
貸し出しＤＶＤ一覧

番号 題　　　　名 内      　　           容 時 間

1 1
新しい社会の創造を目指して
     ～助成財団の挑戦～
　　　　　　　　　　　　【DVD】

日本の助成財団の現状や最新の動きを、特にNPOとの協働に
スポットを当てながら、資料やインタビュー、活動事例をなど通
じて、様々な角度から読み解いていきます。

27分

2 2
未来を創る
　
【DVD】

多様な地域課題に取り組むボランティア・市民活動の事例
・森の巣箱(高知県津野町)
・特定非営利活動法人 ふぉーらいふ(神戸市垂水区)
・特定非営利活動法人 よろずや余之助(群馬県太田市)

25分

3 3
災害時
　一人も見逃さない運動
　　　　　　　　　　　【DVD】

民生委員制度創設90周年記念事業 36分

4 4
「地域生活者」から始める
　　　いきいきシニアライフ
　　　　　　　　　　　【DVD】

退職後のシニアの生き方提案 37分

5 5
いつまでも見守りつづけて
　　　　　　　　　　　【DVD】

民生委員制度創設90周年記念事業 26分

6 6
ふれあい広場２００７
　　　　　　　　　　　【DVD】

龍ヶ崎市で行われた、第22回ふれあい広場 6分

7 7
ファミリー人形劇　はこ
　　　　　　　　　　　【DVD】

ろう者とともに作る“デフ・パケットシアター・ひとみ”による人形劇 25分

8 8 大田仁史のいきいきヘルス
　いっぱつ体操Ⅰ　【ＤＶＤ】

30分

9 9 大田仁史のいきいきヘルス
　いっぱつ体操Ⅱ　【ＤＶＤ】

30分

10 10 大田仁史のいきいきヘルス
　いっぱつ体操Ⅲ　【ＤＶＤ】

30分

11 11

わかりあえる明日のために
　　みんな友達
　-障害者理解・行動編-
            　　　 　　　【DVD】

障害のない子どもが障害のある子どもとお互い助け合って生き
ていくには、どんな心をもって触れ合っていけばいいのかを考
えます

20分

12 12
こころを紡ぐ
 地区社協が築く新しい地域社会

　　　　　　　　  　　　　【DVD】

都内３社協の小地域展開について、その個性的な実践活動
やプロセス、社協の支援内容などを取り上げ、区市町村社協
の地域福祉推進の基盤となる「地区社協」づくりのヒントを見出
していくことを目的に作られた。
「地区社協」の概念を幅広く捉え、生活に密着した小地域にお
いて、住民が主体となって地域福祉の活動に取り組むための
基盤づくりと位置づけている。

40分

13 13
未来を創る
 ボランティア・市民活動２００８

　　　　　              【DVD】

多様な地域課題に取り組むボランティア・市民活動の事例
・NPO法人 住民安全ネットワークジャパン(新潟県長岡市)
・こどもの寺 童楽寺(和歌山県かつらぎ町)
・堺市セカンドステージ応援団運協議会(大阪府堺市)

23分

14 14
市民を応援する
　　　赤い羽根共同募金
　　　  　　　　　　　【DVD】

１．共同募金はナショナルブランド運動
２．改革を進める共同募金
３．だれもが安心して暮らせる町に

15分

15 15
元気宣言!!おおらか生活
　　　　　　　　  　　【DVD】

小学校への出前授業といった、世代間交流や高齢者間の相
互扶助などの社会貢献の様子、また介護が必要になっても、
できる範囲は自分でするといった考え方や、介護する家族の
立場介護される側の気持ちなどを、日本や海外の事例をとお
して伝えている。

25分

16 16
重症心身障害児(者)の
　きょうだい交流キャンプ
　　　　 　　　　　　【DVD】

重症心身障害児(者)を兄弟に持つ小学校低学年から中学生
までの子どもたちが、コーディネーター・指導者とともに、１泊２
日の交流キャンプを通して悩みなどを打ち明けあい、きょうだ
い同士の交流を図ることを目的とした事業の様子。

