者が地震直後からの１年間の状況
を手話で語る。２０１１年３月１１日の東日本大震災で宮
城県立聴覚支援学校も被害を受けた。大震災が起きた時の
先生たちは、子どもたちは、同窓会の会長は―。
(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

54 ○

Ｌ 1149

ＮＨＫ厚生文化事業団
福祉ビデオシリーズ
統合失調症の人の

回復力を高める家族の
コミュニケーション

(３枚組)

統合失調症の症状、治療、再発予防について基礎的な知識
を解説。精神疾患をもつ人にどのように接したらよいのか
説明。相手の気持ちを受け止め、自分の気持ちを伝えるコ
ツを講師高森信子さんが伝授。
１．回復力を高める接し方 ２．ドラマで学ぶ回復力を高
める会話 ３．家族ＳＳＴの進め方
(地域精神保健福祉機構/2008)

85
85
45

○

Ｌ 1152
手話通訳レッスン
初心者コース １０
手話表現の解説編

既刊のシリーズ１～９より、ピックアップした手話表現を
収録。※字幕なし
１．保育園の入園式園長先生のあいさつ ２．敬老の日の
祝辞 ３．豆腐のカルボナーラ ４．お見舞いの品を考える
５．中学校の保護者会 ６．血圧の薬について ７．地震が
起きたときには ８．手話通訳の設置へ ９．風邪をひいた
ときの入浴(全国手話通訳問題研究会/2013)

48 ○

Ｌ 1153

手話通訳演習シリーズ
３４

手話この魅力あることば
(音声なし)

機関誌『手話通訳問題研究』で連載された内容を、手話の
み(字幕なし)の映像で収録。
竹川秀夫(富山県)手話通訳問題研究１２１号
「盲唖学校のこと、戦争のこと」
松本一義(福井県)手話通訳問題研究１２２号
「ＳＬの写真を撮り続けて」
(全国手話通訳問題研究会/2012)

41 ○

Ｌ 1154

手話通訳演習シリーズ
１

手話この魅力あることば
(音声なし)

向山秀代(埼玉県)手話通訳問題研究３５号
「小咄「こわいこわい大当たり」
小松博(兵庫県)手話通訳問題研究３６号
「ろう学校、ろうあ運動」
牛山翠子(東京都)手話通訳問題研究３７号
「戦争体験」(全国手話通訳問題研究会/2012)

60 ○

Ｌ 1155

手話通訳演習シリーズ
２

手話この魅力あることば
(音声なし)

平原洋夫(広島県)手話通訳問題研究３８号
「原爆の体験」
森伸(三重県)手話通訳問題研究３９号
「ろう学校の教師になって」
加茂道昌(静岡県)手話津役問題研究４０号
「紋の仕事」(全国手話通訳問題研究会/2012)

60 ○

Ｌ 1156

手話通訳演習シリーズ
３

手話この魅力あることば
(音声なし)

滝谷ふみゑ(青森県)手話通訳問題研究４１号
「私の生い立ちと戦争体験」
山中睦子(高知県)手話通訳問題研究４２号
「手話・ろうあ運動」
高村五郎(愛知県)手話通訳問題研究４３号
「伊勢湾台風」(全国手話通訳問題研究会/2012)

60 ○

Ｌ 1157

手話通訳演習シリーズ
４

手話この魅力あることば
(音声なし)

大槻孝(神奈川県)
「私はデザイナー」
岡本祐輔(広島県)
「疎開先の思い出」
湯浅保雄(京都府)
「ひとりぐらしのろうあ者」「老人部の活動」「戦中のろ
うあ者」(全国手話通訳問題研究会/2012)

30 ○

50



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1159

教材ＤＶＤシリーズ
Ｄｒｅａｍ

夢編
(字幕あり)

ゆめはみるものでなくかなえるもの
自分の夢をおいかけている４人のろう者が登場。手話の歌
を届けている手話ボーカル、アメリカのダンス、ワイルド
ザッパーズの公演を実現させた平野千博さん、女優を目指
してＮＨＫ中学生日記に出演した畑菜々子さん。迷いなが
らも前進する彼らの様子を紹介。
(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

44 ○

Ｌ 1160

教材ＤＶＤシリーズ
Ｅｄｕｃａｔｉｏｎ

教育編
(字幕あり)

そだてそだてられひとはせいちょうするもの
普段見る機会がほとんどないろう学校、ろうの子どもたち
の塾、ろうの両親の子育て、ろう重複の作業所の様子を紹
介。(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

40 ○

Ｌ 1161

教材ＤＶＤシリーズ
ＨｕｍａｎＲｉｇｈｔ

人権
(字幕あり)

みんなとともにいきるしゃかいを
コミュニケーションができないために精神病院に長く入院
させられたろう高齢者や交通事故で手に障がいを負ったろ
う者の人権を考えるドキュメンタリー。共生の社会を目指
す上で大切なことを紹介。(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

55 ○

Ｌ 1162

教材ＤＶＤシリーズ
Ｗｏｒｌｄ

海外編
(字幕あり)

ひろいせかいへとびたとう
カナダのろう学校や家族、ろうインディアン、韓国ナザレ
大学院日本人留学生による韓国紹介など日本・韓国・カナ
ダのデフファミリーの日常生活を収録。
(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

92 ○

Ｌ 1163
五目ごはん

私たちの生きる道
(字幕あり)

映画「ユニバーシティライフ～ろう・難聴学生の素顔～」
に出演した５人の卒業生が、仕事、結婚、育児など社会人
として自分の人生を歩む日常を紹介。
(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

82 ○

Ｌ 1164
音のない３．１１

被災地にろう者もいた
(字幕あり)

耳の聞こえない宮城県岩沼市の主人公は、地元の人から身
振りで津波が来るから逃げるよう云われ非難して助かった
が、東日本大震災で情報を得るのが困難な中、亡くなった
ろう者は７５名。命にかかわる情報に格差があってはなら
ないことを１年間の取材映像で紹介。
(ＳｔｕｄｉｏＡＹＡ/2012)

23 ○

Ｌ 1168

災害ＳＯＳ
手話を学ぼう

避難所編
(字幕あり)

聴覚障がい者が災害時の避難所生活などで必要な手話を紹
介。「受付はどこですか」「弁当はどこで配っています
か」など、実践的な会話のための手話を実演。
(橋本・伊都聴覚障がい者防災対策推進委員会/2011)

52 ○

Ｌ 1170
全国の地名の

手話を覚えよう！
(字幕あり　音声なし)

昔からろう者の間で伝えられてきた日本の４７都道府県名
の日本手話を紹介。(関西手話カレッジ/2013)

27 ○

Ｌ 1171
女の『ピ』男の『プ』
(字幕あり　音声なし)

手話には方言があり、男女の手話も微妙に違いがあること
を紹介。(関西手話カレッジ/2010)

29 ○

Ｌ 1172
手話で楽しむ算数

(音声なし)

手話のみ(字幕なし)の映像で収録。 手話で算数を楽しむ
方法を手話のみの映像で収録。※字幕なし 足し算と引き
算を紹介。(関西手話カレッジ/2009)

28 ○

Ｌ 1173
手話の秘訣 １

日本手話シリーズ ①
(音声なし)

