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分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ａ 001
老人福祉の今日と明日

平成３年版
（全２巻）

老人問題の社会的背景と老人福祉行政の現状と将来につい
て紹介した作品。現地取材の映像により各種施策を紹介し
老人福祉行政に対する理解を深めていく。
（第一法規出版㈱/1991）

50 ○

Ａ 002 安心して老いるために
自分の住んでいる地域や行政、国の政策について考え、話
し合い、“安心して老いるために”何をなすべきかを検討
するきっかけとなる作品。（自由工房/1992）

151 ○

Ａ 003
安心して老いるために

資料（１）
北欧の老人ケアシステム

デンマークの小都市カルンボーの老人施設、在宅ケアの紹
介、スウェーデン、リンシェーピン市の社会サービス、訪
問ナースとヘルパーなどを取材した内容。
（自由工房/1992）

112 ○

Ａ 004

安心して老いるために
資料（２）

オーストラリアの
老人ケアシステム

映画「安心して老いるために」の製作時のフィルムに、新
たな取材を加え、老人ケア・アセスメントサービス（老人
介護についての評価、判定を行うチーム）を中心に、オー
ストラリアの老人ケアの現状を紹介。
（自由工房/1993）

75 ○

Ａ 008
家族の時代

～ぼけ老人をかかえて～

家族の大切な人がぼけてしまった。その驚き、悲しみ、不
安、それは家族にのしかかってくる。自分達の問題とし
て、しっかり受け止めていくためには、どうしたらよい
か。倒れた祖父に対して、家族がそれぞれの生活を生きな
がら、共に生きていく姿を、若い世代に焦点をあわせなが
ら描く。（共立映画社㈱/1990)

36 ○

Ａ 009 とおくて近い道

ボケるということは、もの忘れという日常生活の中から始
まっている。ボケ始めた夫に気づいた主婦が、家族と共に
人間であるための道を求めて、努力する姿を描く。
（共立映画社㈱/1990）

32 ○

Ａ 010
あふれる・こころ

高齢化社会に向かって

街の主婦たちが、お年寄りに対してボランティア活動をし
ながら、高齢化社会に向かって新たな試みに乗り出す姿を
描く。（共立映画社㈱/1990）

33 ○

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 013
寝たきり老人ゼロ作戦
①寝たきり老人ゼロを

めざして

寝たきり老人の存在しないヨーロッパとは逆に、日本では
日本人独特のいたわりの心が寝たきり老人を生み出してき
た。いま、寝たきり老人ゼロに向けて意識改革が始まる。
（ＮＨＫソフトウェア/1991）

30 ○

Ｂ 014
寝たきり老人ゼロ作戦

②生きる意欲を
支えるもの

寝たきり老人とならないために、苦痛に堪えてリハビリに
励む。しかし、リハビリだけでは、根本的な解決とはなら
ない。リハビリという長い道程に参加してくる療法士、看
護師、医師、保健師、そして何よりも、家族の温かな励ま
しが老人の生きようとする心の灯を点し続ける。
（ＮＨＫソフトウェア/1991）

30 ○

Ｂ 015
寝たきり老人ゼロ作戦

③地域ケアの実現

寝たきり老人を抱える家族の存在は大きく、その負担はさ
らに大きい。縦割り行政による総合的存在ケアシステムに
期待することが難しい今、広島県御調町で行われている
「地域ケア」はその解決例である。
（ＮＨＫソフトウェア/1991）

30 ○

Ｂ 016

新寝たきり老人ゼロ作戦
～高齢者の健康と

暮らしの安全チェック～
（全２巻）

息子夫婦と暮らす父と母。ある日突然、父が脳卒中で倒れ
病院に運ばれる。一命はとりとめるものの片マヒの状態に
なる。病院内での起床訓練やリハビリが功を奏し、やがて
退院、在宅生活が始まる。家族が様々なサービスを利用し
て寝たきりの一歩手前で回復した様子をドラマ仕立てで紹
介。新ゴールドプランなど施策も紹介。
（第一法規政策情報センター/1996）

30
30

○
○

Ｂ 017

寝たきりにならないた
めに・させないために
寝たきり老人ゼロ作戦

（全２巻）

寝たきりゼロをめざし、医学・生理学的な背景を各分野の
専門家がわかりやすく解説。
①寝たきりの原因と予防②寝たきりを防ぐ地域の活動。
（第一法規出版㈱/1992）

27
30

○
○

Ｂ 018
「ねたきりゼロ」の

１０か条

どのように「ねたきりゼロ運動」を実践していったらいい
のか、「ねたきりゼロの１０か条」のポイントを、事例を
あげながら解説。（東映㈱教育事業部/1992）

30 ○

Ｂ 019
ねたきりゼロ

運動のすすめ方

老人クラブで、「寝たきりゼロ運動」を組織的に取り組む
ための、方法と手段を考える手引き。１．なぜクラブとし
て取り組むのか　２．ねたきりゼロ運動はさまざまな活動
がある　３．活動を継続していくために
（東映㈱教育事業部/1992）

30 ○

Ｂ 021 寝たきりゼロをめざして

老人福祉の先進国デンマークの事例や、わが国で寝たきり
老人を減少させる努力をしている医療機関や、福祉関係の
人々・地域の活動事例を描き、寝たきり老人を減少させる
考え方やポイントを解説。
（東映㈱教育事業部/1990)

34 ○

Ｂ 024
ボケない、ボケさせない

健康家庭づくり
おじいちゃんの家出

妻とのいさかいから、都会の団地に住む息子の家庭を訪ね
た父が、ライフスタイルの違いや、隣家の認知症老人など
の姿をみて、夫婦が力をあわせて老後を生きることの大切
さに気がつく。
（㈱オートスライドプロダクション/1993）

30 ○

Ｂ 025
ボケない、ボケさせない

健康家庭づくり
ボケ　シャット　アウト

「ボケ」とその予防について、インタビューや説明をまじ
えて解説している。原因疾患や食生活・趣味の仲間づくり
などを、いろいろなグループや個人の生活をとおして紹
介。
（㈱オートスライドプロダクション/1993）

25 ○

Ｂ 026
ボケない、ボケさせない

健康家庭づくり
人生が二度ある…

仕事一筋の人生で、無趣味の企業の課長「田中一郎」は、
物忘れから認知症ヘの恐怖を感じる。仕事帰りに寄った小
料理屋で、第二の人生には、「群れること」が大切だと考
えさせられる。
（㈱オートスライドプロダクション/1993）

25 ○

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 027 老人ぼけを防ぐには

現在６５歳以上のお年寄りの４～５％が認知症であるとい
われている。老人ぼけとは一体何なのか。物忘れとぼけの
違い、そのきっかけや予防法について具体的に解説。更に
家族の接し方、注意点についても述べる。
（テレビ朝日映像㈱㈱日本医学映音社/1993）

20 ×

Ｂ 028 ボケを防ぐ
老年期を迎えるにあたり、認知症にならないためには、日
頃からどの様な対策を立て予防したら良いかを様々な角度
から分析し考える。（㈱学習研究社/1992）

29 ○

Ｂ 383
素敵な笑顔をありがとう
痴呆性老人の処遇の向上

をめざして

デンマークの専門家の意見を参考に、「入所施設の環境」
「レクリエーション」「食事の介助実例」を通し、認知症
老人の接し方の工夫を紹介。
（日本赤十字社/1997）

25 ×

Ｂ 735

新しい痴呆性高齢者の
介護シリーズ第２巻
住民とともに進める

地域型痴呆予防
プログラム

東京都老人総合研究所が行っている「認知症予防」への科
学的なプログラムを地域活動に取り入れ、住民とともに認
知症予防活動に取り組んでいる自治体の例を紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/2004）

30 ○

3



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｃ 032
更年期

～明るく乗り切るために～
更年期障害とはどんなものかと治療法、更年期の過ごし方
をアドバイス。（毎日ＥＶＲシステム/1994）

23 ×

Ｃ 034

成人病予防の
運動プログラム

（その２）成人病予防の
エクササイズ

運動前の体調チェック法、準備運動としてのストレッチン
グ、成人病予防の運動としての効果的な歩き方、ジョギン
グを中心とした有酸素運動を安全に行うための運動プログ
ラムの実際を解説。
（ウェルネスサイエンス研究所/1991）

20 ○

Ｃ 035
中・高年者のための
健康づくりセミナー

（全２巻）

・成人病予防のためのやさしい食生活
・成人病予防のためのやさしい運動
（第一法規出版㈱/1992）

32
29

○
×

Ｃ 039
人工呼吸と

心臓マッサージ

いざという時に役立ち、誰もが心得ておきたい呼気吹き込
み人工呼吸のやり方と留意点、心臓マッサージの要領を解
説。（東映㈱教育事業部/1990）

16 ○

Ｃ 041 リズム体操
高齢者が日常生活等で楽しく健康づくりができるよう体力
レベルや目的に合わせた３種類の心と体のビタミン体操を
紹介。（(財)長寿社会開発センター/1993）

15 ○

Ｃ 042
ストレスに強くなる

自律訓練法入門
～標準練習のすべて～

何となく憂鬱な毎日、対人関係の悩み、息つく間もない仕
事、小さなイライラが積み重なって健康を害することも多
い現代社会。「自律訓練法」はこういったストレスによる
緊張をときほぐして心身の健康を回復し、自己啓発を促す
セルフコントロールの技法である。
（㈱アカデミック・アイ/1990）

50 ×

Ｃ 043
ストレスは

「心のカゼ」です

ストレスは誰でもかかるカゼのようなもの。正体を知っ
て、上手につきあう方法を身につけよう。近年著しい職場
環境の変化の中で、新型ストレスといわれる症状が増えて
いる。「テクノストレス」や「ノルマストレス」の具体的
事例を紹介しながらストレスの予防と解消法を紹介。
（アスパ㈱/1994）

29 ○

Ｃ 045
映像による気・健康法

第三巻
首・肩・手の症状

首や手、肩についての諸症状に効果の高いツボと『気の健
康体操』を紹介。
（日本ビクター㈱/1992）

45 ×

Ｃ 046
気功体操

①老化防止篇

１．何日君再来（中国語）２．老化防止体操（指導入り）
３．老化防止体操　４．何日君再来（日本語）５．中国漢
方音楽－心臓・腎臓療法篇
（日本コロムビア㈱/1993）

29 ×

Ｃ 047
気功体操

②更年期症解消篇

１．夜来香（中国語）２．更年期症解消体操（指導入り）
３．更年期症解消体操　４．夜来香（日本語）５．中国漢
方音楽－心臓・腎臓療法篇（日本コロムビア㈱/1993）

29 ×

Ｃ 048
気功体操

③疲労（ストレス）
解消篇

１．中国漢方音楽－心臓・腎臓療法篇　２．中国気功体操
（指導入り）３．中国気功体操　４．中国漢方音楽－心
臓・腎臓療法篇　５．中国漢方音楽－心臓・腎臓療法篇
（日本コロムビア㈱/1993）

30 ×

Ｃ 058
成人病と食事指導
（２）高脂血症と

食事管理

心筋梗塞や動脈硬化、脳血栓などの原因となる高脂血症は
大きく６種類に分類される。高脂血症の原因と予防、食事
療法を解説。（丸善㈱/1992）

30 ○

Ｃ 059
成人病と食事指導
（６）糖尿病と
食事指導の実際

糖尿病は年々増加の傾向をたどり、しかも治すのが非常に
難しく様々な合併症を引き起こす恐い病気である。予防か
ら食事療法の進め方について調理や献立の工夫、注意点も
交えて解説。（丸善㈱/1992）

30 ○

Ｃ 060
成人病と食事指導
（11）腎臓病と

食事療法

腎臓病には数多くの種類があるが病態、病期により治療法
が異なる。各疾患の原因から食事指導まで総合的に解説。
（丸善㈱/1992）

30 ○

Ｃ 061
成人病と食事指導

（15）骨粗鬆症と食事

骨粗鬆症はカルシウム不足で骨が薄く、弱くなる病気。骨
粗鬆症の原因や治療法、予防法やカルシウムをたくさん上
手に摂取する方法や調理・献立などについて解説。
（丸善㈱/1992）

30 ○

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 062
こうすれば食べられる
①嚥下のメカニズムと

嚥下障害

口から上手に食べられなくなることを「嚥下障害」とい
う。この嚥下のメカニズムをエックス線透視ビデオ画像に
より分かりやすく解明。また、嚥下障害によって起こる問
題について解説。（㈱Ｋ・Ｖ・Ｃ/1997）

20 ×

Ｃ 063
こうすれば食べられる
②嚥下障害の観察と

訓練法

嚥下障害の患者のケアにあたり、どこを観察したらよい
か、何が危険なのか、どのように介助したらよいのかを示
し、嚥下障害を克服するための実践的訓練法を解説。
（㈱Ｋ・Ｖ・Ｃ/1997）

35 ×

Ｃ 064
こうすれば食べられる

③高齢者への
アプローチ

高齢者には、嚥下機能の低下や軽傷の嚥下障害が潜んでい
ることが多い。また、誤嚥があっても肺炎等の症状発現が
遅く、危険な兆候を見逃しがちである。このような高齢者
の観察のポイント、介助法を解説。
（㈱Ｋ・Ｖ・Ｃ/1997）

35 ×

Ｃ 069 ふえてきたうつ病

近年職場や家庭での精神的ストレス等の影響により、中高
年層に目立ってきたうつ病について解説。早期発見法のポ
イント、うつ病のチェック法を紹介。
（㈱新和/1995）

20 ○

Ｃ 070 ふえてきた大腸癌

高齢者のみならず働き盛りである３０代、４０代に増えて
きた大腸ガン。食生活との重要な関わりを挙げ、自己発見
可能な主な症状や検査法、最新の治療法を紹介。
（㈱新和/1993）

20 ○

Ｃ 071
医療従事者のための

ＡＩＤＳの知識
①ＨＩＶとＡＩＤＳ

医療としてＨＩＶ感染者に接するにあたり知っておきたい
基礎知識、臨床医学の要点、感染予防、カウンセリングな
どを要領よく編集したＡＩＤＳ知識のエキス。
（丸善㈱/1993）

30 ○

Ｃ 072
医療従事者のための

ＡＩＤＳの知識
②ＡＩＤＳと医療

ＡＩＤＳの診断／エイズの病像／エイズの治療法の現状と
展望／告知とカウンセリング／医療現場の感染予防対策
（丸善㈱/1993）

46 ○

Ｃ 076

アレルギーなんか
こわくない

～アトピー・花粉症に
負けない衣食住～

アレルギー性疾患の原因を探りながら、日常生活のちょっ
とした工夫で、その被害をくいとめられることを解説。
（アスパ㈱/1991）

15 ○

Ｃ 080
あなたは大丈夫！？
体操で防ぐ尿失禁

尿失禁とは、時と場所を選ばず、自分の意に反して尿を漏
らし、社会生活上・衛生上問題になることを言う。これま
で、社会的理解はきわめて低かったが、女性の社会進出、
より快適な暮らしを求める時代の中で、今大きな関心を集
めている。（㈱シネ・フォーカス/1992）

20 ○

Ｃ 082

「骨粗しょう症による
寝たきり防止」
～あなたの骨、

   大丈夫ですか？～
いま、骨があぶない

〈骨粗しょう症って何？〉

骨が脆くなり骨折しやすくなる骨粗しょう症のシリーズビ
デオ。骨粗しょう症になった人の骨の様子や症例、骨を丈
夫にする３つのポイントなどを専門家が分かりやすく説
明。（㈱トップ・アイ/1996）

30 ×

Ｃ 083

「骨粗しょう症による
寝たきり防止」
～あなたの骨、

      大丈夫ですか？～
 私たちの骨は
どうなってる？

〈骨を知ることが、骨粗
しょう症予防の第一歩〉

骨粗しょう症と深い関わりがある『骨密度』を中心に、カ
ルシウムと骨の関係等、骨の仕組みについて解説。
（㈱トップ・アイ/1996）

30 ×

Ｃ 084

「骨粗しょう症による
寝たきり防止」
～あなたの骨、

大丈夫ですか？～
骨の貯金をはじめよう
〈丈夫な骨をつくる

食事と運動〉

骨粗しょう症を防ぐためには食事と運動に気をつけること
が重要である。骨を丈夫にするカルシウムの多い食事の献
立や、スポーツと骨密度との関係、年齢にあわせた運動方
法など、予防のポイントを紹介。
（㈱トップ・アイ/1996）

30 ×
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｃ 085

「骨粗しょう症による
寝たきり防止」
～あなたの骨、

大丈夫ですか？～
寝たきりを防ぐ
暮らしの工夫

〈高齢期の骨粗しょう症
への対応〉

寝たきりの１番の原因となる骨折であるが、お年寄りの多
くは骨粗しょう症であると言われる。骨折を防ぐための住
宅や骨折した際のリハビリテーションなどを紹介。
（㈱トップ・アイ/1996）

30 ×

Ｃ 086

「骨粗しょう症による
寝たきり防止」
～あなたの骨、

大丈夫ですか？～
骨粗しょう症の検査と診断

骨粗しょう症にかかりやすい人とはどんな人なのか。実際
の骨粗しょう症の検査の流れを通して、診断、解説。
（㈱トップ・アイ/1996）

16 ×

Ｃ 087
骨粗鬆症に

ならないために

骨がもろく折れやすい病気・骨粗しょう症は、一般に骨の
老化現象として起こる場合が多い。骨粗しょう症の予防方
法について紹介。
（第一法規政策情報センター/1994）

30 ○

Ｃ 088
健やかな老後のために
健康な歯で楽しい人生

お年寄りの楽しみは何と言っても食事の楽しみである。ま
た、歯は身体の健康にとって大変重要な役割を果たしてい
る。正しい口腔衛生の知識を紹介。
（㈱デンタルダイヤモンド社/1996）

15 ○

Ｃ 089
健やかな老後のために

知っておきたい
入れ歯の知識

歯を失った際にお世話になる義歯（入れ歯）のこと等、正
しい口腔衛生の知識を紹介。
（㈱デンタルダイヤモンド社/1996）

22 ○

Ｃ 384
「健康」と「生活の質」

の向上をめざして

「平成９年版・厚生白書」の内容を映像化。関連する
ニュース映像などを活用して感染症の実態ととるべき対応
を紹介。２１世紀、どのような高齢化社会をむかえればい
いのか考える。（㈱ＮＨＫエンタープライズ21/1997）

55 ×

Ｃ 385

スウェーデンに学ぶ
高齢者の自立促進

ＡＤＬ対応型
高齢者体操

高齢者保健福祉の先進国スウェーデンで開発されたこの体
操は、高齢者のＡＤＬ（＝日常生活動作能力）レベルに対
応して考案されている。それぞれの残存能力を活かし可能
性を引き出すようプログラムされているので、体力や運動
機能に応じた指導ができる。
（朝日新聞社　朝日カルチャーセンター/1996）

60 ×

Ｃ 386

スウェーデンに学ぶ
高齢者の自立促進
なぜするどうする

高齢者体操

前半は、椅子に座ってできる体操。無理のない動きで、か
らだの様々な機能を回復する。呼吸法を導入した動きが、
血液の循環を良くし、心臓や肺の機能を高める。体力の低
下を感じる方、膝や腰などに障がいのある方、横になって
いることが多い方々にお薦め。後半は、元気な方がその状
態を保つために有効な体操。
（朝日新聞社　朝日カルチャーセンター/1996）

43 ×

Ｃ 428
高齢社会の

脊髄損傷事故予防

脊髄損傷医療を専門とする日本パラプレジア学会の医療保
険問題委員会の試算によると、頚随損傷四肢麻痺者の入院
治療実費は１年間で１，０００万円を超え、退院・自宅復
帰してからも医療費・生活費・介護費用は亡くなるまで人
的負担とともに継続することが指摘されている。「予防こ
そ最大の治療」という立場から、「市民の啓蒙による事故
防止」が最重要課題として、日本パラプレジア医学会が
「脊髄損傷事故予防ビデオ」を作成。
（日本パラプレジア学会脊椎予防委員会/1999）

7 ○

Ｃ 429 止血と外傷の手当

人間は血液の３０％を失うと生命の危機にさらされるので
大出血をしている場合は何よりも止血を必要とする。直接
圧迫法・間接圧迫法・止血帯による方法とその注意点。骨
折の場合・刃物で刺された場合・指を切断した場合の処置
と三角巾の使い方。（東映㈱教育映像部/1995）

15 ○

Ｃ 430
傷病者の管理と

運び方

応急手当が終わってもまだやることがある。患者の苦痛を
和らげ、症状の悪化を防ぐこと。楽な体位と保温対策。脳
貧血・脳溢血…など様々な症状に適した体位。傷病者を安
全な場所、安静が保てる場所に運ぶ方法。身近な物で担架
を作る方法…など。（東映㈱教育映像部/1995）

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

Ｃ 696
介護予防で、

いつまでも元気！第１巻
水中運動で健康長寿

筋力トレーニングを続ければ、年齢に関係なく筋力はアッ
プし、要介護状態の改善、体力年齢の若返りなどさまざま
な医学的効果がえられている。その具体的な方法と実績を
施設を訪ねてレポート。
（国民健康保険中央会/2004）

30 ○

Ｃ 697

介護予防で、
いつまでも元気！第２巻
高齢者のための筋力向上

トレーニング

水のもつ浮力、抵抗、水圧、水温を活用した水中運動は、
高齢者にとっても最も負担が少ない安全な筋力トレーニン
グで、医学的にも高い効果がみられる。高い実績を上げて
いる大分県湯布院町の施設を訪ね、その方法と効果をレ
ポート。（国民健康保険中央会/2004）

30 ○

Ｃ 698
介護予防で、

いつまでも元気！第３巻
転ばぬ先の杖、転倒予防

寝たきり等になる原因の多くに転倒・骨折があげられてい
る。高齢者の転倒は、脚の筋力低下と脚で体全体のバラン
スを保つ能力の衰えが原因。東京厚生年金病院の転倒予防
教室を訪ねレポー（国民健康保険中央会/2004）

30 ○

Ｃ 737
高齢者のための

食生活指針

年をとると味が濃くないと味覚を感じなくなったり、かん
だり・飲み込む能力がなくなる。健康面でも積極的な増進
対策よりも、現状保持、低下防止が主眼になる。こうした
ことを踏まえ、高齢者特有の食生活上の留意点を具体的に
描く。（東映㈱教育映像部/1991）

16 ○

Ｃ 738
ノードフ・ロビンズ
音楽療法ビデオ１

入門編

ニューヨーク大学ノードフ・ロビンズ音楽療法センターで
行われた様々な障がいを持つ児童を対象とした１２の個
人・グループセッション抜粋。自閉症のティファニーの
ケースは１回目から２０回目までのセッションが編集され
ている。日本語の解説付き。
（ノードフ・ロビンズ音楽療法研究会/2003）

35 ○

Ｃ 794
いきいき！オストメイト
～人工肛門・人工膀胱を

もつ仲間たち～

ストマーの概要と自己管理方法を解説。オストメイト生活
で社会復帰までの生き方、ストマーをもつ仲間たちへの提
唱を描く。（東京シネ・ビデオ㈱/2000）

28 ○

7



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｄ 091 在宅看護と感染予防

難病の為に在宅療養する人々では、易感染状態である場合
も多く、ＭＲＳＡなどの感染予防は在宅ケアの重要な課題
となっている。在宅療養者の感染状態を調査し、その予防
策を検討した教材を作成した。厚生省特定疾患「難病のケ
アシステム」調査研究班報告　自主制作
（東京シネ・ビデオ㈱/1994）

34 ×

Ｄ 092 新しい褥創ケアの技術

２年間にわたる新しい治療法による臨床例をとおして、そ
の理論（褥創の原因、進行とアセスメント、治癒のメカニ
ズム、ケアの手順と処置）について解説。
（東京シネ・ビデオ㈱/1995）

35 ×

Ｄ 093
看護技術シリーズ

全身清拭１

全身清拭の目的、準備すべき必要物品、顔面・上肢・頸
部・胸部の清拭法、清拭と共におこなわれるマッサージの
必要性、患者に対する注意事項、留意点、清拭後の処置
（東京シネ・ビデオ㈱/1995）

18 ×

Ｄ 114

老年期痴呆患者
インタビュー
①老年痴呆

アルツハイマー病型
中程度の痴呆

患者Ａ．Ｋ（７９歳）主な症状は健忘で、特に即時、近時
の記憶に障がいが強いが、古い記憶にも多少障がいが認め
られる。また、軽度から中等度の知能障がいがみられる。
感情、人格は損なわれていない。
（㈱ヘスコインターナショナル/1990）

20 ○

Ｄ 115

老年期痴呆患者
インタビュー
②老年痴呆

アルツハイマー病型
高度の痴呆

患者Ｂ．Ｓ（６４歳）全般的な認識障がいがあり、記憶及
び知的機能にも高度の障がいがある。表出性失語症や、時
には保続がみられ、失認症も明らかである。また画面では
示されないが失行症も認められる。
（㈱ヘスコインターナショナル/1990）

7 ○

Ｄ 116
老年期痴呆患者
インタビュー

③多発梗塞性痴呆

患者Ｆ．Ｔ（５５歳）過去１年間に両側の大脳半球に障が
いを及ぼすような発作を数回おこし、四肢の筋力低下がみ
られる。知覚障がいはない。集中力、問題解決力、近時お
よび古い記憶に障がいがみられる。
（㈱ヘスコインターナショナル/1990）

15 ○

Ｄ l17

老年期痴呆患者
インタビュー

④筋萎縮性側索硬化症を
伴う初老期痴呆

患者Ｊ．Ｓ（５９歳）暫定診断はＡＬＳを伴ったピック病
か、あるいはＡＬＳ－パーキンソン症候群−認知症とされ
ている。顕著な症状は、社会的習慣の崩壊、抑制力の喪
失、前頭葉の機能障がいである。最近になって構音障がい
がみられるようになった。
（㈱ヘスコインターナショナル/1990）

19 ○

Ｄ 118
新しい体位変換の

テクニック
①自然な動きを知ろう

①五つの基本動作　「寝返り」から「歩く」まで　②立位
動作の分析　③立位の介助　④起き上がりの動作の分析
⑤起き上がりの介助　⑥自然な動きを知ることの大切さ・
四肢を使わず起き上がる・ベッドについた紐で起き上が
る・半介助から自立へ
（中央法規出版㈱/1991）

20 ×

Ｄ 120
新しい体位変換の

テクニック
③応用的体位変換

①枕元への引き上げ・ベクトルの法則を使って・健側の足
を使って・ギャッジベッドを使って　②フトンの上での介
助・仰臥位→側臥位（対面・背面）・水平移動・起き上が
り介助から座位バランス　③ベッドから車椅子への移動
④車椅子からずり落ちた患者の引き上げ　⑤片麻痺患者の
横倒れ防止　⑥排泄援助　⑦パジャマの引き上げ　⑧援助
法　（中央央軌出版㈱/1991）

25 ×

Ｄ 121

在宅看護シリーズ
①在宅療養の実情を

見つめて
～看護婦に何が

できるか～

「まだ不安だから入院していたい」「入院させていた
い」。一方では、「家にいたい」「家で療養させたい」。
そんな声を耳にする。しかし、現状においては、それらの
思いを支えるシステムは無いに等しい。そのような中で、
看護師に何が望まれているのか。そして、何ができるの
か。在宅療養の実情に目をむける。
（ＮＨＫソフトウェア/1991）

73 ×

Ｄ 122
在宅看護シリーズ

②訪問看護実践プロセス

昭和６１年３月、看護医師集団・在宅看護研究センターの
訪問看護研究センター。「医療と福祉の狭間で苦しむ人々
に看護の手をさしのべたい」「質の高い看護を提供した
い」「看護の原点を模索したい」という思いの独自の看護
方法を紹介。（ＮＨＫソフトウェア/1991)

65 ×

Ｄ．看護

8



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｄ 123
ビデオで学ぶ

老人訪問看護制度
①

老人訪問看護制度の概要
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995)

22 ×

Ｄ 124
ビデオで学ぶ

老人訪問看護制度
②

老人訪問看護ステーション解説のノウハウ
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

22 ×

Ｄ 125
ビデオで学ぶ

老人訪問看護制度
③

老人訪問看護ステーション事例Ⅰ
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

40 ×

Ｄ 126
ビデオで学ぶ

老人訪問看護制度
④

老人訪問看護ステーション事例Ⅱ
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

36 ×

Ｄ 127
ビデオで学ぶ

老人訪問看護制度
⑤

老人訪問看護ステーション事例Ⅲ
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

40 ×

Ｄ 128

老人訪問看護
ステーション運営の実際
①老人訪問看護制度の
概要とステーションの

開設

平成６年に改正された老人訪問看護制度を解説。全国の特
色あるステーションの運営方法、訪問看護の様子を紹介。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

25 ×

Ｄ 129

老人訪問看護
ステーション運営の実際

②ステーションの
運営事例Ⅰ

１．若林訪問看護ステーション〔宮城県〕（設置主体社団
法人宮城県看護協会）２．西宮市訪問看護センター〔兵庫
県〕（設置主体社会福祉法人西宮市社会福祉事業団）
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

34 ×

Ｄ 130

老人訪問看護
ステーション運営の実際

③ステーションの
運営事例Ⅱ

１．訪問看護ステーションなかの〔長野〕（設置主体長野
県厚生農業協同組合連合会）２．阿蘇医師会訪問看護ス
テーション〔熊本県〕（設置主体阿蘇郡医師会）
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

35 ×

Ｄ 131

老人訪問看護
ステーション運営の実際

④ステーションの
運営事例Ⅲ

１．訪問看護ステーションみなみ〔北海道〕（設置主体医
療法人愛全会）２．函館訪問看護ステーション〔北海道〕
（設置主体社団法人北海道総合在宅事業団）
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

38 ×

Ｄ 132

老人訪問看護
ステーション運営の実際

⑤ステーションの
運営事例Ⅳ

１．御調町老人訪問看護ステーション〔広島県〕（設置主
体御調郡御調町）２．老人訪問看護事業協会（平成６年設
立）の内容紹介。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1995）

