教材コード

分類

タイトル

時間

内容
１．「ペットボトルをごみとは思っていませ
んか？」仙台市におけるペットボトルの回収の
現状と再利用の現状が紹介されています。
２．「仙台定禅寺通り 今・昔」定禅寺通り
の名前の由来やこの通りの造成の目的，さらに
は，定禅寺通りの利用の現状が簡単に紹介され
ています。

D06026

D07029

D07045

D08003

D08024

D09005

福祉・ボラン
ティア・生活改 地域発見 ～身の回
善・高齢者
りの気になること～ 0時間20分

３．「人にやさしいまちって？」高齢者や障
害者がよりくらしやすく交通機関（特にバスの
ノンステップやワンステップ等々を中心に）や
施設等での工夫の現状と障害者からの様々な願
いを生の声と映像で紹介し，様々な人にやさし
いまちづくりへの提言しています。

男性も女性もお互い自分らしく働き，輝きな
がら豊かに元気に毎日が過ごせるように，日本
の未来をよりよく変えることができるように，
仕事と生活の調和（ワーク・ライフ・バラン
ワーク・ライフ・バ
ス）を可能とする働き方の見直しの推進と啓発
ランスを知っていま
福祉・ボラン
を目的として，内閣府男女共同参画局が制作し
ティア・生活改 すか？～働くオトコ
たちの声～
0時間27分 た教材です。（２７分）
善・高齢者
昨今では，子供たちがテレビゲームなどで一
人遊び，他の子供たちと一緒に遊ぶという機会
が減少し，子供同士のコミュニケーション不足
が指摘されています。このような現状を踏まえ
て，子供たちの人気を集めている「ヒップホッ
プダンス」のＤＶＤ教材を製作しました。「み
んなでおどろう！レッツ ヒップ ホップ」
福祉・ボラン
みんなでおどろう
は，表現や意思伝達の乏しさを補い，言葉を越
ティア・生活改 ！ レッツ ヒップ
えて気持ちや感情を伝える有効な手段となり，
善・高齢者
ホップ
0時間55分 無理なく楽しめるような作品です。
この作品は，知的には遅れはないものの，発
達がアンバランスなために学校や社会の中で生
きにくさを感じ，苦しんでいる「発達障害」の
人たちのことを理解するとともに，どんな支援
福祉・ボラン
が必要であるかを学び，すべての人の人権が尊
ティア・生活改 アイムヒア 僕はこ
重される豊かな社会の実現について考えるきっ
善・高齢者
こにいる
0時間54分 かけとなることを期待している作品です。
「放課後子どもプラン」のスタート以来，各
地で多様な取り組みが産声を上げています。放
課後子供教室の立ち上げに際しては，学校や地
域の理解と協力をどう得ていくのか，人材や場
所をどう確保していくかなど苦労も多いようで
す。
このDVDソフトウエアでは，行政担当者・事業
担当者が新たに放課後子ども教室を立ち上げる
際の参考に資するため，各地の実践事例を通し
福祉・ボラン
て地域の教育力を活かした運営体制づくりや人
ティア・生活改 地域とつくる子ども
材確保の方策，ポイントとなる考え方を紹介し
善・高齢者
の居場所
0時間30分 ています。
聴覚障害に加え知的障害や精神障害を合わせ
持つという重いハンディを背負った子供たちの
成長を願い，苦しみながらも歩んでいく両親や
家族，それを支える人々のひたむきな姿。そこ
に流れるヒューマニズムと協同の精神は，現代
社会の人間の生き方，子育てや教育のあり方を
見つめ直し，福祉の原点を問いかけるもので
す。
福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
どんぐりの家

＜長編ドキュメンタル・アニメーション＞
1時間50分 ｛文部省特選，厚生省推薦｝

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
この世に完璧な人間なんていない。一人の
能力には限界がある。「手伝って」あるいは
「助けて」の一言が素直に出れば、どれほどラ
クになれるだろう。助けてもらえば自力では不
可能なことも可能になり、どれほど世界が広が
るか計り知れない。
「ほんとうの自立とは、他者の力をどれだ
け借りられるか、にかかってい
る。」・・・・・と、人間社会の共通ルールは
「人に迷惑をかけるな」であるが、われら障害
者は、・・・・。

D10007

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
風の旅人

＜アニメーション、３０分、２００３年教育
映画祭 文部科学大臣賞受賞＞
＜小学校高学年、中学生、一般向き＞
0時間30分
健康、お金、生きがいを準備しつつ定年退
職を迎えることは、自分のみならず、家族のた
めでもあります。
５０歳代からのライフプランをスタートし
ましょう。
＜（主なキャスト；篠田三郎、岡
まゆみ、江藤 潤）、実写２７分＞

D10011

D11003

福祉・ボラン
妻のブログ ～ ５０
ティア・生活改 歳代からのライフプ
善・高齢者
ラン ～
0時間27分 ＜一般、中高年齢者向き＞
地球温暖化という地球全体の大きな問題をひ
とりひとりの小さな私たちが自分自身の心に，
静かに問いかけたくなる物語です。「ハチドリ
のひとしずく!私にできること」を見て語り合
い，環境についてそれぞれに自分の考えをもつ
きっかけにしてください。＜アニメーション＞

福祉・ボラン
CODA コーダ ぼく
ティア・生活改 たちの親は聞こえな
善・高齢者
い
0時間49分
１枚の色紙を折ったり・切ったりすることで
広がる楽しい世界！＜財団

D11004

D11005

法人 全日本社会教育連合会より寄贈＞
福祉・ボラン
折って・切って・広
ティア・生活改 げてびっくり！ 切
善・高齢者
り紙遊び
0時間40分
子どもたち自身が人形劇を上演することによ
り、感情の表現力を養い、人とのコミュニケー
ションが円滑にできるようになることを目的と
して製作されたＤＶＤ ＜全国視聴覚教育連盟
より寄贈＞

福祉・ボラン
ティア・生活改 みんなが主役！人形
善・高齢者
劇で遊んじゃおう
0時間46分

教材コード

D12015

分類

タイトル

時間

内容
Ｈ２３，３，１１の大津波により壊滅的な打
撃を受けた石巻。そこで仮設住宅の子どもたち
の居場所作りのために献身的に活動する団体の
記録。

復興TV～子供の居場
福祉・ボラン
ティア・生活改 所支援「ほっとス
ペース」の活動～
0時間17分
善・高齢者
みんな元気か！ハチャメチャ老人が巻き起こ
す昭和のアットホーム。陽気な老人達のてんや
わんやの大騒ぎ！原田芳雄，松坂慶子，長門裕
之らのオールスターキャスト。