手話のみ(字幕なし)の映像で収録。ろう者が普段使ってい
る手話と日本語に対応した手話の違い、聴者が日常しゃ
べっている日本語とを比較。例文は「書き言葉」だが、ろ
う者の手話も聴者の会話も「しゃべり言葉」であり、文法
も殆ど同じということに着眼点を置き、自然な手話でろう
者にスムーズに伝わる会話を学べるよう解説。
(関西手話カレッジ/2007)

30 ○

Ｌ 1174
手話の秘訣 ２

日本手話シリーズ ②
(音声なし)

日本語対応手話、ろう者同士が日常的に使っている手話、
地域の言葉(大阪部)での手話を見比べ、感情が自然とあら
われる魅力的な手話を身に着ける方法を紹介。
(関西手話カレッジ/2008)

33 ○

Ｌ 1175
手話の語彙 ４
(音声なし)

日本語と手話は言語が異なるため、日本手話のラベルは日
本手話で表し、日本手話は日本手話で解説。
(関西手話カレッジ/2011)

33 ○

Ｌ 1176
手話の語彙 ５
(音声なし)

同じ手話を使って、プラスの意味とマイナスの意味の使い
方をする場合、同じ手話でも意味の異なる使い方をする場
合などを紹介。(関西手話カレッジ/2012)

44 ○

Ｌ 1177
手話の語彙 ６
(音声なし)

ろう者がよく使う日本手話の使用例を紹介しながら手話の
「絵」を見て、手話の動きや意味を想像し、次に日本語を
考えずに、ろう者の顔や動きで、内容をつかむ訓練を紹
介。(関西手話カレッジ/2012)

29 ○

Ｌ 1179
逃げ遅れる人々

東日本大震災と障害者
(字幕・音声ガイドあり)

東日本大震災で福島県を中心に被災した障がい者や、関
わった人々の話を収録。
(東日本大震災障害者救援本部/2012)

74 ○

51



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1199

暮らしの中の
人権シリーズ

わたしからはじめる人権
障がいのある人の人権編

(字幕あり)

日常生活の中で見かける差別をドラマ化。視覚障がい者、
聴覚障がい者、肢体不自由者の人権を取り上げる。
(ドラコ/2014)

17 ○

Ｌ 1230
君が僕のむすこについて

教えてくれたこと

２０１４年にＮＨＫデジタル総合１で放送されたドキュメ
ンタリー。『自閉症の僕が跳びはねる理由』の著者、東田
直樹さんとイギリス人作家デイビッド・ミッチェル氏の出
会いが奇跡を生み、世界中の自閉症の子どもを持つ家族に
希望の灯をともした。(ＮＨＫエンタープライズ/2015)

78 ○

Ｌ 1231

Ａｃｃｅｓｓ！
聴覚障害学生支援 ①
「学び」を支える

大学づくり
(字幕あり)

はじめて聴覚障がい学生を受け入れる大学での支援の方法
を紹介。
・聴覚障がい学生をとりまく現状　・情報保障の手段　・
支援の進め方(コーディネート業務)聴覚障がい学生との面
談、支援学生の確保と養成、入学式やオリエンテーション
の準備、授業への支援者の配置、授業担当教員への連絡
(日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク・
ＰＥＰＮｅｔ－Ｊａｐａｎ/2008)

23 ○

Ｌ 1232

Ａｃｃｅｓｓ！
聴覚障害学生支援 ②
小さな「気づき」で

変わる授業・変わる大学
(字幕あり)

・聴覚障がい学生のおかれた現状　ＡＣＴ１ 懐かしい名
前、解説① 聴覚障がいの程度　・情報保障の手段と方法
ＡＣＴ２ 聴覚障がい学生、解説② 情報保護の手段　・支
援体制の構築に向けて　ＡＣＴ３ 奔走する山田先生、解
説③ 関西学院大学における支援体制　・効果的な教育体
制を求めて　ＡＣＴ４ 教員会議、解説④ 実際の授業と教
員の役割　ＡＣＴ５ 変化した教室、ドキュメント学生時
代に支援を受けて
(日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク・
ＰＥＰＮｅｔ－Ｊａｐａｎ/2009)

47 ○

Ｌ 1233

Ａｃｃｅｓｓ！
聴覚障害学生支援③
「君」から広がる

支援の輪
(字幕あり)

・入学直後の戸惑い ＡＣＴ１ 初めての授業・初めての理
解者、インタビュー① 聴覚障がい学生より ・聴覚障がい
学生からのアクション ＡＣＴ２ 大学に支援を求めよ
う！、インタビュー② 教職員より ・支援体制の構築に向
けて ＡＣＴ３ 動き出した支援、新たな壁、インタビュー
③ 教員、支援学生より ・広がる支援の輪 ＡＣＴ４ 周囲
の変化、聴覚障がい学生へのメッセージ
(日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク・
ＰＥＰＮｅｔ－Ｊａｐａｎ/2011)

44 ○

Ｌ 1234

Ａｃｃｅｓｓ！
聴覚障害学生支援 ④

踏み出そう！
「社会」への道

(字幕あり)

・就職の目的って？ 初めての模擬面接就職に夢なんて、
ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ① 教員より ・先輩の悩み
会社での孤立後輩へのアドバイス ・あたって砕けろ！
課題への気づき、ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ② 教職員より
・周囲とのすれ違い 誤解から生まれた失敗、ｉｎｔｅｒ
ｖｉｅｗ③ 入社 ２年目の先輩より ・あのころの夢、母
からの手紙 ・上司への訴え 課の一員として、ｉｎｔｅｒ
ｖｉｅｗ④ 会社で活躍する先輩より ・踏み出した一歩
見えてきた道芽生えた自信、ｉｎｔｅｒｖｉｅｗ⑤ 聴覚
障がい学生へのメッセージ
(日本聴覚障害学生高等教育支援ネットワーク・
ＰＥＰＮｅｔ－Ｊａｐａｎ/2012)

52 ○

Ｌ 1235

谷千春が教える
ワンステップ手話講座

Ｄｉｓｃ１
(字幕あり)

基本の手話を収録。
・チャプター０ はじめの挨拶 ・チャプター１ あいさつ
・チャプター２ 天候 ・チャプター３ 家族
(ダーザイン/2012)

41 ○

Ｌ 1236

谷千春が教える
ワンステップ手話講座

Ｄｉｓｃ２
(字幕あり)

・チャプター４ 仕事 ・チャプター５ 趣味 ・チャプター
６ 自己紹介 ・チャプター７ ・終わりの挨拶 ・特典映像
指文字講座 数字講座
(ダーザイン/2012)

52 ○

Ｌ 1263

ステップアップ教材！
車椅子ユーザーと散歩、

外出、そして旅に
でかけるための

ＴＰＯを考えて行う
屋外での車椅子介助実技

車椅子の介助方法を紹介。
・街を歩こう ・横断歩道を渡る ・坂道での移動 ・悪路
での移動 ・段を１段上がる ・段を１段降りる ・階段で
の移動 ・エレベーターの利用 ・エスカレーターの利用
(筒井書房/2014)