35分

17 17
まつやまコツコツ健康体操
　　　「立位」　　　【DVD】

松山市では、サロン活動などを通じてこの体操を取り入れ、高
齢者等の健康づくりを推進している。

25分

18 18
地域福祉実践シリーズⅠ
　　　　　第1巻　　【DVD】

社会福祉法人 一麦会「麦の郷」(和歌山県和歌山市)
　　－ソーシャルインクルージョンへの挑戦－

31分

19 19
地域福祉実践シリーズⅠ
　　　　　第2巻　　【DVD】

社会福祉法人 氷見市社会福祉協議会(富山県氷見市)
　　－コミュニティソーシャルワークの創造－

33分

20 20
地域福祉実践シリーズⅠ
　　　　　第3巻　　【DVD】

真野地区まちづくり推進会(兵庫県神戸市)
　　－住民主体によるまちづくりの軌跡－

30分

21 21
地域福祉実践シリーズⅡ
　　　　　第１巻　　【DVD】

特定非営利活動法人 春日住民福祉協議会(京都市上京区)
　　－住民の知恵を生かした地域づくり－

36分

22 22
地域福祉実践シリーズⅡ
　　　　　第２巻　　【DVD】

社会福祉法人 遠軽町社会福祉協議会(北海道遠軽町)
　　－遠軽式協働体制づくり－

36分

23 23
地域福祉実践シリーズⅡ
　　　　　第３巻　　【DVD】

今川社会福祉協議会ボランティア部(大阪市東住吉区)
　　－地域福祉型ボランティア－

30分

リハビリーテーションの第一人者、大田仁史先生が考案し、医
療や福祉の現場で広く用いられている「生き生きヘルス体操」
を、楽しく親しみやすいようにアレンジした「いきいきヘルス
いっぱつ体操」をライブ映像でわかりやすく紹介、説明してい
きます。また、太田先生へのインタビューでは、リハビリテーショ
ンの考え方や介護の現場で必ず直面する問題について考え
を深めていきます
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貸し出しＤＶＤ一覧

番号 題　　　　名 内      　　           容 時 間

24 24
未来を創る
 ボランティア・市民活動２００９

　　　　　              【DVD】

多様な地域課題に取り組むボランティア・市民活動の事例
・じゃんけんぽん(群馬県高崎市・前橋市)
・ＹＧＰ≪八幡浜元気プロジェクト≫(愛媛県八幡浜市)
・地区ボランティアセンター活動（兵庫県西宮市）

23分

25 25
あなたもボランティア
～重症児と分かち合う生きる力～

　　　　　　　　　　　　　　【DVD】

重症心身障害児施設でボランティア活動をする団体やグルー
プの、活動の様子を収録したもの。

８分

26 26

知ってください
　　　　　盲ろうについて
～盲ろう者の今と東京都盲ろう

   者支援センター～ 【DVD】

盲ろう障害や盲ろう者の置かれている現状について解説すると
ともに、盲ろう者を対象に総合的かつ専門的な支援を提供して
いる「東京都盲ろう者支援センター」の活動について紹介して
いる。　　【パンフレット有り】

20分

27 27
第１８回全国ボランティア
　　フェスティバルえひめ
　　　　　　　　　　　【DVD】

“しみいるチカラ！愛媛から”
平成２１年９月２６日・２７日に、愛媛県松山市で開催されたフェ
スティバルの記録。

90分

28 28
自分らしい明日のために
～早見優が案内する

　　　成年後見制度～【DVD】

成年後見制度に対する関心と理解と深めるために、二つの事
例を紹介している。

30分

29 29
地域のくらしを支える
　　「生活支援サービス」
　　　　（２本組）   【DVD】

全国で生活支援サービスを行う１５団体の事例を紹介してい
る。
＜DISC.1＞
・ふれあい助け合い活動
                        　（NPO法人さわやか福祉の会 きらりびとみやしろ）

・くらしの支援活動　（NPO法人さわやか福祉の会 松戸くらしの助っ人）

・生協のちょこボラ
　　　　　　　　　（生活協同組合コープかながわ くらしたすけあいの会）

・住民参加型在宅福祉サービス　（NPO法人たすけあい平田）

・ふれあいの居場所づくり　（NPO法人東京山の手まごころサービス）

・住民による交流の場づくり
　　　　　　　　　　　　　　　（NPO法人ふらっとステーション・ドリーム）

・見守り支援につなぐサロン活動　（ふれあい喫茶“チェリー”）

・ふれあい・いきいきサロン
　　　　　　　　　　　　　（支えあいミニデイ 「華やぐ倶楽部世田谷」）

＜DISC.２＞
・コープの子育て支援　（生活協同組合コープかごしま）

・在宅福祉を支える友愛活動　（宮津山田達者会）

・「宅老所　井戸端げんき」の取り組み　（NPO法人井戸端介護）

・配食・会食活動　（NPO法人支えあう会 みのり）

・ボランティアによるふれあい型食事サービス
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（南市岡地区社会福祉協議会）

・商店街での活動づくり　（川之江栄町商店街）

・障害者とつむぐ賑わいの創出
　　　　　　　　　　（社会福祉法人フォーレスト八尾会 工房風のたより）

DISC.1
80分

DISC.２
70分

30 30

生活支援サービス

　　　　　　立ち上げ支援ガイド

人を支える、地域をつなぐ
～活動の場を広げるNPO～
　　　　　　　　　　 　【DVD】

企業とも行政とも違う、営利を目的としない団体「NPO」とは、ど
んな組織で、どのような活動をしているのかを紹介している。
１．NPOとは何か　　２．NPO法人の設立　　３．NPO法人の運
営