27 ×

Ｄ 708

誰でもできる高齢者の
口腔ケア
第１巻

基礎知識・準備編

１日１回５分でできる高齢者の口腔ケアの根拠（エビデン
ス）と標準的な方法を紹介。簡単で安全かつ経済的で、誤
嚥性肺炎、口臭の予防に役立つ方法。
基礎知識・準備編
（中央法規出版㈱/2003）

46 ○

Ｄ 709

誰でもできる高齢者の
口腔ケア
第２巻
実践編

１日１回５分でできる高齢者の口腔ケアの根拠（エビデン
ス）と標準的な方法を紹介。簡単で安全かつ経済的で、誤
嚥性肺炎、口臭の予防に役立つ方法。
実践編
（中央法規出版㈱/2003）

39 ○

9



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｅ 144
心がうごけば

身体も動く（下）
５)ふれあいボール　６)百人一首　７)競馬ゲーム
８)風船バレー（㈱テック映像アカデミー/1990）

30 ○

Ｅ 145

さぁ始めよう機能訓練
～リハビリ教室の

すすめ～
1991年事業主体関係者用

病気や障がいを持ったお年寄りを寝たきりにさせない為
に、地域で機能訓練に取り組む福岡県の２つの町と３つの
保健所を紹介。（ＫＢＣ映像/1991）

30 ○

Ｅ 146

気持ちが動けば
からだが動く

～リハビリ教室に
あなたも～

1991年機能訓練参加者・
家庭用

福岡県内５町で行われているリハビリ教室を紹介。初めは
とまどいながらも楽しみながら訓練に励んでいる体の不自
由な方々の体験記。（ＫＢＣ映像/1991）

20 ○

Ｅ 153
明日への希望をめざして
リハビリテーションと

補装具

脳血管障害や交通事故による身体障がい者が増加傾向にあ
る。成人の身体障がい者療護施設でリハビリに取り組む入
所者の姿、職員や専門家等の働きをドキュメント。リハビ
リテーションと補装具の意義を解説。
（東京シネ・ビデオ㈱/1997)

30 ×

Ｅ 512

高齢者のための
レクリエーション援助

②高齢者の個人ニーズに
応じたレクリエーション

（通所施設篇）

通所施設でのレクリエーションの実際と援助のポイント、
施設スタッフとボランティアのかかわり方などを紹介。
（丸善㈱/2000）

23 ○

Ｅ 513

高齢者のための
レクリエーション援助

③高齢者の個人ニーズに
応じたレクリエーション

（入所施設篇）

高齢者福祉施設の入所施設では、レクリエーションを希望
する高齢者に対してアセスメントし、本人の仕事歴や生活
歴、趣味、そして身体能力などを考慮してレクリエーショ
ンを組み立てる。要支援、要介護、認知症高齢者の三者の
場合の個人を対象にしたレクリエーション援助を紹介。
（丸善㈱/2000）

23 ○

Ｅ 515

高齢者のための
レクリエーション援助

⑤要介護高齢者の
グループゲーム

介護を必要とする高齢者に適した５種類のゲームを紹介。
（丸善㈱/2000）

25 ○

Ｅ 516

高齢者のための
レクリエーション援助

⑥痴呆性高齢者の
グループゲーム

認知症高齢者の場合、心身の状態を把握してグループへの
参加を促し、居心地の良い雰囲気を作ることがポイント。
認知症の方ばかりではなく、一緒に活動してくれる要支援
や要介護高齢者の参加を歓迎するオープン的なグルーピン
グが、ゲームを活性化し効果的。レクリエーションスタッ
フの役割・留意点を解説。
（丸善㈱/2000）

24 ○

Ｅ 601
みんなで楽しく

健康づくり
①何故運動が大切なの

厚生労働省では「健康日本２１」を策定し、国民みんなが
行う健康づくりをすすめている。老人クラブでは、体力や
健康状態にあわせて楽しみながら体を動かす「運動による
健康づくり」活動を推進している。高齢者にとって運動と
は／運動による効果／健康づくりと老人クラブ
（東京シネ・ビデオ㈱/2001）

20 ○

Ｅ 602

みんなで楽しく
健康づくり

②体力測定と
ウォーキング

体力測定をやってみよう／みんなで楽しくウォーキング
（東京シネ・ビデオ㈱/2001）

27 ○

Ｅ 621
楽しい

リハアンドレク体操
「解説編」

「解説編」
［１］老人施設のリハビリテーション
　　  医学博士　村瀬鎮雄
［２］心理的な面からみたリハ・レク体操
　　  医学博士・臨床心理士　長田久雄
［３］リハ・レク体操について
　　  日本体育大学教授　荒木達雄
［４］音楽療法の観点から　認定音楽療法士
　　　高橋多喜子
［５］それぞれの体操について
　　　レクリエーショントレーナー　松本あづさ
（エスティープラニング㈱/1997）

22 ○

Ｅ．リハビリテーション・レクリエーション

10



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｅ 727
高齢者のための

バリアフリーゲーム

高齢者のための、バリアフリーゲームとして、台風ドカ
ン！思い出カルタ・たいこ相撲・釣りっこ等紹介。
（日本レクリエーション協会/2002）

30 ○

Ｅ 728

高齢者のビデオ・
レクリエーション

シリーズ　１
簡単なゲームで動こう

ジャンケン・単語しりとり・ボールを使ったレクリエー
ションを紹介。曲名：「おちゃらかホイ」 「あんたがた
どこさ」 「うさぎとかめ」
（㈲グループこんぺいとう/2002）

30 ○

Ｅ 729

高齢者のビデオ・
レクリエーション

シリーズ　２
ゆっくり

気持ちよく動こう

音と一緒にゆっくりと体を揺らしたり、歩いたりするレク
リエーションを紹介。曲名：「おちゃらかホイ」「あんた
がたどこさ」「うさぎとかめ」
（㈲グループこんぺいとう/2002）

30 ○

Ｅ 730

高齢者のビデオ・
レクリエーション

シリーズ　３
リズミカルに
 元気に動こう

大きく動いたり、リズミカルに動くレクリエーションを紹
介。曲名：「ふるさと」「いい湯だな」
（㈲グループこんぺいとう/2002）

30 ○

Ｅ 744
共助型健康・

生きがいづくり
プログラムのススメ

参加者の相互作用・支え合いを土台にしたプログラムをわ
かりやすく紹介。無理なく、健康づくりを促すための具体
的な方法を紹介。
（(財)日本レクリエーション協会/2005）

74 ○

Ｅ 745 ＴＫＹ健康体操

お年寄りが意欲的に体操に取り組み、無理なく、みんなと
一緒に楽しめる健康体操を紹介。肩こり防止体操、腰痛防
止体操、転倒予防体操を収録。
（(財)日本レクリエーション協会/2005)

33 ○

11



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 163

ビデオ・
リハビリテーション

シリーズ
老人患者の正しい介護

①脳血管障害
患者の介護

高血圧患者の介護

慢性疾患を抱えた老人に対する正しい介護はどのように行
えばよいか−それぞれの疾患に対応した介護の方法と実際
をくわしく映像化。
●脳血管障害患者の介護
  ○老人に多い脳血管障害 ○脳血管障害の神経症状
  ○介護の実際と注意点 ○どんなリハビリを行うか
●高血圧患者の介護
　○高血圧とは ○リハビリテーションのポイント
　○どんな食事療法を行うか ○介護の実際と注意点
（㈱小学館プロダクション/1993）

30 ×

Ｆ 164

ビデオ・
リハビリテーション

シリーズ
老人患者の正しい介護
②心疾患患者の介護

呼吸器疾患患者の介護

●心疾患患者の介護
  ○老人に多い心疾患 ○どんなリハビリを行うか
  ○どんな食事療法を行うか ○介護の実際と注意点
●呼吸器疾患患者の介護
  ○老人に多い呼吸器疾患 ○どんな食事療法を行うか
  ○介護の実際と注意点 ○老人患者の廃用性萎縮を防ぐ
（㈱小学館プロダクション/1993）

30 ×

Ｆ 165

ビデオ・
リハビリテーション

シリーズ
老人患者の正しい介護
③糖尿病患者の介護
腎疾患患者の介護

●糖尿病患者の介護
  ○糖尿病とはどんなリハビリを行うか
  ○どんな食事療法を行うか　○介護の実際と注意点
●腎疾患患者の介護
  ○老人に多い腎疾患 ○どんな食事療法を行うか
  ○介護の実際と注意点 ○老人患者の廃用性萎縮を防ぐ
（㈱小学館プロダクション/1993）

30 ×

Ｆ 166

ビデオ・
リハビリテーション

シリーズ
痴呆性老人の正しい介護

①老人性痴呆症とは

認知症老人に対する正しい理解と介護の方法・介護の実際
を映像化。第１巻
（㈱小学館プロダクション/1993）

30 ×

Ｆ 167

ビデオ・
リハビリテーション

シリーズ
痴呆性老人の正しい介護

②介護の方法と実際

認知症老人に対する正しい理解と介護の方法・介護の実際
を映像化。第２巻
（㈱小学館プロダクション/1993）

30 ×

Ｆ 168

ビデオ・
リハビリテーション

シリーズ
痴呆性老人の正しい介護

③早期発見と予防

認知症老人に対する正しい理解と介護の方法・介護の実際
を映像化。第３巻
（㈱小学館プロダクション/1994）

30 ×

Ｆ 169
高齢化社会への手引

第１巻
老い～その心とからだ

“老い”とは何なのか、生理面・心理面・社会面の三つの
側面から見つめ直し老いの問題を考える
（㈱ジェー・アイ・シー・シー/1900)

20 ○

Ｆ 170

高齢化社会への手引
第２巻

寝たきりのお年寄り
介護（上）

寝たきりのお年寄りに対して家庭でできる基礎的な介護の
方法を紹介する。体の動かし方、清拭、洗髪、食事等につ
いて解説。
（㈱ジェー・アイ・シー・シー/1990）

20 ○

Ｆ 171

高齢化社会への手引
第３巻

寝たきりのお年寄り
介護（下）

着衣の交換、排泄のお世話、褥瘡・拘縮とその予防等につ
いて解説。（㈱ジェー・アイ・シー・シー/1990）

20 ○

Ｆ 172

高齢化社会への手引
第４巻

介護から自立へ
～リハビリテーション

リハビリとは失われた機能の回復のみならず、残された機
能を上手く使い自立させていくことにある。リハビリテー
ションには治療→介助→半介助→自立の４段階があり、そ
の正しい認識の下で行われることが望ましい。
（㈱ジェー・アイ・シー・シー/1990）

30 ○

Ｆ 173
高齢化社会への手引

第５巻
ぼけのお年寄り介護

高齢化社会が進むなか、認知症の問題も深刻化している。
東京の特別養護老人ホームにおける認知症のお年寄りの実
態に触れ、更に家族はどのように接したらよいのかを探
る。（㈱ジェー・アイ・シー・シー/1990）

20 ○

Ｆ．介護・成年後見

12 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 194
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
①社会福祉概論

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第１巻：ボランティア等が、体系的な知識を身につけるの
にも使用できる。法体系、社会保障制度、歴史等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

45 ×

Ｆ 195
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
②老人福祉論

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第２巻：老人福祉法の理念、関連サービスの体系、援助の
ネットワーク、ゴールドプラン等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

50 ×

Ｆ 196
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
③障害者福祉論

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第３巻：障がいの理解、ノーマライゼーションの理念、障
害者福祉法の理念、関連サービスの体系等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

50 ×

Ｆ 197

ビデオで学ぶ
介護の基礎知識

④リハビリ
テーション論

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第４巻：リハビリの理念・原則、社会的リハビリと社会資
源、リハビリと介護の関わり等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

45 ×

Ｆ 198
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑤社会福祉援助技術

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第５巻：援助技術の大意、方法および内容、チームワーク
等を実例を通して説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

40 ×

Ｆ 199

ビデオで学ぶ
介護の基礎知識

⑥レクリエーション
指導法

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第６巻：「レクリエーション」を「生活の中の楽しみの追
求」と位置づけ、社会的意義、実践指導への応用等を説
明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

40 ×

Ｆ 200
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑦老人・障害者の心理

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第７巻：老人・障がい者の心理特性、老化や障がいの与え
る心理的影響とそれへの対応等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

50 ×

Ｆ 201
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑧家政学概論

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第８巻：家事援助のチェックポイント、住生活、食生活、
衣生活、介護疲れへの援助等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

45 ×

Ｆ 202
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑨栄養・調理

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第９巻：栄養学の基礎、献立の立て方、六大栄養素の摂り
方、老人ホームでの実際、食生活指針等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

40 ×

Ｆ 203
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑩医学一般

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第１０巻：身体のメカニズムを部位ごとに紹介、老人がか
かりやすい代表的な病気や症状を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992)

55 ×

Ｆ 204
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑪精神保健

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第１１巻：精神保健の意義、ライフサイクルと精神保健、
精神障がいの分類、精神保健法・施策等の概要を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992)

55 ×

Ｆ 205
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑫介護概論

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第１２巻：「介護現場の一日」をとおして、介護者の視点
や仕事の実際、専門職との連携、観察と記録等を説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992)

50 ×

Ｆ 206
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑬介護技術

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第１３巻：ベッド・車いす・トイレ・入浴・食事等の日常
生活場面における介護の基本的技術を紹介。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

55 ×

13 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 207
ビデオで学ぶ

介護の基礎知識
⑭障害形態別介護技術

介護福祉資格取得に必要な１４科目について、基本的事柄
を紹介。
第１４巻：肢体不自由者・認知症老人・寝たきり老人・視
覚障がい者・聴覚および言語障がい者・内部障がい者等の
介護を紹介。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1992）

50 ×

Ｆ 208
三好春樹のなるほど

老人介護
①介護とは何か

理学療法士三好春樹氏による講話。介護とは、いかにその
人らしく生きていくかを応援すること。
（兵庫コンサルティング㈱/1991）

20 ○

Ｆ 209

三好春樹のなるほど
老人介護

②老人はなぜ
“寝たきり”になるのか

お年寄りを閉じこもりがちにしたり、日常生活動作に関し
て受け身的存在にしてしまうことで寝たきりになる。
（兵庫コンサルティング㈱/1992）

20 ○

Ｆ 210

三好春樹のなるほど
老人介護

③寝たきりの９５％は
座ることができる

寝たきりのお年寄りをベッドや車椅子に座らせる為のポイ
ントを紹介。
（兵庫コンサルティング㈱/1993）

17 ○

Ｆ 211
三好春樹のなるほど

老人介護
④主体性を引き出そう

老人介護では主体性、個性を大事にしたアプローチを目指
さなければならいない。
（兵庫コンサルティング㈱/1994）

15 ○

Ｆ 212
三好春樹のなるほど

老人介護
⑤食事の姿勢を正しく

正しい食事姿勢が寝たきりのお年寄りに自発的に食事を摂
らせることにもつながる。
（兵庫コンサルティング㈱/1995）

16 ○

Ｆ 213

三好春樹のなるほど
老人介護

⑥口から食べるから
元気になる

自分の手で、自分の口を動かして食事を摂ることは脳に刺
激がいき、これがリハビリにもつながる。
（兵庫コンサルティング㈱/1991）

15 ○

Ｆ 214

三好春樹のなるほど
老人介護

⑦排泄ケアは
生活づくりの基本

適切な排泄介助は生活づくりの第一歩である。自然に排便
がなされる為の工夫とは…。
（兵庫コンサルティング㈱/1991）

17 ○

Ｆ 215

三好春樹のなるほど
老人介護

⑧介護がつくる
オムツ老人

おもらしをしたからといって最初からオムツを当てず、介
護により自力で排尿できるようにさせる為のポイント。
（兵庫コンサルティング㈱/1991）

19 ○

Ｆ 216

三好春樹のなるほど
老人介護

⑨間違いだらけの
入浴介護

実際の入浴介護の落とし穴とお年寄りにとって最も適切な
入浴の条件を解説。
（兵庫コンサルティング㈱/1991）

16 ○

Ｆ 217

三好春樹のなるほど
老人介護

⑩動作の介助から
行為の介助ヘ

真の介助は動作を介助すること以上に主体性を大事にした
“生活行為”の介助をすべきである。
（兵庫コンサルティング㈱/1991）

16 ○

Ｆ 218

ビデオで学ぶ
介護技術の基本

第１巻
ボディメカニクス

人体の構造と介護動作の基礎理論を学ぶ。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

22 ×

Ｆ 219
ビデオで学ぶ

介護技術の基本
第２巻　体位変換

体位変換時の留意ポイントとスタンダードな体位変換の方
法。（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

26 ×

Ｆ 220
ビデオで学ぶ

介護技術の基本
第３巻　移動

車椅子・ストレッチャーによる移動と歩行介助。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

28 ×

Ｆ 221
ビデオで学ぶ

介護技術の基本
第４巻　食事

食事介護の基礎知識とポイント。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

22 ×

Ｆ 222
ビデオで学ぶ

介護技術の基本
第５巻　排泄

排泄介護の基礎知識とポイント。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

30 ×

Ｆ 223
ビデオで学ぶ

介護技術の基本
第６巻　清拭・洗髪

身体各部位の清拭のポイントと部位浴・洗髪。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

27 ×

Ｆ 224
ビデオで学ぶ

介護技術の基本
第７巻　入浴

入浴介護の基礎知識と一般浴・機械浴の介護上のポイン
ト。（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

26 ×

14 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 225

ビデオで学ぶ
介護技術の基本

第８巻
在宅における介護

在宅における介護の実際。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

30 ×

Ｆ 226

ビデオで学ぶ
介護技術の基本

第９巻
施設における介護

施設における介護の実際。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1994）

28 ×

Ｆ 227

わかりやすい
在宅介護のポイント

第１巻
介護の基本

在宅介護をはじめるにあたっての家族の心構えとしていく
つかのポイントを紹介。退院時に医師に確認すべきこと、
段差を解消したり福祉機器を用意するなどして居住環境を
整えることなど、住宅改造モデルルームなどを使いなが
ら、介護の基本をわかりやすく説明。
（㈱トップ・アイ/1995）

30 ×

Ｆ 228

わかりやすい
在宅介護のポイント

第２巻
朝の目覚めから

午前中は…

衣服の着脱、歯磨き、食事、排泄、体位交換など、朝起き
てから午前中にかけての介護のポイントを場面ごとに紹
介。食事づくりに関しては味つけの工夫、食事介護の仕方
から、むせてしまった時にはどうすればよいか、具体的な
場面を想定して説明。
（㈱トップ・アイ/1995）

30 ×

Ｆ 229

わかりやすい
在宅介護のポイント

第３巻
午後の介護は…

お湯を使っての手洗い、足浴など全身浴が無理な場合の入
浴方法を紹介し、お風呂場での注意点を説明。寝たままで
の洗髪の場面では、部屋の温度を調整するなどのポイント
を示す。昼食後から午後にかけての介護方法について説
明。（㈱トップ・アイ/1995）

30 ×

Ｆ 230

わかりやすい
在宅介護のポイント

第４巻
リハビリ、睡眠、

応急手当

午後から夜にかけての介護について、体位変換、リハビ
リ、介護者自身の運動、療養者が不眠状態になった時の対
応などポイントを紹介。また急に熱が出た時など、応急手
当の方法を紹介。
（㈱トップ・アイ/1995）

30 ×

Ｆ 231

ビデオで学ぶ
在宅介護支援センター

Ⅰ在宅介護
支援センター
設立から運営

平成７年の新ゴールドプランで中学校区に１ヶ所の設置が
うたわれている在宅介護支援センター。職員配置や設備面
など在宅介護支援センターの設立から運営にあたっての重
要なポイントを紹介。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1996）

20 ×

Ｆ 232

ビデオで学ぶ
在宅介護支援センター

Ⅱ在宅介護支援センター
一日の仕事の流れ

朝の職員ミーティングに始まり、電話相談、関係機関との
電話でのやりとり、来所者への介護用品の紹介、訪問相
談、在宅サービスの申請代行、住宅改造相談など、在宅介
護支援センターの業務内容をドラマ仕立てで紹介。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1996）

18 ×

Ｆ 233

ビデオで学ぶ
在宅介護支援センター

Ⅲ在宅介護支援センター
活動の実際

特色ある在宅介護支援センターとして、
１)郡山市星ヶ丘在宅介護支援センター〔福島県〕
２)延岡市中央在宅介護支援センター〔宮崎県〕
３)大阪市地域在宅サービスセンター〔大阪府〕の３ヶ所
をとりあげて、実際の活動状況を紹介。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1996）

45 ×

Ｆ 234
高齢化社会と介護

～安心への知恵と備え～

１．楽しく毎日を過ごすために
２．ゆとりあるお世話を
３．在宅介護の方法
４．行政サービスのいろいろ
５．緊急通報システム
６．介護に限界を生じたとき
７．助け合って　　（毎栄　毎日映画社㈱/1990）

30 ○

Ｆ 235

痴呆性老人の理解と介護
～希望ある

明日のために～
（全２巻）

①原因や症状と生活上に出現する一般的特徴を紹介し、専
門医の立場からケアの必要性や条件、介護者の心構えやポ
イント等を紹介。
②主たる介護者が過労で倒れた家庭を例に、家族の会、デ
イサービス、ショートステイなど、認知症のお年寄りと家
族の生活と介護のニーズに対応する在宅介護支援サービス
のあれこれを紹介。
（保健・福祉政策情報センター/1993）

42 ○

Ｆ 236
みんながいきいき

在宅介護

寝たきりの祖父と生活するある家庭の生活模様をレポー
ターが訪ね、家族が在宅で介護を続けるための姿勢や体
勢、在宅サービスの利用などを一緒に考える。
（第一法規出版㈱/1992）

38 ○

15 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 237
在宅介護をはじめるために

～ねたきりをふせぐ～

在宅介護をはじめるための家族の介護の体勢づくり、また
各種在宅福祉サービスや保健・医療面での相談の仕方、利
用の方法などを実際の事例を通して紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1998）

31 ×

Ｆ 238
明日はわが身

～老人介護と助け合い～

介護を受ける老人、それを支える家族。「明日はわが身」
を考え、お年寄りを大切にすることの大切さを描く。
（共和教育映画社/1990）

30 ×

Ｆ 239
パッチンして！
おばあちゃん
（アニメ）

脳血栓の後遺症で全身マヒとなり「まばたき」以外に意志
伝達の手段を持たなくなってしまったおばあちゃんと、教
師である娘、その窮状を知りつぎつぎと応援に病室を訪れ
るかつての教え子やその仲間たちの心のふれあいを描く。
（朝日新聞社/1994）

90 ×

Ｆ 243
頚髄損傷者の

よりよい介護を考える

重度の障がい者である頚髄損傷者のよりよい介護のあり方
について、施設職員を対象に、医学的知識、合併症、日常
生活における介護を解説。
（東京シネ・ビデオ㈱/1994）

30 ×

Ｆ 245
高齢者ケアプランとは

何か

医師、看護師、看護職など、高齢者を取り巻く各専門職が
チームを組み、その人の状態と問題点を把握して個別に適
切な介護計画をたてていく「高齢者ケアプラン」について
解説。３５０項目に及ぶアセスメント表作成やそれに基づ
くカンファレンス、計画作成までを映像で説明。
（中央法規出版㈱/1995）

40 ×

Ｆ 269

ケースマネージメント
シリーズ　第1巻

ケースマネージメントの
考え方とその方法

ケースマネジメントの流れを①ケースマネージメントの進
め方、②アセスメント、③ケア目標の設定とケア計画の作
成、④ケア計画の実施、⑤利用者の状況の監視およびフォ
ローアップ、⑥再アセスメントの６段階に分け、それぞれ
の具体的な方法と留意点を講義形式で説明。
（中央法規出版㈱/1995）

60 ○

Ｆ 270

ケースマネージメント
シリーズ　第２巻

ケースマネージメントに
おけるアセスメントの

方法

アセスメントを中心に、ケースマネジメントの方法を学
ぶ。ケースの発見、アセスメント、家庭訪問という３つの
場面を想定し、それぞれ重要なポイントを示す。またケー
スマネージャーに必要な能力について解説。
（中央法規出版㈱/1995）

30 ○

Ｆ 271

ケースマネージメント
シリーズ　第３巻

ケースマネージメントに
おけるケア計画作成の

方法

第２巻でアセスメントされた事例をもとに、高齢者サービ
ス調整チームによるケア計画作成までの経過と、実際の
サービスを紹介。ヘルパー、保健師などの実務者会議と、
福祉事務所長や施設長などによる責任者会議とに分けて、
どのように処遇計画がたてられていくのか説明。
（中央法規出版㈱/1995）

30 ○

Ｆ 387

事例で学ぶ
在宅介護の実際

①寝たきり予防と
介護の心がまえ

在宅看護では、まず対象者を理解し、正しい技術や知識を
身につけることが必要。介護を始める前の心がまえから寝
たきりにならないための注意を事例を交えて解説。
（中央法規出版㈱/1996）

19 ×

Ｆ 389
事例で学ぶ

在宅介護の実際
③清潔を保つ

清拭の基本について解説し、また洗髪・足浴・おむつ交換
について解説。（中央法規出版㈱/1996）

19 ×

Ｆ 390
事例で学ぶ

在宅介護の実際
④食事介護の基本

お年寄りにとって食べやすい食事の調理上のポイントや障
がいがあっても食べやすい食器や自助具の活用について解
説。併せて食事介助の方法と注意点を紹介。
（中央法規出版㈱/1996）

18 ×

Ｆ 391

事例で学ぶ
在宅介護の実際

⑤福祉用具の活用と
暮らしやすい住宅改造

住宅改造の事例や生活の範囲を広げたり介護をするときに
便利な福祉用具、活用例を紹介。在宅介護支援センターな
どで利用者に説明するときなどに活用できる。
（中央法規出版㈱/1996）

20 ×

Ｆ 392

新　在宅介護を
はじめるために

～制度・サービスの
利用でゆとりある

介護を～

介護する方が介護に追われることなく、ゆとりある生活を
送るために参考となる介護に関する制度やサービス、福祉
機器などを紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1997）

32 ×

16 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 398
温かい心　確かな手
生活を支える仕事

実際にホームヘルパーが活躍している現場の事例を紹介。
ホームヘルパーの介護技術をより高める方法や、利用者と
の関わり方を学ぶ教材として制作。
第１話　ホームヘルパーの援助が寝たきりを克服し家庭
　　　　の絆を取りもどした事例
第２話　認知症高齢者への理解とよりよい介護について
　　　　学ぶ事例 （東京シネ・ビデオ㈱/1996）

35 ×

Ｆ 442

介護保険①
～介護にたずさわる

人のために～
第１巻

介護保険の概要

平成１２年４月にスタートした介護保険の概略。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999）

19 ○

Ｆ 443

介護保険①
～介護にたずさわる

人のために～
第２巻

介護の申請から認定へ

介護サービスは、まず市町村役場への申請から始まり、訪
問調査と主治医の意見書をもとに介護認定審査会で判定さ
れる。申請手続き、認定基準と区分、認定審査会はどのよ
うなものか、認定の公平性の確保のしくみや不服の申し立
てを解説。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999）

19 ○

Ｆ 445

介護保険①
～介護にたずさわる

人のために～
第４巻

介護サービス計画の作成

サービスメニューの中から効果的、計画的にサービスが提
供されるためにケアプランが作られる。ケアプラン策定ま
でのプロセス、ケアプランの実際を具体事例で解説。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999）

21 ○

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 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 478

らくらく安心
介護のコツ

清潔のお世話
（１）入浴

入浴にあたっての健康チェックなどの気をつけたいこと。
片麻痺がある場合のひとりでできる入浴方法や、介助が必
要な場合の入浴法などを紹介。
（インターメディカ/1998）

20 ○

Ｆ 480

らくらく安心
介護のコツ

排泄のお世話
（１）トイレ・

ポータブルトイレ

安全で使いやすいトイレの工夫や、ひとりでトイレに行け
る場合と介助が必要な場合について、それぞれ気をつける
こと、ポータブルトイレの使用法など、排泄のお世話がう
まくいくポイントを紹介。
（インターメディカ/1998）

20 ○

Ｆ 481

らくらく安心
介護のコツ

排泄のお世話
（２）差しこみ便器・

オムツ・失禁

尿器や便器の上手な使い方とともに、オムツをする前にで
きること、オムツの上手な替え方について紹介。
（㈱インターメディカ/1998）

25 ○

Ｆ 496
よりよい介護生活を

送るために

１．さまざまな介護サービスの利用で住宅生活を送る
２．福祉用具の活用で「ゆとり」を取り戻す
３．夫婦の協力と地域の支援で認知症の親を介護する
（東京シネ・ビデオ㈱/1999）

28 ×

Ｆ 497

ケアマネジメントと
介護サービス計画

～介護支援専門員の
活躍～

ケアマネジメントを効果的、効率的に進めるために介護支
援専門員（ケアマネジャー）の働きと、介護サービス計画
（ケアプラン）の内容が重要となる。事例を通して、情報
収集から介護サービス計画作成に至る、ケアマネジメント
の各過程のポイントや留意点を分かりやすく解説。
（東京シネ・ビデオ㈱/1999）

37 ×

Ｆ 505

介護保険②
～ケアマネージメント～

第１巻
訪問サービス

滋賀県野洲町総合福祉保健センターに所属する保健師が、
ケアマネージャーとして地域におけるチームケアの中軸の
役割を果たし、訪問看護師やホームヘルパー等との連携に
より、住宅の寝たきり、虚弱高齢者を支援・調整していく
実践を紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999）

29 ○

17 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 506

介護保険②
～ケアマネージメント～

第２巻
通所サービス

静岡市の高齢者総合施設「楽寿の園」のデイサービスセン
ターにおける認知症高齢者の通所介護を中心に、併設の在
宅介護支援センターによる支援活動、ケアマネージャー
（社会福祉士等）がホームヘルパーや訪問看護師等と連携
しながら高齢者を支援・調整していく姿を紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999）