37 ○

52



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1276

社会教育ビデオ
一般向けＤＶＤ

無関心ではいけない！
障害者の人権

障害者差別解消法を
理解する

「障がい者差別の定義」「障がいを理由にした直接差別
」「障がいを理由にしない間接差別」「合理的配慮を怠っ
た場合」などを解説。視覚障がい者の人や聴覚障がい者の
人、車いすの人が日常で困っている事例を紹介。
(映学社/2013)

24 ○

Ｌ 1282
本人・家族のための

新しい！
統合失調症講座

統合失調症の基礎知識をわかりやすく解説。
・ＰＡＲＴ１統合失調症を知る統合失調症の基礎知識 ・
ＰＡＲＴ２医療の手立てを活かす薬物療法心理社会的アプ
ローチ ・ＰＡＲＴ３社会資源を活用して地域で暮らす地
域の社会資源を活用する ・本人の声家族の声対談「リカ
バリーを考える」地域精神保健福祉機構(コンボ/2015)

202 ○

L 1317

社会養育ＤＶＤ
指導者・保護者向け
合理的配慮の実践法

障害のある者、ない者が
共に学ぶ

合理的配慮について人権、差別の観点からわかりやすく解
説。様々な特性・症状を持つ障がい児たちが生き生きと学
校生活を送るための配慮を具体例で示す。(映学社/2016)

20 ○

L 1318

社会教育ＤＶＤ
小学校高学年向け

障害のある子
障害のない子

ちがいを認めて
助け合おう

「合理的配慮」とは何か、小学校高学年向けにやさしく説
明。一人一人の障がいの特性や症状に合わせた「合理的配
慮」の仕方を具体的に示し、障がいの有無に関わらずだれ
もが同じように選び、学び、いきいきと暮らす権利がある
ことを解説。(映学社/2016)

18 ○

L 1322

わかる・できる！
親と教師のための
自閉症の子どもの
自立課題 第１巻
自立課題の選び方

「自分はできるんだ」という感覚を養い、いろいろなこと
に取り組む意欲を育て、将来の自立した活動につながる
「自立課題」について解説。
どのような視点で課題を選ぶか、子どもの評価のポイン
ト、課題の領域など解説。いろいろな領域の自立課題８８
例も事例集として収録。
(ビデオ・パック・ニッポン/2007)

64 ○

L 1323

わかる・できる！
親と教師のための
自閉症の子どもの
自立課題 第２巻
自立課題の作り方

自閉症の子供一人ひとりの評価によって選んだ自立課題を
実際に作る。「視覚的構造化」の考え方を解説しながら課
題の作り方を紹介。(ビデオ・パック・ニッポン/2007)

59 ○

L 1324

わかる・できる！
親と教師のための
自閉症の子どもの
自立課題 第３巻

自立課題のできあがり

課題を一人一人に合わせて作ったつもりでもなかなかうま
くいかない。作る際の評価からさらに再評価をしながら課
題を一人でできる自立課題として完成させる方法を紹介。
(ビデオ・パック・ニッポン/2007)

49 ○

L 1325

親と教師のための
自閉症の人が求める支援
よくわかる自立のための

アイデア
第１巻 基本編

基礎からわかる構造化

自閉症の人への支援の基本「構造化」について解説。
１.自閉症の人の学習スタイルに合わせた支援「構造化」
２.支援の基本「構造化」とは ３.支援のはじまりは「評
価」から ４.環境をととのえる「物理的構造化」 ５.予定
を知る「スケジュール」 ６.何を、どれだけ、見通しを伝
える「ワークシステム」 ７.見ればわかる「視覚的構造
化」 ８.いつも同じ手順で取り組む「ルーチン」 ９.日常
的に見直して修正する「再構造化」 １０.構造化をする利
点(朝日新聞厚生文化事業団/2013)

60 ○

L 1326

親と教師のための
自閉症の人が求める支援
よくわかる自立のための

アイデア
第２巻 実技編

構造化と再構造化の
しかた

１.構造化のしかた・評価・物理的構造化・スケジュー
ル・ワークシステム・視覚的構造化 ２.再構造化のしかた
３.視覚的手がかりによるグループ活動 ４.就学前の教室
の構造化 ５.就学前の教室の再構造化
(朝日新聞厚生文化事業団/2013)

85 ○

L 1327

親と教師のための
自閉症の人が求める支援
よくわかる自立のための

アイデア
第３巻 実践編

自立のための構造化

１.構造化による支援の目標 ２.構造化を利用した生活
３.就学前の教室 ４.小学校の教室 ５.家庭での構造化・
学校との連携 ６.中学校の教室 ７.生活のなかの構造化の
アイデア ８.支援施設の構造化 ９.構造化を活かした就労
支援 １０.就労現場の構造化
(朝日新聞厚生文化事業団/2013)

112 ○

L 1335

生命のことづけ
死亡率２倍

障害のある人たちの
３．１１

(字幕・音声ガイドあり)

２０１３年に公開された東日本大震災で被災した障がい者
のドキュメント映画。避難所で「出ていけ」と罵声を浴び
せられた精神障がいのある人や、床に寝ることができず
１６日間車いすに座り続けるしかなかった女性などの声を
紹介。※一部手話による解説あり
(ＣＳ障害者放送統一機構目で聴くテレビ/2013)

37 ○
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分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

L 1361

放課後等デイサービス
障がいのある子を
よりよく支援する

取り組み

群馬県前橋市にあるＮＰＯ法人での事例を紹介。支援員が
個別の支援計画を基に、長期の到達目標と短期の到達目標
を設定。継続的に支援をする自閉症のＡ君や肢体不自由と
知的障がいを併せ持つＢ君の放課後等デイサービスの日常
で姿を収録。(アローウィン/2016)

27 ○

L 1370

リカバリー志向の
地域精神保健福祉を

育てるために
精神障がいピアサポート

精神障がいピアサポーターの活動が、同じ障がいを持つ人
への支援として有効に働くのはなぜか。当事者グループや
家族グループ等のピアサポーターの実際の活動を通じて、
新しい地域精神保健福祉の姿を紹介。
(中島映像教材出版/2017)

76 ○

L 1384
どんぐりの家

(アニメ)
(字幕あり)

ろう重複障がい者の共同作業所をモデルにしたヒューマ
ン・ドラマ。ハンディを背負う子ども達の成長を願い、両
親や家族、支える人々のひたむきな姿を描く。生き方、子
育て、教育のあり方を見つめ直し、福祉の原点を問いかけ
る。第一回文化庁メディア芸術祭優秀賞受賞
(汐文社/1997)

110 ○

L 1387

合理的配慮
知的障害・発達障害の

ある人への自立のための
コミュニケーション支援
第１巻 合理的配慮とは

障がいを持っている人がいの人が自立した生活を送るため
の支援「合理的配慮」について解説。
・合理的配慮の概略について・合理的配慮に必要な障がい
の知識・神経心理学から理解する
(アローウィン/2016)

32 ○

L 1388

合理的配慮
知的障害・発達障害の

ある人への自立のための
コミュニケーション支援
第２巻 合理的配慮の

実際コミュニケーション
支援を中心として

コミュニメーションをとるために必要な話し方など、具体
的なアプローチ方法を紹介。
(アローウィン/2016)