20分

31 31

豪雨災害の被災者支援
～災害ボランティアセンターと
　　　　　　　　ボランティア活動
～

　　　　　　　　　　　　　【DVD】

災害ボランティアセンターの流れを知るための解説ビデオ。 ６分

32 32

防府市・佐波川流域
　災害ボランティアセンター
～平成２１年７月２１日
  防府豪雨災害と支援者たち～

　　　　　　　　　　　　【DVD】

平成２１年度の夏、山口県における水害に対応した、防府市
社協が主体となった災害ボランティアセンターの、当時の映像
とその後のインタビューによる記録。

27分

33 33

市民の心 被災者とともに
　～被災者中心の
　　　災害ボランティアセンター
　　　　      とするために～

                          【DVD】

災害ボランティアの活動や災害ボランティアセンターの様子、
支援者の研修や訓練の様子などを紹介し、支援とは何かを考
える。

15分

34 34

スマトラ沖地震・津波
　　　被災地での福祉活動
　～パートナーシップを通じた

　　　　　国際支援～ 【DVD】

２００４年１２月インドネシアのスマトラ沖で起きた大地震。全社
協では生活支援を目的とした募金活動を行い、集まった募金
は民間団体への助成した。
インドネシア、スリランカ、タイの被災地での団体の取り組みを
紹介している。

24分

35 35

急げ！ふれあい
　　　　ネットワークづくり
 
【DVD】

熊本県水俣市社会福祉協議会は、過疎化・高齢化の進む中、
地域の「ふれあいネットワークづくり」を推進している。
各地で訪問活動をする「ふれあい活動員」の様子や、活動連
絡会での話し合いの様子を紹介している。

18分
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貸し出しＤＶＤ一覧

番号 題　　　　名 内      　　           容 時 間

36 36

急げ！ふれあい
　　　　ネットワークづくり ２
　～ふれあい・いきいきサロン

　　　　　のすすめ～   【DVD】

ふれあい活動員のリーダー交流会や研修会・勉強会、さらに、
お年寄り同士が集まり交流の場となるサロン活動の様子を紹介
している。

20分

37 37

急げ！ふれあい
　　　　ネットワークづくり ３
　～地域リビングのすすめ～

                            【DVD】

公民館などを利用する「地域リビング」は、ふれあいの拠点と
なっており、水俣市のふれあいネットワークづくりは、１２年かけ
て心のつながりとして浸透している。

17分

38 38
福祉施設における体験学習

　　　　のための事前学習DVD

福祉体験ナビ！　【DVD】

高齢者の福祉に関わる様々な職業や高齢者福祉施設での体
験学習を行う時のマナー・注意点について学ぶことができる。
【「学習シート」と指導者用の「学習の進め方」付き】

60分

39 39

じぶんの町を
　　　　　良くするために
　～赤い羽根共同募金～
                           【DVD】

地域で集めた寄付金は、地域を良くするために使われる。その
循環のしくみを住民とともにつくりあげている各地の取り組みを
紹介している。

20分

40 40

地域の見守り応援隊
在宅福祉アドバイザー
　　　　　　　　研修用DVD
　　　　　　　　　  　【ＤＶＤ】

在宅福祉アドバイザーにとって基本となる、「見守りが必要な
方」への支援活動や対応法について学んでいただくための研
修用DVD。
　・イメージアップ活動事例篇
  ・スキルアップ研修教材篇

40分

41 41

つなぎ　つながり
　　　　　　　　つなぎあおう

　　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

　「地域のつながりづくり」を探すため、大学生の赤羽さん、高
校生の立石さん、中学生の伊勢さんにミッションが与えられま
した。これから3人はどんな体験をするのでしょうか？
　地域で人と出会い、つながりづくりに挑戦する中学生・高校
生・大学生世代の取り組みを同世代の若者が取材した作品で
す。さまざまな立場の人とともに生きる社会をつくるヒントを見つ
けてみてください。

100分

42 42

京都市社会福祉協議会の
活動
～地域の絆づくりと
　　　　　　　　生活支援～
 
【DVD】

「人に優しく、災害に強い、信頼の絆で結ばれた福祉のコミュ
ニティづくり」をテーマに、京都市社会福祉協議会の活動を紹
介する。
・学区社協の活動～地域の絆づくり～
・区社協の活動～学区社協支援とセーフティネット～
・市社協の活動～社協のネットワークを生かした生活支援～