29 ○

Ｆ 507

介護保険②
～ケアマネージメント～

第３巻
施設サービス

東京都新宿区の特別養護老人ホーム「かしわ園」における
寝たきり、認知症の高齢者を中心として、介護福祉士等の
スタッフにより２人の高齢者等を支援・調整している実践
例を描く。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999)

29 ○

Ｆ 508

介護保険②
～ケアマネージメント～

第４巻
ケアマネージャー

の役割

ケアマネージャーは、代理人として利用者の利益に供する
納得のいく計画を作る必要がある。利用者本人の意思を明
確に表現できない場合でも、公平中立の立場から利用者の
人権を尊重してマネジメントを進める等、ケアマネー
ジャーの役割について紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/1999）

19 ○

Ｆ 527
すこやかシルバー介護

①寝たきりの人の介護１
～在宅介護の準備～

入院していてベッド生活が長かったお年寄りが、退院して
くることが決まったとき、家族はいろいろな心配を持つ。
在宅介護にあたっての準備や介護の基本を具体的な実例を
交えて紹介。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 528

すこやかシルバー介護
②寝たきりの人の介護２

～からだをきれいに
さわやかに～

寝たきりの人にとって、入浴やシャワーでからだの清潔を
保てないのはつらいことである。また、介護する人にとっ
ても、からだをふいたり、しものお世話をすることはとて
も大変である。からだの清潔を保つための効果的なお世話
の方法を紹介。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 529
すこやかシルバー介護
③楽しい食事の工夫

歯が悪くて十分かめない、食べ物をのみ込みにくい、なん
となく食欲がない、といったことが起きがち。そんなお年
寄りにも、食べる楽しさを思い出してもらえるような、楽
しい食事の工夫を紹介。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 530
すこやかシルバー介護
④痴ほう症の人の介護

認知症の人の介護にあたる家族は、さまざまな悩みや不安
をもっている。実例をもとに、認知症という病気を理解
し、認知症のお年寄りの心の状態をよく知ることによっ
て、よりよい対応の仕方を学ぶ。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 531
すこやかシルバー介護

⑤寝たままできる
リハビリ体操

寝たきりになる原因で一番多いのが、脳卒中である。脳卒
中によるマヒは、さまざまな機能訓練によってある程度回
復が可能だが、家庭に戻ってから、次第にからだを動かさ
なくなり、寝たきりになることもある。家庭でできる基本
的なリハビリ体操を、寝たままできるものを中心に紹介。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 532
すこやかシルバー介護
⑥安心できる住まいの

工夫

年をとって体力が落ちたり、からだに障がいが出ると、家
の中の少しの段差でも苦になる。高齢者にとって、安全で
使いやすい住まいにするためには、どんな工夫が必要なの
か、実例を見ながら安心できる住まいについて考える。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 533
すこやかシルバー介護
⑦便利な福祉用具の

選び方

高齢者の自立を促すために、また介護者の負担を減らすた
めに、さまざまな福祉用具が開発されている。国際福祉機
器展の展示品を中心に、使いやすい福祉用具を選ぶポイン
トを紹介。（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 534
すこやかシルバー介護

⑧知っておきたい
福祉サービス

介護の必要なお年寄りの数は増え続けている。しかし、家
族だけでお年寄りの世話をするのは大変なことだ。そんな
とき、頼りにしたいのが福祉サービスである。現在、福祉
サービスにはどのようなものがあるのか、どう利用すれば
いいのかを紹介。
（ＮＨＫソフトウェア/1998）

30 ○

Ｆ 553

介護保険③
～わがまちの介護保険～

第１巻
地域リハビリテーションに

とりくむ

一人あたりの入院日数が全国上位の高知市は、在宅復帰後
も高齢者が安心して暮らせるよう、地域内でのリハビリ
テーション体制を整えている。入院から在宅に至るまで一
貫してリハビリを支援する医療法人の取り組みを紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

25 ○

18 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 554

介護保険③
～わがまちの介護保険～

第２巻
痴ほう性高齢者サービスに

とりくむ

高齢化が急速に進む大船渡市では、認知症高齢者のための
介護基盤整備が積極的に進められている。グループホー
ム、デイサービスで専門的なきめ細かいケアを提供する社
会福祉法人の取り組みを中心にサービスを紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

28 ○

Ｆ 555

介護保険③
～わがまちの介護保険～

第３巻
介護予防・生活支援に

とりくむ

要介護認定で自立と判定された人を中心に、介護予防・生
活支援事業が制度化されてきた。高齢化率が低く、早くか
ら介護予防を進めてきた野洲町の、情報管理の仕組みやデ
イサービス、軽度生活援助など独自の取り組みを紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

27 ○

Ｆ 556

介護保険③
～わがまちの介護保険～

第４巻
福祉基盤の整備に

とりくむ

高浜市では、介護保険適用のサービスから介護予防・生活
支援サービスまで、あらゆる福祉基盤の充実に努めてい
る。市民を巻き込んだ人材の確保、資源や財源の有効活用
など、ユニークな発想で整えてきた状況を紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

27 ○

Ｆ 557

実践ホームヘルパー
養成講座　Ｖｏｌ．１
ホームヘルプ活動の
基本姿勢とマナー

①自宅で暮らす高齢者とホームヘルパー（活動の実際）
②ホームヘルパーの基本姿勢
③ホームヘルパーのマナーと心構え
④ホームヘルプサービス
（全国社会福祉協議会/2001）

42 ○

Ｆ 558

実践ホームヘルパー
養成講座　Ｖｏｌ．２

身体介護
（体位変換、車いす移動、

つえ歩行）の
ポイント

①介護の基本姿勢
②援助の心がけと態度
③ボディメカニクスの基本
④体位変換
⑤車いすへの移乗
⑥いすの介助
⑦つえ歩行の介助
（全国社会福祉協議会/2001）

42 ○

Ｆ 559

実践ホームヘルパー
養成講座　Ｖｏｌ．３

身体介護
（食事、排泄、入浴）と
緊急時対応のポイント

①食事の介助
②排泄の介助
③入浴の介助
④緊急時の対応
（全国社会福祉協議会/2001）

40 ○

Ｆ 603

介護保険④
～痴ほう性高齢者の

ケア～　第１巻
在宅介護

在宅介護について、茨田大宮地域在宅サービスステーショ
ンちどり（大阪）の活動を通して紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

27 ○

Ｆ 604

介護保険④
～痴ほう性高齢者の

ケア～　第２巻
グループホーム

グループホームについて、あがいやんせ・おじゃったもん
せ（鹿児島）の活動を通して紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

25 ○

Ｆ 606

介護保険④
～痴ほう性高齢者の

ケア～　第４巻
介護療養型医療施設

介護療養型医療施設について、光風園病院（山口）の活動
を通して紹介。
（ＮＨＫ厚生文化事業団/2001）

28 ○

Ｆ 678
高齢者の心のケア
第１巻　理論編

高齢者の心を科学的に分析し、評価することは実際の介護
活動を行う上で大変重要である。
・学習、記憶能力は必ずしも衰えない
・基礎体力は維持され、大きな低下は認められない
・性格は基本的に変わらない
・エイジズム
・介護者ストレス
・認知症老人の問題行動と介護負担　など。
（ジエムコ出版㈱/2001）

45 ○

19 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 679
高齢者の心のケア
第２巻　実際編

１．心のケアを重視し適切な介護をめざす高齢者福祉施設
 (1)デイサービスセンターの活動、他
 (2)高齢者のケースワーク研究会、ケースカンファレンス
 (3)認知症老人の心の世界に迫る面接（個人回想面接）
 (4)グループホーム「かわわの家」
２．地域ケア・在宅健康高齢者の社会参加活動
 (1)老いに備えるセルフ・ヘルプ・グループ
 (2)高齢者の健康・体力づくり活動
 (3)メンタルフィットネス・クラブの活動　など。
（ジエムコ出版㈱/2001）

45 ○

Ｆ 680

高校家庭科で学ぶ
介護・福祉

第１巻
高齢者の生活

新学習指導要領「高齢者の生活と福祉」を学ぶために、高
齢者の生活を理解し、正しい介護・介助の技術を収録。ま
た高齢者疑似体験教材を活用するときにも役立つ。
（教育図書㈱/2000）

22 ○

Ｆ 713
ホームヘルプサービスの

危機管理（全２巻）

利用者が必要とする質の高いサービスを提供するために、
起こりうる危機を見定め、予防し、危機発生に際しても的
確な対処を行うためのノウハウを満載。
（中央法規出版㈱/2001）

各23 ○

Ｆ 714

介護福祉士国家試験
対策ＶＩＤＥＯ

実技試験
合格へのパスポート

〈改訂〉
（全２巻）

介護福祉士国家試験実技試験の傾向と対策に的を絞ったビ
デオ教材。シミュレーション編とテクニック編の全２巻。
自宅にいながら実技試験を体験できるとともに、自立支援
を追求した介護技術を展開。毎日の介護にも役立つ。※第
１２回国家試験に対応〈改訂〉
（中央法規出版㈱/2001）

58 ×

Ｆ 761
在宅介護の基礎と実践

ＶＯＬ．５

第９巻　応急処置の心得
第１０巻　お年寄りが気をつけたい病気
（ＮＨＫエデュケーショナル/2005）

54 ○ 

Ｆ 763
在宅介護の基礎と実践

ＶＯＬ．７

第１３巻　家庭でのリハビリ
第１４巻　言語障害のリハビリ
（ＮＨＫエデュケーショナル/2005）

60 ○ 

Ｆ 764
在宅介護の基礎と実践

ＶＯＬ．８

第１５巻　上手な睡眠
第１６巻　寝たきりを防ぐ
（ＮＨＫエデュケーショナル/2005）

52 ○ 

Ｆ 778

疾病・形態別介護
ビデオシリーズ

第２巻
関節リウマチ編

リウマチの診断を受け生活全般にわたって不自由があるた
めに、ホームヘルパーの支援と、自助具の利用、我が国で
は第１号といわれる介助犬を活用しての独居の在宅生活を
収録。日々の生活の中での工夫や、生活を支援するホーム
ヘルパーが留意するポイントを紹介。
（ピースクリエイト㈲/2004）

27 ○ 

Ｆ 779

疾病・形態別介護
ビデオシリーズ

第３巻
パーキンソン病編

パーキンソン病の日常生活の介護のポイントとその配慮に
ついて収録。歩行時の介助、薬が切れた時の介助、また危
険から身を守るための暮らしの中での様々な工夫について
も紹介。
（ピースクリエイト㈲/2004）

30 ○ 

Ｆ 780

疾病・形態別介護
ビデオシリーズ

第４巻
筋ジストロフィー編

筋ジストロフィーの中で発症する人が最も多く、症状も重
いデュシェンヌ型筋ジストロフィーの方の介護の留意点や
ポイントを解説。衣類の着脱、食事の介助、排せつの介
助、コミュニケーションの方法等を紹介。
（ピースクリエイト㈲/2004）

31 ×

Ｆ 781

疾病・形態別介護
ビデオシリーズ

第５巻
筋萎縮性側策硬化症・

ＡＬＳ編

二人の筋萎縮性側策硬化症（ＡＬＳ）の人の生活を収録。
日常生活に密着し、「介護」に焦点を当て、よりよい療養
生活を送るための援助について、そのポイントや留意点、
工夫などを紹介。
（ピースクリエイト㈲/2004）

30 ○ 

Ｆ 782

疾病・形態別介護
ビデオシリーズ

第６巻
頸髄損傷編

頸髄損傷の障がいの特性を踏まえ、入浴時の介護のポイン
ト、整容、食事、排泄、体位交換、褥そうの予防、外出時
における留意点など、日常生活における介護の方法やポイ
ントを解説。
（ピースクリエイト㈲/2004）

30 ○ 

20 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｆ 790

身体拘束廃止
ビデオシリーズ

身体拘束をしない
そこからケアをはじめる
第１巻　身体拘束はなぜ

いけないのか

身体拘束をしなくても安全が確保され、人間としての尊厳
を失わずに、活き活きと暮らせるケアのあり方について、
実際に身体拘束廃止に向けた取り組みを進めている全国の
介護保険適用施設の事例を紹介。身体拘束の禁止となる具
体的行為、身体拘束に向けて、まずなすべきこと等、身体
拘束の廃止の理念と取り組みの進め方について。
（東京シネ・ビデオ㈱/2002）

23 ○ 

Ｆ 791

身体拘束廃止
ビデオシリーズ

身体拘束をしない
そこからケアをはじめる

第２巻　身体拘束が
なくなる介護の方法と

工夫

～組織的な取り組みと基本的ケアの徹底～
・身体拘束をしている施設での点描　・身体拘束に向けて
の組織的な取り組みの事例　・基本的ケアの徹底、その方
法と工夫　起きる、食べる、排泄する、清潔にする、アク
ティビティの５つの基本的ケアに先駆的に取り組む施設の
事例から・認知症の人の接し方
（東京シネ・ビデオ㈱/2002）

26 ○ 

Ｆ 792

身体拘束廃止
ビデオシリーズ

身体拘束をしない
そこからケアをはじめる

第３巻　いきいきと
暮らす介護の方法と工夫

～環境の整備とチームケアによる取り組み～
・環境上の整備と工夫　・座位姿勢保持の工夫　・身体拘
束廃止を実現した施設の取り組みのドキュメント
（東京シネ・ビデオ㈱/2002）

26 ○ 

Ｆ 793

身体拘束廃止
ビデオシリーズ

身体拘束をしない
そこからケアをはじめる

第４巻
介護現場における

リスクマネジメント

・骨折をさせないために身体拘束を希望する家族の苦渋の
選択・事故に備えた体制づくりの重要性・ある転倒事故を
教訓に、職員が一丸となって事故対応マニュアルを再検討
するドキュメント　・転倒事故などの法的責任について
・死亡事故ショックを乗り越えてよりよいケアをめざすあ
る施設の挑戦　・よりよいケアの構築をめざす施設の取り
組みから学ぶ
（東京シネ・ビデオ㈱/2002）

24 ○ 

Ｆ 839
訪問介護計画書

マニュアル　ｖｏｌ．１

ケアマネジャーや利用者からの情報収集の具体的な方法、
アセスメントのポイントをいくつかの帳票類とともに紹
介。“自立支援と利用者の納得”をテーマにした訪問介護
計画書の作成方法をみていく。
（佐賀由彦事務所/2005）

39 ○ 

Ｆ 840
訪問介護計画書

マニュアル　ｖｏｌ．２

利用者・家族・サービス提供責任者・担当ヘルパー・ケア
マネジャーの連携のもとに進める訪問介護計画書の実践と
修正の方法を考える。的確な実践、状況変化への即応、利
用者とともに行うモニタリングなどを収録。
（佐賀由彦事務所/2005）

37 ○ 

Ｆ 848

介護福祉士国家試験
対策ＶＩＤＥＯ　実技試験

合格へのパスポート
〈三訂〉

（全２巻）

介護福祉士国家試験実技試験の傾向と対策に的を絞ったビ
デオ教材。シミュレーション編とテクニック編の全２巻。
自宅にいながら実技試験を体験できるとともに、自立支援
を追求した介護技術を展開。毎日の介護にも役立つ。※第
14回国家試験に対応〈三訂〉
（中央法規出版㈱/2002）

29
29

×
×

21 



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｇ 244

クオリティ
オブ　ライフに向けて

これからの総合在宅ケア
訪問看護等在宅ケア
総合推進モデル事業

（全２巻）

在宅の介護を要する高齢者の方々に対して、適切な保健
サービス、医療サービス及び福祉サービスを総合的に推進
するために、訪問看護等を市町村においてモデル的に実施
する。また保健師による訪問指導等の保健サービス、ホー
ムヘルパーの派遣等の福祉サービスの連携のあり方を模索
し、本格的な在宅支援方策を確立することを目的とする。
（第一法規出版㈱/1991）

40
30

○
○

Ｇ 246
福祉のまちづくり

推進ビデオ
心、ふれあう街

住宅地域における在宅の高齢者などを地域全体でどのよう
に支えていけば良いのか？美和台校区と和白東校区での実
際の活動の様子を紹介。
（福岡市保健福祉局/1999）

22 ○

Ｇ 247
おとしよりのための

保健　医療
福祉サービス

高齢者のための保健・医療・福祉の各種サービスについ
て、どんなサービスがありどこで受けられるのか、実際の
在宅サービス、施設サービスの様子を紹介。イラスト等を
活用して体系的に説明。
（ＮＨＫエデュケーショナル/1996）

40 ×

Ｇ 248
ほほえむまち

～地域福祉活動を
追って～

高齢者や障がい者が住み慣れたまちで安心して暮らせる社
会づくり＝地域福祉活動への関心が高まるなか、おしゃべ
りサロン、在宅介護支援、ふれあいランチを紹介し、そこ
で活動するボランティアの姿を描く。
（ＶＳＱ/1994）

31 ×

Ｇ 249

ぼくがおじいちゃんで
おじいちゃんがぼく
～明るい長寿社会を

めざして～
（アニメ）

みんな幸せに生活できる世の中にしなくてはならない。そ
のためには、おとしよりをどう理解すればよいか、子ども
もおとしよりも、共に豊かに幸せにくらすにはどうすれば
よいかを考える。
（㈱学習研究社/1990）

32 ○

Ｇ 251
飛べ！ぼくの

ペーパープレーン
（アニメ）

紙飛行機づくりを通した、鍵っ子で小学４年生のあつし君
と、元航空エンジニアでひとり暮らしのお年寄りとの世代
を越えた出会いと交流を描く。
（(財)長寿社会開発センター/1994）

30 ○

Ｇ 253
ふれあいの

まちづくりを求めて

「出会って、ふれあって３万人計画」と題した「ふれあい
のまちづくり推進事業」に取り組む島根県平田市社協の活
動を紹介。啓発用ビデオ。「小地域活動」「活動計画」に
ついても触れる（島根県社会福祉協議会/1993）

30 ○

Ｇ 254 これからの街づくり

地域の活性化と快適な暮らしを求める人びとの意欲的な活
動が、全国各地に個性的で魅力的な街づくりを展開してい
る。さまざまな街づくり事例を紹介。
(東京シネ・ビデオ/1991）

30 ×

Ｇ 257

街のちょっぴり先生
高齢者の生きがいと
健康づくり推進事業
シニアリーダー編

高齢者の元気いっぱいの活動ぶりを全国に紹介し、高齢者
の方々にいつまでも人生の現役を続けていただくよう、明
るい長寿社会づくりを目指すもの。
（東京シネ・ビデオ㈱/1990）

32 ×

Ｇ 258
高齢化社会への手引
第７巻　お年寄りの

生活と地域社会

高齢化社会へ向けての地域社会のあり方を紹介。
（ＪＩＣＣ/1990）

20 ○

Ｇ 259
老いを生き老いを支える

～東京の在宅
患者さんたち～

特に高齢者を多く診察することを方針とし、都内で３０年
余開業してきた一人の内科医が、現役引退後、開業中に往
診した患者たちを訪ね歩く。老いて自宅で暮らす人、介護
をする家族、給食サービスを行うボランティアグループな
どの姿を通して、在宅ケア改善を訴えている。
（㈱桜映画社/1995）

35 ○

Ｇ 260

～地域福祉の推進に
取り組む～
「横浜市

社会福祉協議会」

横浜市社会福祉協議会の組織や機構、具体的な事業を、社
会福祉事業法に規定された社会福祉協議会の事業に関する
規定に沿って紹介しているＰＲビデオ。
（ＴＶＫエンタープライス/1994）

20 ○

Ｇ 261
ふるさとに

新しい風が吹く
老人クラブのまちづくり

高齢者のボランティア活動推進のために滋賀県安上町、愛
知県足助町等各地の老人クラブの活動を紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993）

25 ×

Ｇ 262
わが市わが町の

老人保健福祉計画

福祉公社を含めたヘルパーのチーム方式、生活援助型の
３６５日食事サービス、土地の有効活用による福祉と教育
の複合施設など、特色のある事業を盛り込んだ５自治体の
老人保健福祉計画を紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1994）

40 ×

Ｇ．地域福祉

22



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｇ 263

第３回全国健康福祉祭
国際シンポジウム

高齢化社会を
生きぬくために

平成２年１０月２日に滋賀県大津市で行われたシンポジウ
ムのもよう。高齢になっても生きがいを持ち、明るく元気
に生きていくための方策を討論。又、ヨーロッパやアメリ
カの現地レポートＶＴＲも紹介。
（(財)長寿社会開発センター/1990）

120 ○

Ｇ 265
在宅支援

サービスセンターの一日
横浜市内における、デイサービスと地域住民との交流を描
く。（ＴＶＫエンタープライス/1993）

20 ○

Ｇ 266
地域ニーズにこたえる

ディサービス

あるデイサービスセンターの１日を通し、デイサービスの
３本柱である送迎・食事・入浴をはじめ、お年寄りが快適
に過ごせる為の様々なサービスの様子を紹介。
（㈱テック映像アカデミー/1990）

30 ○

Ｇ 267
あなたのまちの
デイサービス

一人の認知症老人を通して、要介護者がいきいきとした生
活を営むためのデイサービスにはどのようなものがあるか
を、保健福祉サービスの利用や相談窓口などとあわせて紹
介。（第一法規出版㈱/1993）

33 ○

Ｇ 395
笑顔みたくてこんにちは

～老人クラブの
友愛活動～

老人クラブ活動の一つに友愛活動がある。一人暮らしの高
齢者の家を訪問し話し相手になったり、安否確認をしたり
している。自分を気にかけている人がいることが心身の健
康にも繋がっている。また、活動者にとっても生きがいに
なっている。(東京シネ・ビデオ㈱/1998）

24 ×

Ｇ 396
老人クラブ
友愛活動の
すすめ方

できるだけ家での生活を続けるために、同じ地域の同じ世
代の仲間として、心の支えになりたい。そうした思いから
始まった“友愛活動”の各地の活動を紹介しながら、友愛
活動を進める上で大切な推進のポイントにふれる。
（東京シネ・ビデオ㈱/1998）

30 ×

Ｇ 397
夢とふれあいのふるさと

今津福祉村

福岡市西区今津は豊かな自然に恵まれ、また福祉関連施設
もいくつもある。この今津福祉村と呼ばれる施設と地域と
の交流のもようを紹介。
（㈱ＮＨＫ九州メディス/1997）

23 ×

Ｇ 409 いつもあなたのそばに

児童問題への民生委員・児童委員の関わりを中心に描いて
いる。「「このようなやり方でいいのだろうか？」という
課題を提起している。
（東京シネ・ビデオ㈱/1997）

37 ×

Ｇ 493

民生委員・児童委員の
ための研修ビデオ

１．相談・支援活動の
ポイント「相談基礎編」

（イラストストーリーによる事例をもとに）支援を必要と
する人の意思や気持ちを尊重し、対等の立場で相談・支援
を行っていくことの重要さを学ぶ。
（コズモ㈱/2000）

32 ○

Ｇ 494

民生委員・児童委員の
ための研修ビデオ

２．効果的な相談・
支援活動「相談応用編」

（俳優によるドラマをもとに）相談・支援の内容や状況が
対応するのに難しいケースを例に、人間的な理解や福祉に
関する知識の必要性を学ぶ。（コズモ㈱/2000）

33 ○

Ｇ 495

民生委員・児童委員の
ための研修ビデオ

３．いきいき民児協活動
「組織活動編」

（実際の民児協活動をもとに）民児協の活動がより有効に
機能していくために求められるものを、組織のリーダー
シップや基本的活動などを通して学ぶ。
（コズモ㈱/2000）

26 ○

Ｇ 517
高齢者から学び、

ともに生きる

高齢者は、「年をとる」ということを具体的に示してい
る。「個」としての魅力を放ち、素敵な生き方をしている
お年寄りの方々が、自分の生き方、現在の気持ち、若い人
達に対するメッセージなどを語る。
（ＮＨＫソフトウェア/1999）

30 ○

Ｇ 547
あの、夏の日

～とんでろじいちゃん～

いつもぼーっとしているので「ボケタ」と呼ばれている少
年と、妙な行動で周囲の人に「ぼけた」のではないかと言
われているおじいちゃんとの冒険物語。ひょんなことから
夏休みを一緒に過ごすことになった二人は、夏の尾道で不
思議な体験をする。現実と空想、現代と過去との交錯を繰
り返す中で二人に訪れる忘れられない「夏の日」。
（プライド・ワン/1999）

123 ×

Ｇ 566

シリーズ・
安心あきたを拓く
⑥やさしさ空間・
やすんでたんせ

湯沢市社協が平成１２年７月からはじめた「ふれあい喫茶
やすんでたんせ」の構想からオープンまでを関係者や市民
の想いを交えて編集。
（ＡＢＳ秋田放送/2001）

25 ○

Ｇ 570
快適な福祉の

まちづくりをめざして

社会福祉協議会は、「だれもが参加し、みんなで支え合う
福祉のまちづくりを進めるための協議会」である。地域福
祉推進の中核的な組織として社会福祉を目的とする事業の
活動を示す。（ＭＢＣサンステージ/2001）

22 ○

23



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｇ 571

ともに暮らす地域の
一員として

「住民の立場に立つ」
ことから始めよう！

「住民の立場に立つ」活動のすすめ方（その１）信頼関係
を築く（その２）連携・協働をすすめる（その３）まちづ
くりをすすめる（バク/2001）

30 ○

Ｇ 607

ふれあい・
いきいきサロン
～寝たきり・

痴呆予防にも～

少人数の参加者が、歩いていける場所で、地域住民の方々
と共同・企画・運営していくという、仲間づくりの場〈い
きいきサロン〉活動状況について説明。
（全国社会福祉協議会/2000）

28 ○

Ｇ 608
ひろがれ・

福祉コミュニティー

宇治市で取り組まれている、３つの「学区福祉委員会」の
先進的な実践活動を中心に紹介。住民参加・住民主体に立
脚した福祉のまちづくりの意義、役割について考察。小地
域福祉活動を推進するための学習・啓発教材。
（京都府社会福祉協議会/1995）

30 ×

Ｇ 609

ふれあい生まれる
まちづくり

～地域福祉の推進と
社会福祉協議会～

ワークキャンプや公民館を利用したふれあい・いきいきサ
ロン等熊本県社会福祉協議会の活動内容を紹介。
（ジェイ・ムーブ/2001）

13 ○

Ｇ 614
このまちで暮らしたい

　せつ子の選択

住み慣れたまちで生きがいをもって暮らし続けるために必
要な活動や介護保険サービスなどのしくみについて解説。
（神戸市社会福祉協議会/2002）

22 ○

Ｇ 615

シリーズ・
安心あきたを拓く

⑦ここが、わたしの
笑顔の場所

～ふれあい・いきいき
サロンのいま～

子どもと高齢者との交流の様子や、ふれあいいきいきサロ
ン、デイサービスの活動紹介。
（ＡＢＳ秋田放送/2002）

24 ○

Ｇ 622
子どもを育む地域活動

～地域の教育力を
生かして～

“地域の教育力”を発掘し、それを生かしながら“地域の
子どもは、地域で育む”ことをめざした取り組みの取材。
（㈱リュック/2003）

20 ○

Ｇ 651
地域福祉住民座談会

～住民と共に
すすめる福祉活動～

社会福祉協議会が福祉のまちづくりを進めていくうえで、
地域の実態や住民の声（ニーズ）を把握し、住民と共に活
動していくことが必要である。「地域福祉住民座談会」の
実際の活動を紹介し、住民参加の地域福祉活動について説
明。（福島県社会福祉協議会/2002）

24 ○

Ｇ 652
ご存知ですか？

民生委員・児童委員

民生委員・児童委員の活動については地域住民に十分理解
されていないという実態がある。より多くの方に民生委員
・児童委員を知っていただく為のＰＲビデオ。
（全国民生委員児童委員連合会/2003）

20 ○

Ｇ 653

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
①一雫の水

小学生にとって身近でわかりやすい｢水」を取り上げ、水
の生い立ちから海に注ぐまでの間に起こる様々な事象を通
し、自然の大切さを理解し、自分たちの生活する環境を守
り、次の世代に残していくためにどうしたらよいのか、そ
の解決に向けた行動を考えてもらう。
（国際放映㈱/1995）

20 ○

Ｇ 654

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
②お年寄りと暮らす

小学生自身による高齢者の擬似体験や、老人ホーム訪問、
地域単位のボランティア活動等の紹介を通じ、高齢化社会
のなかで｢お年寄りと暮らす｣ことに対する理解促進や、そ
の中で自分たちが出来ることを考える。
（国際放映㈱/1995）

20 ○

Ｇ 655

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
③地球に暮らす仲間たち

私たちの暮らす地球には、現在およそ１９０もの国々があ
る。それぞれの国の未来を担うのは、一人一人の子どもた
ちで、国が違えば言葉や文化、習慣も違う。開発途上国に
ついての理解促進や、自分たちが出来ることを考える。
（国際放映㈱/1995）

20 ○

Ｇ 657

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
⑤ともに楽しく

～耳の不自由な友達と～

耳の不自由なお友達はどうやって、先生やお友達の話を理
解するのだろうか。音を大きくして聞こえやすくする補聴
器を耳につけたり、話す人の口の動きを読みとったり、手
話などのように手や指の動きで伝える方法を使ったりす
る。交流学習の映像等を通じ、障がいについての理解促進
や、自分たちが出来ることを考える。
（スーパーノヴァ/1995）

20 ○
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Ｇ 658

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
⑥ともに楽しく

～からだの不自由な
友達と～

養護学校では、からだのどこが不自由なのかはみんな違
う。自分でできることは自分でやり、できないところはみ
んなで助け合う。そんな事がごく自然に行われている。交
流学習の様子を通じ、障がいについての理解促進や自分た
ちに出来ることを考える。
（スーパーノヴァ/1995）

20 ○

Ｇ 659

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
⑦ともに楽しく

～目の不自由な友達と～

視覚に障がいがあっても、日々いろいろな努力を重ね、遊
んだりスポーツに挑戦したりと、目は不自由だけど、勇気
を出してがんばっている。障がいについての理解促進や、
自分たちができることを考える。
（国際放映㈱/1995）