34 ○

L 1389
マリア・モンテッソーリ

２０世紀に輝いた
世界の女性たち ①

世界で成功を遂げた女性たちを取り上げたＢＢＣのドキュ
メンタリー。ヨーロッパ初の女性医師で、知的障がいのあ
る子どもの教育の研究をもとにモンテッソーリ教育を構築
し教育改革を起こした、マリア・モンテッソーリを紹介。
(丸善出版/2016)

50 ○

L 1390

発達障害の人の可能性を
広げよう！

人間関係を変える
コミュニケーション

ワークショップが人気の発達障がい当事者会代表の冠地情
さんが、自分の魅力を見つけ、可能性を広げる方法を語
る。ペアレントトレーニングのパイオニア藤井和子さん
が、イライラが減っていくペアレントトレーニングの基本
的な内容等、「子どもの発達障がい、親の役割」を解説。
(地域精神保健福祉機構/2016)

105 ○

L 1394

親と教師のための
自閉症の子どもの評価

生活スキル編
第１巻

評価のしかた

視覚支援や構造化など、自閉症の人たちを支援する上での
基礎となる評価(アセスメント)の仕方を紹介。
①評価とは ②評価する意味 ③フォーマルな評価 ④イン
フォーマルな評価 ⑤評価のしかた
(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

65 ○

L 1395

親と教師のための
自閉症の子どもの評価

生活スキル編
第２巻

評価のポイント

子どものより自立した活動を目指し、評価をする際に重要
な「学習スタイル」を詳しく紹介。
①評価のポイント ②ふさわしい課題の選び方 ③学習スタ
イルを知ろう ④教え方の工夫(構造化) ⑤再評価して再構
造化する ⑥評価のポイント学校の子どもの場合 ⑦評価の
重要性(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

48 ○

L 1396

親と教師のための
自閉症の子どもの評価

生活スキル編
第３巻

評価と課題設定

評価によって自閉症の子どもが一人で活動できるような支
援の工夫を事例で紹介。
①課題評価の重要性 ②評価と課題設定１ ③評価と課題設
定２ ④評価と課題設定３ ⑤子どもの可能性を見つけよう
(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

86 ○

L 1397

親と教師のための
自閉症の子どもの評価

生活スキル編
第４巻

自立のための評価

子どもたちの評価と自立を目指した「構造化」による支援
事例を紹介。
①評価と構造化による自立 ②自立のための評価１学校の
準備 ③自立のための評価２学校の子どもの場合 ④自立を
めざして(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

71 ○

L 1398
自閉症児の明日のために

ＴＥＡＣＣＨの
ねらいと考え方

ＴＥＡＣＣＨの部の役割やスタッフの役割を収録。数多く
のサービスプログラムをスタッフの立場から紹介しなが
ら、ＴＥＡＣＣＨプログラムの全容に迫る。自閉症の人の
支援に関わる全ての人必見の内容。
(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

49 ○

L 1399

親のための
ＴＥＡＣＣＨプログラム

米国・ノースカロライナ州
にみる自閉症治療教育

親から見たＴＥＡＣＣＨプログラムの支援の実際について
具体的に紹介。どのような視点を持ち、いかにかかわって
いくかを親の立場で理解できるよう解説。
(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

67 ○
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分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

L 1400

教師のための
ＴＥＡＣＣＨプログラム

米国・ノースカロライナ州
にみる自閉症治療教育

構造化された教室の設定、子どもそれぞれに合わせたスケ
ジュールや教材の設定、教育に関わるプログラムを中心に
青年期の就労に向けた支援の実際にも触れ、将来を見据え
た一貫性のある教育と支援について収録。
(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

69 ○

L 1401

青年期・成人期の
ＴＥＡＣＣＨプログラム

米国・ノースカロライナ州
にみる自閉症治療教育

学校を卒業後は、協力関係が、先生と親からジョブコーチ
と親へと移行。本人に一番合った仕事と住む場所を探すこ
とが大切であることを解説。
(朝日新聞厚生文化事業団/2007)

55 ○

L 1412

手話ダンス ｗｉｔｈ
ＨＡＮＤＳＩＧＮ
ヒップホップ編

(字幕あり)

マイケルジャクソンを生んだアポロシアターの人気イベン
ト“アマチュアナイト”優勝の実績を誇る超実力派ダンス
グループ“ＨＡＮＤＳＩＧＮ”が、健常者とろう者が一緒
に楽しめる“手話ダンス”の魅力とテクニックを伝える画
期的ＨＯＷＴＯＤＶＤ。ヒット曲や童謡に合わせてダンス
しながら、その歌詞を手話で表現する“手話ダンス”のダ
ンスレクチャー等を収録。
①タイトルバックヒップホップ初級編レクチャー ②オー
プニング ③アイソレーション ④アップ ⑤ダウン  ⑥
ツーステップ ⑦応用技紹介 ⑧エンディングダンスレク
チャーダンスレクチャー ⑨手話ダンスＧＲｅｅｅｅＮ
「キセキ」 ⑩童謡「森のくまさん」パフォーマンス ⑪ブ
ラックライトパフォーマンス「指文字あいうえおの絆」ド
キュメンタリー ⑫アポロシアターへの挑戦ＨＡＮＤＳＩ
ＧＮ・ＰＶ ⑬キセキ ⑭エンドロール(マクザム/2012)

92 ○

L 1413

手話ダンス ｗｉｔｈ
ＨＡＮＤＳＩＧＮ
ブレイクダンス編

(字幕あり)

①タイトルバックブレイクダンス初級編レクチャー ②
オープニング ③トップロック ④６歩 ⑤３歩 ⑥ベビース
ワイプス ⑦チェアー ⑧初級編一連 ⑨応用技紹介 ⑩エン
ディングダンスレクチャー ⑪手話ダンス湘南乃風「純恋
歌(HANDSIGNVer.)」 ⑫童謡「大きな古時計」ドキュメン
タリー ⑬ＤＥＡＦＤＡＮＣＥＲ’ＳＳＨＯＷＨＡＮＤＳ
ＩＧＮ・ＰＶ(マクザム/2012)

85 ○

L 1419
大学を目指すあなたへ
大学選びのポイント

(字幕あり)

ろう・難聴高校生が大学進学を目指す際の大切なポイント
について、先輩のろう・難聴大学生から経験やメッセージ
を収録。現在の日本の障がい学生支援の一例として、同志
社大学の「障がい学生支援制度」と日本社会事業大学の
「聴覚障害者大学教育支援プロジェクト」も紹介。※手話
による解説あり
(聴力障害者情報文化センター/2014)

45 ○

L 1420

知ることから
始めましょう

聴覚障害・盲ろうの基礎
(字幕あり)

聴覚障がい・盲ろうとは、「どんな障がいか」「何に不便
を感じるのか」「必要な支援、配慮は何か」ということを
当事者の経験から学ぶとともに、聴覚障がい・盲ろうにつ
いて、基礎的な知識を解説。※手話による解説あり
(聴力障害者情報文化センター/2015)

50 ○

L 1421

手話かみしばい
うらしまたろう
／三枚のおふだ

(字幕あり)

手話で読む物語。有名な日本の昔話を、魅力的な手話語り
と美しいイラストで送る。うらしまたろう、三枚のおふだ
を収録。(聴力障害者情報文化センター/2015)