D13016

福祉・ボラン
ティア・生活改 黄金花－秘すれば
善・高齢者
花，死すれば蝶－

1時間19分
新宿｢どん底」でライブ収録。懐かしい歌声
喫茶が甦る。みんなで歌ってストレス解消！

D13017

福祉・ボラン
ティア・生活改 いっしょに歌おう
善・高齢者
歌声喫茶①

0時間50分
新宿｢どん底」でライブ収録。懐かしい歌声
喫茶が甦る。みんなで歌ってストレス解消！

D13018

福祉・ボラン
ティア・生活改 いっしょに歌おう
善・高齢者
歌声喫茶②

0時間50分
新宿｢どん底」でライブ収録。懐かしい歌声
喫茶が甦る。みんなで歌ってストレス解消！

D13019

福祉・ボラン
ティア・生活改 いっしょに歌おう
善・高齢者
歌声喫茶③

0時間50分
仙台市障害者スポーツ協会では、年間を通し
て様々なスポーツ教室を

D14037

D16005

D16006

福祉・ボラン
仙台市障害者スポー
開催している。その中から、障害者スポーツの
ティア・生活改 ツ協会に見る障害者
現状と、それらを指導し、サポートする人々の
善・高齢者
スポーツ活動
0時間20分 姿を紹介していく。＜自作教材＞
薄れゆく父の記憶を探す旅へー。「満開の桜が
福祉・ボラン
きれいだった・・・」壊れかけた家族は，70年
ティア・生活改
サクラサク
107分
前の父の大切な思い出の場所にたどりつけるの
善・高齢者
か。さだまさしの珠玉の名編が映画化されたも
のです。
「認知症を共に生きる」をテーマに人の幸せと
福祉・ボラン
尊厳を守るという人権の視点から捉えていま
ティア・生活改 ここから歩き始める
34分
す。高齢者が人間として誇りをもって生きてい
善・高齢者
くことの大切さを家族や地域の視点で考える
きっかけとなるドラマです。

無関心ではいけな
い！
福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

障害者の人権
障害者差別解消法を
理解する

D17019

25分

人は誰でも、老化によって足腰が弱ってきた
り、視力や聴力が衰えてきます。障害者に対し
て無関心はいられない時代になってきているで
す。今、日本は障害者制度の改革に力を入れて
います。2014年1月、国連で日本は障害者権利
条約を締結しました。そして、2016年4月から
障害者差別解消法を施行しました。
この作品は、「障害者差別解消法」とはどの
ようなものか、そして「合理的配慮」について
わかりやすく解説します。

教材コード

分類

タイトル

障害のある子 障害
福祉・ボラン
のない子
ティア・生活改
違いを認めて助け合
善・高齢者
おう

時間

内容

18分

「合理的配慮」について、障害者の人権・差
別の観点から子供にもわかりやすく解説し、お
互いが相手の違いを認め合い共に助け合ってい
くことの大切さを訴えます。
文部科学省特別選定
2016年教育映像祭優秀作品賞

D17020
小学生の体験学習シ
福祉・ボラン
リーズ
ティア・生活改
障害のある人との交
善・高齢者
流

19分

いろいろな障害をもつ人々と交流する小学生の
生き生きとした姿をドキュメントで紹介してい
ます。障害をもつ人と実際に接することで、小
学生たちがどのように変わっていくかをレポー
トしています。（小学生対象）

33分

この作品は、敦賀市で開催された「小中学生の
認知症サポーター作文コンテスト」で最優秀作
品に選ばれた小学4年生（当時）・三浦実由さ
んの『「やさしくする」ということ』という作
文を脚色し、ドラマ形式の教育映画です。
「きよばあがうるさい！」「きよの得意な習
字」「帰り道がわからない・・」「変わってい
く、きよばあ」のストーリーで展開されていま
す。

３４分

発達障害のある人の生きづらさや痛みを真摯に
伝えるとともに、
「違い」が生み出すプラスのエネルギーを美し
く群生するコスモスの花々と重ね、「ともにい
きることの喜び」を伝えるための教材として作
成しました。

１８分

人には誰でも得意・不得意があるが、発達障害
のある人は、得意なことと不得意なことの差が
非常に大きかったり、他の人と比べて物事の感
じ方や考え方が大きく違っていたりする。その
ことを踏まえ、発達障害の種類と主な特徴を見
ていく。
・ＡＳＤ（自閉症スペクトラム症）
・ＬＤ
（学習障害）
・ＡＤＨＤ（注意欠陥・多動性障害）

D18021

福祉・ボラン 「やさしく」の意味
ティア・生活改 ーおばあちゃんは認
知症だったー
善・高齢者

D19005

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

秋桜の咲く日

D20007

個性なの？障害な
福祉・ボラン
の？
ティア・生活改
～早く知っておきた
善・高齢者
い発達障害～

D20008

F69006

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
第三の人生

0時間30分

F69012

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
主婦と余暇の設計

0時間30分

F69027

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
老人，そのしあわせ 0時間43分

F70006
F70021

しあわせな老後を自分で見出し，老後をいき
いきとおくっている老人たちの生活を記録的に
えがいたもの。老後の生き方を考える上で参考
になります。
近年，家事の電化，生活の合理化によって，
主婦の余暇がふえてきました。一人の主婦が余
暇をいかに有意義にすごすべきかを悩む過程を
描いており，余暇の設計に示唆をあたえてくれ
ます。
老人対策が，義理や同情，あわれみから出発
するかぎり，根本的な解決にはなりません。老
人のしあわせの本質をあきらかにし，真のふれ
合いを考えさせようとしています。
同じ主婦でありながら，余裕のある人と家事
に追われっぱなしの人がいます。主婦は，家事
の従事者でなく管理者であるという視点に立っ
て，家事時間の合理化について考える教材で
す。

福祉・ボラン
ティア・生活改 主婦と家事時間の設
善・高齢者
計
0時間29分
福祉・ボラン
ティア・生活改
県内の福祉施設を紹介し，総合福祉の仕事を
善・高齢者
幸せを守るために
0時間15分 知ることができます。

