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Ａ７１
車いす・・ってな～なんだ
地上１ｍの世界

ボランティア入門教材
　車椅子の乗車準備、車椅子のたたみ方、段差の乗
り越え方、乗せたまま階段を上がる、平地の進行、
体験試乗の要領等、車椅子のお世話に関わる基礎知
識や方法をわかりやすく紹介している教材です。

一般
ボランティア

生徒・児童
30 2006

【制作】
　伊予西条サークルコスモス

Ａ７２
未来を創る
ボランティア・市民活動２００７

「第１６回全国ボランティアフェスティバルあい
ち・なごや」の事業の一環として作成された地域課
題に取り組むボランティア・市民活動の事例を紹介
しているビデオです。
【紹介事例】
　・企業の社会貢献活動研究会（静岡県焼津市）
　・特定非営利活動法人インフィーニティー（長崎
県長崎市）
　・花ノ木福祉委員会（愛知県安城市）

一般
ボランティア

28 2007
【企画・制作】
　全国ボランティアフェス
ティバル推進協議会

A７３
未来を創るボランティア・市民活
動２００９（DVD３枚）

『紹介事例』
・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）

一般
ボランティア

30 2009

【企画・制作】
全国社会福祉協議会
全国ボランティア活動振興セ
ンター

A74
最も弱いものを守り、支える　あ
なたもボランティア　～重症児と
分かち合う活きる力～

重症心身障害児施設でボランティア活動をする団体
やグループの様子を収録

一般
ボランティ

ア
8分 2010

【企画・制作】
(社)日本重症心身障害児
（者）を守る会
(社)日本重症児福祉協会

A７５
第１８回全国ボランティアフェス
ティバルえひめ　～しみいるチカ
ラ！愛媛から～

２００９年9月２６日・２７日に愛媛松山市で開催
去れました、第１８回ボランティアフェスティバル
の記録をＤＶＤにしました。

一般
ボランティ

ア
100 2010

【第１８回全国ボランティア
フェスティバルえひめ実行委
員会・愛媛社会福祉協議会・
「広がれボランティアの輪」
連絡協議会・全国社会福祉協
議会】

Ｂ２４ ひとみ輝かせて

－人ひとりが真の自立を目指すために－
県下でただひとつ、幼児から大人までが共に学びあ
う学校。来るべき時代の交流教育の発信地としてセ
ンター的機能を担う新たな役割。高い専門性と、最
新の教育設備個々に応じたきめ細やかな指導。
オープニング、学校が始まる、幼少部・中高部・保
専部・寄宿舎での様子・本校の歴史・エピローグを
コンテンツに奈良県立盲学校を紹介しています。

一般 18 2007
【制作】
　奈良県立盲学校
　盲学校検討委員会

B25 きょうだい交流キャンプ

重症心身障害児（者）をきょうだいにもつ、小学校
低学年から中学生までの子供たちが、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する事業です。

一般 35 2008
【制作】
社会福祉法人　全国重症心身
障害児（者）を守る会
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B２６
医療的ケア支援の構造化と実践事
業

１，「私らしくALS」
２，「吸引」について考えよう

一般 56 2010 【制作】日本ALS協会

Ｆ１８

よみがえれ！
現代のシルクロード
国際都市平城京の暮らしに学ぼ
う！

　広くユーラシア大陸を横断するシルクロードは、
昔からアジアとヨーロッパ・北アフリカを結ぶ東西
の交通路といわれています。
奈良時代には、日本にもシルクロードを通してさま
ざまな物品や文化が持ちこまれ、当時の都「平城
京」は、世界各国の文化が混ざり合う国際都市でも
ありました。この「よみがえれ！現代のシルクロー
ド」は、当時のくらしや伝播について３つのコンテ
ンツから楽しく体験・学習できるプログラムになっ
ています。
●「シルクロードを旅しよう」…シルクロードを
バーチャルで旅をしながら、世界の国々の歴史や文
化を楽しく学習できます。
●「物を調べよう」…部屋にある身近な物が、どの
ようにしてシルクロードから伝わってきたのか学習
できます。
●「カイコを育てよう」…シルクロードを通じて世
界各地に広まった絹織物と関係するカイコの飼育体
験ができます。

小学生
一般

特定非営利活動法人奈良ＮＰ
Ｏセンター

Ｆ１９ もも子　かえるの歌がきこえるよ

　いつも酸素ボンベで呼吸しているもも子。明るく
負けず嫌い、天真爛漫なもも子。そんな妹をいとお
しく思う兄・力（りき）の優しさと心の成長を中心
に、家族愛と葛藤などを通して、生きる喜びと悲し
みを感動的に描いています。