33 ○

L 1422
今から始めましょう
聴覚障害者の防災

(字幕あり)

阪神・淡路大震災をきっかけにできた「防災士」の役割に
ついて、防災士研修センターの代表取締役・甘中繁雄氏の
話と、防災士資格を取得した聴覚障がい者の防災について
の話を収録。※手話による解説あり
(聴力障害者情報文化センター2016)

33 ○

L 1423
手話どうぶつ図鑑

(字幕あり)

子供に人気の動物、ライオン・パンダ・ゾウ・キリンや住
まいなど、全部で１７種類の手話を楽しく紹介。
(聴力障害者情報文化センター/2016)

36 ○

L 1424
手話どうぶつ図鑑２

海や水辺のいきものたち
(字幕あり)

海や水辺のいきもの、クジラ・イルカ・アザラシ・サメな
ど全部で１２種類の手話を楽しく紹介。
(聴力障害者情報文化センター/2017)

30 ○

L 1425

聴覚障害者のみなさんへ見
直しましょう食生活
糖尿病予防のために

(字幕あり)

糖尿病の早期発見と生活の中でできる予防について、医師
と管理栄養士が解説。※手話による解説あり
(聴力障害者情報文化センター/2017)

30 ○

55



分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

L 1426
聲の形

(アニメ)
(字幕あり)

２０１６年に公開されたアニメーション映画。小学６年の
将也は、聴覚障がいのある転校生の硝子へ無邪気な好奇心
を持つが、想いを伝えられない２人はすれ違い、分かり合
えないまま硝子は転校してしまう。５年後、高校生になっ
た２人は再会し、今まで距離を置いていた同級生達に会い
に行く。
(京都アニメーション・映画声の形製作委員会/2017)

129 〇

L 1430

涙の数だけ笑おうよ
車椅子の

落語家林家かん平奮闘記
エンターテイメント・

ドキュメンタリー
(字幕あり)

２０１６年の公開されたドキュメンタリー映画。１９９０
年、脳溢血で倒れた林家かん平。右半身不随と言語に障が
いが残り、３年に及ぶリハビリの後、高座に復帰。だが２
５年の歳月がたち、得意の古典落語も思うようにしゃべれ
なくなってきたかん平は、新作落語への挑戦を決意する。
(「涙の数だけ笑おうよ」製作委員会/2016)

85 〇

L 1431
もうろうをいきる

(字幕・音声ガイドあり)

２０１７年に公開されたドキュメンタリー映画。目が見え
なくて耳が聞こえない。盲ろう者。盲ろうの人たちは、指
で触れ合うことで世界とつながっている。地域で支えあい
ながら暮らしている盲ろうの人たちを、全国各地に訪ね、
盲ろう者と周囲の人たちとの関係性を紹介。
(シグロ/2017)

105 〇

L 1438
ユメのおと
(字幕あり)

２０１２年に公開されたＲａｙ、麻生優作出演のミュージ
カル短編映画。聴力を失い、歌手になる夢をあきらめてし
まった「雪華」。ある日、同じ街に引っ越して来た青年
「海斗」と出会い、もう一度、夢と向き合い始める。夢に
彷徨う２人の出会いとその繊細な心情の動きを、多彩な歌
と音楽で表現。(ミュージカルオブジャパン/2012)

25 〇

Ｌ 1441
愛したい愛されたい
障害者のセックス

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。※年齢制
限有り(ニューヨーク大学医学センター・リハビリ研究所
/2007)

60 ○

Ｌ 1465
Ｗｏｎｄｅｒ

ワンダー君は太陽
(字幕あり)

２０１８年に公開されたジュリア・ロバーツ、オーウェ
ン・ウィルソン出演の人間ドラマ映画。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。原作：Ｒ・
J・パラシオ著『ワンダー』(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

(字幕あり)

ことわざっで表現する手話を紹介。
・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

医療の手話シリーズ別冊
手話でわかりやすい
体と病気<ＤＶＤ>

(字幕あり)

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 ○

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

精神疾患のある人への接し方、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高森信子氏が解説す
る。
・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)を収録。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

大切な財産を守るために
(字幕あり)

ろうの弁護士・田門浩さんが成年後見制度の基礎を手話で
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 ○
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分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｌ 1471

きこえづらいって
どんなこと？

難聴について知ろう
(字幕あり)

難聴者はどのように聞こえるのか、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手話で紹介。
(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
江副悟史さん

多くの出会いの中で
前編

(字幕あり　音声なし)

ＮＨＫ「こども手話ウィークリー」のキャスターや俳優な
どで活躍中の江副悟史さんのインタビュー。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
江副悟史さん

多くの出会いの中で
後編

(字幕あり　音声なし)

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

ダウン症の人の状況を理解して支援につなげるために日常
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

自閉症の人の状況を理解して支援につなげるために日常を
紹介。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

統合失調症の人の状況を理解して支援につなげるために日
常を紹介。小学校時代から統合失調症と共に生きてきた画
家の女性の暮らしを収録。(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

肢体不自由者の人の状況を理解して支援につなげるために
日常を紹介。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の暮らしを収録。
(アローウィン/2018)

25 ○

Ｌ 1488
すぺしゃるなどんぐり

(アニメ)

クラウドダンディングで制作されたアニメーション。
着替えることができない。喋ることもできない。でも、イ
ベリコ豚の絵をとっても上手に描ける「すぺしゃるなどん
ぐり君」。北風にあおられて落っこちた先には…。障がい
のある人たちが、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。(障がい者よりよい暮らしネット/2019)

5 ○

L 1506

知りたいあなたのこと
外見からはわからない
障害・病気を抱える人

(字幕あり)

外見からはわからない障がいや病気を抱える難病患者・て
んかん・発達障がいをもつ人をがどんな場面で困っている
かを紹介。(斉藤プロダクション/2019)

21 ○

L 1508

手話で楽しむ絵本
「ノンタンがんばるもん」

「ともだちや」
「しゅわしゅわ村の

おいしいものなーに？」
(字幕あり)

手話で読む絵本。元ＮＨＫ「みんなの手話」講師早瀬健太
郎氏が人気の絵本の「日本手話」での読み聞かせを紹介。
(偕成社/2020)

53 ○

L 1512
閉鎖病棟

それぞれの朝
(字幕・音声ガイドあり)

２０１９年に上映された笑福亭鶴瓶、綾野剛、小松菜奈出
演の人間ドラマ。演長野県のとある精神科病院。患者たち
は家族や世間から遠ざけられても、明るく生きようとして
いた。そんな日常を一変させる殺人事件が院内で発生す
る。事件はなぜ起きたのか。精神科病棟で紡ぎ出される、
優しき人間たちのドラマ。(東映/2020)