20 ○

Ｇ 660

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
⑧明るく元気に

～病弱養護学校の
子どもたち～

病気のため、入院や自宅で療養しながら長い間学校を休ん
でいるお友達がいる。病気になってもがんばっているお友
達について理解し、自分たちができることを考える。
（国際放映㈱/1995）

20 ○

Ｇ 661 聴く喜び　話す喜び

友愛訪問活動員づくりの活動を行う上で基本となる話合い
に焦点をあて、上手な聴き方、話し方ができるように、実
際の活動をみながら、専門家の助言を交えて紹介する。
・初めての訪問の場合　・話し合いを継続していく場合の
ポイント　・上手に聴く事は援助になる～聴くことの力～
（東京シネ・ビデオ㈱/1993）

31 ○

Ｇ 682

生活支援と
ホームヘルパー

～地域での「自立生活」
支援を考える～

障がい者が地域で自立した生活を送っていくために必要な
生活支援とその仕組みづくりの活動を紹介。
（㈱エムアウト/2002）

54 ○

Ｇ 739
地域福祉権利擁護事業

日常生活を支える
生活支援員

地域福祉権利擁護事業促進と「生活支援員」の研修用ビデ
オ。（東京シネ･ビデオ㈱/2004）

23 ○

Ｇ 771

ビデオでわかる地域支援
コーディネート

マニュアル
第１巻

地域支援システムと
コーディネート

在宅介護支援センターとコーディネート機能について収
録。地域型、基幹型の役割や、顔の見える関係づくり、介
護予防事業、地域支え合い事業等を紹介。
（日本シネセル㈱/2003）

20 ○

Ｇ 772

ビデオでわかる地域支援
コーディネート

マニュアル
　第２巻

コーディネート力
[基礎編]

コーディネートの定義と手法について収録。連携の一致点
の作り方や、全人脈マップをつくって、コーディネートに
活かす方法や、「コーディネート資質」を磨く方法を紹
介。（日本シネセル㈱/2003）

18 ○

Ｇ 773

ビデオでわかる地域支援
コーディネート

マニュアル
第３巻

コーディネート力
[ステップアップ編]

マインドマネジメントとモチベーションスキルについて収
録。コーディネーターのマインドマネジメントや、「のせ
る、ほめる、励ます、認める」モチベーションスキルを紹
介。（日本シネセル㈱/2003）

18 ○

Ｇ 814

民生委員・児童委員の
ための研修ビデオ

１．相談・支援活動の
ポイント《基本編》

民生委員・児童委員にとって基本となる「相談・支援」活
動や、民児協としての組織的な活動展開についての研修ビ
デオ。事例をもとに課題を設定し、それについての討議。
（全国民生委員児童委員連合会/2007）

36 ○

Ｇ 815

民生委員・児童委員の
ための研修ビデオ

２．相談・支援活動の
ポイント《応用編》

事例をもとに課題を設定し、それについての討議。
（全国民生委員児童委員連合会/2007）

34 ○

Ｇ 816

民生委員・児童委員の
ための研修ビデオ
３．組織活動編

「民児協活動展開の
ポイント」

取材による各事例を見てそれぞれの事例についての解説と
学習ポイント。
（全国民生委員児童委員連合会/2007）

32 ○

25



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｇ 960

民生委員・児童委員発
災害時一人も見逃さない

運動

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した、ビデオ版の取り組みマニュ
アル。○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 ○

26



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｈ 272
老いを支えて
～在宅福祉と

ホームヘルパー～

ホームヘルパーについて紹介。
（１）高齢化社会の進む中で老人福祉の在り方が変わっ
　　　てきていること。
（２）ホームヘルパーの新しい位置づけ。
（３）ホームヘルパーの仕事の技術面、さらに、本人と
　　　ともに家族に対する精神的社会的気配りと問題解
　　　決への努力の偉大さ。
（４）地域における「老人福祉を考える組織づくり」に
　　　おけるヘルパーの存在意義。
（東京シネ・ビデオ㈱/1986）

36 ×

Ｈ 372
とっておきの夏～１８歳、

洋子の選択～

ケアワーカーという仕事のやり甲斐や、充実感を知り、将
来に対する思いを少しずつ確認していく高校３年生の物
語。（ＲＫＢ毎日放送/1993）

85 ×

Ｈ 374
こんにちは

老人ホームです

地域において特別養護老人ホームは老人福祉の中核的役割
を担いつつある。お年寄りと家族とのかかわり、家庭内で
の介護者の苦労、一人のお年寄りが老人ホームの職員との
ふれあいの中で次第に溶け込んでいく様子等をドラマ化し
た作品。
（東京シネ・ビデオ㈱/1992）

30 ×

Ｈ 375
最後の日々を生きる

～あるホスピス病棟の
記録～

どのように人間らしい生と死を全うするか。あるホスピス
病棟で最後の日々を生き、そして亡くなっていた一人の主
婦のドキュメントを通じて、これからの終末医療、ホスピ
ス・ケアの新しい流れを紹介し、ターミナル医療における
医師、看護師をはじめ、その他の医療スタッフの役割につ
いて考える。
（東京シネ・ビデオ㈱/1995）

45 ×

Ｈ 379 暖ったかい手
福祉の仕事のやりがいや、魅力を多くの人々に紹介し、福
祉サービスに対する理解・関心を高めるために製作。
（山陰中央テレビ/1994）

30 ×

Ｈ 414 知性は実践する②
学校案内
（明治学院大学/1997）

20 ×

Ｈ 415
ひっとべ青春！！

キャンパス
１日紀行’９７

学校案内
（鹿児島経済大学/1997）

22 ○

Ｈ 416 新たしき明日へ
アラ 学校案内

（天理大学/1998）
15 ○

Ｈ 417 「世界の市民」として
学校案内
（桃山学院大学/1998）

15 ○

Ｈ 418
Ｌｅｔ’ｓ キャンパス

未来への道は
自分でひらく

学校案内
（龍谷大学/1998）

18 ○

Ｈ 419
Ｃａｍｐｕｓ

Ｄｒｅａｍｉｎ
学校案内
（鳥取女子短期大学/1998）

14 ○

Ｈ 420
「まなざし」

…共に歩む愛のかたち…
学校案内
（関西保育福祉専門学校/1998）

14 ○

Ｈ 421 共によろこぶ
障がい者や高齢者の生活を幅広く支援するホームヘル
パー。そのサービス内容や日々の活動状況をみていく。
（わかばプランニング㈱/1999）

18 ○

Ｈ 422 街に、人に、咲き香る
学校案内
（華頂短期大学/1994）

15 ○

Ｈ 423
２１世紀の医療と福祉を担

うセラピストへの道
学校案内
（医療福祉専門学校　緑生館/1995）

18 ○

Ｈ 424 ＩＧＬ健康福祉専門学校
学校案内
（ＩＧＬ健康福祉専門学校/1998)

15 ○

Ｈ 458

ぼけても普通にくらしたい
宅老所よりあいの日々

（日本型グループ
ホーム）

日本でグループホーム型介護施設の先駆者的存在の「宅老
所よりあい」。ここで生活するおとしよりの様子を紹介。
（㈲ケイ・プランニング/1999）

45 ○

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 573
ユニットケア施設革命
もし、痴呆が起きたら

“認知症のお年寄りにも人生は残されている”の信念で家
庭的な雰囲気の中、生活支援という立場でケアを進めてい
る老人保健施設。生活環境の改善、お年寄りの生活の変化
等を、第一期ユニットケアと第二期ユニットケアに分けて
紹介する。隣接するグループホームで生活するお年寄りの
様子の紹介。（ヴァネックス/2001）

22 ○

Ｈ 639
映像でつづる日本の
社会福祉施設　１

（１）身体障がい者福祉法
　　　１．身体障がい者更生施設（国立所沢リハビリテー
　　　　  ションセンター）
　　　２．内部障がい者更生施設（東京都清瀬園）
　　　３．身体障がい者療護施設（東京都清瀬療護園）
　　　４．身体障がい者授産施設（コロニー印刷所）
　　　５．身体障がい者授産施設（友愛十字会厚生館）
　　　６．重度身体障がい者授産施設（第一さつき園）
　　　７．点字図書館（日本盲人連合会）
（㈱プロコムジャパン/2002）

45 ○

Ｈ 640
映像でつづる日本の
社会福祉施設　２

（２）児童福祉法
　　　８．乳児院（二葉乳児院）
　　　９．母子生活支援施設（かわだ）
　　１０．保育所（もみじ保育園）
　　１１．保育所（わんわん乳児保育園）
　　１２. 児童養護施設(東光学園）
　　１３. 知的障がい児施設（多摩藤倉学園）
　　１４. 肢体不自由児施設（整肢療護園）
　　１５. 重度心身障がい児施設（相模原療育園）
　　１６. 児童自立支援施設（国立武蔵野学院）
（㈱プロコムジャパン/2002）

55 ○

Ｈ 641
映像でつづる日本の
社会福祉施設　３

（３）生活保護法
　　　17．救護施設（甲子寮、三徳寮）
　　　18．更生施設（自彊寮）
（４）婦人保護法
　　　19．婦人保護施設（救世軍婦人寮）
（５）知的障害者福祉法
　　　20．知的障がい者更生施設
　　　　（静岡県立富士見学園）
（６）精神保健福祉法
　　　21．精神障がい者社会復帰施設（かがやき会）
（７）老人福祉法
　　　22．養護老人ホーム（浴風園）
　　　23．養護老人ホーム（聖明園曙荘）
　　　24．特別養護老人ホーム（南陽園）
　　　25．軽費老人ホーム（松風園）
　　　26．軽費老人ホーム（浴風園ケアハウス）
　　　27．グループホーム（せらび江戸川）
（㈱プロコムジャパン/2002）

65 ○

Ｈ 662

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ①
～福祉にかかわる仕事～

介護福祉士

老人ホームや障がい者施設などで、お年寄りや障がいのあ
る人が安心して暮らせるようお手伝いする人、それが介護
福祉士の仕事である。「福祉にかかわる仕事」について子
どもたちに理解して考えてもらう。
（国際放映㈱/2003）

20 ○

Ｈ 663

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ②
～福祉にかかわる仕事～

ホームヘルパー

ホームヘルパーは、お年寄りや障がいを持つ人、その家族
が住み慣れた我が家で安心して生活できるように、家庭に
訪問し、日常の介護や家事、外出などを支援する仕事であ
る。「福祉にかかわる仕事」について子どもたちに理解し
て考えてもらう。
（国際放映㈱/2003）

20 ○

Ｈ 664

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ③
～福祉にかかわる仕事～

養護学校の先生

視覚障がい、聴覚障がい、肢体不自由、知的障がい、病
弱・身体虚弱などのさまざまな障がいがある子どもたちに
対し、可能な限り自立した生活ができるよう指導する、そ
れが養護学校の先生の仕事である。「福祉にかかわる仕
事」について子どもたちに理解して考えてもらう。
（国際放映㈱/2003）

20 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｈ 665

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ
④～福祉にかかわる仕事～
理学療法士・作業療法士・

言語聴覚士

病気やケガなどで心身に何らかの障がいが残ってしまい、
運動や日常生活が困難になってしまった人たちに対し、失
われた能力を向上させ、残された機能を最大限に引き出し
回復させること、それがリハビリテーションの仕事であ
る。「福祉にかかわる仕事」について子どもたちに理解し
て考えてもらう。
（国際放映㈱/2003）

20 ○

Ｈ 683

面接教育ビデオ
シリーズ・基礎編

信頼関係を結ぶ面接技術
第１巻　初回面接での

信頼関係の確立

【信頼関係（ラポール）の確立と傾聴の重要性】まったく
同じ事例を３つのパターン（尋問型・同情型・傾聴型）で
シュレーション。面接者の対応による展開の違いを見せな
がらわかりやすく解説。
【傾聴を支える技術】基本的な面接技術である「あいづ
ち」「繰り返し」「質問技法（オープンクエスチョン・ク
ローズドクエスチョン）」の実例を示す。また「沈黙への
対応」なども具体的に解説。
【自己判定法】傾聴面接の自己判定法を、実際のロールプ
レイ場面にて紹介。
（㈱エムアウト/2000）

47 ○

Ｈ 684

面接教育ビデオ
シリーズ・基礎編

信頼関係を結ぶ面接技術
第２巻　ラポールの

確立につながる
ノンバーバル

コミュニケーション

【ラポールの確立のために重要な面接者の態度】「聴いて
もらえた」と感じる姿勢や視線の用い方、逆に信頼関係を
損なう姿勢や視線などを紹介する。面接官として留意した
い「腕・足を組む」「メモをとる」「時計を見る」「手遊
びのクセ」など、無意識にしてしまう言動の影響を実際に
見せて検証。
【話しやすい環境づくり】座る位置や机・いすの種類によ
る印象の違い、リラックス・集中させるための小物類の効
果的な使い方などを、実際の場面を見せながら紹介する。
【面接を成功させる終わりの言葉】面接の総まとめにふさ
わしい、効果的な締めくくり方を紹介。
(㈱エムアウト/2000）

41 ○

Ｈ 685
面接教育ビデオ

シリーズ・応用編Ⅰ
福祉オンブズマンの面接

閉塞した福祉構造の中で、声をあげにくい利用者の声を
しっかりと聴き、利用者の自己実現を支えていく、エンパ
ワーメントの視点に立った福祉オンブズマン活動や役割
を、事例を通して解説。
(㈱エムアウト/2000）

42 ○

Ｈ 686

面接教育ビデオ
シリーズ・応用編Ⅱ

ターミナルケアの面接
心のゆらぎに添う

コミュニケーション技術

対人援助者にとって、ターミナル期にかかわることは、困
難を伴うものである。クライエントの気持ちを尊重し寄り
添いながら、その人生がよりよく完成するように、どのよ
うにかかわることができるかを、あえてプラクティカルに
切り出されている。ガン患者のターミナル期を支える医療
ソーシャルワーカーを例にとりあげているが、基本的態度
や技術は他の職種にも参考になる。
(㈱エムアウト/2001）

51 ○

Ｈ 704

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ⑤
～福祉にかかわる仕事～

盲導犬訓練士

盲導犬訓練士は、盲導犬の世話や訓練だけではなく、視覚
障がいに対する知識も求められる。視覚障がいがある人の
行動範囲を広げ、生活環境を変えることが出来る仕事で
す。このビデオは「福祉にかかわる仕事」について子ども
たちに理解して考えてもらうことを目的に制作。
（国際放映㈱/2004）

20 ○

Ｈ 705

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ⑥
～福祉にかかわる仕事～

手話通訳士

手話は耳の不自由な人たちにとって大切なコミュニケー
ション手段であり、自分の気持ちを伝えるための目で見る
言葉である。手話通訳士の仕事は、健常者と耳の不自由な
人たちのコミュニケーションが取りやすいように手助けす
ること。（国際放映㈱/2004）

20 ○

Ｈ 706

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ⑦
～福祉にかかわる仕事～

救急救命士

救急救命士は、思いやりと体力がないと出来ない仕事であ
る。専門的な知識と技術を要し、１人でも多くの命を救う
ために日夜活躍している。救急医療現場で、とても重要な
役割を担っている仕事。
（国際放映㈱/2004）

20 ○

Ｈ 707

わかりあえる
明日のために

小学生向けビデオ⑧
～福祉にかかわる仕事～

ボランティア
コーディネーター

ボランティアとは、特別な活動ではない。ボランティア活
動は、義務でも強制でもなく、自ら進んで参加する活動で
ある。そんなボランティア活動をお手伝いするのが、ボラ
ンティアコーディネーターの仕事。
（国際放映㈱/2004）

20 ○
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Ｈ 743

むくどりほーむ
むくどり公園

心のバリアフリーを
めざして

札幌市南区にある「むくどりホーム」と隣接する「藤野む
くどり公園」での取り組みを紹介。
（むくどりほーむ・ふれあいの会/2004）

16 ○

Ｈ 754

実践！スーパービジョン
第１巻

より質の高い
援助実践をめざす

実践の中で悩みを抱える職員が、スーパーバイザーのサ
ポートによって救われていく様子をドラマで追いかける。
また、その事例をもとに、イラストや解説、現場の実践者
へのインタビューなどを用いて、スーパービジョンがより
質の高い援助実践をめざすものということを、わかりやす
く学ぶことがでる。（中央法規出版㈱/2003）

30 ○

Ｈ 755

実践！スーパービジョン
第２巻

職員の気づきを
サポートする

担当する利用者との関係がこじれてしまったことに悩む新
人職員が、スーパービジョンを受けることでその原因に気
づき、自分の力で利用者との関係を取り戻すことができた
事例を紹介。（中央法規出版㈱/2003）

29 ○

Ｈ 756

実践！スーパービジョン
第３巻

スーパービジョン体制を
活かす

ベテランスタッフの悩みを、上手くサポートできなかった
スーパーアドバイザーが、上司のスーパービジョンを受
け、自信をもって動く様子を追いかける。また、いろいろ
な段階でのス－パービジョンについて考えて、組織として
のリスクマネジメントなどについても学ぶ。
（中央法規出版㈱/2003）

30 ○

30



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 276
ともだちいっぱい

幼稚園編

福祉教育（ボランティア活動）の実践状況。遊びや老人
ホームとの交流をとおして、仲間づくりを進めていくこと
の事例を紹介。（福祉教育実践ビデオ製作委員会/1993）

10 ○

Ｉ 277
みんなともだち
小学校低学年編

動物や植物の世話や、環境美化運動、お年寄りとの交流を
とおして、思いやりの心を育てていくことの事例を紹介。
（福祉教育実践ビデオ製作委員会/1993）

20 ○

Ｉ 279
健太君の

ボランティア日記。

何か自分達に出来るボランティアはないかとパソコン通信
で知り合った３人の高校生。献血、施設見学、養護学校で
の実際のボランティア体験を通して障がい者や高齢者、健
常者が共生できる社会、更には世界の平和を築いていく方
法がボランティアの重要な役割であると学んでいく。
（ＳＴＳエンタープライズ　エスプロジェクト/1996）

30 ×

Ｉ 280

中学生による
ボランティア
啓発ビデオ

Ｌｅｔ’ｓ  Ｄｏ　Ｉｔ

どこにでもいるような中学生、鈴木純平。ある日、ラジオ
番組での一枚のハガキが気になる。それは、ボランティア
サークルに入ったという女の子からのものだった。
（熊本県社会福祉協議会/1996）

20 ○

Ｉ 281
いつもと違う日曜日

～青年たちの
ボランティア活動～

社会人のボランティア活動に視点をあて、仕事とは別のも
う一つの社会参加によって、青春をより豊かなものにして
いる青年たちの姿を紹介する。東京ボランティア・セン
ター企画。（東京シネ・ビデオ㈱/1991）

32 ×

Ｉ 282
福祉教育の推進

ＳＣＨＯＯＬ　ＩＮ
ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ

横浜市内の福祉教育推進校のうち「学童・生徒のボラン
ティア活動普及事業」「障がい児理解教育推進校」「福祉
の風土づくり推進校」を委嘱されている小・中学校３校を
取り上げ、教諭・生徒のインタビューなどを交えながら事
業内容を紹介。（ＴＶＫエンタープライズ/1994）

21 ○

Ｉ 283
ボランティアリーダー

養成講座ビデオ
明日へ…

山口県宇部市の婦人ボランティアセミナーには、社会教育
と社会福祉に重点をおいた基礎講座がある。実技学習は障
がい者の立場に立つ体験学習があり、受講生の表情の変化
を追う。（テレビ山口/1991）

30 ○

Ｉ 284 いきいきライフ大発見
定年後の生き方を考える。（いきいきと活動し、豊かに生
活したい）（㈱リュック/1996）

30 ○

Ｉ 285 熟年男性の選択

近年増えてきた熟年時代の男性によるボランティア活動。
とかく会社人間と思われがちだった「熟年男性」にとって
ボランティアとは何なのか、またかれらが活動を通して見
いだすものは何なのかを探る。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993）

30 ×

Ｉ 286
シニアボランティアを

訪ねて

今後、ますます進む高齢化社会。老後をより充実したもの
にしていく為に、どのようなライフスタイルが求められる
か？シニアボランティア活動を描く。
（東京シネ・ビデオ㈱/1992）

30 ×

Ｉ 287
居るだけで

ボランティア

高齢者の役割にスポットをあて、高齢者ならではのボラン
ティア活動のあり方を見ていくなかで、その存在の意義を
考える。（東京シネ・ビデオ㈱/1995）

25 ×

Ｉ 288

新発見
ボランティアロード
ボランティア活動の

新しい展開

“ボランティアロード”それはボランティア活動によって
創られる新しい社会への道であると同時に、活動を通して
自分自身を発見する「新しい道」でもある。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1996）

26 ○

Ｉ 289

幸せづくり
イーハトーブ見つけた
ボランティア活動の

新しい展開

ボランティア活動はさまざまな在宅福祉サービス等をより
豊かにするとともに、住民がたすけあい共に生きるイーハ
トーブ（理想郷）　①盛岡市民福祉バンク②富士吉田市社
会福祉協議会③横浜市舞岡公園を育む会④日本百貨店協会
による勤労者ボランティア
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1991）

20 ○

Ｉ 290
やさしさの風を

ボランティア活動の
新しい展開

「やさしさの風」をテーマに開かれた「全国ボランティア
フェスティバル長野」で紹介された４つの活動事例（阪
神・淡路大震災下での生活支援、山口県における精神保健
活動、島根県瑞穂町まちづくりの取り組み、長野県におけ
るボランティア活動）を紹介。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1996）

25 ○

31



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｉ 291

やさしさを
ハンドルにこめて

～移送ボランティア
活動～

高齢者・障がい者の移送サービスの必要性とボランティア
活動、広域での活動などを、神奈川県城山町・香川県小豆
島での活動や、自動車労連・全国ネットワークの活動を通
して紹介。（新世紀研究所/1994）

34 ○

Ｉ 292 やさしさのまちが好き！
デイサービスセンターでの、さまざまなボランティアの活
動内容や取り組み方、地域とのかかわり合い等を紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1991）

30 ×

Ｉ 293
できることから

はじめよう　１９９５

九州電力社員が九州各地でスポーツ、清掃、老人ホーム慰
問等様々なボランティア活動を楽しみながら行っている姿
を紹介。ボランティアの魅力について語っている。
（九州電力/1995）

20 ×

Ｉ 294
おしえます！

できはじるコツ
１９９６

九州電力社員が九州各地でボランティア活動している姿
や、ボランティア活動の参加方法などについて社員向けに
紹介している作品。（九州電力/1996）

25 ×

Ｉ 295
食事サービスと

ボランティア活動

ボランティアを中心に食事サービスを行っている３つの地
域の活動を通し、地域の交流やふれあいの意義について考
える。（㈱クロスメディア/1995）

29 ○

Ｉ 297

あなたのこころを
未来のために

～ボランティア
活動紹介～

いきいきと暮らせる社会では、自発的な気持ちから起こる
ボランティア活動が大きな役割を果たす。みんなが幸せに
暮らせるよりよい社会を築くためのボランティア活動は、
人と人を結ぶ社会の架け橋としてだれでも、いつでも参加
できる活動である。
（神戸市社会福祉協議会/1994)

20 ○

Ｉ 298
広がれ！感動との出会い

ボランティア
活動のすすめ

京都府で行われているボランティア活動の事例を紹介。
（新しい歴史に向かって走ろう府民運動推進協議会
/1994）

25 ○

Ｉ 299
豊かさを創る普段着の
やさしさ　１９９１

忘れがちな“普段着の優しさ”に着目し、街なかで人々に
とって便利な点や不便な点、あるいはテクノロジーを利用
したボランティア活動等を紹介。
（凸版印刷㈱/1991）

30 ×

Ｉ 305

列島縦断スペシャル
私が見つけた
ボランティア

～長寿社会への提言～

経済企画庁と長寿社会文化協会が実施した平成６年度「長
寿社会への提言」論文募集における入選作品の一つ「私が
みつけたボランティア」の活動内容が、ＮＨＫ列島横断ス
ペシャルにて放映された。活動実践内容と有識者の対談等
を、90分間に収録。
（ＮＨＫ　ＢＳ－１/1995）

90 ×

Ｉ 306

わいわいＨＶＣ
１９９５・夏

～ボランティアって
楽しい～

熊本市の高校生達が自主的に作ったボランティアグループ
“ＨＶＣ”の若さあふれる生き生きとした活動を追い、ボ
ランティア活動の楽しさを描く。
（㈱サンビデオ/1995）

26 ○

Ｉ 399

みんなちがって
みんないい

ボランティア活動の
新しい展開

「つたえたい　ボランティアのハートみんなちがって　み
んないい」をテーマに開催された「第６回全国ボランティ
アフェスティバルやまぐち」で発表された４つのボラン
ティア活動事例を収録。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1997）

30 ○

Ｉ 400

福祉人材育成と
ボランティア

～長崎県社会福祉協議会の
２１世紀を見据えた

活動～

２１世紀に向けて少子高齢化が進んでいるなか、福祉の仕
事はますます必要となり歓迎されていくものである。長崎
県社会協議会が担う役割を、体験学習や講習会の模様、実
際の介護福祉士やホームヘルパーの活動を交えて紹介。
（長崎県社会福祉協議会/1998）

30 ○

Ｉ 401
ひとりは

みんなのために、
みんなはひとりのために

佐賀県内で企業やグループ、また個人で様々なボランティ
ア活動をしている人達の姿を紹介。地域清掃、老人ホーム
での散髪サービス、音楽演奏による施設慰問等、仕事や技
術、趣味を生かして楽しみながら気持ちよくボランティア
に携わっている様子を描く。
（㈱佐賀広告センター・ＶＳＱ/1998）

24 ○

Ｉ 402
福祉ちょっと体験

スクール

「９７年福祉ちょっと体験スクール」は、１，５６７人の
参加者が１５７カ所の施設に分かれて活動し、多くの出会
いと感動のなか終了した。参加者も年々増え、子どもたち
の福祉に対する関心も高くなってきている。５年目を迎え
た本事業を紹介。（大阪市社会福祉協議会/1997）

40 ○

Ｉ 426
人がすき　自然がすき
ボランティア活動の

新しい展開

第７回全国ボランティアフェスティバル山形のシンポジウ
ムで紹介された４つのボランティアグループの活動を通し
て、それぞれの異なる個性や活動がお互いに協力しあい、
ともに共存しあうことが、よりよいまちづくりに必要であ
ると訴える。（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/1998）

32 ○

32



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｉ 446

スクール・イン・
アクション

中学生シリーズ
教師のための
ボランティア

学習マニュアル

ボランティア学習を進める上でまず必要なのは、プログラ
ムのメニューづくりである。東京都北区にある順天中学校
の先生方が、情報の宝庫である地域のボランティアセン
ターを訪ねる。（㈱リュック/1995）

20 ○

Ｉ 447

スクール・イン・
アクション

中学生シリーズ
中学生のボランティア

学習マニュアル

人や自然とのふれあいをとおして、社会にある様々な課題
を学び、社会の一員としての役割を探るボランティア学習
である。実際にボランティア学習を体験している中学生た
ちの姿を例にその進め方を紹介。
（㈱リュック/1996）

20 ○

Ｉ 448

スクール・イン・
アクション

中学生シリーズ
魅力ある

プログラムづくり

魅力あるボランティア学習を進めていくためのヒントを、
実際に学習を体験している中学生たちの姿を例に紹介。
（㈱リュック/1997）

20 ○

Ｉ 449

スクール・イン・
アクション

中学生シリーズ
地域でボランティア学習

一人の中学生が夏休みに体験した、地域でのボランティア
活動を中心に紹介。（㈱リュック/1998）

20 ○

Ｉ 466
福祉の新しい風、
企業ボランティア

企業ボランティアの実際を企業と社会福祉協議会の協同作
業として捉え、両者がお互いに情報交換からはじまって活
動を具体化していくプロセスを、主としてキリンビール栃
木工場周辺で展開されている地域貢献活動を紹介。
（学研クリエーティブ㈱/1998）

23 ×

Ｉ 498
ボランティア・

わっはっは

大人向けのビデオ－知的障がい者を支えるボランティアの
活動にスポットを当て、ボランティアされる人と彼らを支
援する人達との交流を描くドキュメント。
（経済企画庁国民生活局/1999）

40 ○

Ｉ 499
スマイル

（ＳＭＩＬＥ）

子供向けのビデオ－子供や若い世代のユニークで多様なボ
ランティア活動を紹介。ボランティアは周りが楽しく元気
になっていくことで自分自身をも元気にしていくものだと
訴えている。（経済企画庁国民生活局/1999）

30 ○

Ｉ 500
亀の歩みで

いいじゃない！ 他

①亀の歩みでいいじゃない！（おんなの目で大阪の街を創
る会　他） ②手をさしのべて（Ｆ－プロジェクト） ③ま
ちを伝える人々～まちかど案内人への取り組み～（まいづ
る塾）　④１枚のＴシャツがボランティア基金に（平成楽
市実行委員会）（経済企画庁国民生活局/1999）

94 ○

Ｉ 501
わたしがする、

わたしたちでできる 他

①わたしがする、わたしたちでできる（草津コミュニティ
支援センター）　②アジアの中の私たち　バヤニン　分か
ち合い（アジア・レインボーの会　③生活情報の伝達から
心の交流へ（ゴールドリーフ・アソシエーション） ④や
すらぎと安心を－病院ボランティア－（日本病院ボラン
ティア協会）（経済企画庁国民生活局/1999）

108 ○

Ｉ 502
やったね！

ボランティア讃歌 他

①やったね！ボランティア賛歌－けやきの郷に歌声が響い
た－（日本青少年音楽団体協議会） ②誰にでもできるボ
ランティア（(財)オイスカ） ③街は七色〜忍者街を走る
〜笠岡の秘宝を探せ（子ども劇場笠岡センター） ④い・
き・い・き高齢者ボランティア（東大阪市社会福祉協議会
ボランティアセンターVTRチーム）
（経済企画庁国民生活局/1999）