児童 80分 2003 「もも子」制作委員会

Ｆ２０ ５等になりたい

律子の夢は「かけっこで５等になる！」こと。運動
会も近づき、律子の班では「律子ちゃんがいたらリ
レーで負けちゃうよー」と大騒ぎ。班から抜けよう
とする律子でしたが。さあ、５等になる夢は叶うの
でしょうか。

児童 ７５分 1995
「５等になりたい」製作委員
会

Ｆ２１ 十五少年漂流記

１８６０年イギリスにあるチェアマン学園の夏休
み。この学園の男子生徒を乗せて航海をするはず
だったスルギ号だが、誰かがともづなを外したた
め、子どもたちだけが嵐の海へとながされてしま
う。丸３日続いた嵐の果て、上は１４才、下は９才
の子どもたち１５人は孤島に漂着。一同は団結しそ
れぞれの分担をきめ、島での長い夏休みが始まっ
た。

児童 ６８分 1987
社団法人神奈川県映画教育委
員会
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Ｇ２７

未来へのとびら
～みんなでつくろう！
　　これからの暮らしの姿～
（CD－ROM４枚）

　誰もが幸福に過ごせる未来を手にすることができ
るように、「賃金と働き方」「子育てと女性・夫婦
の働き方」「医療と健康」「介護と年金」につい
て、豊富な情報をもとに映像化したものです。

一般 33 2002
【企画】
　財団法人厚生問題研究会

Ｇ３２
「地域生活者」から始める
いきいきシニアライフ
（ＤＶＤ３本）

　今日、いわゆる「団塊の世代」が定年退職の時期
を迎えたということもあって、改めて、退職後のシ
ニアの生き方がクローズアップされています。仕事
人間としていきてきた方々が、退職後に地域でいき
いきとしたシニアライフを送るには、どのような生
き方があるのか。そのことを考えるために、このビ
デオでは“地域生活者”となることを提案していま
す。退職後の生活で必要なことは何か。そしてその
為にどのようなことを準備しなければならないの
か。ご一緒に考えていきましょう。

一般 37分 2007

【企画・制作】
　(社)全国社会福祉協議会
　全国ボランティア活動振興
センター

Ｇ３４
なら・ＮＰＯメッセ２００８
ホッとなまちづくり
（ＤＶＤ3本）

「ヘアーサロン西村」
「畑本歯科医院」 一般 2008

【発行】
　ＮＰＯ法人ヤマト・ネッ
ト・クラブ

G35
共同募金PRビデオ
赤い羽根ネットワーク

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

一般 16分 2009
【発行】
　社会福祉法人　中央共同募
金会

G36
じぶんの町を良くするために
～赤い羽根共同募金～

・黒部市共同募金委員会の活動
・宝塚市共同募金委員会の活動
・松坂市共同募金委員会の活動
・再び黒部共同募金委員会

一般 19分 2010
【発行】
　社会福祉法人　中央共同募
金会

H 2 3 地域力こそ防災力！！

　小規模介護施設が火災から生命を守る知恵とコ
ツ！！
平成22年度　厚生労働省老人保健健康増進等事業
火災・震災における小規模介護事業所と地域の協
働・連携のあり方に関する啓発事業

一般 29分43秒 2011
特定非営利活動法人
全国コミュニティライフサ
ポートセンター

Ｈ１１
新しい社会の創造を目指して
～助成財団の挑戦～
（ＤＶＤ2本）

　日本の助成財団の現状や最新の動きを、資料やグ
ラフ、活動事例などを通して紹介するとともに、助
成財団の課題や将来への可能性を、特にＮＰＯとの
協働にスポットをあて、資料やインタビュー、活動
事例の紹介などを通じて、様々な角度から読み解い
ていきます。

一般
NPO関係者

オープニング　2分
助成金　　　　5分
助成財団の活動　7分
助成財団との協働　5分
新しい社会へ　　8分

2004 ＮＰＯ支援財団研究会
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Ｈ１２
震災１０年神戸からの発信
兵庫区からのメッセージ

　このたび兵庫区社会福祉協議会では、震災１０年
の節目に、当時ご支援いただいた方々に改めて感謝
の気持ちをお伝えするためビデオレターを制作しま
した。当時のことを思い出しながらご覧いただけれ
ば幸いに存じます。