教材コード

分類

タイトル

時間

F71007

福祉・ボラン
ティア・生活改 かしこい消費者から
善・高齢者
行動する消費者へ
0時間25分

F72054

福祉・ボラン
ティア・生活改 クラブ活動とたくま
善・高齢者
しい老人たち
0時間33分

F72055

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
ボランティアへの道 0時間33分

F72064

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
明るい老人たち

F73063

福祉・ボラン
ティア・生活改 老後を変える－ある
善・高齢者
高齢者教育の記録－ 0時間30分

F74033

福祉・ボラン
ティア・生活改 実りある日に－主婦
善・高齢者
と余暇－
0時間33分

F75025

福祉・ボラン
ティア・生活改 訪問のしかた・応接
善・高齢者
のしかた
0時間20分

F75038

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
親の扶養を考える

0時間32分

F75039

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
高齢者と仕事

0時間28分

F76033

福祉・ボラン
ティア・生活改 ボランティア活動の
善・高齢者
手引
0時間30分

F77021

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
虹ふたたび

0時間40分

F78036

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
豊かな高齢期

0時間28分

F79012

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
趣味のある老後

0時間30分

F80001

福祉・ボラン
愛のかけはし－手話
ティア・生活改 にみつけた生きがい
善・高齢者
－
0時間30分

0時間15分

内容
消費者が良い商品を買うためには，その商品
の流通経路にも目を向ける必要のあることを実
例を示しながら解説しています。さらに，消費
者センタ－の利用にもふれ，消費者のあり方に
ついても考えさせる教材です。
一人の老人が老人クラブの活動に打ちこむひ
たむきな姿をとらえ，老人クラブの活動のあり
方について考えさせようとしたものです。各世
代と交流を保ち，孤独におちいらず，明るく活
動してゆくことの大切さをえがいています。
世の中をよくするためにすすんで無料奉仕を
するのがボランティア活動です。全国で現在ボ
ランティア活動を行なっている多くのグル－プ
の中から四つの例を取り上げ，グル－プの実際
の行動をえがいています。
宮城県内各地の老人福祉施設や老人クラブの
活動の例などを紹介しながら，今後ますますふ
えることが予想される老人達に，生きがいをあ
たえるために，幅広い老人対策が必要であるこ
とを訴えている作品です。
老人同士で自主的な学習をつづけている長野
県伊那市の「楽生楽園」と兵庫県教委が進めて
いる「いなみの学園」を紹介しながら，高齢者
教育のあり方を考えさせる記録です。
余暇時間が増大し，余暇に対する価値観も変
化しています。特に，中高年の主婦の中には増
加する余暇に対応できずにいる人も少なくあり
ません。余暇を人間性の回復，自己充実に活用
するための一つの方向を示唆しています。
訪問のしかた，取り次ぎや接待のしかた，茶
や菓子などのすすめ方やいただき方など，気持
ちよく交際するための大切な訪問・応接の基本
的な作法について理解を深めることができま
す。
老母のいる血族・姻族がそれぞれの住居や家
族関係にまつわる複雑な条件の中で，その扶養
をめぐる訴訟を扱っています。高齢化社会の到
来に伴う扶養の問題や人間関係の諸問題を提起
しています。
急速に高齢化に向かっている中で働く老人た
ちが労働の成果をあげるためには，老人自身が
老人の特質を見きわめるとともに，その弱点を
克服する気力が大切であることを描いていま
す。
なにか社会のため，人のために役立ちたいと
思っても実際にはどうすればよいか迷っている
人が多い。そのような人々にボランティアの心
や，その活動分野・種類・方法などを具体的に
解説する手引きです。
中年男の目の不自由な少年とのユ－モラスな
旅。底抜けに明るく構成したフォ－ク・ドキュ
メンタリ－です。
全国各地の福祉施設のいくつかを紹介しなが
ら，明日への社会復帰をめざして頑張っている
人々の姿を描いています。
「高齢者の生きがい」充実にも新生面をひら
こうとする新しい構想が，各地域でどのように
組織され展開されているかを具体的に描いてい
ます。
生きることに楽しみを持ち，明るく，積極的
に生活しているお年寄の姿を通して，人生の半
ばを過ぎてから，特に老いを迎えてからの楽し
みの意義と大切さを訴えています。
手話通訳をボランティア活動としている一人
の主婦の行動を軸にし，家族の人々の理解と協
力，ボランティア活動を志す後輩の指導などを
加えて，真のボランティア活動の意味を考えよ
うとする作品です。

教材コード

分類

タイトル

時間

F80002

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
愛されるお年寄りに 0時間29分

F82033

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
風の中のたびたち

F83008

福祉・ボラン
ティア・生活改 国民の生活と福祉－
善・高齢者
社会保障制度－
0時間21分

F83031

私たちの体験学習－
福祉・ボラン
ティア・生活改 中学生のボランティ
ア活動－
0時間25分
善・高齢者

F85020

福祉・ボラン
ティア・生活改 家族の時代－ぼけ老
善・高齢者
人をかかえて－
0時間36分

F86038

福祉・ボラン
ティア・生活改 元気で歌えば茶もう
善・高齢者
まい
0時間20分

F86040

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
和子の生活設計

F86048

福祉・ボラン
ティア・生活改 訪問のしかた・応接
善・高齢者
のしかた
0時間20分

F86056

福祉・ボラン
ティア・生活改 かしこい消費者から
善・高齢者
行動する消費者へ
0時間25分

F86057

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
浪費への挑戦

F86083

福祉・ボラン
ティア・生活改 老けてたまるか－老
善・高齢者
後を生きる－
0時間30分

F86162

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
暮らしの中の敬語

F87047

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
健康な老後のために 0時間22分

F87057

福祉・ボラン
ティア・生活改 クラブ活動とたくま
善・高齢者
しい老人たち
0時間33分

F87058

福祉・ボラン
ティア・生活改 考えていますか，あ
善・高齢者
なたの老後
0時間29分

0時間45分

0時間33分

0時間26分

0時間29分

内容
自分に気付かず，愚痴，ひがみなどで家族や
周囲の人達と問題を起こしているお年寄を軽快
なタッチで描き，老醜の裏返しの，人から親し
まれ，愛されるお年寄になるための心構えをド
ラマと実践例で示しています。
一頭の小犬がどのようにして盲導犬となって
いくのか。中途失明の主婦の日常生活，盲導犬
との出逢い。そして，障害を乗り越えて盲導犬
と新しい人生を歩む姿を描いています。
日本の社会保障制度の実状を描きながら，社
会的弱者であるお年寄りと障害者の場合を例
に，社会保障制度の問題点と課題を考えさせる
教材です。
教育課程内クラブ活動にボランティアを取り
入れ，成果を上げている実例を描き，知識学習
では得られない体験学習ではのすばらしさを描
いています。
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，家族の一人
ひとりにのしかかってきます。高齢化社会の到
来にそなえ，やがてくるであろう自分たちの問
題としてどうしたらよいか若い世代に焦点をあ
て描いています。
戦中・戦後を働きづめに働いて老境にはいっ
た人たちに，若い頃やりたくてもできなかった
何かを，自分の中に発見して生きがいのある
日々を送ろうと訴え，歌を通して生活の喜びを
得ている老人コ－ラスの仲間を紹介していま
す。
主婦の家庭での役割は大きく，長期にわたる
生活設計が確立されているかどうかは一家の前
途を左右します。
和子の例を通してその重要性について考えさせ
る教材です。
訪問のしかた，取り次ぎや接待のしかた，茶
や菓子などのすすめ方やいただき方など，気持
ちよく交際するための大切な訪問・応接の基本
的な作法について理解を深める教材です。
消費者が良い商品を買うためには，その商品
の流通経路にも目を向ける必要のあることを実
例を示しながら解説しています。さらに，消費
者センタ－の利用にもふれ，消費者のあり方に
ついても考えさせる教材です。
資源不足，ゴミ問題，公害，物不足の状況下
においては，使い捨て・消費は美徳という従来
の生活習慣を改める必要があるとし，これから
の消費生活のあり方，本当の豊かさについて幾
つかの事例を通し考えさせる教材です。
高齢者の生き方や老人の福祉が大きな社会問
題になっています。家庭や地域社会の中で，そ
の能力や経験を活かし，自立したり，生産活動
にたずさわっている老人の活動事例を通して，
老後の生活設計をしていくことの大切さを描い
ています。
敬語の正しい使い方について，若い男女を中
心に，家庭や職場，地域社会における日常生活
の実態に即した具体例のいくつかを挙げて誤例
を正ながら説明しています。
８８歳以上の，男女三人の長寿者に健康管理
の方法や心構えなどを聞き，日常生活の様子を
紹介しながら，いかにしたら幸せな老年期を過
ごせるかを考えさせる映画です。
一人の老人が老人クラブの活動に打ちこむひ
たむきな姿をとらえ，老人クラブの活動のあり
方について考えさせようとしたものです。各世
代と交流を保ち，孤独におちいらず，明るく活
動していくことの大切さをえがいています。
誰にも老いはきます。この映画は，悔いのな
い高齢期を送るためにはどうすべきか，ドラマ
の中の実際の高齢者達の生き方を通して，各自
の老後を考えてもらおうとするものです。