96 ○

Ｉ 503
地域にひらく愛
～気づいたら

ボランティア～ 他

①地域にひらく愛−気づいたらボランティア−（記録サー
クル・テレカメ） ②思い出宅急便（武蔵野美術大学映像
研究会） ③老い楽しく  いきいき  人・色・心（日本色
彩学会映像プロジェクト）
（経済企画庁国民生活局/1999）

58 ○

Ｉ 504
きこえなくても
踊ろうよ 他

①きこえなくても踊ろうよ－ゾメキのリズムにのって－
（レッド・ベレーズ） ②９９ほっとではあとな体験キャ
ンプ（東海村社会福祉協議会、那珂町社会福祉協議会、瓜
連町社会福祉協議会） ③さあ出かけようボランティアと
いっしょに（交野市ボランティアグループボランティア広
報「なかま」） ④送迎サービスボランティアグループ南
の風（ボランティアフォーラムみなみ）
（経済企画庁国民生活局/1999）

88 ○

33



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｉ 520

スクール・イン・
アクション

小学生シリーズ
はじめよう

ボランティア学習

自分がやってみたいと思うことを見つけて、調べたり、体
験したり、社会の役に立つ活動につなげるボランティア学
習である。小学生たちが学校や地域で生き生きと体験学習
を進め、活動が楽しく広がっていく姿を紹介。
（㈱リュック/2000）

20 ○

Ｉ 521
ボランティア入門

１ボランティアとは
なんだろう？

青少年のボランティア活動の重要性が注目されている。体
験をとおして社会の一員として「共に生きている」ことを
実感し、豊かな人間性を育てることができるからである。
ボランティアとは何か、どんな活動があるのか、多くの事
例をとおして考える。
（ＮＨＫソフトウェア/2000）

20 ○

Ｉ 522
ボランティア入門
２さあ　いよいよ

ボランティア

ボランティア活動を始めるにはどのようにしたらいいのだ
ろうか。どんな準備が事前に必要か、また活動を始めると
きや、活動後考えを深めていくには、どんな留意点がある
のだろうか。学校でのボランティア活動の取り組みについ
て、実例を見ながら考える。
（ＮＨＫソフトウェア/2000）

20 ○

Ｉ 523
全国ボランティア

フェスティバルみやざき

平成１１年１０月２３日、２４日に宮崎で開催されたボラ
ンティアフェスティバルの記録。
（宮崎県社会福祉協議会/1999）

30 ○

Ｉ 535
出会い　ふれあい

ともに生きる
ボランティア

継続して活動を支えている人々の声（活動を始めた動機か
ら、活動をしてわかったことや感じたさまざまな思いな
ど）を聞き、その実例も見ながら、ボランティア活動とは
何か、人に何をもたらすのかを考える。
（ＮＨＫソフトウェア/1999）

30 ○

Ｉ 560
藍・あい・愛

渦になれ　輪になれ
ボランティア

「第９回全国ボランティアフェスティバルとくしま」のシ
ンポジウムで発表された四つのボランティア活動を抄録。
藍のふるさと徳島から多くの人を巻き込んでパワーあふれ
る輪になって、共生社会をめざそうと願って制作された。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/2001）

37 ○

Ｉ 561

ほんの少しの勇気
～高校生の防災

ボランティア体験～
（字幕付）

神戸・西宮市内の復興住宅地区で住民を招いて昼食会を行
うことを計画した「高校生防災ボランティアスクール」に
全国から集まった高校生達の活動を記録。
（㈱アステム/2001）

20 ○

Ｉ 574
介護の現場で学ぶ高校生の

ための社会福祉実習

社会福祉実習で大切なことは、職員と利用者との関わりを
通してなぜそうするのかをしっかりとみて考えるというこ
とである。実際に実習を行う生徒たちの様子（事前学習・
事前訪問、特別養護老人ホーム・デイサービスセンター・
ホームヘルパーサービスの実習）を収録。
（東京シネ・ビデオ㈱/2001）

44 ○

Ｉ 575

むたおじさんの
第１巻ボランティアって

何だろう？
第２巻ボランティアって

何するの？

第１巻　村の皆がそれぞれの特技を生かしてはたらき、ひ
とつの橋ができあがっていく話をもとに、身近なコミュニ
ティづくりの活動を紹介。　第２巻　世田谷での実践を紹
介しながら、人に喜んでもらえ、自分も何かを得ることの
できる活動が、地域のなかにたくさんあることを紹介。
(全２巻）
（㈱クロスメディア 世田谷ボランティア協会/1995）

40 ○

Ｉ 610

名刺のいらない
仲間たち

～サラリーマンの
ボランティア活動～

企業で一線として働く男性が、肩書をはずし、地域とふれ
あっていく中で、それぞれの特技をいかして、すてきなボ
ランティアの仲間づくりをしていく姿を描く。
（東京シネ・ビデオ㈱/1994）

30 ○

Ｉ 623

スクール・イン・
アクション

小学生シリーズ
チャレンジ！ボランティア

お年寄りや子ども、外国人との交流など、小学生が見つけ
たボランティア活動を紹介。（㈱リュック/2000）

20 ○

Ｉ 624
Ｗｉｔｈ

若き女性美術作家の生涯

主人公は、神戸市長田区に住む美術作家志望の女子大生。
震災で見知らぬ人々から支えてもらった感謝の思いを、自
らボランティアになることで応えようと考える。言葉も知
らない、知人も殆どいない、先立つお金もない。ネパール
で奮闘し、貧しい家庭の子供たちを支える。ネパールでＮ
ＧＯ活動に従事した彼女の、１年に及ぶ奮闘記録は“真の
国際協力とは何か？”を観る人に問いかける。
（毎日放送/2000）

60 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｉ 666

来んね　いっちゃが
仲間じゃが！！

小さな輪　大きく広げる
ボランティア

　第８回全国ボランティアフェスティバル宮崎で紹介され
た４グループを紹介。紙芝居活動、森林と親しむ、企業と
協力活動、高齢者生きがい活動。
（㈱ＮＨＫエデュケーショナル/2000）

32 ○

Ｉ 667
もみじ箱＆

シニアドベンチャー

高齢者体験シュミレーター「もみじ箱＆シニアドベン
チャー」の装着方法と実習指導方法について説明。
（東和医療器㈱/2000）

17 ×

Ｉ 668

ＮＰＯ・ＮＧＯ
運営上のリスクと

その対処

「ＮＰＯ・ＮＧＯといった組織を運営する上でどのような
リスクがあるのか」「万一、リスクが発生してしまったら
どのように対処するのか」「今後、リスクに備えるにはど
うしたらよいか」などについて、実際の対処事例やリスク
マネジメントのポイントを、アニメや専門家の解説によ
り、分かりやすく紹介。（テレビ朝日映像㈱/2003）

20 ○

Ｉ 669
生きるよろこび

いのちのボランティア

慢性骨髄性白血病と診断された青年の手術から退院して無
事６年を経過した現在を追いかけたヒューマンドキュメン
ト。いのちの大切さと生きる意味を訴える。
（㈱桜映画社/2001）

30 ○

Ｉ 687
へんてこな

ボランティア
（アニメ・字幕付）

暑い夏の日、中学２年生の中村文江と川口美幸が草刈りを
していて倒れたおばあさんを助ける。元気を取り戻し、ポ
ツリポツリ語り始めた話を聞いて２人は驚いた。９０歳の
おヨネさんは読み書きができないのだ。差別されてきた生
い立ち、字を学びたいという希望を聞いて二人は「おばあ
さんに字を教えてあげよう」と心に決めた。
（東映㈱/1994）

46 ○

Ｉ 688

スクール・イン・
アクション　高校生編
高校生のボランティア

学習マニュアル

高校生のボランティア活動への関心は年々、高まってい
る。また、ボランティア活動が単位として認められるよう
になり、学校の対応も望まれている。高校生がどのように
したら自分にあったボランティア活動を見つけ、活動を進
めていくことができるのかを考える。
（㈱リュック/1999）

20 ○

Ｉ 701

ＣＡＰＰ人と動物との
ふれあい運動

～活動マニュアル
ビデオ～

ＣＡＰＰは“Ｃｏｍｐａｎｉｏｎ　Ａｎｉｍａｌ　Ｐａｒ
ｔｎｅｒｓｓｈｉｐ　Ｐｒｏｇｒａｍ”の略称で、人と動
物との絆を大切にする活動である。ＣＡＰＰの一環とし
て、動物たちと共に福祉施設等を訪問してふれあいを行う
ボランティア活動をすすめ、実際のボランティア活動の様
子を紹介しながら、活動の際に注意する点を説明。
（日本動物病院福祉協会/2004）

18 ×

Ｉ 733
親子で学びあう

ボランティア活動

親子でボランティア活動に取り組む家族が増えている。親
と子が同じ活動をともにする魅力はどんなところにあるの
だろう。いろいろな分野で活動する親子の姿を通して、ボ
ランティア活動の魅力と意味を考える。
（㈱リュック/2003）

20 ○

Ｉ 748
一緒に始めませんか

ボランティア

障がい児との交流を続けている、大学生を中心としたグ
ループ『ひこうせん』、定年退職した人たちが中心となっ
て、視覚障がい者の旅を応援するグループ『広島虹の
会』、主婦を中心とした日赤病院で入院患者の衣服を洗濯
している『すみれ会』の活動を収録。
（日放労/1999）

31 ○

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、地域の子供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よいか、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 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｊ 308
定年退職

～新たな人生の
幕あけにむけて～

定年退職をむかえた３人の元サラリーマンが、地域のボラ
ンティア活動に参加したり再就職に向けて資格取得を目指
す姿などを紹介。新たな人生の幕あけをどのように迎えた
らよいかを考える。
（東京シネ・ビデオ㈱/1995）

34 ×

Ｊ 309
好齢期への

ナイスシュート

女性を中心とした自然に親しむグループ「道草の会」の活
動と、４０歳以降の男性を主とした「四十雀サッカークラ
ブ」の活動を例として、「好齢期」の健康増進と、仲間の
大切さを紹介。（東京シネ・ビデオ㈱/1994）

30 ×

Ｊ 310
ハナ肇のいきいき
人生みーつけた！

高齢になっても健康でありいきいきとした人生を送るため
に、音楽やスポーツ等趣味と生きがいを持つことの大切さ
をタレントのハナ肇がレポートする。
（東京シネ・ビデオ㈱/1991）

30 ×

Ｊ 311
宮尾すすむのイキイキ

生涯青春講座

サラリーマン・シニアに対する生きがい健康づくりを推進
するもので、それぞれの生きがいを持つ人の活躍ぶりを紹
介。（東京シネ・ビデオ㈱/1996）

35 ×

Ｊ 312
かがやく長寿

ねんりんピック’９０の
参加者たち

互いに交流を深めて、心身の健康と生きがいづくりに邁進
している状況を紹介する。
（東京シネ・ビデオ㈱/1990）

30 ×

Ｊ 313 シルバーパワー花ざかり
様々な活動を通し、高齢者の地域社会への参加・シルバー
パワーによる地域社会の活性化を考える。
（東京シネ・ビデオ㈱/1991）

27 ×

Ｊ 314
高齢化社会への手引

第６巻　はつらつ毎日
生きがいの設計

年をとっても続けられるもの、自分に合ったものを一つで
よいから持ち、それを長く実行していくことが老いの生活
をはつらつと送るための秘訣である。
（宝島社フォース㈱/1990）

20 ○

Ｊ 403
小朝・好江師匠の

素敵にシルバー宣言！

様々なシルバーライフの側面を健康編、生涯編、経済編、
孤独編、恋愛編に分けて、小朝・好江師匠のトークを挟み
ながら、実際にシルバーライフを満喫している方の例を紹
介。（㈱日本テレビビデオ/1996）

30 ○

Ｊ 783
ねんりんピックふくおか
２００５　大会公式記録

第１８回全国健康福祉祭ふくおか大会（平成１７年１１月
１２日～１５日）を収録。
（福岡県社会福祉協議会/2005）

75 ○

Ｊ 784
ねんりんピックふくおか
２００５　大会公式記録

　ダイジェスト版

第１８回全国健康福祉祭ふくおか大会（平成１７年１１月
１２日～１５日）を収録。
（福岡県社会福祉協議会/2005）

25 ○

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

Ｋ 315
福祉用具
移動編

脳卒中で倒れた高齢者が、日々の生活に福祉用具を取り入
れ、機能回復訓練を続けることで、自力歩行に挑戦する姿
をドキュメントで追いながら、移動のための福祉用具を紹
介。（東京シネ・ビデオ㈱/1993～1997）

27 ×

Ｋ 316
福祉用具
入浴編

入浴用具の紹介と共に、入浴についての留意点や、浴室環
境の改善、全面介助の仕方等について解説し、併せて、清
拭や訪問入浴についても紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993～1997）

25 ×

Ｋ 317
福祉用具
ベッド編

ベッドは、体の不自由な高齢者や障がい者が生活していく
うえで欠かせない大切な福祉用具。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993～1997）

26 ×

Ｋ 318
福祉用具
排泄編

脳卒中で倒れた場合を中心に、できるだけ自分の力で排泄
ができるようになるための改善や介護の仕方、さまざまな
福祉用具の使い方を紹介。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993～1997）

26 ×

Ｋ 319
福祉用具
自助具編

最新の福祉用具の紹介に加え、障がいをもつ人自らのアイ
デアによる手づくりの自助具まで幅広い角度から見てい
く。（東京シネ・ビデオ㈱/1993～1997）

26 ×

Ｋ 320
福祉用具
食事編

事例の中で具体的な用具の利用を紹介するとともに、食事
をとる際の人体のメカニズムも併せて解説。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993～1997）

30 ×

Ｋ 321
知って安心
使って重宝

～高齢者と福祉機器～

障がい者が生活するために便利な福祉機器の紹介や利用方
法について詳しく説明している。また、家庭で出来る簡単
なリハビリ訓練の方法も紹介。
（(財)長寿社会開発センター 社会福祉医療療事業団
/1991）

30 ○

Ｋ 324
在宅介護のための

住宅改造
（全２巻）

１.「住宅改造相談編」…高齢者にとっても介護者にとっ
ても安全で負担の少ない住宅の実現が必要とされるが、東
京都江戸川区と神奈川県福祉プラザを例に相談から住宅改
造までのプロセスを辿っていく。２.「高齢者にやさしい
住宅改造のポイント」…高齢者の事故防止や自立促進、介
護者の負担軽減の為の住宅改造における工夫や配慮のポイ
ントを紹介。（保健・福祉政策情報センター/1993）

50 ○

Ｋ 326
うっかり町は大騒ぎ
～住宅防火診断の

すすめ～

高齢化が進むなか、住宅火災の死者は６５歳以上のお年寄
りが約半数近くを占めている。住宅火災を防ぎお年寄りが
安心して暮らせる為の対策を紹介。
（㈱学習研究社/1992）

20 ○

Ｋ 327
うっかり町の屋根の下
～住宅防火のすすめ～

出火防止・火災の早期発見・初期消火・延焼防止等に資す
る防火機器や製品等を紹介。具体的な方策について紹介。
（㈱学習研究社/1993）

25 ○

Ｋ 328
社会福祉施設のための

防災対策
（全２巻）

火災が起きると一人では避難のできない人々が生活する社
会福祉施設においては、職員が日頃から防災対策について
の認識を持つことが重要である。
第１巻　火気管理、防災管理体制の確立、設備点検、避難
路の整備など多岐にわたる予防対策の説明。
第２巻　30名以上の入所施設を対象に、区画形成、限界時
間の設定や具体的な避難訓練の方法などについて説明。
（第一法規政策情報センター/1993）

35 ○

Ｋ 577
高齢者住宅の基本的

アドバイス

高齢者や障がい者の居住空間を整えるための要点、工夫を
平易に説明。老後を見越し、現在の住宅をリフォームする
ためのヒントにもなる。廊下の幅や手すり、玄関口までの
配慮など。（㈱近代映像/2001）

26 ○

Ｋ 736

高齢者・障害者などに
やさしいまちづくり

～バリアフリー建築を
めざして～

障がいを持つ人や、障がいを持った高齢者に対し、バリア
フリーの住宅改造などを紹介し、これからのニーズに応え
た設計や施設などの建築を考える。
（東京シネ・ビデオ㈱/2002）

28 ○

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

Ｋ 769

福祉住環境
コーディネーター
「スキルアップ
マニュアル」

ビデオシリーズ　第１巻
福祉住環境整備のための
「ケアマネジメント」の

知識

住宅改修や福祉用具導入の流れとポイントを紹介。これか
らのサービスに必要なことばを無理なく身につけられる。
（日本シネセル㈱/2005）

40 ○

38



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｌ 133

ふれ愛ピック大阪
アイススレッジ

ホッケー
（字幕付）

平成９年２月２日、大阪府で、第３３回全国身体障害者ス
ポーツ大会「ふれ愛ぴっく大阪」のデモンストレーション
競技（冬季）として「アイススレッジホッケー国際競技
会」を開催した。強豪・英国代表チームと、長野パラリン
ピックをめざす日本代表チームとの国際試合の模様を記録
するとともに、ルールやテクニックを字幕付きで紹介。
（吹田ケーブルテレビジョン㈱/1997）

60 ×

Ｌ 134

第３４回　全国身体
障害者スポーツ大会
かながわ・ゆめ大会

（字幕付）

平成１０年１１月７日、８日の２日間にわたり開催された
第３４回全国身体障害者スポーツ大会『かながわ・ゆめ大
会』の記録。（ＴＶＫテレビ/1998）

50 ×

Ｌ 135

第３５回　全国身体
障害者スポーツ大会
ハートフルくまもと

大会（字幕付）

平成１１年１１月６日、７日の両日に開催された第３５回
全国身体障害者スポーツ大会「ハートフルくまもと大会」
の記録。（ＲＫＫ熊本放送/1999）

57 ×

Ｌ 136
ゆうあいピック

茨城大会

平成１０年１０月１７日～１８日に開催された第７回全国
知的障害者スポーツ大会“ゆうあいピック茨城大会”の記
録。（ゆうあいピック茨城大会実行委員会/1998）

44 ×

Ｌ 137

ゆうあいピック
しまね大会開会式

集団演技
～希望と友愛～

集団演技ストーリー…豊かな自然と伝説の中で培われた
『真実を求める勇気』と『共に生きる喜び』を、光あふれ
る愛のエネルギーとして朗読と踊りで力いっぱいに表現す
る。（ゆうあいピックしまね大会実行委員会/1998）

50 ×

Ｌ 138
長野パラリンピック

公式ビデオ

１９９８年、長野、冬。金１２、銀１６、銅１３個という
偉大な成績と数々の感動を与えてくれたアスリート達の記
録。（信越放送㈱/1998）

45 ×

Ｌ 139
長野パラリンピックの

歩み

大会までの歩みを中心に、大会運営から文化プログラム・
聖火リレー・開閉会式・各競技などを収録。
（信越放送㈱/1998）

60 ×

Ｌ 140
ふれあいと感動

長野パラリンピック
記録ビデオ

１９９８年３月、人々に勇気と感動を与えた「長野パラリ
ンピック」競技者の活躍とその卓越した技術に迫る。
・採火式・開会式・アイススレッジホッケー・アルペンス
キー・アイススレッジスピードスケート・バイアスロン
・クロスカントリースキー・閉会式
（(財)長野パラリンピック冬季競技大会組織委員会
/1998）

45 ×

Ｌ 141

聴導犬　私に勇気を
与えてくれた
(字幕付）

目覚ましの音やノックの音、また背後からの車や自転車等
の危険を知らせたりして聴覚障がい者を支える聴導犬。そ
の聴導犬の訓練のもようや実際の活躍をとおして、いかに
聴覚障がい者にとってかけがえのないパートナーとなって
いるかを訴えている。
（㈱日本映画新社/1998）

20 ○

Ｌ 142

第１９回大分国際車いす
マラソン大会

「今年もまた、
君の笑顔に会える」

１９９９年１０月３１日第１９回大分国際車いすマラソン
大会は２６の国と地域、総勢３８２人の参加選手により繰
り広げられた。大会のもようや力一杯沿道を駆け抜けてい
く選手の姿、大会を支えた人々のようすを記録。
（大分国際車いすマラソン大会事務局/1999）

15 ×

Ｌ 337

中途視覚障害者の
支援のために

第１巻
視覚障害者の

リハビリテーション

①障がいの多様性と家族の支援　②これからの病院の役割
③生活訓練　④生活用具の紹介　⑤就業と就労　⑥盲老人
ホームの生活　⑦ＱＯＬの向上をめざして　の７項目に分
けて、中途視覚障がい者への支援の方法を説明。
（ジエムコ出版㈱/1995）

32 ○

Ｌ 338

中途視覚障害者の
支援のために

第２巻
視覚障害者の誘導法

視覚障がい者を誘導する際のポイントを悪い例などもはさ
みながら解説。①視覚障がい者の屋内　②誘導する際の注
意点／街角での援助　③誘導の基本形／高齢者・子どもへ
の応用例　④さまざまな場面での誘導のポイント／道路、
階段、ドア、乗り物、トイレ etc…。
（ジエムコ出版㈱/1995）

44 ○

Ｌ．障がい者福祉

39
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Ｌ 343 ありがとう　この地
第一びわこ学園で生活する重症心身障がい児者の懸命に生
きる姿と、職員と心を合わせている様子を描いた記録映
画。（第一びわこ学園映画制作委員会/1990）

60 ○

Ｌ 344
いっしょっていいね

～統合保育の
現場から～

障がいのあるなしにかかわらず垣根なく人間どうしの付き
合いが出来るようになるためには、子どもの時から一緒に
育てていくことがどんなに大切であるか…神奈川県にある
渕野辺保育園の総合保育の実践記録。
（㈱岩波映画/1992）

29 ○

Ｌ 345
あなたもできる
車椅子の介助

健常者が何気なく歩いている街も、車椅子で行動しようと
すると様々な障害に出会う。段差、溝、坂道、デコボコ
道、階段etc…車椅子と共に街を歩みながら様々なケース
スタディを通して車椅子の介助の仕方を描く。
（東映㈱/1995）

9 ○

Ｌ 346
安心して

外出するために
[車いす編]

車いす介助の方法。(重度障害）
（ビデオボランティアグループ映像工房「蕉門」/1994）

30 ○

Ｌ 347
心と手をかして…

障害者の介助
～車イス編～

車いす介助の方法。
（ＴＶＫエンタープライズ/1991）

15 ○

Ｌ 348
心と手をかして…

～視聴覚障害者編～

ハンディキャップのある人を見かけたら、どのような手助
けをしたらよいのか？視覚障がい者の基本的な誘導法と交
通機関などでの留意点、視覚障がい者とのコミュニケー
ション手段の基本。
（ＴＶＫエンタープライズ/1993）

30 ○

Ｌ 349
手話

手話での応対と心得
基本的な手話の動作と必要な心得について解説している。
（国立身体障害者リハビリテーションセンター/1990）

18 ×

Ｌ 350

わかりあえる
明日のために
中学生向け・

手話教育ビデオ
①はじめての手話

(手話付）

聴覚障がい者は、日常生活の中でどのようなことに困った
り不安を感じたりするのだろうか。事例を見ながら考えて
いく。手話というコミュニケーションは、人と人との会話
や心の交流を図る上で大切な役割を担っている。聴覚障が
い者とのコミュニケーション方法について解説。
（国際放映㈱/1996）

30 ○

Ｌ 351

わかりあえる
明日のために
中学生向け・

手話教育ビデオ
②手話にふれよう

（手話付）

聴覚障がい者の日常の暮らしはどのようなものなのだろう
か。ろう学校に通う中学生の姿を通じ、授業や部活動の様
子をレポート。あわせて、聴覚障がい者の家庭生活での
様々な工夫や努力を紹介。
（国際放映㈱/1996）

30 ○

Ｌ 352

わかりあえる
明日のために
高校生向け・

手話教育ビデオ
①手話入門編

聴覚障がい者への理解と、手話を紹介する５巻のシリー
ズ。手話の歴史や表現方法、指文字、挨拶など基本的な言
語を紹介。各巻の巻末に手話ワンポイントレッスンがあ
る。（国際放映㈱/1994）

30 ○

Ｌ 353

わかりあえる
明日のために
高校生向け・

手話教育ビデオ
②ろう教育編

聴覚障がい児の幼児期から教育期までの姿を、学校や家庭
での発音訓練、普通学校との交流、部活動や寄宿舎での共
同生活など、ろう教育の様子を通してを紹介。巻末に、教
育に関連した手話を紹介。（国際放映㈱/1994）

30 ○

Ｌ 354

わかりあえる
明日のために
高校生向け・

手話教育ビデオ
③ろう者の生活編

音を聴覚以外のものに置き換えて、生活の不便を解消する
工夫が必要な聴覚障がいの夫婦の家族との生活場面や、職
業へ向けた専門教育、職業生活などの様子を紹介。巻末に
日常生活に関連した手話も紹介。
（国際放映㈱/1994）

30 ○

Ｌ 355

高校生向け・
手話教育ビデオ
わかりあえる
明日のために

④ろう者の文化編

聴覚障がい者の文化活動、ろう者劇団の練習や公演、聾学
校の鼓笛隊、パントマイムや手話落語を紹介。
（国際放映㈱/1994）

30 ○

Ｌ 356

高校生向け・
手話教育ビデオ
わかりあえる
明日のために

⑤聴覚障害者福祉編

聴覚に障がいを持つ方への福祉を、入所施設での作業や生
活、情報提供センターの活動、手話通訳者の活動、手話講
習会、ボランティア活動などを通して紹介。巻末に聴覚障
がい者福祉に関連した手話も紹介。
（国際放映㈱/1994）

30 ○
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Ｌ 357
スポーツがあったから

～冬季パラリンピックに
挑む～

身体障がい者スポーツの祭典ジャパンパラリンピック冬季
大会及びリレハンメルパラリンピックにおける選手の素
顔。強化合宿そしてリレハンメル大会での活躍の記録。
（社会福祉・医療事業団㈱ＮＨＫエデュケーショナル
/1995）

33 ○

Ｌ 358
もうひとつの

リレハンメル～冬季パラリ
ンピック・リポート～

リレハンメルパラリンピックにおける選手の活躍の模様を
収めた記録。
（社会福祉・医療事業団㈱ＮＨＫエデュケーショナル
/1995）

30 ○

Ｌ 359
スレッジ・ホッケーに

挑む

「ジャパン・パラリンピック氷上大会」の模様、選手の素
顔、強化合宿「スレッジ・ホッケー」に挑む身体障がい者
のいきいきとした生活を描いたドキュメンタリー。
（社会福祉・医療事業団　㈱ＮＨＫエデュケーショナル
/1995）

31 ○

Ｌ 363

第２６回全国身体障害者
スポーツ大会
ふれあい広場
in ふくおか

平成２年１１月３～４日にかけて第２６回全国身体障害者
スポーツ大会が福岡で開催されたが、それを記念して行わ
れたイベント“ふれあい広場inふくおか”の模様を収録。
（第２６回全国身体障害者スポーツ大会実行委員会
/1990）

120 ×

Ｌ 365
新たな１０年のはじまり
「国連・障害者の十年」

最終年記念国民会議

「国連・障害者の十年」の成果を確認する。国民会議の記
録ビデオ。列島縦断キャラバンや、各分科会での意見交換
や交流、芸術家、公開シンポジウムなどと併せて紹介。
（「国連・障害者の十年」最終年記念国民会議/1993）

30 ×

Ｌ 366
しがらきから
吹いてくる風

ドキュメンタリー映画　信楽（しがらき）ここは狸の焼物
で知られる窯業の里。知的障がいの人たちがおおらかに働
き生きられる町。町の人々と障がい者のさりげない交流を
描く。（シグロ㈲/1990）

91 ○

Ｌ 367

こんな仕事だって
できるんだ！

～精神薄弱者の
新しい職場～

スポーツウェアの専門メーカーや家電工場、自動車部品工
場、レストランなど、それぞれの職場で意欲的に働く知的
障害者の姿をとらえ、隠された能力の素晴らしさに気づか
せる。（東京シネ・ビデオ㈱/1993）

30 ×

Ｌ 368
日本の障害者雇用
～制度・現状～

日本障害者雇用促進協会がおこなっている障がい者雇用対
策のうち、広報・啓発活動・納付金制度・職業リハビリ
テーションの推進の３部門についてわかりやすく描く。
（東京シネ・ビデオ㈱/1993）

43 ×

Ｌ 369 生きる勇気

病気や事故等で両腕に障がいを持ちながらも、それを克服
しようと口や足で筆を持ち絵を描いている人々の厳しい訓
練や努力している様子を紹介した世界身体障害芸術家協会
の活動報告。（世界身体障害芸術家協会/1990）

20 ×

Ｌ 382

福岡都市圏
共同事業ときめき

フェスタ福岡’９１
（手話付）

全国身体障害者スポーツ大会を記念してふれあい・交流を
目的に、福岡都市圏の市町村と障がい者団体が一体となっ
て催されたイベント“ときめきフェスタ福岡’９１”の模
様。障がいをもつ人、持たない人のふれあいを収録。
（電通/1991）

20 ×

Ｌ 405
おんなじ空の下で

～私たちの社会参加～
（字幕付・副音声付）

障がいをもつもたないにかかわらず、人は誰でも社会に参
加し、その役割を果たしている。身体に障がいを持つ人、
知的障がいをもつ人それぞれの具体的な社会参加の姿を紹
介。障がい者問題に対する理解と認識を深め、「皆で支え
合う社会づくり」の大切さを訴える。
（(社)日本広報協会/1991）

25 ○

Ｌ 406

第３３回全国身体障害者
スポーツ大会

ふれ愛ピック大阪
ときめいて今

はばたいて未来
（字幕付・副音声付）

平成９年１１月２日、３日に開催された、第３３回全国身
体障害者スポーツ大会「ふれ愛ぴっく大阪」。この日のた
めに、厳しい練習に励んできた選手達。あらゆる場面で大
会を支えるボランティアの活躍を通し「障がいのある人も
ない人も、誰もが同じように生活し活動できる」というこ
とを伝えている。
（「ふれ愛ぴっく大阪」ＣＡＴＶ競技会/1997）