116 ○

L 1515

障害者差別解消法
ユニバーサル

ホスピタリティ研修
車いすご利用者様への

合理的配慮
ホテル編

宿泊施設等を対象にユニバーサルホスピタリティ(接遇)を
紹介。①エントランスでのおもてなし 自家用車での到着
の場合。車いすの準備について。外出等の車いす対応車の
手配の確認。※タクシーでお越しの場合
②フロントでのおもてなし チェックインの確認。事前に
依頼のある備品などについての確認と説明。館内での車い
す移動の案内。緊急時の対応や連絡方法の確認。 ③客室
でのおもてなし 車いす利用者様の移動空間の確保。(備品
などの移動) ④レストランでのおもてなし 食材のとりわ
けのお手伝い。 お席までの配膳のサポート。もう一度お
手伝いをお願いしたい時のサインの確認。※ビュッフェス
タイルの場合
(ウィズアス神戸ユニバーサルツーリズムセンター/2018)

15 ○
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分類 番号 題名 内容(製作／発行年) 時間(分) 貸出

L 1548

自閉症とともに
自閉症の理解と支援

第１巻
自閉症とともに生きる

自閉症とともにおだやかに暮らす人たちの生活と周りの人
とのかかわりを紹介。
(東京サウンド・プロダクション/2019)

48 ○

L 1549

自閉症とともに
自閉症の理解と支援

第２巻
自閉症の人を理解する

自閉症の人を支援するために、自閉症の人の独特な考え
方、学び方、感じ方がある『学習スタイル』について紹
介。(東京サウンド・プロダクション/2019)

28 ○

L 1550

自閉症とともに
自閉症の理解と支援

第３巻
自閉症の人を支援する

自閉症の人が、日々をおだやかに暮らしていけるように、
日常のアセスメントをもとにした支援の方法を紹介。
(東京サウンド・プロダクション/2019)

38 ○

L 1551
不安の正体
精神障害者

グループホームと地域

精神障がいのある人たちのグループホームが開設されるこ
とに伴う地域住民の反対の声や関係者の意見を収録。ま
た、実際にグループホームで生活している人たちの様子や
インタビューも収める。
(映像グループローポジション/2021)

95 ○

L 1552

あいむはっぴぃ！と
叫びたい

知的障害者の
自立をめざす

「パンジー」の挑戦

ドキュメンタリー映画。クリエイティブハウス「パン
ジー」の支援を受け、「知的障がいを持つ人が自立して地
域で暮らす」実現に挑む人達の日々を収録。
(創思苑/2016)

78 ○

L 1555
イーちゃんの白い杖

(字幕・音声ガイドあり)

２０１８年に上映されたドキュメンタリー映画。生まれつ
き目が見えないイーちゃんは東京の盲学校でいじめを経験
し、「死にたい」と考えた。しかし、２歳下の弟・息吹
(いぶき)は重度の障がいで、食べることも歩くこともトイ
レにも１人ではいけない。イーちゃんは、自分の甘さに気
づき、自殺を踏み止まる。障がいがあるため、互いの顔を
見たことがない姉と弟、２人を支える家族の２０年間の記
録を収録。(テレビ静岡/2020)

108 ○

L 1556
アイヤジャンボ！

ＮＤＭチェックダンス

脳や脊髄、末梢神経、または筋肉などの異常により運動機
能に影響を及ぼす病気のＮＭＤ(神経筋疾患)でよくみられ
る筋力の低下がないかをチェックできるダンスを収録。
(バイオジェン・ジャパン/2020)

3 ○

L 1557

ＧＩＦＴ
ＳＭＡのぼくたちが
受け取ったギフト。
それぞれの夢物語

西田尚美、夙川アトム、北原十希明出演のＳＭＡ啓発
ショートムービー。中学生の渉と萌絵は、運動のために使
用する筋肉をコントロールする神経に影響が及ぶ、遺伝性
の神経筋疾患ＳＭＡの検査で訪れた大学病院で、ＳＭＡ患
者の遠藤と出会い、夢を持つことの尊さを考えるようにな
る。(バイオジェン・ジャパン/2020)

16 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｍ 731
子ども虐待　第１巻

子ども虐待を
理解するために

「子ども虐待」とはどのようなものなのか、子どもを虐待
から守るためにはどのように対応したら良いのかを解説。
(新宿スタジオ/2001)

29 ○

Ｍ 732
子ども虐待　第２巻
早期発見と初期対応

「子ども虐待」を発見したとき、どのように対応したら良
いのかを具体的に解説。(新宿スタジオ/2001)

32 ○

Ｍ 810
ＤＩＳＣＯＶＥＲ
Ｆｕｋｕｏｋａ

Ｃｉｔｙ

福岡市のプロモーションビデオ。・経済・交通・伝統と文
化が息づく街 ・若さと自然があふれる街 ・多彩な人々が
集い交流する街 ・躍動感あふれるスポーツ都市　・アジ
アへそして世界へ(西鉄エージェンシー/2006)

16 ○

Ｍ 849

記憶のための連作
『野田北部・鷹取の
人びと』　第１部

(２枚組)

阪神大震災から５年の日々。家族は、コミュニティはどの
ように再生したのか。神戸市長田区野田北部・鷹取という
一地域にキャメラを据えて「人とまち」の復興プロセスを
撮り続けた長編ドキュメンタリー。
１９９５年１月～３月(野田北部を記録する会/2005)

103 ○

Ｍ 850
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第２部

１９９５年３月～４月(野田北部を記録する会/2005) 77 ○

Ｍ 851
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第３部

１９９５年４月～６月(野田北部を記録する会/2005) 74 ○

Ｍ 852
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第４部

１９９５年７月～８月(野田北部を記録する会/2005) 87 ○

Ｍ 853
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第５部

１９９５年９月～１２月(野田北部を記録する会/2005) 78 ○

Ｍ 854
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第６部

１９９６年１月～３月(野田北部を記録する会/2005) 85 ○

Ｍ 855
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第７部

１９９６年４月～６月(野田北部を記録する会/2005) 75 ○

Ｍ 856
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第８部

１９９６年７月～１０月(野田北部を記録する会/2005) 69 ○

Ｍ 857
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第９部

１９９６年１１月～１９９７年１月
(野田北部を記録する会/2005)

77 ○

Ｍ 858
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第１０部

１９９７年１月～７月(野田北部を記録する会/2005) 69 ○

Ｍ 859
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第１１部

１９９７年８月～１９９８年１月
(野田北部を記録する会/2005)

65 ○

Ｍ 860
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第１２部

１９９８年３月～１１月
(野田北部を記録する会/2005)

72 ○

Ｍ 861
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第１３部

１９９９年１月～４月(野田北部を記録する会/2005) 75 ○

Ｍ 862
記憶のための連作

『野田北部・鷹取の
人びと』　第１４部

証言篇(野田北部を記録する会/2005) 80 ○

Ｍ 912
ようこそ！

エネルギー図書館へ

エネルギーとは何なのかを易しく解き明かし、子どもたち
の未来を保障するエネルギーとは何かを考える為の教材。
(ＮＨＫインターナショナル/2009)

57 ○

Ｍ 967

瞳のなかの少年
十五少年漂流記
バリアフリー版

(アニメ)
(字幕・音声ガイドあり)

文豪ジュール・ヴェルヌの名作をアニメ化。イギリスのあ
る学園の夏休み。男子生徒を乗せた船が孤島に漂着して夏
休みを過ごすことになる。
(神奈川県映画教育協会/2010)