教材コード

分類

タイトル

時間

F88043

福祉・ボラン
ティア・生活改 夫と妻の豊かな老後
善・高齢者
のために
0時間30分

F89020

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
契約と消費者

F89030

福祉・ボラン
ティア・生活改 パソコン・ワ－プロ
善・高齢者
のタイピング入門
0時間16分

F89048

福祉・ボラン
ティア・生活改 相続と遺言－やさし
善・高齢者
い法律－シリ－ズ－ 0時間30分

F90019

F91058

F92039

F92048

0時間20分

内容
人生８０年といわれる今，老後の生活は長く
厳しい。後半生を有意義に暮らすには，豊かな
心，健康な体，経済的なゆとりの三要素を欠か
せません。この作品は，経済的設計をどう立て
るかをテ－マにしたもので，いずれは別々の人
生を歩んでゆかなくてはならない二つの世代
が，互いに幸せをつかみとるにはどうすべきか
を描いています。
この映画は，中学生を対象に，今日の消費行
動の初歩的，基本的パタ－ンを示し，「約束と
契約」の違い，「売買契約」についての関心を
高め，健全な消費についての目を育てようとし
ている教材です。
字を探し探し，一本の指でキ－ボ－ドをうつ
のは面倒ですが，この映画を見ると，４・５時
間で１０本の指を使ってしかもキ－を見ないで
打てるようになることもそれほど困難なことで
はありません。上手な打ち方は誰にでもできま
す。要は，気軽にトライすることであることを
教えている教材です。
遺産相続をめぐる争いが，年々増加の傾向を
示しています。この背後には，さまざまな事情
があり，解決は容易ではないが，「遺言」に
よって，自分の意志を，生前にあらかじめ明示
しておくことも一つの方法です。この映画は，
相続にかかわる法律について，基本的な知識
や，書き方・手続などについて具体的に分かり
やすく描いています。
この映画は，中学生が，夏休みに実践した活
動を通して，日頃，家庭や学校では体験するこ
との少ない障害者や，お年寄りとのふれあいの
中から，その生き方を学び，思いやりの心を育
ててゆく姿を描いています。

福祉・ボラン
この愛をありがとう
「ありがとう」と言われた時のこころよい感
ティア・生活改 －お年寄りや身障者
動，心を込めて接した時の感謝の気持ちが見る
善・高齢者
に学ぶ－
0時間26分 者の心を打つ作品です。
ゴミ増加の原因や，清掃工場がかかえる問題
など，大きな社会問題となっているゴミの現状
をとらえるとともに，ゴミ減量のために対策を
積極的に実施している神奈川県平塚市の様子を
具体的にとらえ説明しています。この映画は，
この問題の解決の糸口を探るのは容易ではない
福祉・ボラン
が，ゴミの環境や環境保全について一人一人が
ティア・生活改
正しい知識を持つことが前提であることを示唆
善・高齢者
ゴミ減量作戦
0時間30分 しています。
「学校週五日制」の時代を迎え，「ボラン
ティア活動」が注目を集めています。めまぐる
しく変化する中学生時代。この時期に，机の上
では学べないような体験をすることはきわめて
大切です。この映画は，中学生にとってボラン
福祉・ボラン
ティア活動がいかにすばらしいものであるか
ティア・生活改 中学生のボランティ
を，いくつかの実例で具体的に示している教材
善・高齢者
ア入門
0時間29分 です。
地球規模で広がる環境の破壊と汚染。その原
因のほとんどが私たちの日常生活の中から発生
します。大量生産，大量消費に支えられた便利
で豊かな生活の代償として私たちは環境の危機
に直面してます。この映画は，ある家庭の姿を
福祉・ボラン
通して，生活を見直し，環境破壊と汚染をくい
ティア・生活改 わたくしたちのくら
止めるには何をしなければならないかを考えさ
善・高齢者
しと環境汚染
0時間31分 せてくれる教材です。

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
今，地球上のおよそ５０ケ国に及ぶ辺境の地
で，汗にまみれ，泥にまみれて途上国発展のた
め，協力活動に力を注いでいる二千人もの「青
年海外協力隊」の若者たちがいます。
この映画は，その貴重な活動を通じて，国民
に，日本の国際協力事業の実状を紹介し，我国
にも，人的に極めて大きな貢献をしていること
を知ってもらい，一層の協力を呼びかけ