60 ×

Ｌ 407
ゼロからの挑戦

～長野パラリンピックへの
５年～

１９９８年３月、長野で開かれた日本初の冬季パラリン
ピック。この大会を目指し、それまで日本に経験者のいな
かったスポーツ、アイスレッジにゼロから取り組んだ二人
の若者がいる。長野パラリンピックでメダルに輝くまでの
５年に渡る彼らの奮闘の日々を、コーチや家族との触れ合
いを交えながら描く。
（社会福祉・医療事業団/1998）

60 ○
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Ｌ 408

第１７回大分国際
車いすマラソン大会
「走り抜け！今日

この道は君だけのもの」

１９９７年１１月２日、世界２８の国と地域から総勢433
名の参加選手を迎えて開催された第17回大分国際車いすマ
ラソン。市民の熱い声援を受けて懸命に走り抜く選手達の
模様を大会の準備段階から大会後のレセプションまで通し
て描く。
（大分国際車いすマラソン大会事務局/1997）

20 ×

Ｌ 433
聴覚障害者との

コミュニケーション

聴覚障がい者は見た目だけでも識別も、どう困っているか
もわかりにくいために対応法が難しい。聴覚障がい者は自
分の発する声を確認できない、といったいくつかの基本的
な留意点を明らかにしながら、ケーススタディを通して聴
覚障がい者とのコミュニケーションの方法を示す。
（東映㈱教育映像部/1995）

9 ○

Ｌ 434
視覚障害者の介助

～その誘導の仕方～

視覚障がい者は決まったルートなら介助者がいなくても目
の役割をする白杖や点字ブロックを頼りに移動することが
できる。しかし現実の町中では色々な障がいがあり、困る
場合が多い。そういう人を見かけたらどうしたらよいか。
様々な事例を通して誘導の仕方を具体的に説明。
（東映㈱教育映像部/1995）

10 ○

Ｌ 438
標準手話　第３巻
心理に関する手話

（字幕付）

①心理　②動作・活動
（㈱小学館プロダクション/1991）

30 ○

Ｌ 439
標準手話　第４巻

抽象的なことばの手話
（字幕付）

①疑問詞・時・場所・形・量　②抽象
（㈱小学館プロダクション/1991）

30 ○

Ｌ 441

利用していますか
福祉サービス

－障害者のための
福祉サービス－

福祉サービスが必要な人に知られて、利用されていること
が、ノーマライゼーションの社会をつくる一歩である。身
体障害者手帳の申請から取得までとサービスの利用者の生
活を紹介しながら、各サービス（ホームヘルプ・入浴サー
ビス・住宅改造・ショートステイ等）を分かりやすく説
明。（東京シネ・ビデオ㈱/1996）

30 ○

Ｌ 456
初級手話講座7
日常会話Ⅳ

銀行・役所・ホテル・交番
（国際放映㈱/1983）

30 ○

Ｌ 457
初級手話講座8
日常会話Ⅴ

病院・職場
（国際放映㈱/1983）

30 ○

Ｌ 484

しあわせを
みつけよう

～よろこびを
感じるとき～

子どもの目線で語りかけ、「相手の立場から考える」こと
の大切さに気付いていくきっかけ作りをする。まず、手助
けを必要とする高齢者や障がいのある人の存在に気付かせ
る。彼らの立場から、何が大変でどうして欲しいと感じて
いるのか、それに対して自分たちには何が出来るのか…。
（東映㈱/1999）

20 ○

Ｌ 486

第９回ときめきフェスタ福
岡・ときめきフォーラム

～バリアフリーへ
私の提言～

「バリアフリーの社会をめざして」をテーマに行われた
フォーラムの様子を紹介。
（ＮＨＫ九州メディス㈱/1999）

22 ×

Ｌ 536

みんなともだち　手話
イチ・ニッ・サン

第１巻
手話ってなあに？

レッスン１．手話ってなあに　レッスン２．あなたの名前
は？　レッスン３．いくつ？　レッスン４．家族を紹介し
よう　レッスン５．指文字
（ビクターエンタテインメント㈱/1999）

40 ○

Ｌ 538

みんなともだち　手話
イチ・ニッ・サン

第３巻
身の回りのこと

レッスン１１．一日の生活　レッスン１２．一週間のスケ
ジュール　レッスン１３．一年のカレンダー　レッスン１
４．手話の上手な表現　レッスン１５．間違い探し
（ビクターエンタテインメント㈱/1999）

46 ○

Ｌ 540

みんなともだち　手話
イチ・ニッ・サン

第５巻
この手で歌おう②

・翼をください・贈る言葉・長い間
（ビクターエンタテインメント㈱/1999）

40 ○

Ｌ 541

みんなともだち　手話
イチ・ニッ・サン

第６巻
この手で歌おう③

・チューリップ・さんぽ・ありがとうさようなら
（ビクターエンタテインメント㈱/1999）

30 ○

Ｌ 542

みんなともだち　手話
イチ・ニッ・サン

第７巻
この手で歌おう④

・はじめの一歩・この星に生まれて
・切手のないおくりもの
（ビクターエンタテインメント㈱/1999）

41 ○
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Ｌ 543

みんなともだち　手話
イチ・ニッ・サン

第８巻
この手で歌おう⑤

・心の瞳・旅立ちの日に・夜空ノムコウ
（ビクターエンタテインメント㈱/1999）

53 ○

Ｌ 546
発作があっても
仕事がしたい

仲間の朝や帰りの通勤風景、朝の会、仕事の様子、給食、
昼休み、仲間のインタビュー、親の思い、またさざなみ作
業所の様子も収められ、福岡でのてんかん作業所の取り組
みが紹介。（あかり作業所/2000）

30 ○

Ｌ 548
かがやく女たち
～障がいを持つ
女性の人権～

障がいを持つ女性の自立と人権についてそれぞれの異なる
経験をもつ女性たちが語った力作のドキュメンタリー。ド
メスティック・バイオレンスや、障がいを持つ女性が子供
を産み、育てる過程で直面する優生思想の壁、そして、一
人の女性が自立しようとするときに立ちはだかる壁と、そ
れをのり越え、生きてきたかがやく女性たちの声を描く。
（障害者自立生活支援センター/2000）

28 ×

Ｌ 550
レーナ・マリア・

ヨハンソン
愛のゴスペルシンガー

生まれつき両腕がなく、左足は右足の半分ほどの長さしか
ない。しかし、レーナさんはこう言う。「神様は、きっと
何か特別なご計画があって、私をこのように造られたのだ
と思います。神様こそ、私に生きる力と喜びを与えてくだ
さることを、どこに行っても証明したいのです。」彼女の
生い立ちと日常生活をコンサートの歌等を混じえて編集し
た保存版。（ライフ企画/1998）

25 ×

Ｌ 563 手話教室　基礎

相手の手話が理解でき、特定の聴覚障がい者とならば手話
で日常会話ができる技術の習得を目標に置きながら、手話
の語彙数を増やすとともに、手話の基本文法を習得でき
る。（京都市聴覚言語障害センター/2000）

50 ×

Ｌ 569
アシスタントドッグを知っ

ていますか？

体に何らかの障がいを持つ方々の生活をサポートするため
に、特別な訓練を受けて働く犬たちがアシスタントドッグ
である。体に障がいを持つ方々の社会参加に欠かせないア
シスタントドッグを紹介。
（住友生命保険相互会社アシスタントドッグ育成普及委員
会/2001）

18 ○

Ｌ 578

おつきあいの方法と
そのわけ

～老人性難聴～
（字幕付）

老人性難聴の特徴や、老人性難聴の方との接し方のポイン
トなどを解説。老化に伴って音が聞き取りにくくなった方
に、どのように接したらよいのかがわかる。
(東京シネ・ビデオ㈱/1999）

20 ○

Ｌ 579

丸山浩路の
チャレンジ・ザ・手話
第１巻　楽しい表現

（字幕付）

名前や住所の尋ね方、「ありがとう」など日常挨拶。
（ＴＤＫコア㈱/1998）

33 ○

Ｌ 580

丸山浩路の
チャレンジ・ザ・手話
第２巻　美しい表現

（字幕付）

五十音を指文字で示したり、「失礼ですが」などの日常会
話。（ＴＤＫコア㈱/1998）

35 ○

Ｌ 581

丸山浩路の
チャレンジ・ザ・手話
第３巻　素敵な表現

（字幕付）

「しかし」などの接続詞や副詞、数字や曜日、時間の表
現。（ＴＤＫコア㈱/1998）

35 ○

Ｌ 584
手話通訳

読み取り用
教材（１０）

・田中博之（宮崎県）「子育て」
・吉武英二（福岡県）「私の思い出」
（宮崎県立聴覚障害者センター/2000）

50 ○

Ｌ 586
よくわかる車イス介護

上巻

外出介護で必要とされる車いすの操作方法と身体介護をわ
かりやすく解説。基本編・実践編として道路の境目での操
作や階段昇降、電車の利用（乗降方法など）、買物でのサ
ポートなどを紹介。
（映像記録/2000）

36 ○

Ｌ 587
よくわかる車イス介護

下巻

応用編として９人の障がい者により、コミュニケーション
の方法をはじめ、エスカレーターの昇降、移乗介護の方法
など外出介護におけるさまざまなケースを紹介。
（映像記録/2000）

38 ○

Ｌ 588

知的障害児・者の
身辺自立
第１巻

身辺自立と指導の基本

身辺自立指導の目的や、方法を整理する。また発達障がい
の特性にあわせた段階評価や、指導内容が示される。それ
とともに、手指機能やことばの発達に焦点をあて、わかり
やすく学びやすい指導について解説。
（ジエムコ出版㈱/1999）

32 ○

43



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｌ 589

知的障害児・者の
身辺自立
第２巻

指導の実際　食事・
排泄編

家庭での指導法のほか、箸の使い方や教える際に役立つ道
具などを紹介。インタビューコーナーでは、自閉的でこだ
わりのあったわが子の偏食を、どうやって改善したかな
ど、保護者の思いや体験談が語られる。
（ジエムコ出版㈱/1999）

37 ○

Ｌ 590

知的障害児・者の
身辺自立
第３巻

指導の実際　着脱・
清潔編

細やかに組立て、ステップを少しずつあげていく指導の大
切さ。着脱編では、指導に関してのさまざまな工夫を紹
介。またマナーについてもふれる。
（ジエムコ出版㈱/1999）

40 ○

Ｌ 594

精神保健福祉
ビデオシリーズ

第１巻
精神障害を

もつ人への理解

近代日本の精神保健の歴史は１９００年制定の精神病者監
護法から始まる。戦後、新憲法下の１９５０年に精神衛生
法、１９５５年に精神保健福祉法制定。この間の過程を東
大名誉教授秋元波留夫先生へのインタビューを交えてたど
るとともに、ＷＨＯ世界保健機関の新旧の国際障害分類試
案の解説を通して障がいと疾病の理解をうながす。
（丸善㈱/2001）

26 ○

Ｌ 595

精神保健福祉
ビデオシリーズ

第２巻
精神障害を

もつ人への支援

精神保健福祉士（ＰＳＷ）が制度化され、精神障がいをも
つ人の社会復帰と参加を支援する。精神障がいをもつ人の
相談にのり、様々な社会資源を活用・開発する精神保健福
祉士の役割をみていく。
（丸善㈱/2001）

26 ○

Ｌ 596

精神保健福祉
ビデオシリーズ

第３巻
精神障害を

もつ人への援助の実際

精神障がいをもつ人の地域社会での自立生活の実現と完全
参加を援助するためには、医療・保健・福祉の専門職ばか
りでなく支援者を含めた連携が必要である。当事者の希望
や意見をよく聞き、自己決定を尊重し、様々な社会資源を
活用してその人らしい生活を実現するために、地域保健福
祉活動をどのように展開すべきかを紹介。
（丸善㈱/2001）

23 ○

Ｌ 597

精神保健福祉
ビデオシリーズ

第４巻
精神障害をもつ人の
ケアマネジメント

精神障がいをもつ人のニーズを把握し、その人に合ったケ
アプランを立て、実行し、評価しなければならない。必要
なサービスを総合的に見定め、当事者が自己決定により主
体的にサービスを選択・利用することにより、可能な限り
の自立とＱＯＬの向上を図る。（丸善㈱/2001）

22 ○

Ｌ 598

精神保健福祉
ビデオシリーズ

第５巻
ノーマライゼーション

精神障がいをもつ人の社会参加を支援する様々な支援シス
テムやサービスの現状（就労セミナーやクラブハウス方式
など）を紹介し、全員参加のノーマライゼーション社会の
実現に向けた地域精神保健福祉活動を考える。
（丸善㈱/2001）

27 ○

Ｌ 611
ガーナと歩こう～福岡市の
障害者福祉～(手話付）

福岡市の障がい者福祉について紹介。
（電通/1992）

17 ○

Ｌ 616
知ってください

もっと盲導犬のこと

盲導犬が生まれてから引退するまでの様子がわかる。
１．子犬の繁殖　２．パピーウォカー制度　３．服従訓練
４．誘導訓練　５．協同訓練　６．引退、その他協会が
行っている催しなどを紹介。
（全国盲導犬施設連合会/2002）

20 ○

Ｌ 627

心理教育による
精神障害者の家族支援

第２巻
それぞれの場、
それぞれの学び
～病院、家族、
そして仲間～

急性期に行う病院での心理教育／心理教育の重要性につい
て（国立精神・神経センター精神保健研究所社会復帰相談
部部長・伊藤順一郎さん）／単一家族への心理教育／授産
施設における家族教室（新潟県小千谷市・コスモス会）／
断続的に学習を行う家族グループの変化　他
（ジエムコ出版㈱/2001）

35 ○

Ｌ 643

要約筆記奉仕員養成
講座基礎課程テキスト
補完ビデオ「もっと！
コミュニケーション」

(字幕付）

要約筆記は、聴覚障がい者にとって有効なコミュニケー
ションの手段の一つである。高齢化社会において日本語の
文字で情報を伝える要約筆記は重要である。難聴者・中途
失聴者のコミュニケーションの手段について考え、要約筆
記のいろいろな方法について説明。
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/2000）

30 ○

Ｌ 644

要約筆記奉仕員養成
講座応用課程テキスト

補完ビデオ
「自立した要約筆記者を目

指して」(字幕付）

要約筆記者の役割は、難聴者・中途失聴者が自己決定し、
権利を行使できるようにすることである。要約筆記者の役
割について考え、二人書きの方法、パソコン要約筆記の方
法について説明。
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/2002）

30 ○

44



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｌ 645

アシスタントドッグを
知ってください

心のバリアフリー
社会のバリアフリー

「身体障害者補助犬法」が施行され、国、地方公共団体及
び公共法人の施設並びに公共交通機関を、身体障がい者が
利用する場合に、補助犬の同伴を拒んではならないことに
なった。アシスタントドックとユーザーを取り巻く現状、
アシスタントドックを受け入れている店舗・施設事例、心
のバリアフリーについて説明。
（住友生命保険相互会社アシスタントドッグ育成普及委員
会/2002）

24 ○

Ｌ 710

ガイドヘルパー
養成研修ビデオ教材

重度脳性まひ者等全身性
障害者の移動介助

第１巻　移動介助の基本

重度脳性まひなどの重度の肢体不自由者の人を車いすで外
出介助するときに必要な知識に加え、安全で確実な外出介
助ができるための技術の実際について分かりやすく解説。
　第１巻　移動介助の基本－移動介助をはじめる前に－
（中央法規出版㈱/2000）

10 ○

Ｌ 711

ガイドヘルパー
養成研修ビデオ教材

重度脳性まひ者等全身性
障害者の移動介助

第２巻　移動介助の実際

　第２巻　移動介助の実際－車いすの介助を中心に－
（中央法規出版㈱/2000）

28 ○

Ｌ 717

視覚言語
「日本手話」を話そう

第３巻
数と時間の会話

（字幕付）

数を表す会話、時を表す会話、時を尋ねる会話
（ビクターエンタテインメント㈱/1997）

54 ○

Ｌ 720
手話時事用語２００１

（字幕付）

収録用語（４８語）‥財務省　経済産業省　国土交通省
景気回復　温暖化　虐待　家電リサイクル　バリアフリー
ワールドカップ　大リーガー　イスラエル　パレスチナ
公的資金　不良債権　介護保険　など
（おだまきの会/2001）

30 ○

Ｌ 721
手話時事用語２００２

（字幕付）

収録用語（５５語）‥内閣支持率　族議員　失業率　ワー
クシェアリング　アフガニスタン　通販　ＢＳＥ　でき
ちゃった婚　ユニバーサルスタジオ　院内感染　盲導犬・
聴導犬・介助犬　ＮＰＯ　デフリンピック　など
（おだまきの会/2002）

40 ○

Ｌ 723
発達障害とその原因

いろいろな発達障がいの状態を関係者に正しく理解される
よう解説。精神遅滞、特にダウン症候群、小児自閉症、学
習障がい、脳性麻痺、退行性の疾患、てんかんなどを取り
上げる。（日本知的障害者福祉連盟/1993）

32 ○

Ｌ 740

「実践読話学習のための
ビデオ」入門編

第１巻　身近な言葉を
読み取ってみましょう

（字幕付）

初めて読話学習に取り組む人を対象にした練習問題を収
録。挨拶の言葉、果物や野菜の名前など身近な品物の読み
取り練習を中心に、テーマから言葉を思い起こして読み取
る読話の基礎を学ぶ。音声がつけてあり、人工内耳や補聴
器を併用しての練習が可能。（読話塾/2004）

45 ○

Ｌ 741

「実践読話学習のための
ビデオ」入門編

第２巻　身近な会話を
読み取ってみましょう

（字幕付）

第１巻で学んだ読話力を確認、次に食べ物や飲み物、家族
の呼称、さらにステップアップして２語文と３語文の読み
取りを行う。音声がつけてあり、人工内耳や補聴器を併用
しての練習が可能。（読話塾/2004）

50 ○

Ｌ 742

「実践読話学習のための
ビデオ」ドリル編

　第３巻　単語の練習
（その１）
（字幕付）

入門編に入りきらなかった言葉や名前の購読練習を行い、
更に実力を養える。より多くの単語の読話練習を収録。口
形モデルとして６人が交代で担当し、少し癖ある口形など
の読み取りにもチャレンジできる。音声がつけてあり、人
工内耳や補聴器を併用しての練習が可能。
（読話塾/2004）

40 ○

Ｌ 746

ガイドヘルパー養成研修
ビデオ教材

重度視覚障害者の
移動介助

第１巻　移動介助の基本

重度資格障がい者を対象に実際に移動介助をする前に必要
な知識、心がけ、そして移動介助の基本方法を収録。
（中央法規出版㈱/2000）

21 ○

Ｌ 747

ガイドヘルパー養成研修
ビデオ教材

重度視覚障害者の
移動介助

第２巻　移動介助の実際

重度資格障がい者を対象に屋外に移動介助を中心に各場面
を設定し、一連の介助方法を収載。
（中央法規出版㈱/2001）

34 ○

45



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｌ 749
手話時事用語２００４

（字幕付）

流行語、手話表現に戸惑う言葉などを収録。
収録用語（５０語）‥同時多発テロ　自爆テロ　地雷　う
るう年　鳥インフルエンザ　児童虐待　宇宙船　特許　盲
ろう者　触手話　指文字　など
（おだまきの会/2004）

40 ○

Ｌ 750
手話時事用語２００５

（字幕付）

時事用語や最近の手話表現を収録。
収録用語（４５語）‥津波　マグニチュード　震度　活字
離れ　京都議定書　引きこもり　ニート　韓流　裁判員制
度　DVD　認知症　グループホーム　など
（おだまきの会/2005)

45 ○

Ｌ 751
超かんたん手話入門

①人さし指編
(字幕付）

人さし指だけでできる手話を紹介。収録用語（５０語）‥
わたし　あなた　ひと　きのう　見る　行く　考える　時
間　赤　あいさつ　手話スキー
（おだまきの会/2002）

30 ○

Ｌ 752
超かんたん手話入門

②親指編
(字幕付）

親指を使う手話を紹介。
収録用語（５０語）‥男　息子　結婚　離婚　客　尊敬す
る　登録　ミルク　お世辞　セクハラ　アトピー
（おだまきの会/2004）

40 ○

Ｌ 753
超かんたん手話入門
③グーチョキパー編

(字幕付）

ジャンケンのグー・チョキ・パーでできる手話を紹介。
収録用語（５０語）‥朝　風呂　作る　壊す　傘　研究
橋　サラダ　黒　きれい　ありがとう
（おだまきの会/2005）

40 ○

Ｌ 767
ピア・カウンセリングって

何？

ＮＰＯ法人・生活支援研究会のメンバーの活動を通して、
ピア・カウンセリングの真の姿と、その素晴らしさと、そ
の効用に迫る。ピア・カウンセリングの方法、留意点など
をわかりやすく解説。
（東京シネ・ビデオ㈱/2005）

25 ○

Ｌ 768
呼吸器をつけて

おもてへ出よう！

人口呼吸器をつけた子どもの社会生活やそれを支える人々
を紹介。中学校生活、家庭での生活、公共機関を利用した
移動などを収録。
（東京シネ・ビデオ㈱/2001）

33 ○

Ｌ 785

からだに障がいをもつ
仲間とともに

～安全な移動介助と
ボランティア活動～

主に筋ジストロフィーの安全な介助方法をわかりやすく紹
介。専門的な介助方法を身につけるのに役立つ。
（東京シネ・ビデオ㈱/2005）

27 ○

Ｌ 788
手話時事用語２００６

（字幕付）

収録用語（５０語）‥ワンセグ　耐震強度偽装　障害者自
立支援法　萌え　量的緩和政策　イナバウアー　など
（おだまきの会/2006）

40 ○

Ｌ 789
おだまき手話単語帳

～食べ物編～
(字幕付）

収録用語‥パン　豚肉　さけ　キャベツ　グレープフルー
ツ　牛丼　ラーメン　ウーロン茶　ココア　など
（おだまきの会/2006）

23 ○

Ｌ 821
バークレー先生が語る
ＡＤＨＤの子どもの

上手な指導法

ＡＤＨＤの子どもは、どうすれば授業がうまく受けられる
のか？世界的権威であるラッセル・バークレー氏が、授業
映像と現場教師のコメントをふんだんに交えながら、こう
した子どもの行動を変える具体策を解説。
（グループ現代/1994）

40 ○

Ｌ 827

「ＬＤ・ＡＤＨＤ
気になる子どもの

理解と援助」
Ｖｏｌ．１

子どもの発達の道筋を踏まえ「ＬＤやＡＤＨＤ」はどんな
障がいなのか理解し発達特徴と指導上のポイントを豊富な
相談活動を踏まえた内容でわかりやすく説明。
乳幼児～幼児前半を収録。
（㈱リレック/2005）

118 ○

Ｌ 828

「ＬＤ・ＡＤＨＤ
気になる子どもの

理解と援助」
Ｖｏｌ．２

幼児後半～小学校中学年を収録。（㈱リレック/2005） 120 ○

Ｌ 829

「ＬＤ・ＡＤＨＤ
気になる子どもの

理解と援助」
Ｖｏｌ．３

ＬＤ、ＡＤＨＤ、運動機能障がいについて収録。
（㈱リレック/2005）

104 ○
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Ｌ 830

「ＬＤ・ＡＤＨＤ
気になる子どもの

理解と援助」
Ｖｏｌ．４

指導上の一般的原則を収録。
（㈱リレック/2005）

106 ○

Ｌ 955

みんなで使えるかな？
バリアフリーについて

考えてみよう

小学校低学年向けバリアフリー学習ビデオ。いろいろな人
がいて、ほかの人には気づかないことで困っている。
みんながいつも仲良く、気持ちよく暮らすにはどうしたら
いいか、「バリアフリー」学習に活用できる。
（花王(株)/2004)

23 ×

Ｌ 956
バリアフリービデオ

４話作

｢見えない眼で歩いた街」「バリアフリー社会をめざして
～見えない世界・聞こえない世界～」「みんな一緒雅士く
んの一学期」「みんなで跳んだ」
（花王㈱/1995～1998）

50 ×

Ｌ 1064

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　社会編
第１巻（字幕付）

１．日本舞踊に生きる　２．野鳥と共に　３．失われたコ
ミュニケーションを取り戻す
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1065

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　社会編
第２巻（字幕付）

１．出張からもどって①　２．出張からもどって②　３．
風邪の友人と　４．報告書はできましたか　５．花嫁修業
談義　６．難聴者同士の会話　７．読話の練習（単語）
８．読話の練習（短文）
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1066

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　社会編
第３巻（字幕付）

失聴したために転職を余儀なくされた主人公が新しい職場
で、差別や偏見、意地悪などを克服し、より良い人間関係
を構築するまでを描いたもの。主人公のセリフにはすべて
字幕がついているので、主人公になったつもりで他の出演
者のセリフを読み取ってみれる。
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1067

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　社会編
第４巻（字幕付）

Ⅰ特徴のある口型を見逃さずに掴もう　Ⅱ話の流れからこ
とばを予想して、口型を読んでみよう①どんなことばが入
るでしょう②別の答を探そう
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1068

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　生活編
第１巻（字幕付）

Ⅰ耳の主な働き　Ⅱ読話の活用とコミュニケーションの方
法１）読話による会話の進め方２）初対面の人との会話の
ポイント
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1069

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　生活編
第２巻（字幕付）

コミュニケーションの工夫―分かりにくい例・分かりやす
い例―　複数での会話　会話の流れや言い回しをつかむ
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1070

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　生活編
第３巻（字幕付）

失聴の失意の底から友人や仲間に支えられ、元気を取り戻
していく難聴者の物語。主人公のセリフは、すべて字幕に
出る。見る人が主人公になって読話の練習することを意図
して制作。
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1071

豊かなコミュニケーション
に向けて・・・読話のため

のビデオ　生活編
第４巻（字幕付）

Ⅰ口型パターンとその絵記号　Ⅱ絵記号を覚えよう　Ⅲ読
み取りの練習
（全日本難聴者・中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1072
読話のためのビデオ家族編

第１巻(字幕付）
Ⅰ家族や周囲の人の配慮　Ⅱゲームで読話を楽しもう
（全日本難聴者中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1073
読話のためのビデオ家族編

第２巻(字幕付）
Ⅰ短文・会話練習　Ⅱ読話のすすめドラマ「ある家族の一
日」（全日本難聴者中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1074
読話のためのビデオ家族編

第３巻(字幕付）
ドラマ「ある家族の一日」
（全日本難聴者中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1075
読話のためのビデオ家族編

第４巻(字幕付）
口の形と動き
（全日本難聴者中途失聴者団体連合会/不明）

20 ○

Ｌ 1076
手話・字幕で学ぶ聴覚障害

者のための会計講座
３級１(手話・字幕付）

簿記の基礎知識No.1単式簿記と複式簿記No.2簿記の要素
No.3簿記上の取引No.4勘定科目No.5取引の結合関係
（レッド・ベレーズ/2004）

60 ○

47



分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｌ 1077
手話・字幕で学ぶ聴覚障害

者のための会計講座
３級２(手話・字幕付）

現金と預金No.1現金No.2現金過不足勘定No.3当座預金No.4
４当座貸越しNo.5現金出納帳・当座預金出納帳No.6諸預金
勘定No.7小口現金No.8小口現金出納帳　商品売買No.1分配
法No.2三分法No.3売上帳・仕入帳No.4商品有高帳　売掛金
と買掛金No.1売掛金No.2統制勘定と補助元帳No.3得意先元
帳
（レッド・ベレーズ/2004）

60 ○

Ｌ 1078
手話・字幕で学ぶ聴覚障害

者のための会計講座
３級３(手話・字幕付）

その他の負債・債務No.1貸付金・借入金No2未収金・未払
金No.3前払金・前受金No.4立替金・預り金No.5仮払金・借
受金No.6商品券・他店商品券　手形No.1手形の種類No.2約
束手形No.3為替手形No.4手形の裏書きNo.5手形の売却No.6
金融手形No.7手形記入帳　貸倒損失と貸倒引当金No.1貸倒
の発生No.2貸倒の見積りNo.3前期に計上した売掛金が貸倒
になった場合の処理No.4前期末貸倒金がある場合に貸倒引
当金を計上する方法No.5償却債権取り立益　有価証券NO.1
有価証券を取得する目的No.2有価証券の取得価額No.3有価
証券の評価No.4有価証券の売却No.5受取配当金と有価証券
利息
(レッド・ベレーズ/2004)

64 ○

Ｌ 1079
手話・字幕で学ぶ聴覚障害

者のための会計講座
３級４(手話・字幕付）

固定資産 N0.1固定資産の意義　No.2固定資産の種類
No.3固定資産の取得原価　No.4減価償却　費用と収益No.1
期間計算　No.2前受収益　No.3未収収益　No.4前払費用
No.5未払費用　No.6消耗品と消耗品費　資本と税金No.1資
本金勘定　No.2引出金勘定　No.3税金　修正仕訳・８桁清
算表
（レッド・ベレーズ/2004）

68 ○
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Ｍ 241 少子社会を考える

子どもの数が減っている。一人の女性が一生の間に生む子
どもの数が、平成９年には１．３９にまで下がってしまっ
た。少子化が進む日本社会の構造と、少子化がもたらす影
響をわかりやすく伝え、２１世紀の日本に「子どもを産み
育てることに『夢』を持てる社会」をつくるにはどうした
らよいのか、家庭、地域、職場での新しい動きを紹介し考
えていく。
（ＮＨＫエンタープライズ２１/1998）

35 ×

Ｍ 370
あたたかい心を

ありがとう

母親のあたたかい心。それが子供のおもいやりの心を育て
ていく姿を描いていく。
（東映㈱教育事業部/1988）

30 ○

Ｍ 373 小春ちゃんちの人々

中学３年生の小春ちゃんは８５歳になる祖母、サラリーマ
ンの父、専業主婦の母との４人暮らし。東京に２人の姉が
いる。一般的な家庭のごくありふれた一日にスポットをあ
て、介護や育児、定年後の所得保障、病気といった生活上
の様々な問題について、中学生の目を通したドラマ形式で
紹介。（㈱岩波映画製作所/1996）