68 ○

Ｍ．その他
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　(製作／発行年) 時間(分) 貸出

Ｍ 971
なつかしの唱歌
ふるさとへの旅

・春夏秋冬

唱歌とともに季節の映像を収録。「ふるさと」「めだかの
学校」「人形」「みかんの花咲く丘」「海」「浜辺の歌」
「七つの子」「虫の声」「赤とんぼ」「荒城の月」「春が
きた」「春の小川」「夏は来ぬ」「夏の想い出」「もみ
じ」「十五夜お月さん」「冬景色」
(国際電気通信基礎技術研究所/2007)

30 ○

Ｍ 985

虐待を防ぐために
第１巻

虐待防止対策の
課題と方向性

子ども虐待の予防・防止のためのネットワークづくりなど
を紹介。
・虐待はどうしておこるか：育児不安の深刻化、母親の育
児負担の増加、母親の孤立化、子育て経験の希薄化、標準
的 画一的な育児情報の氾濫 ・専門家の先生のお話（才村
純先生）、これまでの虐待防止対策の弱点、今後の方向性
・民間ネットワークと行政のネットワークの連携
(新宿スタジオ/2005)

31 ○

Ｍ 986

虐待を防ぐために
第２巻

ネットワークづくりと
家族再統合への取り組み

・大阪府泉大津市：行政が中心となって子ども虐待に対す
る支援をおこなっている、ネットワークの効果・埼玉県上
尾市、それは母親たちのよびかけからはじまった、赤ちゃ
んサロンの紹介、子育てサロンの活動　・愛知県津島市、
親子関係修復のための虐待防止教育プログラム ・親支援
のグループセラピー、ＭＣＧの活動について ・新しいグ
ループ活動「ＭＳＧ」「ＰＣＧ」について
(新宿スタジオ/2005)

32 ○

Ｍ 992
きみに読む物語

(字幕あり)

２００５年に公開されたライアン・ゴズリング、レイチェ
ル・マクアダムス主演映画。とある療養施設にひとり暮ら
すアルツハイマーの初老の女性に、デュークは物語を少し
ずつ読み聞かせる。１９４０年代のアメリカの町で良家の
子女と地元青年の間に生まれた物語。
(アーティストフイルム/2006)

123 ○

Ｍ 995

スマトラ沖地震・津波
被災地での福祉活動

パートナーシップを通じた
国際支援

２００４年１２月２６日発生した地震における福祉支援活
動事業概要、被災地インドネシアでの復興支援、スリラン
カで被災した子どもの教育・保育中心の支援活動、ミャン
マー移民家族の地域開発プログラムを紹介。
(全国社会福祉協議会/2010)

24 ○

Ｍ 1080
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．１

ＴＶＱ九州放送で放送された、夢に向かって頑張る世界中
の子どもたちを収録。
２００１年～２００５年放送２０話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2001)

51 ○

Ｍ 1081
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．２

２００２年１月から１２月放送５３話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2002)

121 ○

Ｍ 1082
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．３

２００３年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2003)

119 ○

Ｍ 1083
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．４

２００４年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2004)

119 ○

Ｍ 1084
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．５

２００５年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2005)

119 ○

Ｍ 1085
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．６

２００６年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2006)

119 ○

Ｍ 1086
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．７

２００７年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2007)

119 ○

Ｍ 1087
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．８

２００８年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2008)

119 ○

Ｍ 1088
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．９

２００９年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2009)

119 ○

Ｍ 1089
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．１０

２０１０年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2010)

119 ○

Ｍ 1090
未来の主役

地球の子どもたち
Ｖｏｌ．１１

２０１１年１月から１２月放送５２話収録。
(ＴＶＱ九州放送/2011)

119 ○
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Ｍ 1098

災害時 被災者を
応援しています
じぶんの町を

よくするしくみ

赤い羽根共同募金の寄付金による被災地の取り組みを紹
介。
１.陸前高田市災害ボランティアセンター  地元住民とボ
ランティアをつなぐ ２.ＮＰＯ法人創る村(東松島市)被災
した福祉施設に笑顔がもどる ３.女川町災害ボランティ
ア・復興支援センター 住民同士の絆を再びつくり出す
４.災害時準備金 ①ボランティア活動の支援 ②被災した
福祉施設の復旧(中央共同募金会/2011)

19 ○

Ｍ 1100
市民を応援する

赤い羽根共同募金

地域で集めた寄付金はその地域で使って地域を良くしてい
く。赤い羽根に込められた約束と願いを紹介。
(中央共同募金会/2009)

16 ○

Ｍ 1101
じぶんの町を

良くするために
赤い羽根共同募金

地域で集めた寄付金は、地域を良くするために使う。その
循環のしくみを、住民とともにつくりあげている各地のと
りくみを紹介。(中央共同募金会/2010)

19 ○

Ｍ 1122 家で死ぬということ

純一は、余命３か月と宣告された義母のひさ子を東京の病
院に入院させようと、岐阜県白川村に向かう。自宅で死に
たいと、ひとりで村に戻っていたひさ子を説得できず村に
残った純一は、一人暮らしでの在宅死は難しいと悩む。
 (ＮＨＫエンタープライズ/2012)

98 ○

Ｍ 1127
いつか見た風景

画家谷内六郎の四季 春

『週刊新潮』の表紙などを描いた画家・谷内六郎の作品を
朗読と音楽で紹介。タネを吹く子、土の中の話、雨だれの
春の序曲、オルガンのひびく丘、春の音、小さな劇場など
計２６作品を収録。(ＮＨＫエデュケーショナル/2012)

30 ○

Ｍ 1128
いつか見た風景

画家谷内六郎の四季 夏

雲の子も水あそび、ミンミンゼミのお経、ハチもレストラ
ン、光が笑ってる、びんの中の夏など計２９作品を収録。
(ＮＨＫエデュケーショナル/2012)

30 ○

Ｍ 1129
いつか見た風景

画家谷内六郎の四季 秋

小鳥も秋の手紙、からすのたき火、陽なた、柿に残る西
陽、廃線の駅、夕映えなど計２５作品。
(ＮＨＫエデュケーショナル/2012)

30 ○

Ｍ 1130
いつか見た風景

画家谷内六郎の四季 冬

大切な初雪、初雪は北風の赤ちゃん、北風の郵便やさん、
月夜の童話、町工場、裸電球の思い出など計２４作品を収
録。(ＮＨＫエデュケーショナル/2012)

30 ○

Ｍ 1131
いつか見た風景

画家谷内六郎の四季 夢

セコンドの音、バンソコウ張るの早い、雲のチャック、天
井の記憶、夜の公衆電話など計２６作品を収録。
(ＮＨＫエデュケーショナル/2012)

30 ○

Ｍ 1143

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、妊婦の方への接客

ユニバーサルサービスの基本的な考え方と、高齢者、妊婦
の人、内部障がいのある人への接客・接遇について紹介。
・ユニバーサルサービスの基本 ・高齢の方への接客 ・妊
婦の方、お子様連れの方への接客 ・内部障がいのある方
への接客(日本経済新聞出版社/2010)

28 ○

Ｍ 1144

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Ⅰ

視覚・聴覚障がいの
ある方への接客

視覚・聴覚障がいのある人への接客・接遇の具体例を紹
介。 ・視覚障がいのある方への接客 ・盲導犬を連れた方
にどう接するか ・聴覚障がいのある方への接客(日本経済
新聞出版社/2010)