F92055

F92056

F92058

F93019

F93036

F93037

F93048

F93049

自立発展という名の
福祉・ボラン
ティア・生活改 木を植えよう －国際
協力の現場から－
0時間27分 ています｡
善・高齢者
便利さと快適さを追求してきた私たち人類
は，地球環境を脅かすさまざまな要因を生みだ
してきました。大量の「ごみ」もその一つで
す。特に，近年におけるごみの急増は，既存施
設の処理能力を越え，処理しきれない状況と
なってきている。この映画は，日本の各地で実
践されています。ごみの再資源化への取り組み
を紹介し，資源リサイクルの重要性を訴えると
ともに，私たちにできるリサイクルのヒントを
リサイクルの社会を
福祉・ボラン
提供しています。（財）日本経済教育センタ－
ティア・生活改 めざして－ごみ再資
源化へのみち－
0時間30分 寄贈フィルム
善・高齢者
水の惑星・地球。そのすべての生き物の命を
生み出した「みず」私たちは，その「みず」が
どんなに大切か，しかし，また，地球のどこに
でも存在し「みず」なしでは生きていけないこ
とも知っています。しかし，「みず」に対し
て，私たちは，どれほどの知識を持っているの
でしょうか。この映画は，生きとし生けるもの
すべての命をささえている水について，その誕
福祉・ボラン
生から始まって人と水との関わりを描き，水の
ティア・生活改 水はいのち－水資源
大切さを訴えようとしています。（財）日本経
善・高齢者
を大切に－
0時間28分 済教育センタ－寄贈フィルム
現代の子供たちは，自分で判断し行動する力
や相手を思いやる気持ちなどが欠けているとい
われています。ボランティア活動は小学生にも
でき，自主性や社会性などを豊かに育てること
福祉・ボラン
「地球人になろうシ
ができます。この映画は，ボランティア学習に
ティア・生活改 リ－ズ小学生のボラ
取り組んでいる小学生の姿を通してボランティ
善・高齢者
ンティア入門－
0時間28分 ア入門のガイドともなっています。
とかく家庭と学校の往復で過ぎていく中学生
時代。この映画は，地域の中で，ボランティア
活動に取り組んでいる中学生の姿を追いなが
ら，ボランティア活動の面白さ，楽しさを中学
福祉・ボラン
とびだそう！出会い
生に知ってもらい，中学生のボランティア活動
ティア・生活改 のまちへ－中学生の
の推進をはかるために制作されている教材で
善・高齢者
ボランティア活動－ 0時間30分 す。
今の中学生は，家庭と学校が主たる生活の場
となり，自分の住む地域社会とふれあう機会が
少なくなっています。この映画は，中学生が，
「ボランティア体験学習」で様々な人と出会
い，いろいろなことを見聞きする中で，少しず
つ地域に目を向けていく姿を描いています。そ
福祉・ボラン
中学生のボランティ
こから，中学生も地域の一員であり，そして，
ティア・生活改 ア体験－地球に根づ
なにが出来るかということに気付いてもらうた
善・高齢者
く福祉教育－
0時間30分 めに作られている教材です。
ボランティア活動は多様化し，高齢化社会突
入を前にして，地域ケアとネットワ－ク化がキ
－ワ－ドになっています。この映画は，このよ
うな背景を踏まえながら，地域づくりの担い手
福祉・ボラン
地域とともに－主婦
であり，ボランティア活動の主役である主婦
ティア・生活改 とボランティア活動
が，地域の課題にどのようにかかわったらよい
善・高齢者
－
0時間30分 かを，具体的に描いています。
大量消費によって支えられた私達の豊かな生
活は，裏を返すと，ひたすらゴミの山を築き続
ける生活ともいえます。そして，ごみとして捨
てられた資源は，環境に様々な汚染を振りまい
福祉・ボラン
ています。この映画は，「捨てるもの」から
「捨てずに生かすもの」へと発想の転換を図る
ティア・生活改 ゴミから暮らしを考
善・高齢者
える
0時間30分 ことが必要であることを訴える教材です。

教材コード

F94053

F94055

F95012

F97007

F00002

V86005

V86006

V88038

V89016

V89018

V89020

分類

タイトル

時間

内容
今日，人々が自らの興味や関心に基づいて日
頃学習したり，身につけた成果を，地域社会で
生かしていくことが求められています。この映
画は，今，各地で展開されている学習にかかわ
るボランティア（学習ボランティア）活動を紹
介しています。取り上げられている例は，上野
学ぶ喜び生かす喜び
福祉・ボラン
の国立科学博物館，埼玉県八潮市のタウン紙編
ティア・生活改 －生涯学習とボラン
ティア－
0時間30分 集グル－プです。
善・高齢者
今，”ボランティア”が社会の関心を集めて
います。人々は，心豊かな生き方を求めてボラ
ンティアライフ時代の到来を予感し始めていま
す。この映画は，「なにかボランティア活動を
－ボランティア入門
福祉・ボラン
したい」と思っている人々が，その第一歩を踏
ティア・生活改 －はじめてのボラン
ティアのために
0時間20分 み出す時の道しるべとして役立つ教材です。
善・高齢者
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
ました。９０歳のおヨネさんは読み書きができ
ないのである。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」と心にきめる。そし
て翌日から早速，読み書きの先生になっておヨ
ネさんと交流をふかめていく様子を描いた作品
です。
福祉・ボラン
ティア・生活改 へんてこなボラン
（文部省譲与フィルム）
善・高齢者
ティア
0時間41分
この映画はボランティア活動がより多くの
人々の活動となるよう制作された教材です。内
容は①「ボランティア活動」そのものが「生涯
学習」である。②学習の成果を生かす場として
「ボランティア活動」がある。③人々の「生涯
学習」を支援するための「ボランティア活動」
がある。という３つの視点を中心にすえ，それ
ぞれの事例を紹介しながら分かりやすく展開さ
福祉・ボラン
学びあい・支えあい
れています。生きがいや心の充実感を生涯学習
ティア・生活改 生涯学習とボラン
やボランティア活動に見つけた人たちの生き生
善・高齢者
ティア活動
0時間21分 きとした姿，活動ぶりを追っています。
小学校で読み聞かせのボランティアをするＡ
さん，中学校で郷土料理の指導をするＢさ ん
など，学校支援ボランティアで活動する人たち
心かよいあうボラン
や，父親たちが企画した学校行事を通し て，
福祉・ボラン
ティア活動
～子ど
地域ぐるみの子育てを行っている様子など，子
ティア・生活改 もたちと共につくる
供たちと共に学ぶボランティア活動 とその意
善・高齢者
学び～
0時間20分 義を捉えている教材です。
目で見るボランティア活動全国ビデオコンク
－ル優秀作品です。生まれつき右指に障害を持
つ小学校３年の貴ちゃんは，音楽での笛の勉強
福祉・ボラン
ふれあいの音がきこ
で困っていました。夢工場は，こうした人々の
ティア・生活改 える－貴ちゃんと夢
願いを実現するために笛の改造に取り組んでい
善・高齢者
工場－
0時間27分 ます。
目で見るボランティア活動全国ビデオコンク
福祉・ボラン
ボランティアの輪－
－ル優秀作品。枚方市社会福祉協議会をキ－ス
ティア・生活改 社会奉仕活動セン
テ－ションに活動している７つのボランティア
善・高齢者
ターの展開－
0時間30分 団体とその活動を紹介しています。
教育文化
福祉・ボラン
～生涯学習～
生涯学習の概念・とらえ方や，具体的な生涯
ティア・生活改 －ゆとりと生きがい
学習の実践例をいろいろ紹介している政府広報
善・高齢者
を求めて－
0時間30分 資料です。
車社会の現代は，高齢者の交通事故が増加傾
福祉・ボラン
シルバーエイジの安
向にあり，悲惨な結果をもたらしています。加
ティア・生活改 全教室－交通安全高
害者や被害者にならないために，どんな注意が
善・高齢者
齢者編－
0時間20分 必要かを解説しています。
地域づくり，地域の活性化を図るには，どう
福祉・ボラン
地域の活性化－自ら
考え，どう取り組んだらよいのでしょうか。苦
ティア・生活改 考え，自ら行う地域
労しながらも活動を続けている５つの事例を紹
善・高齢者
づくり－
0時間30分 介しています。
人生８０年時代を迎えて，楽しく生きる人生
福祉・ボラン
人生８０年時代に生
設計をどのようにしたらよいのでしょうか。定
ティア・生活改 きる－長寿社会ｴｲｼﾞﾚ
年退職者の足取りをたどりながら，その対策を
善・高齢者
ｽ･ﾗｲﾌ のすすめ0時間20分 考える教材です。