一般 2005
【制作】
　社会福祉法人　神戸市兵庫
区社会福祉協議会

Ｈ１３
実忠の三つの不思議な花
奈良ＴＶ放送

①「ニュースＯＮステージ」２００４．８．７
②「Ｎｅｗｓ　Ｕｐ　なら」２００４．８．４

一般
①６分
②５分

2004

Ｈ１５ 元気宣言　おおらか生活

少子高齢化の進行とともに高齢者の役割も大きく変
化しており、生活機能の自立、人生・生活への満
足、高齢者同士の助け合い、若い世代のサポートな
どの社会貢献が重要になっています。そこで、高齢
者に生きがいをもって、元気におおらかに暮らして
いただきたいとの願いを込めて、高齢者を応援する
ＤＶＤを制作しました。

一般 25分 2009
【企画】キューピー株式
会社

Ｈ１６ 市民の心　被災者とともに
・災害が多発する日本・災害を契機とした仕組みづ
くり・被災者支援と災害ボランティア・1日も早い
復興を願って・生活支援　復興期をねがって

一般 15 2009
【制作】社会福祉法人
全国福祉協議会

Ｈ１７
豪雨災害の被災者支援　～災害ﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱｾﾝﾀｰとﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動～

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

被災地のﾎﾞﾗ
ﾝﾃｨｱ活動に
あたる方

他

6 2010
【制作】社会福祉法人
全国福祉協議会・全国ボラン
ティア活動振興センター

Ｈ１８

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～

平成２１年夏の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ＶＣの当日の映像と、そ
の後のインタビューによる記録。

災害ＶＣ運
営者、社協

など
27 2010

【制作】社会福祉法人
全国福祉協議会・全国ボラン
ティア活動振興センター

H19 福祉体験ナビ
福祉施設における体験学習の為の事前学習
（学習シート付き）

学生

・導入　2分
・職業　2分
・ケースワーカー　3分
・看護師　2分
・作業療法士　2分
・言語聴覚士　2分
・ケアマネージャー　3分
・福祉用具専門相談員　3分
・福祉施設のあらまし　4分
・身体的特徴と内容　17分
・なんでもＱ＆Ａ　12分
・エンディング　4分

2010 【制作】(株)ヌーヴォ
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H２０
スマトラ沖地震・津波被災地での
福祉活動　～パートナーシップを
通じた国際支援～

2004年12月末に発生したインドネシア・スマト
ラ島西方沖での大地震と津波に対し、現地調査が実
施され、支援の成果や復興活動の現状を報告。

被災地のボ
ランティア
活動にあた
る方　　他

２４分 2010

【制作】社団法人　国際社会
福祉協議会日本国委員会
社会福祉法人　全国社会福祉
協議会

補助犬ってなぁに？
（ＤＶＤ４本）

皆さんは街で「補助犬」に出会ったことがあります
か？
補助犬とは、目に障がいのある人を助ける「盲導
犬」、手足に障がいのある人を助ける「介助犬」、
耳に障がいのある人を助ける「聴導犬」の３つの犬
の総称です。
このＤＶＤで、実際に補助犬をパートナーにしてい
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。そして、これから皆さんが補助犬に出
会ったときには、どんなお手伝いができるか一緒に
考えてみましょう。※QUIZ BOOKあり
・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

一般 2013
【製作著作】24時間テレビ
チャリティー委員会
（厚生労働省推薦）

減災のための
マニュアルツール集

東日本大震災に学ぶこれからの防災
（Wordデータ、PDFデータを含む）
・安否確認マニュアル
・災害時ケアマニュアル
・社協職員初動マニュアル
・クロスロード
・歩一歩たいそう

一般・社協
職員

2012
【製作・著作】伊賀市社会福
祉協議会

高めよう！「見守り力」
（ＤＶＤ５本）

高齢者・障害者の消費者被害を防ぐために
・小さな気付きが第一歩
・「気付き」を「つなぐ」
・「声かけ」は小さな勇気から
・みんな消費者、みんなで見守ろう
・高齢者・障害者の消費者トラブルの現状と特徴
・高齢者・障害者の消費者被害と見守り
・消費生活センターの役割

一般
2014

2016改定
消費者庁

「キッズ介護教材　長寿大国を探
検しよう！」

見て　学んで　考えるＷＥＢ教材
・介護のこと一緒に学んじゃおう！
・はじめてのクイズ
・ボクもワタシもキッズヘルパー
・長寿大国　探検の旅

児童 2016 全国視聴覚教育連盟
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