17分

43 43
補助犬ってなぁに？

　　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

補助犬とは、「盲導犬」「聴導犬」「介助犬」の３つの犬の総称で
す。
補助犬をパートナーとする方々の、補助犬との出会いや、現在
の暮らしを見てみましょう。
・盲導犬アンソニーと櫻井さん
・介助犬エルモと木村さん
・聴導犬あみのすけと東さん

1９分

44 44

第２３回全国ボランティア
フェスティバルぎふ(3枚
組)

　　　　　　　　　 　【ＤＶＤ】

“おいでよ志（みんな）　大地（ちいき）を潤す　清流となって”
平成２６年９月２７日・２８日に、岐阜県で開催された全国ボラン
ティアフェスティバルの記録。

DISC.1
１１４分

DISC.２
１１４分

DISC.3
120分

45 45

金融犯罪防止啓発ビデオ
家族で防ごう！金融犯罪

　　　　　　　　　 　【ＤＶＤ】

金融犯罪の最新手口とその対策をわかりやすく紹介。
「振り込め詐欺」編
「投資勧誘詐欺」編
「還付金等詐欺」編
「ネットバンキング犯罪」編
「ネットショッピング詐欺」編

35分

46 46

地域でともに暮らすための
支え合い活動・サービスの
すすめ
～支え合い活動や生きが
い仕事、生活支援サービ
ス事業の立ち上げ支援講
座テキスト掲載活動事例
ＤＶＤ～
　
　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

被災地の復興期において住民が地域に根差した活動や事業
を立ち上げるきっかけの提供とその支援を目的として、岩手県
釜石市、宮城県仙台市・石巻市で開催した「住み慣れた地域
で暮らし続けるための『支え合い活動や生きがい仕事、生活支
援サービス事業の立ち上げ支援講座』」のテキストに掲載した
６ヶ所の事例を紹介。
各事例約１０分～約１８分。

８６分

47 47

　
災害公営住宅への転居期
の課題と地域コミュニティ
づくり
教材アニメーション　未来
の暮らし　創るのはわたし
たち

　　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

新たなコミュニティづくりについて、転居する人や受け入れる地
域の住民、関係者などが、ともに話し合うきっかけづくりのアニ
メーション。
他、阪神淡路大震災から支援を続ける福祉関係者２名のメッ
セージ、宝塚市で行われている復興公営住宅の取り組みも収
録。

３０分
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48 48

あなたも　まちも　いきいき
ふれあい・いきいきサロン
 
【DVD】

千葉県内で活動するサロンの紹介と、サロン立ち上げのポイン
トについて解説している。
日曜サロン（市川市）・サロンいこい（鴨川市）・まんまるサロン
（市原市）・サロンつちのこ（柏市）

25分

49 49

見て学んで考える　キッズ
介護教材　長寿大国を探
検しよう
 
【DVD】

子どもでもできる介護のやり方や、介護のための設備・サービ
スなど、介護についての初歩的な知識を紹介する、Ｗｅｂ教材
「キッズ介護教材　長寿大国を探検しよう！」のダイジェスト版
ＤＶＤ。

15分

50 50

おしえてタモちゃん！～
合理的配慮ってなに？～

　　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

２０１６年４月に施行された「障害者差別解消法」で定義された
「合理的配慮」とはどういうものか、聴覚障害者等を対象に映
像を用いてわかりやすく解説したＤＶＤです。
聴覚障害者に対する合理的配慮を欠いた場面をドラマで再現
しその対処法について、田門弁護士が解説します。
日本語字幕付き。

50分

51 51

ちびまる子ちゃんと学ぶ
大切な３つのお話

　　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

幼児・小学生向け金融教育用ＤＶＤ。
ストーリーを楽しみながら、「お金の大切さ」や「計画的にお金
を使うことの大切さ」、「備えの大切さ」について学習することが
できる。

１．「まる子、お金の大切さに気付く」の巻
２．「計画立ててお金を使おう！」の巻
３．「まる子、まさかの時のために」の巻

37分

52 52

遠隔手話通訳・電話リレー
サービスについて

　　　　　　　　　　　【ＤＶＤ】

現在、「遠隔手話通訳」・「電話リレーサービス」が全国に広まり
つつあります。このＤＶＤでは、その違い、方法について、実際
の利用場面を通して解説します。
日本語字幕付き。

35分

53 53
優しい認知症ケア
ユマニチュード
（３本組）　　　　 　【ＤＶＤ】

ご家庭で介護に悩んでいる方、地域で認知症の人やそのご家
族を支えたいという方に向けて、ユマニチュード（’人間らしさを
取り戻す’という意味のフランス語）を分かりやすく伝える全３巻
のDVD教材です。

Ｄｉｓｃ１
112分
Ｄｉｓｃ２
68分

Ｄｉｓｃ３
52分
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