教材コード
V89021

V89022

V90023
V90035

V90039

V91050

V91077
V92006

V92008

V92039

V92048

V93030

V93044

V93074

V93087

分類
タイトル
時間
内容
一平君のクレジット
福祉・ボラン
クレジット契約の注意事項を，分かりやす
ティア・生活改 体験 契約とその心
がまえ
0時間24分 く，ドラマ形式で解説しています。
善・高齢者
一平君のクレジット
体験
福祉・ボラン
クレジット契約の注意事項を，分かりやす
ティア・生活改 －契約とその心がま
え－
0時間24分 く，ドラマ形式で解説しています。
善・高齢者
健常者が障害者を正しく理解し，ともに歩む
ためには，どうしなければならないか。障害を
理解するよりも，ふれあい，障害者の「自己選
思いやりを行動に
福祉・ボラン
択権」の尊重が大切であることを訴えている教
ティア・生活改 －障害者とともに歩
む－
0時間18分 材です。
善・高齢者
アニメ－ションによる悟空たちの冒険を楽し
福祉・ボラン
みながら「著作権」を広く，そして，より分か
ティア・生活改
善・高齢者
悟空の著作権入門
0時間23分 りやすく解説しています。
日本人は余暇の過ごし方がへただと言われて
います。科学博物館の教育ボランティア・運転
ボランティア，日曜発明研究会，スカイクラブ
等，余暇を上手に活用し，豊かな生活を楽しん
余暇・意識改革のす
福祉・ボラン
でいる人々を紹介し，意識改革を訴えていま
ティア・生活改 すめ－豊かな時をつ
くるために－
0時間18分 す。
善・高齢者
身体に障害をもつ人，精神障害をもつ人，そ
れぞれの具体的な社会参加の姿を紹介しなが
福祉・ボラン
ら，「みんなで支え合う社会づくり」の大切さ
ティア・生活改 おんなじ空の下で－
善・高齢者
私たちの社会参加－ 0時間25分 を考える教材です。
エネルギ－や資源の８割以上を輸入に頼って
いる我が国にとって，快適な生活を続けるため
福祉・ボラン
知恵と工夫で快適な
には，私たち一人ひとりの知恵と工夫による省
ティア・生活改 生活を－家庭の省エ
エネルギ－が不可欠であることを，分かりやす
善・高齢者
ネ－
0時間16分 く解説しています。
福祉・ボラン
民間放送教育協会平成３年九州地区研究協議
ティア・生活改 テレビと生涯学習－
会第１日目の放送利用促進部会の模様を収録し
善・高齢者
ともに生きる世界－ 1時間30分 たものです。
仙台市の水辺と市民生活との関わり，川の水
質，汚す原因，浄水場と下水処理場等を紹介
福祉・ボラン
身近な環境づくり
し，身近な水辺を通して環境問題について考
ティア・生活改 －水辺を通して考え
え，環境を保全するには市民一人ひとりがどう
善・高齢者
る－
0時間23分 行動すればよいかについて考える教材です。
現在全国で７０万人いるといわれている寝た
きり老人。この寝たきりは適切な訓練と介護に
福祉・ボラン
寝たきりにならない
よって十分に予防できるということや「寝たき
ティア・生活改 ために－長寿社会豊
り防止十か条」を紹介しながら分かり易く解説
善・高齢者
かな老後を－
0時間15分 している作品です。
男女雇用機会均等法が実施されたが，改善す
べき問題点が数多きあります。仕事と家庭の両
立を図るための産前産後の時差出勤，育児休
福祉・ボラン
能力発揮していきい
業，復職後の勤務態様などについて２１世紀職
ティア・生活改 きライフ－仕事も家
業財団のサポ－ト室の取り組みなどについて紹
善・高齢者
庭も充実－
0時間18分 介しています。
視覚障害者の目となり心の友としてかたわら
福祉・ボラン
にたたずむ盲導犬，生まれた子犬が盲導犬にな
ティア・生活改
るまでの様々な訓練の様子や盲導犬の活動の様
善・高齢者
盲導犬
0時間15分 子を紹介しています。
美しい緑，美しい川，美しい山の仙台市も豊
かな暮らしになるにつれ環境も少しずつ悪化し
ています。初めに環境とは何かを定義し，野鳥
新しい杜の都の環境
福祉・ボラン
学級①
の楽園蒲生干潟の様子から人間の生活が自然と
ティア・生活改 ～地球にやさしい生
密接に関わっていることを知り，家庭や社会で
善・高齢者
活ってなあに～
0時間20分 出来るリサイクル運動を紹介してます。
ボランティア活動の本当の意味をより多くの
人に理解してもらえるようにみじかに行なわれ
ている様々な活動（給食サ－ビス，学童保育，
楽器指導など）を紹介します。このビデオを通
福祉・ボラン
ボランティアで生き
してボランティア活動に参加するきっかけに
ティア・生活改 生き人生～新しい自
善・高齢者
分の発見～
0時間15分 なってほしいと願っています。
お年寄りを家庭で介護するに当たっての心構
えや福祉サ－ビスの活用法や，お年寄りを介護
福祉・ボラン
しているホ－ムヘルパ－に焦点を当て，心の
ティア・生活改 お年寄りの在宅介護
通った会話の大切さ，介護面での注意点などに
善・高齢者
入門
0時間15分 ついて解説している教材です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V94008