25 ○

Ｍ 377
保健所ってなあに

～応援します
あなたの健康～

母子巡回健康相談、成人健康診査、シルバー健康教室等、
赤ちゃんからお年寄りまで市民の健康を応援する保健所の
役割について紹介する。（福岡市保健福祉局/1992）

19 ×

Ｍ 378 新しい出発

１９９２年１０月から行われた「国連・障がい者の十年」
記念列島縦断キャラバンの記録。北海道宗谷岬・沖縄県石
垣島からスタートしたキャラバン隊の活動と使用グッズを
紹介。
（「国連・障害者の十年」最終年記念国民会議組織委員会
/1993）

30 ×

Ｍ 381
仲間たちがいて

喜びがある

住民の多様な学習の願いに応えることは公民館活動の大き
な課題である。学習の拠点として、多くの人々が集い、仲
間の輪を広げる中で公民館は生活に根ざした地域の文化を
創っている。（東京シネ・ビデオ㈱/1993）

30 ×

Ｍ 410
炎の証言

～鎮魂の祈り～

終戦から、半世紀が過ぎ去った。しかし、両親や我が子、
兄弟を目前で亡くされた人たちの無念と心痛は、今なお癒
えることはない。平和で豊かな今日にあっても、なお涙を
流し続けている人たちが、鎮魂の祈りを捧げる思いで語っ
た証言。
（ＮＨＫ情報ネットワーク/1993）

30 ○

Ｍ 413
ＦＵＫＵＯＫＡ

ＩＭＡＧＥ

韓国の著名な映画監督、朴哲洙氏によって制作。朴監督は
『３０１・３０２』（１９９５年制作）などの作品を監督
し、アジアフォーカス・福岡映画祭にも参加。従来の広報
ビデオとは異なり、“海外の映画監督が見た福岡のイメー
ジ”をビデオ作品として表現した。
（福岡市/1998）

20 ○

Ｍ 425
ＪＯＩＮ　ＵＳ　ＩＮ
ＦＵＫＵＯＫＡ ’９７

スポーツを通しての国際交流、様々な国際的コンベンショ
ンの開催やフェスティバル…　スポーツ、経済、文化、観
光等世界的にも注目を集めている魅力あふれる都市福岡を
紹介。（福岡市広報課/1997）

18 ○

Ｍ 488 引揚港 “はかた”
昭和20年10月の博多港における引揚の記録映像
（アメリカ国立公文書所蔵）

8 ○

Ｍ 490
明日への伝言

小さな赤いトマト

Ｂ-２９の爆弾のゴミ捨て場とされた浜松。兄さんと一緒
に食べようと、小さな赤いトマトを井戸に冷やしたまま、
死んだ少女がいる。奪われたささやかな幸せ。半世紀を経
た浜松で、今、若い世代は、奪われた平和−戦災の記憶を
平和の祈りとして、明日へ伝えようとしている。
（㈱ＮＨＫ情報ネットワーク/1999）

25 ○

Ｍ 491
明日への伝言

私たちは戦争を
知らない

熊本における戦災体験者の生の声を聴き、戦争を知らない
子供達がどう思っているのか、そして何をすべきかを考え
ていく。（㈱ＮＨＫ情報ネットワーク/1998）

21 ○

Ｍ 492
炎の証言

～戦争と子どもたち～

太平洋戦争は大人だけではなく、子どもたちも巻き込んで
いく。戦争を体験した子どもたちの証言を収録。
（㈱ＮＨＫ情報ネットワーク/1996）

25 ○

Ｍ．その他
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Ｍ 509
炎の証言

～これが空襲だった～

先の大戦における日本本土への空襲（沖縄戦、広島・長崎
の原爆被害は除く）の実態や被害状況を、戦災都市で行わ
れている慰霊祭や戦災体験者の証言をもとに作成されたも
のである。（㈱ＮＨＫ情報ネットワーク/1996）

21 ○

Ｍ 564
子育てに自信を

なくしているあなたへ
南多摩保健所からの発信

①子育てに悩む保護者へのインタビュー　②虐待をしてし
まいそうな不安を感じている保護者へのメッセージ　③同
じ悩みを持つ保護者のグループの活動風景　④保健所の保
健師活動の紹介（東京都南多摩保健所/2001）

19 ×

Ｍ 565

子ども虐待防止
対策ビデオ

「ＭＣＧとは何か」
東京・世田谷区の

取り組み

同じ悩みを持つ母親同士が集まって話し合いを行う「母と
子の関係を考える会」（ＭＣＧ）の活動の進め方を紹介。
（世田谷区世田谷保健所/2001）

19 ×

Ｍ 567
子どものいる風景
～生き方の選択～

子育ては、とても大変な仕事である。しかし、それをはる
かに越える喜び、楽しみ、そして感動もある。子育てのや
りがいや子どものいる家庭の暮らしぶりについてのレポー
ト。（福岡市/2001）

25 ○

Ｍ 568 子育てはタイヘンだ！
子育ての様々な悩みに専門家がアドバイス。利用できる相
談窓口も紹介。（福岡市/2001）

43 ○

Ｍ 572

再会、そして
新しい出会い

～市民サミット
ｉｎ神戸の記録～

「ＫＯＢＥ２００１」の終了にあわせ、震災を振り返り、
２１世紀の市民社会を語り合い、新たな出会い・再会の喜
びを分かち合える行事にと、神戸市生涯学習センター「コ
ミスタこうべ」（震災当時２０００名以上の避難があった
旧吾妻小学校）で開催されたサミット記録。
（クリエイティブ勇気、こうべケーブルビジョン/2001）

28 ○

Ｍ 612

いま、始められる
フィランソロピー

Ｐａｒｔ１
 ～社会貢献活動の

すすめ方～

社会貢献活動をこれからしていく方々に、その活動のすす
め方を紹介。（中央共同募金/1998）

23 ○

Ｍ 613

いま、始められる
フィランソロピー

 Ｐａｒｔ２
～地域に根ざした

活動事例～

地域に根ざした活動事例の紹介をしている。これから、社
会貢献活動を始める方々の参考になる。
（中央共同募金/2002）

34 ○

Ｍ 628
社会福祉の実際
①社会福祉とは

～その理念と歴史～

近年の福祉需要の増大・多様化に対応するため、制度、地
域福祉、質の高いサービスが進められている。また、福祉
専門職およびボランティアの育成（マンパワー開発）は社
会的要請事項となってきている。わが国の社会福祉の理念
と歴史を戦後を中心にみていく。１．社会福祉とは何か
２．子供の人権を保障するために　３．障がい者の自立を
めざして　４．高齢化社会の到来と当面する課題
（丸善㈱/2002）

30 ○

Ｍ 629
社会福祉の実際

②社会保険と公的扶助
～社会保障の全体像～

わが国の社会保障制度は憲法第２５条における生存権保障
が法的根拠である。社会保障の概念から社会保険制度（医
療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労働者災害補償
保険）、公的扶助制度（生活保護制度、低所得者対策）に
ついて見ていく。（丸善㈱/2002）

25 ○

Ｍ 630
社会福祉の実際

③児童家庭福祉の実際

未来を担う子どもは、健やかに生まれ育ち、生活と発達を
保障される権利がある。戦争孤児の保護対策からはじまる
児童福祉の変遷と最近の子どもを巡る動向や子育ての社会
的支援、少子社会と子どもなどをテーマに児童福祉を考え
る。（丸善㈱/2002）

32 ○

Ｍ 632
社会福祉の実際

⑤高齢者福祉の実際

高齢者福祉の中核をなす介護保険制度。この保険制度の特
徴と導入後の現状を踏まえ、介護保険サービスの利用手続
き方法から、各種居宅サービス（訪問型、通所型、短期入
所型ほか）はもちろん、地域での総合的な保健福祉サービ
スを取り上げる。（丸善㈱/2002）

35 ○

Ｍ 633

社会福祉の実際
⑥地域福祉の展開

～福祉コミュニティの
形成を目指して～

コミュニティワーカーが取り組む地域福祉実践（相談活
動、地域ケアサービス、小地域ネットワーク、当事者・家
族の組織化、ボランティア・コーディネイト、福祉教育、
福祉権利擁護事業、地域福祉計画など）を通して、その地
域の実情に即した福祉コミュニティの創造を考える。
（丸善㈱/2002）

27 ○
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分類 番号 題　　　名 内　　　容　（製作／発行年） 時間(分)貸出

Ｍ 634

社会福祉の実際
⑦福祉サービスの担い手

　～福祉専門職と
ボランティア～

福祉を学ぶ学生が福祉現場を訪問し、そこで福祉専門職と
出会う中で、福祉サービスの担い手についてみていく。ま
た、民生委員・児童委員をはじめ、だれでも参加できるボ
ランティアの役割を考える。（丸善㈱/2002）

26 ○

Ｍ 635
２１世紀の福祉の

まちづくり
①人にやさしい家づくり

全ての人にとって暮らしやすい住まいとはなにかを考え
る。アメリカのシアトル市や日暮里カンカン森プロジェク
トなど、さまざまな助け合いによって暮らしの豊かさを求
める「コウハウジング」、認知症高齢者の生活の向上と家
族の負担の軽減を目的とした、認知症高齢者グループホー
ム「ちとせ」（横浜市）などの実例を紹介する。また、バ
リアフリーの理想的な住宅として建てられたモデルルーム
で、その構造や設備をわかりやすく説明。
（㈱メディアクロッシング/2002）

20 ○

Ｍ 636
２１世紀の福祉の

まちづくり
②人にやさしい道づくり

「福祉のまちづくり」に欠かすことのできないのが、移動
のバリアフリー。その最先端事例と将来のあるべき姿を展
望する。アメリカのポートランド市の各種交通システム、
金沢市のコミュニティバス、都営大江戸線の駅や車輌の先
進事例や都営バスの超低床車など、さまざまな取り組みと
それぞれの特色を紹介する。また、イギリスで普及してい
る、障がい者などのショッピングの足として活用されてい
る電動スクーター「ショップモビリティ」の日本での利用
例を金沢市で取材。
（㈱メディアクロッシング/2002）

20 ○

Ｍ 637
２１世紀の福祉の

まちづくり
③人にやさしい街づくり

「世界一暮らしてみたい街」といわれているアメリカの
ポートランド市の例を紹介する。そして街づくりのために
は具体的に何をすべきかを、ポートランド市民によってつ
くられた公共機関METOROの活動から見ていく。その他、日
本の最先端事例（さいたま新都心・お台場パレットタウン
の大観覧車・新宿タイムズスクエアなど）や、市民と共に
考え、計画してきた都市公団「おゆみ野地区モデル街区プ
ロジェクト」の現状など、住民参加による街づくりの大切
さを現場からリポート。
（㈱メディアクロッシング/2002）

20 ○

Ｍ 638
２１世紀の福祉の

まちづくり
④誰もが使いやすい道具

ユニバーサルデザインの考え方に基づいたものづくりに取
り組んでいるさまざまな企業を紹介する。関係者のインタ
ビューを交えながら、「福祉のまちづくり」に必要なユニ
バーサルデザインについて考え、理想的な姿を提案。ま
た、情報のユニバーサルデザインとして、わかりやすく、
誰もが使いやすいホームページ「粋生きネット」（金沢
市）を紹介。（㈱メディアクロッシング/2002）

20 ×

Ｍ 646
明日への伝言

Ｓｍｉｌｅ　Ａｇａｉｎ

岡山の小学生が、空襲の被害にあった町を調べ、平和の尊
さと戦災の記憶を後生へ伝えることの大切さを学ぶ。
（ＮＨＫ情報ネットワーク/2000）

30 ○

Ｍ 647
明日への伝言
語りつぐもの

１５歳の大塚露那が失われつつある“空襲”の傷跡を岐
阜，東京，川崎に訪ね，その思いを今に伝える。
（ＮＨＫ情報ネットワーク/2001）

26 ○

Ｍ 648
明日への伝言

私たちの町にも
空襲があった

戦災の悲惨な記憶も風化しつつある現在、私たちの未来の
ために、おばあさんは語る。“泣いてばかり悲しんでばか
りいてはダメだ、これは死んでるのと同じだ、それじゃ申
し訳ないよ、死んだ坊やや夫に！”と記憶を平和の祈りと
して、明日へと伝える。
（ＮＨＫ情報ネットワーク/2002）

26 ○

Ｍ 649
ふれあい・

子育てサロン

全国で、たくさんの「ふれあい・子育てサロン」が誕生し
ている。どの子育てサロンも、親子の笑顔があふれてい
る。実際の活動事例を通して子育てサロンを理解していた
だくためのもの。（全国社会福祉協議会/2003）

27 ○

Ｍ 650
ＤＩＳＣＯＶＥＲ
ＦＵＫＵＯＫＡ

福岡市のプロモーションビデオ。
・動き続ける都市　・伝統と文化が息づく都市　・情報を
つなぐ都市　・人を癒す都市　・エキサイティングな都市
・世界の人々が集う都市　・アジアとともに未来を創る都
市（西鉄エージェンシー/2003）

16 ○

Ｍ 670

ふれあい通信赤い羽根
（平成１１年度）

①地域ぐるみの福祉教育
②住民参加の
日常支援活動

（共同募金使途ＰＲビデオ） ①地域ぐるみの福祉教育～
東京都小平市分）②住民参加の日常生活支援活動～神奈川
県横浜市（中央共同募金会/2000）

17 ○
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Ｍ 671 赤い羽根、見つけた！
千葉県八千代市八千代台小学校の募金活動を紹介。
（中央共同募金会/1994）

20 ○

Ｍ 676 地域が支える共同募金
戸別募金ボランティアの研修用につくられたビデオで、共
同募金の概要を紹介している。（中央共同募金会/1993）

18 ○

Ｍ 677
ロボット犬とっちー

（アニメ）

ロボット犬とっちーは不良品となった「だめドッグ」とし
て解体工場行きとなるが、自由をもとめて大脱走をする。
とっちーとゆかいなロボット犬の仲間たちが、たすけあい
ながら生きていく姿を描いた神戸からの「元気メッセー
ジ」（㈱ＩＭＡＧＩＣＩ/2001）

16 ×

Ｍ 689

ＦＵＫＵＯＫＡ
ＡＬＩＶＥ
～未来へ～

改訂版

ＦＵＫＵＯＫＡ　ＡＬＩＶＥ～未来へ～　平成１２年３月
改訂版（福岡市市長室広報課/2000）

18 ○

Ｍ 699
記録映画

見えない壁を越えて

明治以来９０年､病む者たちを故郷や肉親から引き裂き､職
場も名前も捨てさせたばかりか､人間であることさえ拒否
し続けてきた"らい予防法"がようやく廃止された｡だが､
人々の心の中の壁はいつ取り払われる日がくるのだろう
か｡（(財)藤楓協会/1998）

120 ○

Ｍ 703
シンポジウム

「地域の顔が見える
子育て支援」

平成１６年８月４日に開催されたシンポジウム「地域の顔
が見える子育て支援」（主催：全国社会福祉協議会・全国
保育協議会）の様子を収録している。
（全国社会福祉協議会/2004）

50 ○

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よ
いのかを具体的に解説。（新宿スタジオ/2001）

32 ○

52
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さくいん（五十音順）   
 

 

− あ行 −   

◆藍・あい・愛  

渦になれ 輪になれ ボランティア………… P.34 

◆ＩＧＬ健康福祉専門学校…………………… P.27 

◆赤い羽根、見つけた！……………………… P.52 

◆アシスタントドッグを知っていますか？… P.43 

◆アシスタントドッグを知ってください 

心のバリアフリー社会のバリアフリー……… P.45 

◆明日はわが身～老人介護と助け合い～…… P.16 

◆明日への希望をめざして  

リハビリテーションと補装具………………… P.10 

◆明日への伝言                  

   語りつぐもの…………………………… P.51 

   Ｓｍｉｌｅ Ａｇａｉｎ……………… P.51 

   小さな赤いトマト……………………… P.49 

   私たちの町にも空襲があった………… P.51 

   私たちは戦争を知らない……………… P.49 

◆温かい心 確かな手 生活を支える仕事… P.17 

◆あたたかい心をありがとう………………… P.49 

◆新しい出発…………………………………… P.49 

◆新しい褥創ケアの技術……………………… P. 8 

◆新しい体位変換のテクニック  

①自然な動きを知ろう………………… P. 8 

   ③応用的体位変換……………………… P. 8 

◆新しい痴呆性高齢者の介護シリーズ  

   第２巻 住民とともに進める 

       地域型痴呆予防プログラム P. 3 

◆暖ったかい手………………………………… P.27 

◆あなたのこころを未来のために 

～ボランティア活動紹介～…………………… P.32 

◆あなたのまちのデイサービス……………… P.23 

◆あなたは大丈夫!?体操で防ぐ尿失禁……… P. 5 

◆あなたもできる車椅子の介助……………… P.40 

◆あの、夏の日～とんでろじいちゃん～…… P.23 

◆あふれる・こころ高齢化社会に向かって… P. 1 

◆新（あら）たしき明日へ ………………… P.27 

◆新たな１０年のはじまり「国連・ 

障害者の十年」最終年記念国民会議………… P.41 

◆ありがとう この地………………………… P.40 

◆アレルギーなんかこわくない 

～アトピー・花粉症に負けない衣食住～…… P. 5 

◆安心して老いるために……………………… P. 1 

資料(1)北欧の老人ケアシステム…… P. 1 

   資料(2)オーストラリアの 

老人ケアシステム…………… P. 1 

◆安心して外出するために[車いす編]……… P.40 

◆いきいき！オストメイト 

～人工肛門・人工膀胱をもつ仲間たち～…… P. 7 

◆いきいきライフ大発見……………………… P.31 

◆生きる勇気…………………………………… P.41 

◆生きるよろこび いのちのボランティア… P.35 

◆いっしょっていいね 

～統合保育の現場から～……………………… P.40 

◆一緒に始めませんかボランティア………… P.35 

◆いつもあなたのそばに……………………… P.23 

◆いつもとちがう日曜日 

～青年たちのボランティア活動～…………… P.31 

◆いま、始められるフィランソロピー  

Part1～社会貢献活動のすすめ方～… P.50 

   Part２～地域に根ざした活動事例～… P.50 

◆医療従事者のためのＡＩＤＳの知識  

①ＨＩＶとＡＩＤＳ…………………… P. 5 

②ＡＩＤＳと医療……………………… P. 5 

◆居るだけでボランティア…………………… P.31 

◆Ｗｉｔｈ若き女性美術作家の生涯………… P.34 

◆うっかり町の屋根の下～住宅防火のすすめ P.37 

◆うっかり町は大騒ぎ 

～住宅防火診断のすすめ～…………………… P.37 

◆映像でつづる日本の社会福祉施設 １…… P.28 

◆映像でつづる日本の社会福祉施設 ２…… P.28 

◆映像でつづる日本の社会福祉施設 ３…… P.28 

◆映像による気・健康法 

第三巻 首・肩・手の症状…………… P. 4 

◆笑顔みたくてこんにちは 

～老人クラブの友愛活動～…………………… P.23 

◆ＬＤ・ＡＤＨＤ気になる子どもの理解と 

援助  

   Ｖｏｌ．１……………………………… P.46 

   Ｖｏｌ．２……………………………… P.46 

   Ｖｏｌ．３……………………………… P.46 

Ｖｏｌ．４……………………………… P.47 

◆ＮＰＯ・ＮＧＯ運営上のリスクとその対処 P.35 

◆老いを生き老いを支える 

～東京の在宅患者さんたち～………………… P.22 

◆老いを支えて 

～在宅福祉とホームヘルパー～……………… P.27 

◆おしえます！できはじるコツ １９９６… P.32 

◆おだまき手話単語帳～食べ物編～(字幕付) P.46 

◆おつきあいの方法とそのわけ 

～老人性難聴～(字幕付)……………………… P.43 

◆おとしよりのための 

保健 医療 福祉サービス…………………… P.22 

◆親子で学びあうボランティア活動………… P.35 

◆おんなじ空の下で 

～私たちの社会参加～(字幕付・副音声付)… P.41 

  

− か行 −  

◆ガーナと歩こう 

～福岡市の障害者福祉～(手話付)…………… P.44 

◆介護の現場で学ぶ 

高校生のための社会福祉実習………………… P.34 
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◆介護福祉士 

国家試験対策ＶＩＤＥＯ実技試験  

合格へのパスポート（全２巻）改訂… P.20 

   合格へのパスポート（全２巻）三訂…       P.21 

◆介護保険① 

～介護にたずさわる人のために～  

   １巻 介護保険の概要………………… P.17 

   ２巻 介護の申請から認定へ………… P.17 

４巻 介護サービス計画の作成……… P.17 

◆介護保険②～ケアマネージメント～  

１巻 訪問サービス…………………… P.17 

   ２巻 通所サービス…………………… P.18 

   ３巻 施設サービス…………………… P.18 

   ４巻 ケアマネージャーの役割……… P.18 

◆介護保険③～わがまちの介護保険～  

１巻 地域リハビリテーションに 

      とりくむ………………………… P.18 

２巻 痴ほう性高齢者サービスに 

      とりくむ………………………… P.19 

３巻 介護予防・生活支援にとりくむ P.19 

４巻 福祉基盤の整備にとりくむ…… P.19 

◆介護保険④～痴ほう性高齢者のケア～…  

   １巻 在宅介護………………………… P.19 

  ２巻 グループホーム………………… P.19 

   ４巻 介護療養型医療施設…………… P.19 

◆介護予防で、いつまでも元気！  

   １巻 水中運動で健康長寿…………… P. 7 

   ２巻 高齢者のための 

      筋力向上トレーニング………… P. 7 

   ３巻 転ばぬ先の杖、転倒予防……… P. 7 

◆快適な福祉のまちづくりをめざして……… P.23 

◆ガイドヘルパー養成研修ビデオ教材 

重度視覚障害者の移動介助  

   １巻 移動介助の基本………………… P.45 

   ２巻 移動介助の実際………………… P.45 

◆ガイドヘルパー養成研修ビデオ教材 

重度脳性まひ者等全身性障害者の移動介助  

   １巻 移動介助の基本………………… P.45 

   ２巻 移動介助の実際………………… P.45 

◆かがやく女たち～障がいを持つ女性の人権 P.43 

◆かがやく長寿ねんりんピック'９０の参加 

者たち…………………………………………… P.36 

◆家族の時代 ～ぼけ老人をかかえて～…… P. 1 

◆亀の歩みでいいじゃない！他……………… P.33 

◆からだに障がいをもつ仲間とともに 

～安全な移動介助とボランティア活動～…… P.46 

◆看護技術シリーズ   

   全身清拭１……………………………… P. 8 

◆聴く喜び 話す喜び………………………… P.25 

◆気功体操  

   ①老化防止篇…………………………… P. 4 

   ②更年期症解消篇……………………… P. 4 

   ③疲労（ストレス）解消篇…………… P. 4 

◆きこえなくても踊ろうよ 他……………… P.33 

◆気持ちが動けばからだが動く～リハビリ 

教室にあなたも～……………………………… P.10 

◆Ｃａｍｐｕｓ Ｄｒｅａｍｉｎ…………… P.27 

◆共助型健康・生きがいづくりプログラムの 

ススメ…………………………………………… P.11 

◆記録映画 見えない壁を越えて…………… P.52 

◆クオリティ オブ ライフに向けて 

これからの総合在宅ケア訪問看護等在宅ケア 

総合推進モデル事業（全２巻）……………… P.22 

◆ケアマネジメントと介護サービス計画 

～介護支援専門員の活躍～…………………… P.17 

◆頚髄損傷者のよりよい介護を考える……… P.16 

◆ケースマネージメントシリーズ P.16 

   第１巻 ケースマネージメントの 

       考え方とその方法…………… P.16 

   第２巻 ケースマネージメントに 

       おけるアセスメントの方法… P.16 

   第３巻 ケースマネージメントに 

       おけるケア計画作成の方法… P.16 

◆「健康」と「生活の質」の向上をめざして P. 6 

◆健太君のボランティア日記。……………… P.31 

◆小朝・好江師匠の素敵にシルバー宣言！… P.36 

◆高校家庭科で学ぶ介護・福祉  

   第１巻 高齢者の生活………………… P.20 

◆こうすれば食べられる  

   ①嚥下のメカニズムと嚥下障害……… P. 5 

   ②嚥下障害の観察と訓練法…………… P. 5 

   ③高齢者へのアプローチ……………… P. 5 

◆更年期 ～明るく乗り切るために～……… P. 4 

◆高齢化社会と介護～安心への知恵と備え～ P.15 

◆高齢化社会への手引  

   第１巻 老い～その心とからだ……… P.12 

   第２巻 寝たきりのお年寄り介護 

       (上)…………………………… P.12 

   第３巻 寝たきりのお年寄り介護  

       (下)…………………………… P.12 

   第４巻 介護から自立へ 

       ～リハビリテーション……… P.12 

   第５巻 ぼけのお年寄り介護………… P.12 

   第６巻 はつらつ毎日生きがいの設計 P.36 

   第７巻 お年寄りの生活と地域社会… P.22 

◆好齢期へのナイスシュート………………… P.36 

◆高齢社会の脊髄損傷事故予防……………… P. 6 

◆高齢者から学び、ともに生きる…………… P.23 

◆高齢者ケアプランとは何か………………… P.16 

◆高齢者住宅の基本的アドバイス…………… P.37 

◆高齢者・障害者などにやさしいまちづくり 

～バリアフリー建築をめざして～…………… P.37 

◆高齢者の心のケア  

   第１巻 理論編………………………… P.19 

      第２巻 実際編………………………… P.20 

◆高齢者のための食生活指針………………… P. 7 
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◆高齢者のためのバリアフリーゲーム……… P.11 

◆高齢者のためのレクリエーション援助  

   ②高齢者の個人ニーズに応じた 

    レクリエーション（通所施設篇）… P.10 

   ③高齢者の個人ニーズに応じた 

    レクリエーション（入所施設篇）… P.10 

   ⑤要介護高齢者のグループゲーム…… P.10 

   ⑥痴呆性高齢者のグループゲーム…… P.10 

◆高齢者のビデオ・ 

   レクリエーションシリーズ  

   １ 簡単なゲームで動こう…………… P.11 

   ２ ゆっくり気持ちよく動こう……… P.11 

   ３ リズミカルに元気に動こう……… P.11 

◆呼吸器をつけておもてへ出よう！………… P.46 

◆心がうごけば身体も動く（下）…………… P.10 

◆心と手をかして…～視聴覚障害者編～…… P.40 

◆心と手をかして…障害者の介助～車イス編 P.40 

◆子育てに自信をなくしているあなたへ 

南多摩保健所からの発信……………………… P.50 

◆子育てはタイヘンだ！……………………… P.50 

◆ご存知ですか？民生委員・児童委員……… P.24 

◆骨粗鬆症にならないために………………… P. 6 

◆「骨粗しょう症による寝たきり防止」 

～あなたの骨、大丈夫ですか？～  

   ・いま、骨があぶない  

   〈骨粗しょう症って何？〉…………… P. 5 

   ・骨粗しょう症の検査と診断………… P. 6 

   ・寝たきりを防ぐ暮らしの工夫 

   〈高齢期の骨粗しょう症への対応〉… P. 6 

   ・骨の貯金をはじめよう 

   〈丈夫な骨をつくる食事と運動〉…… P. 5 

   ・私たちの骨はどうなってる？  

   〈骨を知ることが、骨粗しょう症予防 

    の第一歩〉…………………………… P. 5 

◆子ども虐待  

   第２巻 早期発見と初期対応………… P.52 

◆子ども虐待防止対策ビデオ「ＭＣＧとは 

何か」東京・世田谷区の取り組み…………… P.50 

◆子どものいる風景 ～生き方の選択～…… P.50 

◆子どもを育む地域活動 

～地域の教育力を生かして～………………… P.24 

◆このまちで暮らしたいせつ子の選択……… P.24 

◆小春ちゃんちの人々………………………… P.49 

◆これからの街づくり………………………… P.22 

◆こんな仕事だってできるんだ！ 

～精神薄弱者の新しい職場～………………… P.41 

◆こんにちは老人ホームです………………… P.27 

◆来んね いっちゃが 仲間じゃが！ 

小さな輪 大きく広げるボランティア ……… P.35 

  

  

   

  

  

―さ行 −−  

◆さぁ始めよう機能訓練 

～リハビリ教室のすすめ～…………………… P.10 

◆再会、そして新しい出会い  

～市民サミットｉｎ神戸の記録～…………… P.50 

◆最後の日々を生きる 

～あるホスピス病棟の記録～………………… P.27 

◆在宅介護の基礎と実践   

   ＶＯＬ．５……………………………… P.20 

   ＶＯＬ．７……………………………… P.20 

   ＶＯＬ．８……………………………… P.20 

◆在宅介護のための住宅改造（全２巻）…… P.37 

◆在宅介護をはじめるために 

～ねたきりをふせぐ～………………………… P.16 

◆在宅看護と感染予防………………………… P. 8 

◆在宅看護シリーズ  

   ①在宅療養の実情を見つめて 

    ～看護婦に何ができるか～………… P. 8 

   ②訪問看護実践プロセス……………… P. 8 

◆在宅支援サービスセンターの一日………… P.23 

◆幸せづくりイーハトーブ 

見つけたボランティア活動の新しい展開…… P.31 

◆しあわせをみつけよう 

～よろこびを感じるとき～…………………… P.42 

◆ＣＡＰＰ人と動物とのふれあい運動 

～活動マニュアルビデオ～…………………… P.35 

◆視覚言語「日本手話」を話そう  

   第３巻 数と時間の会話（字幕付）… P.45 

◆視覚障害者の介助 ～その誘導の仕方～… P.42 

◆しがらきから吹いてくる風………………… P.41 

◆止血と外傷の手当…………………………… P. 6 

◆実践！スーパービジョン   

   第１巻 より質の高い援助実践を 

めざす………………………… P.30 

第２巻 職員の気づきをサポートする P.30 

   第３巻 スーパービジョン体制を 

       活かす………………………… P.30 

◆「実践読話学習のためのビデオ」  

   入門編  第１巻 身近な言葉を読み取 

ってみましょう(字幕付)… P.45 

第２巻 身近な会話を読み取 

ってみましょう(字幕付)… P.45 

ドリル編  第３巻 単語の練習（その１） 

        （字幕付）………………… P.45 

◆実践ホームヘルパー養成講座  

   Vol.１ ホームヘルプ活動の  

       基本姿勢とマナー…………… P.19 

   Vol.２ 身体介護（体位変換、車いす 

       移動、つえ歩行）のポイント P.19 

   Vol.３ 身体介護（食事、排泄,入浴）と

緊急時対応のポイント……… P.19 
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◆知って安心使って重宝 