30 ○

Ｍ 1145

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Ⅱ
肢体不自由者、

知的・精神障がいの
ある方への接客

肢体不自由者、知的・精神障がいのある人、外国人への接
客・接遇の具体例を紹介。
・肢体不自由のある方への接客 ・知的・精神障がいのあ
る方への接客 ・外国人の方への接客
(日本経済新聞出版社/2010)

28 ○

Ｍ 1158
もう怖くない！

だましの手口、対処法
(字幕あり)

高齢者の消費者被害防止のため「利殖商法」等のトラブル
事例や対処法を紹介。(創映/2012)

43 ○

Ｍ 1189
わが母の記
(字幕あり)

２０１２年に上映された役所広司・樹木希林主演の人間ド
ラマ。小説家の伊上は、幼少期、両親と離れて育てられた
ため、母親に捨てられたという想いを引きずっていた。５
０年の時を経て、父の訃報が入り、物忘れがひどく、夫と
の思い出さえ失くした母･八重との生活の中で初めて母の
想いを知り絆を深めていく。原作：井上靖著『わが母の記
～花の下・月の光・雪の面～』
(松竹映像商品部/2011)

121 ○
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Ｍ 1190
ツレが

うつになりまして。
(字幕あり)

２０１２年に上映された宮﨑あおい・堺雅人主演のハート
フルドラマ。サラリーマンの夫、通称ツレが、心因性うつ
病だと診断される。ツレの変化にまったく気付けなかった
妻・晴子は、妻としての自分を反省する一方、原因が会社
にあったことからツレに退職を迫る。ツレは徐々に回復し
ていくが・・・。実話をもとにした、感動＆ハッピーな夫
婦のラブストーリー。原作：細川貂々著『ツレがうつにな
りまして。』(東映/2011)

121 ○

Ｍ 1192

つたえてください
あしたへ・・・

　福岡県在住者の
被爆体験証言
(字幕あり)

２人の被爆体験者が原爆が投下された当時の状況などを語
る姿を収録。 (インク・アンド・ペーパー/2014)

17 ○

Ｍ 1274
ある認定こども園の挑戦
環境がはぐくむ健やかな

子どもの育ち

認定こども園の取り組みについて紹介。
Ⅰ．こども園の１日 Ⅱ．異年齢による育み Ⅲ．遊びを豊
かにする環境構成 Ⅳ．“食”を通した育ち Ⅴ．学びの芽
多様な経験を通して Ⅵ．保護者支援・地域の子育て支援
Ⅶ．保育者の連携と学び(岩波映像/2015)

90 ○

Ｍ 1277
ドキュメンタリー映画

 うまれる
(字幕あり)

２０１０年に公開されたドキュメンタリー映画。出産・流
産・死産・不妊、そして障がい。いのちの誕生をめぐっ
て、４組の家族が織りなす、笑いと涙、そして愛の物語。
(うまれるパートナーズ/2010)

104 ○

Ｍ 1320

子ども虐待における
家族支援

ファミリーグループ
・カンファレンスの実践

第１巻  準備編

子ども虐待における模擬事例を収録。
・ファミリーグループ・カンファレンスとは ・あらまし
・シーン１：対立から始まる関係 ・シーン２：保護者へ
のファミリーグループ・カンファレンスの模索 ・シーン
３：子どもへのファミリーグループ・カンファレンスの提
案 ・シーン４：ファミリーグループ・カンファレンスの
準備(新宿スタジオ/2016)

30 ○

Ｍ 1321

子ども虐待における
家族支援

ファミリーグループ
・カンファレンスの実践

第２巻  実施編

・シーン５：ファミリーグループ・カンファレンスの説明
と参加者自己紹介 ・シーン６：情報共有 ・シーン７：
ファミリータイム ・シーン８：合意段階 ・シーン９：ク
ロージング(新宿スタジオ/2016)

30 ○

Ｍ 1373 共に歩く

２０１４年に上映された人間ドラマ。小学校教諭の哲也
は、両親からの愛を受けたことがなく、精神的にアンバラ
ンスな恋人の明美からの束縛に困惑していた。一方、明美
の母には認知症が…。共依存、アルコール依存症、アルツ
ハイマー型認知症の３組の男女を描く。
(ＴＯブックス/2016)

106 ○

Ｍ 1405
エンディングノート
(字幕・副音声あり)

２０１４年に上映されたドキュメンタリー。段取り命の高
度経済成長期の熱血営業マン。ガンという誤算をきっかけ
に、家族のため、人生の総括のため、彼の最後のプロジェ
クトが始まる。生き生きと駆け抜けていく父と見守る家族
を、娘が記録する。(バンダイビジュアル/2017)

92 〇

Ｍ 1435 インクルーシブ保育

障がいのある子の幼稚園等での様子に視点をあてて解説。
・ダウン症児の場合 ・友だちとのかかわりが難しい子ど
もの場合 ・肢体不自由児の場合 ・聴覚障がい児の場合
(アローウィン/2016)

40 〇

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)

35 ○

Ｍ 1495
映画

わたし、
生きてていいのかな

２０１６年に公開された映画。母親から虐待を受けていた
高校生の千晶は、繁華街で警察に保護され、子どもシェル
ターで暮らし始める。そこで千晶は、信じていけるスタッ
フと出会い、明日に向かって歩み始める。児童虐待・社会
養護の背景、家族の再生を描く。
(映画製作チームＳｕｎｓｈｉｎｅ/2019)

84 ○

Ｍ 1513
「しつけ」と「虐待」

　第１巻
その違いを考える

「しつけ」と「虐待」をまつわる問題を小橋明子氏が講義
の形式で解説。
・児童虐待の現状　・しつけについて　・子どもの発達
・子どものやる気としつけの兼ね合い　・しつけと虐待
・しつけか虐待かの判断　・しつけを身につける
(新宿スタジオ/2019)

50 ○
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Ｍ 1514

「しつけ」と「虐待」
第２巻

不適切な親の養育態度と
子どもの問題

保育支援における気づき

・不適切な養育の背景 ・事例で見る『保育支援における
気づき』・まとめ
(新宿スタジオ/2019)

39 ○

Ｍ 1518

ずっと助けてと叫んでた
 ほしおか十色さんの

手記と支援者の
証言で知る

性的虐待被害者の苦悩

子どもの時に受けた性的虐待被害を打ち明けた「ほしおか
十色」さん。ほしおかさんの経験を中心に、性的虐待によ
る被害者の苦悩を明らかにする。被害者を支える様々な支
援者のインタビューも収録。(imageforest/2019)

63 〇

Ｍ 1526
こどもしょくどう

(字幕・音声ガイドあり)

２０１９年に上映された藤本哉汰・鈴木梨央出演の人間ド
ラマ。小学５年生のユウトは、河原で父親と車中生活をす
るミチルとヒカルの姉妹に出会った。ある日、姉妹の父親
が失踪し、２人は行き場をなくしてしまう。これまで事な
かれ主義だったユウトは、姉妹たちと意外な行動に出始め
る。(バップ/2020)

93 〇
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