福祉・ボラン
ティア・生活改 ふれあい人生「二人
善・高齢者
三脚」
0時間20分

V94054

悪徳商法があなたを
狙っている
福祉・ボラン
ティア・生活改 ～被害に遇わないた
めに～
0時間18分
善・高齢者

V95010

福祉・ボラン
ティア・生活改 オトナだって学びた
善・高齢者
い
0時間28分

V95036

福祉・ボラン
ティア・生活改 広がる緑のボラン
善・高齢者
ティア

0時間16分

V95108

福祉・ボラン
ティア・生活改 へんてこなボラン
善・高齢者
ティア 字幕入

0時間46分

V95110

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
八十七歳の青春

2時間1分

V95115

アルフォンス・デー
福祉・ボラン
ケン死とどう向き合
ティア・生活改 うか
善・高齢者
３ 伴侶を喪う前に 0時間30分

V95125

福祉・ボラン
みんな仕事がしたい
ティア・生活改 んだ－精神障害者の
善・高齢者
雇用をめざして
0時間33分

V95126

福祉・ボラン
ボランティア・ガイ
ティア・生活改 ド
善・高齢者
① 高齢者編
0時間19分

内容
プロの歌手以上の派手なドレスを着て歌の慰
問活動を続けている笹本さんはお年寄りから大
変な人気があり，何年も前から予約があるほど
です。この活動を続ける笹本さんと毎日毎日ド
レス作りを行なっているし，姑さんとの二人三
脚の人生を描いています。
悪徳商法の被害から身を守るためにはどうす
ればいいか……。最近被害の目立っている４つ
の悪徳商法の手口を具体的に紹介するととも
に，被害に遇わないための防止対策や，実際に
被害に遇ったときの対処法などをなどを分かり
やすく解説したものです。
宮城県では「個性と活力に満ちた，豊かなみ
やぎの地域づくり」を進めています。仕事も，
日々の生活も同じバランスで楽しみたいと工夫
して時間を作り，料理や写真ボランティア活動
などで，充実した生き方をしている宮城の「素
敵なオトナたち」を紹介しています。
地球環境問題への意義の高まりと共に，海外
での植林活動にボランティアとして参加しよう
という人達が多くなっています。オイスカは１
９８０年からいち早く，ＮＧＯ（民間の国際協
力団体）の立場から，この問題に取組みを開始
し，現在では毎年１０００名程の植林ボラン
ティアを海外に派遣しています。このビデオは
今年の派遣活動の記録を中心に，これまでの成
果等を加えて編集され，環境教育の資料として
も利用できる教材です。
読み書きができない老婆と知り合いになった
３人の中学生。差別されてきた生い立ちのその
老婆の「孫と文通がしたい」という話を聞い
て，彼等が始めたヘンテコなボランティアとは
………。
「私の８７年の長い人生の中で，一番記憶に
残っておりますのは母の面影でございます。母
親は，私の頭をなでながら『…女に生まれたの
が因果だからしょうがない。我慢しているん
だ』ということを申しました。母のなげきが私
の人生の出発点になってしまったように思うの
です。」明治，大正，昭和にわたって，女性の
地位向上のために闘い。女性の参政権を得るま
での過程を中心に，市川房枝さんがその生きて
きた道を語る長編記録映画。
配偶者の死によって生じる問題は実に多様で
あり，これに対応するためのプレ・ウィドウ
フッド・エデュケーション（配偶者を喪なう時
に備える教育）は悲嘆教育の重要な一環です。
問題点を具体的なチェック・リストにして心の
準備を整えてほしいと願っています。
現在，わが国にはおよそ１００万人の精神障
害者がいるといわれています。その多くの人が
仕事への希望を抱いています。彼らに対する社
会の理解の遅れもあって，精神障害者の雇用は
他の障害者の姿を通して，雇用に当たっての留
意点や配慮を見ていくとともに精神障害者への
基本的な理解を訴え，より一層の雇用の拡大を
ねらっている教材です。
ボランティア活動は今や私たちの身近なもの
になりました。お年寄りに注意を向けて，この
教材は，身近な所でのボランティア，福祉施設
での活動，自宅で出来るもの，ボランティア活
動は，私たちが日常生活の中で行なう普通の活
動であって，特別な人が行なう特別な活動では
ありません。地域の中で困っている人がいた
ら，自分が出来る手助けをする。それがボラン
ティアではないでしょうか。

教材コード

V95127

V95128

分類

タイトル

時間

内容
体に障害のある人の立場に立って周囲を見る
と，町は意外に不便なことが分かります。そう
した観点から見ると，自分が出来るボランティ
アが見えてきます。ここでは，「肢体が不自由
ボランティア・ガイ
福祉・ボラン
な人への支援」と「視聴覚に障害のある人への
ティア・生活改 ド
② 障害者編
0時間18分 支援」ついて考えています。
善・高齢者
ボランティアはさまざまな分野に発展し，地
域や社会に潤いを与えています。その多彩な事
例を紹介する教材です。①社会・文化施設など
のボランティア。②子育て・教育の分野でのボ
ランティア。③環境保護とリサイクル。④国際
協力の分野におけるボランティア。⑤ボラン
ボランティア・ガイ
ティア活動の新しい流れ。私たちの暮らしや地
ド
福祉・ボラン
域をより豊かにしていくために，私たちが出来
ティア・生活改 ③ 教育・環境・国
際協力編
0時間20分 ることはまだまだたくさんあります。
善・高齢者
①マッチうりの少女〈デンマーク／アンデル
セン〉
雪の降る寒い夜。マッチを売り歩いてた少女
が，寂しさと寒さのあまり，マッチを１本とも
しました。すると……………。
②イワンのばか〈ソ連／トルストイ〉

V95138

V95199

V95200

V95210

V95211

V95212

正直で働きもののイワン。同じ町に住む悪魔
福祉・ボラン
まんが世界昔ばなし
がの手この手でイワンを怠けものにしようとた
ティア・生活改 ①マッチうりの少女
くらむ………。イワンはほんとうにバカと言え
善・高齢者
イワンのばか
0時間22分 るものでしょうか。
開拓の当初から人々の助け合いなくしては生
活が成り立たなかったアメリカでは，ボラン
ティア活動が日常生活の中にしっかりと根付い
福祉・ボラン
社会を支える－アメ
ています。そういうアメリカで繰り広げられて
ティア・生活改 リカのボランティア
いる活動の実際をつぶさに描きボランティア活
善・高齢者
活動－
0時間30分 動の心とは何かを考える教材です。
読み書きができない老婆と知り合いになった
三人の中学生。差別されてきた生い立ちのその
福祉・ボラン
老婆の「孫と文通がしたい」という話を聞い
ティア・生活改 へんてこなボラン
て，彼等が始めたヘンテコなボランティアとは
善・高齢者
ティア
0時間46分 ………。
新潟県守門村の保健婦，五十嵐松代さん（５
８歳）を紹介。健康に対する住民の関心を高め
るために，昭和６０年から手作りの巡回劇を開
始。また，村のガン検診の受診率を高めるため
に，村の家々をこまめに訪問し検診を受けるよ
うしつこい位言い聞かせます。「ごうたれ（強
福祉・ボラン
情っぱり）」と言われながらも仕事に取組み成
ティア・生活改 『今，きらめいて』
果を上げている五十嵐さんの思い出を，美しい
善・高齢者
ごうたれ保健婦参上 0時間22分 村の風景を織り混ぜながら紹介しています。
福原堅一さんは，新潟県と長野県の県境の谷
沿いに点在する集落に，一年を通じて郵便物を
届ける配達人。今年でもう４０年もこの谷に便
りを配り続けている人だ．『この谷の生活水準
を保つために配達はかかせない』と言い，地味
で単調なことは承知で郵便配達をする仕事ぶり
福祉・ボラン
を紹介しながら，福原さんの郷土への思い，同
ティア・生活改 『今，きらめいて』
じ谷で生活する住民たちのあたたかいつながり
善・高齢者
秘境の郵便さん
0時間23分 を描いています。
青森県東通村野牛地区。人口１８０人の小さ
な集落。赤井みよさん（５７歳）が勤める野牛
小学校はこの地区の中心にあり，この小学校で
２３年間，一人で給食を作り続けています。養
護教諭と一緒に考える毎日のメニューは，食材
も地元で採れた物も多く，子供達の好きなカ
レーなどバラエティーゆたかです。毎日こつこ
福祉・ボラン
『今，きらめいて』
つと給食を作り続ける赤井さんを子供達や他の
ティア・生活改 きょうの給食なあ
先生との触れ合いを通してさわやかに描いてい
善・高齢者
に？
0時間21分 ます。