～高齢者と福祉機器～………………………… P.37 

◆知ってくださいもっと盲導犬のこと……… P.44 

◆疾病・形態別介護ビデオシリーズ   

   第２巻 関節リウマチ編……………… P.20 

   第３巻 パーキンソン病編…………… P.20 

   第４巻 筋ジストロフィー編………… P.20 

   第５巻 筋萎縮性側策硬化症 

       ・ＡＬＳ編…………………… P.20 

   第６巻 頸髄損傷編…………………… P.20 

◆シニアボランティアを訪ねて……………… P.31 

◆社会福祉施設のための防災対策（全２巻） P.37 

◆社会福祉の実際  

   ①社会福祉とは～その理念と歴史～… P.50 

   ②社会保険と公的扶助 

   ～社会保障の全体像～……………… P.50 

   ③児童家庭福祉の実際………………… P.50 

   ⑤高齢者福祉の実際…………………… P.50 

   ⑥地域福祉の展開～福祉コミュニティの 

   形成を目指して～…………………… P.50 

⑦福祉サービスの担い手 

   ～福祉専門職とボランティア～…… P.51 

◆熟年男性の選択……………………………… P.31 

◆手話教室 基礎……………………………… P.43 

◆手話時事用語２００１（字幕付）………… P.45 

◆手話時事用語２００２（字幕付）………… P.45 

◆手話時事用語２００４（字幕付）………… P.46 

◆手話時事用語２００５（字幕付）………… P.46 

◆手話時事用語２００６（字幕付）………… P.46 

◆手話・字幕で学ぶ 

聴覚障害者のための会計講座  

   ３級１(手話・字幕付)………………… P.47 

   ３級２(手話・字幕付)………………… P.48 

   ３級３(手話・字幕付)………………… P.48 

   ３級４(手話・字幕付)………………… P.48 

◆手話 手話での応対と心得………………… P.40 

◆手話通訳 読み取り用教材（１０）……… P.43 

◆ＪＯＩＮ ＵＳ ＩＮ 

ＦＵＫＵＯＫＡ ’９７……………………… P.49 

◆少子社会を考える…………………………… P.49 

◆傷病者の管理と運び方……………………… P. 6 

◆初級手話講座  

   ７ 日常会話Ⅳ………………………… P.42 

   ８ 日常会話Ⅴ………………………… P.42 

◆食事サービスとボランティア活動………… P.32 

◆シリーズ・安心あきたを拓く  

   ⑥やさしさ空間・やすんでたんせ…… P.23 

   ⑦ここが、わたしの笑顔の場所 

   ～ふれあい・いきいきサロンのいま～ P.24 

◆シルバーパワー花ざかり…………………… P.36 

◆事例で学ぶ在宅介護の実際  

   ①寝たきり予防と介護の心がまえ…… P.16 

   ③清潔を保つ…………………………… P.16 

   ④食事介護の基本……………………… P.16 

   ⑤福祉用具の活用と暮らしやすい住宅 

   改造……………………………………… P.16 

◆人工呼吸と心臓マッサージ………………… P. 4 

◆新 在宅介護をはじめるために～制度・ 

サービスの利用でゆとりある介護を～……… P.16 

◆身体拘束廃止ビデオシリーズ 身体拘束を 

しない そこからケアをはじめる   

   第１巻 身体拘束はなぜいけないのか P.21 

    第２巻 身体拘束がなくなる介護の 

       方法と工夫…………………… P.21 

   第３巻 いきいきと暮らす介護の 

       方法と工夫…………………… P.21 

   第４巻 介護現場における 

       リスクマネジメント………… P.21 

◆新寝たきり老人ゼロ作戦～高齢者の健康と 

暮らしの安全チェック～（全２巻）………… P. 2 

◆新発見 ボランティアロードボランティア 

活動の新しい展開……………………………… P.31 

◆シンポジウム  

「地域の顔が見える子育て支援」…………… P.52 

◆心理教育による精神障害者の家族支援  

   第２巻 それぞれの場、それぞれの 

学び～病院、家族、そして仲間～…… P.44 

◆スウェーデンに学ぶ高齢者の自立促進  

ＡＤＬ対応型高齢者体操……………… P. 6 

なぜするどうする高齢者体操………… P. 6 

◆スクール・イン・アクション 高校生編 

高校生のボランティア学習マニュアル……… P.35 

◆スクール・イン・アクション 

小学生シリーズ  

   はじめようボランティア学習………… P.34 

   チャレンジ！ボランティア…………… P.34 

◆スクール・イン・アクション 

中学生シリーズ  

   教師のためのボランティア学習 

   マニュアル………………………………‧ P.33 

   地域でボランティア学習……………… P.33 

   中学生のボランティア学習マニュアル P.33 

   魅力あるプログラムづくり…………… P.33 

◆すこやかシルバー介護  

   ①寝たきりの人の介護１ 

   ～在宅介護の準備～…………………… P.18 

   ②寝たきりの人の介護２ 

   ～からだをきれいにさわやかに～ P.18 

   ③楽しい食事の工夫…………………… P.18 

   ④痴ほう症の人の介護………………… P.18 

   ⑤寝たままできるリハビリ体操……… P.18 

   ⑥安心できる住まいの工夫…………… P.18 

   ⑦便利な福祉用具の選び方…………… P.18 

   ⑧知っておきたい福祉サービス……… P.18 

◆健やかな老後のために  

   健康な歯で楽しい人生………………… P. 6 
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   知っておきたい入れ歯の知識………… P. 6 

◆素敵な笑顔をありがとう痴呆性老人の 

処遇の向上をめざして………………………… P. 3 

◆ストレスに強くなる自律訓練法入門 

～標準練習のすべて～………………………… P. 4 

◆ストレスは「心のカゼ」です……………… P. 4 

◆スポーツがあったから 

～冬季パラリンピックに挑む～……………… P.41 

◆スマイル（ＳＭＩＬＥ）…………………… P.33 

◆スレッジ・ホッケーに挑む………………… P.41 

◆生活支援とホームヘルパー 

地域での「自立生活」支援を考える………… P.25 

◆成人病と食事指導  

（２） 高脂血症と食事管理………… P. 4 

（６） 糖尿病と食事指導の実際…… P. 4 

   （１１）腎臓病と食事療法…………… P. 4 

   （１５）骨粗鬆症と食事……………… P. 4 

◆成人病予防の運動プログラム（その２） 

   成人病予防のエクササイズ…………… P. 4 

◆精神保健福祉ビデオシリーズ  

   第１巻 精神障害をもつ人への理解… P.44 

   第２巻 精神障害をもつ人への支援… P.44 

   第３巻 精神障害をもつ人への 

       援助の実際…………………… P.44 

   第４巻 精神障害をもつ人の 

       ケアマネジメント…………… P.44 

   第５巻 ノーマライゼーション……… P.44 

◆「世界の市民」として……………………… P.27 

◆ゼロからの挑戦 

～長野パラリンピックヘの５年～…………… P.41 

◆全国ボランティアフェスティバルみやざき P.34 

   

− た行 −  

◆第９回 ときめきフェスタ福岡・ときめき 

フォーラム～バリアフリーへ私の提言～…… P.42 

◆第３回 全国健康福祉祭国際シンポジウム 

高齢化社会を生きぬくために………………… P.23 

◆第３５回 全国身体障害者スポーツ大会 

ハートフルくまもと大会（字幕付）………… P.39 

◆第３３回 全国身体障害者スポーツ大会 

ふれ愛ピック大阪ときめいて今 

はばたいて未来（字幕付・副音声付）……… P.41 

◆第３４回 全国身体障害者スポーツ大会 

かながわ・ゆめ大会（字幕付）……………… P.39 

◆第１９回大分国際車いすマラソン大会 

「今年もまた、君の笑顔に会える」………… P.39 

◆第１７回大分国際車いすマラソン大会 

「走り抜け！今日この道は君だけのもの」… P.42 

◆第２６回 全国身体障害者スポーツ大会 

ふれあい広場 in ふくおか…………………… P.41 

◆楽しいリハアンドレク体操  

   「解説編」……………………………… P.10 

  

◆誰でもできる高齢者の口腔ケア  

   第１巻 基礎知識・準備編…………… P. 9 

   第２巻 実践編………………………… P. 9 

◆地域が支える共同募金……………………… P.52 

◆地域ニーズにこたえる デイサービス…… P.23 

◆地域にひらく愛 

～気づいたらボランティア～ 他…………… P.33 

◆地域福祉権利擁護事業日常生活を支える 

生活支援員……………………………………… P.25 

◆地域福祉住民座談会 ～住民と共にすすめ 

る福祉活動～…………………………………… P.24 

◆～地域福祉の推進に取組む～ 

「横浜市社会福祉協議会」…………………… P.22 

◆知性は実践する②…………………………… P.27 

◆知的障害児・者の身辺自立  

   第１巻 身辺自立と指導の基本……… P.43 

   第２巻 指導の実際 食事・排泄編… P.44 

   第３巻 指導の実際 着脱・清潔編… P.44 

◆痴呆性老人の理解と介護 

～希望ある明日のために～（全２巻）……… P.15 

◆中学生によるボランティア啓発ビデオ 

Ｌｅｔ’ｓ Ｄｏ Ｉｔ……………………… P.31 

◆中高年者のための健康づくりセミナー        

（全２巻）……………………………………… P. 4 

◆中途視覚障害者の支援のために  

   第１巻 視覚障害者の 

       リハビリテーション………… P.39 

   第２巻 視覚障害者の誘導法………… P.39 

◆聴覚障害者とのコミュニケーション……… P.42 

◆超かんたん手話入門 ………………………  

   ①人さし指編(字幕付)………………… P.46 

   ②親指編(字幕付)……………………… P.46 

   ③グーチョキパー編（字幕付）……… P.46 

◆聴導犬 私に勇気を与えてくれた（字幕付） P.39 

◆出会い ふれあい  

ともに生きるボランティア…………………… P.34 

◆ＴＫＹ健康体操……………………………… P.11 

◆ＤＩＳＣＯＶＥＲ ＦＵＫＵＯＫＡ……… P.51 

◆定年退職～新たな人生の幕あけにむけて～ P.36 

◆できることから はじめよう １９９５… P.32 

◆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………………………… P.17 

     基本介護技術Ⅴ………………………… P.17 

◆とおくて近い道……………………………… P. 1 

◆読話のためのビデオ家族編  

   第１巻(字幕付)………………………… P.47 

   第２巻(字幕付)………………………… P.47 

   第３巻(字幕付)………………………… P.47 

   第４巻(字幕付)………………………… P.47 

◆とっておきの夏 ～18歳、洋子の選択～… P.27 

◆飛べ！ぼくのぺーパープレーン（アニメ） P.22 

◆ともだちいっぱい幼稚園編………………… P.31 
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◆ともに暮らす地域の一員として「住民の 

立場に立つ」ことから始めよう！…………… P.24 

◆共によろこぶ………………………………… P.27 

   

−な行−  

◆長野パラリンピック公式ビデオ…………… P.39 

◆長野パラリンピックの歩み………………… P.39 

◆仲間たちがいて喜びがある………………… P.49 

◆２１世紀の医療と福祉を担う  

セラピストヘの道……………………………… P.27 

◆２１世紀の福祉のまちづくり  

   ①人にやさしい家づくり……………… P.51 

   ②人にやさしい道づくり……………… P.51 

   ③人にやさしい街づくり……………… P.51 

   ④誰もが使いやすい道具……………… P.51 

◆日本の障害者雇用 ～制度・現状～……… P.41 

◆ねたきりゼロ運動のすすめ方……………… P. 2 

◆「ねたきりゼロ」の１０か条……………… P. 2 

◆寝たきりゼロをめざして…………………… P. 2 

◆寝たきりにならないために・させない  

ために 寝たきり老人ゼロ作戦（全２巻）… P. 2 

◆寝たきり老人ゼロ作戦  

      ①寝たきり老人ゼロをめざして……… P. 2 

      ②生きる意欲を支えるもの…………… P. 2 

      ③地域ケアの実現……………………… P. 2 

◆ねんりんピックふくおか２００５ 

大会公式記録…………………………… P.36 

   大会公式記録 ダイジェスト版……… P.36 

◆ノードフ・ロビンズ音楽療法ビデオⅠ  

   入門編…………………………………… P. 7 

  

− は行 −  

◆バークレー先生が語るＡＤＨＤの子どもの 

上手な指導法…………………………………… P.46 

◆発達障害とその原因………………………… P.45 

◆パッチンして！おばあちゃん（アニメ）… P.16 

◆ハナ肇のいきいき人生みーつけた！……… P.36 

◆バリアフリービデオ４話作………………… P.47 

◆ピア・カウンセリングって何？…………… P.46 

◆引揚港“はかた”…………………………… P.49 

◆ひっとべ青春!!キャンパス１日紀行’９７ P.27 

◆ビデオで学ぶ介護技術の基本  

   第１巻 ボディメカニクス…………… P.14 

   第２巻 体位変換……………………… P.14 

   第３巻 移動…………………………… P.14 

   第４巻 食事…………………………… P.14 

   第５巻 排泄…………………………… P.14 

   第６巻 清拭・洗髪…………………… P.14 

   第７巻 入浴…………………………… P.14 

   第８巻 在宅における介護…………… P.15 

   第９巻 施設における介護…………… P.15 

◆ビデオで学ぶ介護の基礎知識  

   ①社会福祉概論………………………… P.13 

   ②老人福祉論…………………………… P.13 

   ③障害者福祉論………………………… P.13 

   ④リハビリテーション論……………… P.13 

   ⑤社会福祉援助技術…………………… P.13 

   ⑥レクリエーション指導法…………… P.13 

   ⑦老人・障害者の心理 ……………… P.13 

   ⑧家政学概論…………………………… P.13 

   ⑨栄養・調理…………………………… P.13 

   ⑩医学一般……………………………… P.13 

   ⑪精神保健……………………………… P.13 

   ⑫介護概論……………………………… P.13 

   ⑬介護技術……………………………… P.13 

   ⑭障害形態別介護技術………………… P.14 

◆ビデオで学ぶ在宅介護支援センター  

   Ⅰ在宅介護支援センター設立から運営 P.15 

   Ⅱ在宅介護支援センター一日の仕事の 

流れ…………………………………… P.15 

Ⅲ在宅介護支援センター活動の実際… P.15 

◆ビデオで学ぶ老人訪問看護制度  

      ①………………………………………… P. 9 

      ②………………………………………… P. 9 

      ③………………………………………… P. 9 

      ④………………………………………… P. 9 

      ⑤………………………………………… P. 9 

◆ビデオでわかる地域支援コーディネート 

マニュアル  

   第１巻 地域支援システムと 

          コーディネート……………… P.25 

   第２巻 コーディネート力[基礎編]… P.25 

   第３巻 コーディネート力 

       [ステップアップ編]………… P.25 

◆ビデオ・リハビリテーションシリーズ 

痴呆性老人の正しい介護   

   ①老人性痴呆症とは…………………… P.12 

   ②介護の方法と実際…………………… P.12 

   ③早期発見と予防……………………… P.12 

◆ビデオ・リハビリテーションシリーズ       

老人患者の正しい介護   

   ①脳血管障害患者の介護 

    高血圧患者の介護…………………… P.12 

   ②心疾患患者の介護  

    呼吸器疾患患者の介護……………… P.12 

   ③糖尿病患者の介護 

    腎疾患患者の介護…………………… P.12 

◆人がすき 自然がすき ボランティア活動 

の新しい展開…………………………………… P.32 

◆ひとりはみんなのために、みんなはひとり 

のために………………………………………… P.32 

◆標準手話  

第３巻 心理に関する手話（字幕付） P.42 

第４巻 抽象的なことばの手話  

（字幕付）……………………………… P.42 
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◆広がれ！感動との出会い ボランティア 

活動のすすめ…………………………………… P.32 

◆ひろがれ・福祉コミュニティー…………… P.24 

◆ふえてきたうつ病…………………………… P. 5 

◆ふえてきた大腸癌…………………………… P. 5 

◆ＦＵＫＵＯＫＡ ＡＬＩＶＥ  

～未来へ～ 改訂版…………………………… P.52 

◆ＦＵＫＵＯＫＡ ＩＭＡＧＥ……………… P.49 

◆福岡都市圏共同事業ときめきフェスタ 

福岡’９１(手話付)…………………………… P.41 

◆福祉教育の推進 ＳＣＨＯＯＬ ＩＮ 

ＣＯＭＭＵＮＩＴＹ…………………………… P.31 

◆福祉住環境コーディネーター  

「スキルアップマニュアル」ビデオシリーズ   

   第１巻 福祉住環境整備のための 

   「ケアマネジメント」の知識………… P.38 

◆福祉人材育成とボランティア 

～長崎県社会福祉協議会の２１世紀を見据え 

た活動～………………………………………… P.32 

◆福祉ちょっと体験スクール………………… P.32 

◆福祉の新しい風、企業ボランティア……… P.33 

◆福祉のまちづくり推進ビデオ 心、ふれあ 

う街……………………………………………… P.22 

◆福祉用具  

   移動編…………………………………… P.37 

   食事編…………………………………… P.37 

   自助具編………………………………… P.37 

   入浴編…………………………………… P.37 

   排泄編…………………………………… P.37 

   ベッド編………………………………… P.37 

◆ふるさとに新しい風が吹く 

老人クラブのまちづくり……………………… P.22 

◆ふれあい・いきいきサロン 

～寝たきり・痴呆予防にも～………………… P.24 

◆ふれあい生まれるまちづくり 

～地域福祉の推進と社会福祉協議会～……… P.24 

◆ふれあい・子育てサロン…………………… P.51 

◆ふれあい通信赤い羽根（平成１１年度） 

   ①地域ぐるみの福祉教育 

   ②住民参加の日常支援活動…………… P.51 

◆ふれあいと感動長野パラリンピック記録 

ビデオ…………………………………………… P.39 

◆ふれあいのまちづくりを求めて…………… P.22 

◆ふれ愛ピック大阪アイススレッジホッケー 

（字幕付）……………………………………… P.39 

◆へんてこなボランティア（アニメ・字幕付） P.35 

◆訪問介護計画書マニュアル  

   ｖｏｌ．１……………………………… P.21 

   ｖｏｌ．２……………………………… P.21 

◆ぼくがおじいちゃんでおじいちゃんがぼ 

く～明るい長寿社会をめざして～（アニメ） P.22 

◆ぼけても普通にくらしたい 宅老所よりあ 

いの日々（日本型グループホーム）………… P.27 

◆ボケない、ボケさせない健康家庭づくり  

   おじいちゃんの家出…………………… P. 2 

人生が二度ある………………………… P. 2 

ボケ シャット アウト……………… P. 2 

◆ボケを防ぐ…………………………………… P. 3 

◆保健所ってなあに 

～応援しますあなたの健康～………………… P.49 

◆発作があっても仕事がしたい……………… P.43 

◆炎の証言  

   ～これが空襲だった～………………… P.50 

   ～戦争と子どもたち～………………… P.49 

   ～鎮魂の祈り～………………………… P.49 

◆ほほえむまち～地域福祉活動を追って～… P.22 

◆ホームヘルプサービスの危機管理（全２巻） P.20 

◆ボランティア入門  

   １ボランティアとはなんだろう？…… P.34 

   ２さあ いよいよボランティア……… P.34 

◆ボランティアリーダー養成講座ビデオ 

明日へ…………………………………………… P.31 

◆ボランティア・わっはっは………………… P.33 

◆ほんの少しの勇気～高校生の防災 

ボランティア体験～（字幕付）……………… P.34 

   

− ま行 −  

◆街に、人に、咲き香る……………………… P.27 

◆街のちょっぴり先生 

   高齢者の生きがいと健康づくり 

   推進事業シニアリーダー編…………… P.22 

◆「まなざし」…共にあゆむ愛のかたち…… P.27 

◆丸山浩路のチャレンジ・ザ・手話  

   第１巻 楽しい表現（字幕付）……… P.43 

   第２巻 美しい表現（字幕付）……… P.43 

   第３巻 素敵な表現（字幕付）……… P.43 

◆宮尾すすむのイキイキ生涯青春講座……… P.36 

◆三好春樹のなるほど老人介護   

   ①介護とは何か………………………… P.14 

   ②老人はなぜ“寝たきり”になるのか P.14 

③寝たきりの９５％は座ることが 

できる………………………………… P.14 

④主体性を引き出そう………………… P.14 

   ⑤食事の姿勢を正しく………………… P.14 

   ⑥口から食べるから元気になる……… P.14 

   ⑦排泄ケアは生活づくりの基本……… P.14 

   ⑧介護がつくるオムツ老人…………… P.14 

     ⑨間違いだらけの入浴介護…………… P.14 

   ⑩動作の介助から行為の介助へ……… P.14 

◆民生委員・児童委員のための研修ビデオ  

   １．相談・支援活動のポイント 

     「相談基礎編」…………………… P.23 

   ２．効果的な相談・支援活動 

     「相談応用編」…………………… P.23 

 ３．いきいき民児協活動 

     「組織活動編」…………………… 

 

P.23 
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◆民生委員・児童委員のための研修ビデオ  

      １．相談・支援活動のポイント        

     《基本編》………………………… P.25 

   ２．相談・支援活動のポイント 

     《応用編》………………………… P.25 

   ３．組織活動編 

     「民児協活動展開のポイント」… P.25 

◆民生委員・児童委員発 災害時一人も見逃さ

ない運動………………………………………… P.26 

◆みんながいきいき在宅介護………………… P.15 

◆みんなちがってみんないいボランティア 

活動の新しい展開……………………………… P.32 

◆みんなで楽しく健康づくり  

   ①何故運動が大切なの………………… P.10 

   ②体力測定とウォーキング…………… P.10 

◆みんなで使えるかな？ 

バリアフリーについて考えてみよう………… P.47 

◆みんなともだち 手話イチ・ニッ・サン  

   第１巻 手話ってなあに？…………… P.42 

   第３巻 身の回りのこと……………… P.42 

   第５巻 この手で歌おう②…………… P.42 

   第６巻 この手で歌おう③…………… P.42 

   第７巻 この手で歌おう④…………… P.42 

   第８巻 この手で歌おう⑤…………… P.43 

◆みんなともだち 小学校低学年編………… P.31 

◆むくどりほーむむくどり公園  

心のバリアフリーをめざして………………… P.30 

◆むたおじさんの 

      第１巻  ボランティアって何だろう？ 

      第２巻 ボランティアって何するの？ P.34 

◆名刺のいらない仲間たち ～サラリーマンの

ボランティア活動～…………………………… P.34 

◆面接教育ビデオシリーズ・応用編  

   Ⅰ福祉オンブズマンの面接…………… P.29 

   Ⅱターミナルケアの面接……………… P.29 

◆面接教育ビデオシリーズ・基礎編 

信頼関係を結ぶ面接技術   

   第１巻 初回面接での信頼関係の確立 P.29 

   第２巻 ラポールの確立につながる 

   ノンバーバルコミュニケーション…… P.29 

◆もうひとつのリレハンメル 

～冬季パラリンピック・リポート～………… P.41 

◆もみじ箱＆シニアドベンチャー…………… P.35 

   

− や行 −  

◆やさしさの風をボランティア活動の新しい 

展開……………………………………………… P.31 

◆やさしさのまちが好き！…………………… P.32 

◆やさしさをハンドルにこめて 

～移送ボランティア活動～…………………… P.32 

◆やったね！ボランティア讃歌 他………… P.33 

◆ゆうあいピック しまね大会開会式 

集団演技～希望と友愛～……………………… P.39 

◆ゆうあいピック 茨城大会………………… P.39 

◆豊かさを創る普段着のやさしさ １９９１ P.32 

◆豊かなコミュニケーションに向けて・・・ 

読話のためのビデオ  

   社会編第１巻（字幕付）……………… P.47 

   社会編第２巻（字幕付）……………… P.47 

   社会編第３巻（字幕付）……………… P.47 

   社会編第４巻（字幕付）……………… P.47 

   生活編第１巻（字幕付）……………… P.47 

   生活編第２巻（字幕付）……………… P.47 

   生活編第３巻（字幕付）……………… P.47 

   生活編第４巻（字幕付）……………… P.47 

◆ユニットケア施設革命もし、痴呆が 

起きたら………………………………………… P.28 

◆夢とふれあいのふるさと 今津福祉村…… P.23 

◆要約筆記奉仕員養成講座  

   基礎課程テキスト補完ビデオ「もっと 

！コミュニケーション」(字幕付)…… P.44 

   応用課程テキスト補完ビデオ「自立し 

た要約筆記者を目指して」(字幕付)… P.44 

◆よくわかる車イス介護 上巻……………… P.43 

◆よくわかる車イス介護 下巻……………… P.43 

◆よっＴＯＹでおもちゃ図書館 ……………‧‧ P.35 

◆よりよい介護生活を送るために…………… P.17 

   

− ら行 −  

◆らくらく安心介護のコツ  

   清潔のお世話（１）入浴……………… P.17 

   排泄のお世話（１）トイレ 

           ・ポータブルトイレ P.17 

   排泄のお世話（２）差しこみ便器 

           ・オムツ・失禁…… P.17 

◆リズム体操…………………………………… P. 4 

◆利用していますか福祉サービス…………… P.42 

◆レーナ・マリア・ヨハンソン 

愛のゴスペルシンガー………………………… P.43 

◆Ｌｅｔ’s  キャンパス…………………… P.27 

◆列島縦断スペシャル私が見つけた 

ボランティア～長寿社会への提言～………… P.32 

◆老人クラブ 友愛活動のすすめ方………… P.23 

◆老人福祉の今日と明日  

   平成３年版（全２巻）………………… P. 1 

◆老人訪問看護ステーション運営の実際  

   ①老人訪問看護制度の概要と 

   ステーションの開設…………………… P. 9 

   ②ステーションの運営事例Ⅰ………… P. 9 

   ③ステーションの運営事例Ⅱ………… P. 9 

   ④ステーションの運営事例Ⅲ………… P. 9 

   ⑤ステーションの運営事例Ⅳ………… P. 9 

◆老人ぼけを防ぐには………………………… P. 3 

◆老年期痴呆患者インタビュー  

   ①老年痴呆アルツハイマー病型 

    中程度の痴呆………………………… P. 8 



 

 

61 
 

   ②老年痴呆アルツハイマー病型 

    高度の痴呆…………………………… P. 8 

   ③多発梗塞性痴呆……………………… P. 8 

   ④筋萎縮性側索硬化症を伴う 

    初老期痴呆…………………………… P. 8 

◆ロボット犬とっちー（アニメ）…………… P.52 

   

− わ行 −  

◆わいわいＨＶＣ１９９５・夏 

～ボランティアって楽しい～………………… P.32 

◆わが市わが町の老人保健福祉計画………… P.22 

◆わかりあえる明日のために  

高校生向け・手話教育ビデオ   

① 手話入門編…………………………… P.40 

② ろう教育編…………………………… P.40 

③ ろう者の生活編……………………… P.40 

④ ろう者の文化編……………………… P.40 

⑤聴覚障害者福祉編…………………… P.40 

◆わかりあえる明日のために  

小学生向けビデオ   

   ①一雫の水……………………………… P.24 

   ②お年寄りと暮らす…………………… P.24 

   ③地球に暮らす仲間たち……………… P.24 

   ⑤ともに楽しく 

   ～耳の不自由な友達と～……………… P.24 

   ⑥ともに楽しく 

   ～からだの不自由な友達と～………… P.25 

   ⑦ともに楽しく           

   ～目の不自由な友達と～……………… P.25 

   ⑧明るく元気に 

   ～病弱養護学校の子どもたち～……… P.25 

◆わかりあえる明日のために       

小学生向けビデオ  

   ①～福祉にかかわる仕事～介護福祉士 P.28 

    ②～福祉にかわる仕事 

   ～ホームヘルパー……………………… P.28 

   ③～福祉にかかわる仕事 

   ～養護学校の先生……………………… P.28 

   ④～福祉にかかわる仕事～理学療法士   

   ・作業療法士・言語聴覚士…………… P.29 

   ⑤～福祉にかかわる仕事 

   ～盲導犬訓練士………………………… P.29 

   ⑥～福祉にかかわる仕事 

   ～手話通訳士…………………………… P.29 

   ⑦～福祉にかかわる仕事 

   ～救急救命士…………………………… P.29 

   ⑧～福祉にかかわる仕事 

   ～ボランティアコーディネーター…… P.29 

◆わかりあえる明日のために 

中学生向け・手話教育ビデオ  

① はじめての手話（手話付）………… P.40 

② 手話にふれよう（手話付）………… P.40 

  

◆わかりやすい在宅介護のポイント  

   第１巻 介護の基本…………………… P.15 

   第２巻 朝の目覚めから午前中は…… P.15 

   第３巻 午後の介護は………………… P.15 

   第４巻 リハビリ、睡眠、応急手当… P.15 

◆わたしがする、わたしたちでできる他…… P.33 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



所在地案内図   

交通案内  

  福岡市営地下鉄 

    

「唐人町」駅から徒歩約７分 

 

                                                                  

西鉄バス        

 

「黒門」バス停から徒歩約 5分 

「福大若葉高校前」バス停からすぐ 
「西公園」バス停から徒歩約 7分 
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