教材コード

分類

タイトル

時間

V95213

『今，きらめいて』
福祉・ボラン
ティア・生活改 次郎医者トキ医者の
５０年
0時間23分
善・高齢者

V95214

福祉・ボラン
ティア・生活改 『今，きらめいて』
善・高齢者
名物課長 奮闘記
0時間22分

V95215

福祉・ボラン
ティア・生活改 『今，きらめいて』
善・高齢者
８１歳の恋文
0時間23分

V95216

福祉・ボラン
ティア・生活改 『今，きらめいて』
善・高齢者
南国の肝っ玉母さん 0時間24分

V95217

福祉・ボラン
ティア・生活改 『今，きらめいて』
善・高齢者
ダイちゃん，遊ぼ！ 0時間24分

V96028

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
大東苑の人たち

V96030

福祉・ボラン
ティア・生活改 いずみの水と緑「松
善・高齢者
陵環境学会」
0時間15分

0時間15分

内容
福島県南会津郡南郷村の渡部病院は，村で唯
一の医療機関。村の人達から次郎医者・トキ医
者と呼ばれ慕われている渡部次郎さん（７４
歳），トキさん（７２歳）夫婦を紹介する。現
在，次郎の大成さん（４３歳）が院長を務めて
いるが，７０歳を越えた今も，二人は現役の医
者として診療にあたっています。「健康で長生
きすれば，それだけ長く地域の人とつきあえ
る」というトキさんにとって，望みは心の慰め
になる医者となること。二人の生き方と地域の
人達との交流を，長い冬が終り春を迎えた南郷
村を舞台に描いています。
全国一の生産を誇るサクランボの里・寒河江
市。このサクランボを体験観光の核として位置
付け，園地拡大・観光客の誘致に全力を傾けて
いるのが，ＪＡ寒河江・西村山農協の工藤順一
さん４９歳。工藤さんは，次々にユニークな商
品を開発し，周年観光の構築に力をいれてきま
した。行政と民間が一体となって，現在では，
３０のメニューに年間１４万人の観放光客を呼
び込んでいます。ＪＡの職員という立場を越
え，鋭く将来を見据える農業観，農家との触れ
合いを紹介しています。
９５年２月１４日のバレンタインデー。秋田
県二つ井町福祉会館で，「きみまち恋文祭」が
開催され，「第１回きみまち恋文全国コンテス
ト」の表彰式典がありました。同町が活性化対
策の一つとして開催され，国内外から７０３５
通もの応募があり，大賞には，戦死した夫への
思いをつづった秋田県の柳原タケさん（８１
歳）の「天国のあなた」が選ばれました。戦前
世代の恋情，それに，ユニークな発想で町興こ
しにかける。二ツ井町の今後の取組みなどを取
り上げています。
外国出身ながら地域に積極的に溶け込もうと
努めてきた宮城県名取市在住の主婦，武井ラッ
シーニさん（４９歳）を紹介します。南太平洋
の島国トンガ王国で，日本人のご主人と知り合
い結婚，来日当時は慣れない日本語や生活習慣
に悩んだ事もありましたが，ラッシーニさんは
持ち前の明るさを発揮，ボランティア活動や町
内会やＰＴＡにも積極的に参加し，すっかり地
域に溶け込んでいます。地域や社会に，明るく
溶け込んでいる姿を紹介しながら，「みんなと
家族のように付き合って明るく暮らしたい」と
いう思いを描いています。
岩手県大東町で，腹話術サークルや人形劇団
の代表者を努めている藤野静枝さん（４３歳）
の活動を紹介します。東京で過ごした大学生時
代，友人と人形劇サークルを結成し，現在，手
話や人形劇，腹話術を使ったボランティア活動
を地域で続けています。腹話術で使う人形の名
は「ダイちゃん」。今ではすっかり町の子供達
の人気者になっている。腹話術は，心を開かな
い児童などに対する治療（セラピー）にも効果
があるといい，藤野さんは現在，腹話術を利用
したセラピー協会を岩手に結成したいと意欲を
みせています。
特別養護老人ホーム「大東苑」のケースワー
カーやボランティアの仕事の内容を紹介し，自
分たちは何ができるのか，また，何をすべきな
のかを考えさせ教材です。（制作 馬場小学校
視聴覚教材グループ）
泉区内の市民センターでは，平成３年度から
環境保全問題を取り上げ，講座の統一テーマと
して取り組んできました。平成７年度の「水と
緑」というテーマでこの講座の記録を通し自然
環境の現状を知り，私たちにできる環境を守る
生活について考えさせる内容です。（制作 松
陵市民センター ）

教材コード

分類

タイトル

時間

V96036

小さな発見・青葉区
～くらしのイントロ
福祉・ボラン
ティア・生活改 ダクション ～手話付
き
0時間17分
善・高齢者

V96037

笑顔かがやいて～キ
福祉・ボラン
ティア・生活改 ラキラふくし探検隊
総集編～
0時間40分
善・高齢者

V96038

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
福祉の宮城

V96049

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
小春ちゃんちの人々 0時間25分

発信！ 0時間18分

V96089

地域社会と小学生シ
福祉・ボラン
リ－ズ ① 障害を
ティア・生活改 持った人とのふれあ
善・高齢者
い
0時間20分

V96090

福祉・ボラン
地域社会と小学生シ
ティア・生活改 リ－ズ ② お年寄
善・高齢者
りとのふれあい
0時間19分

V96109

福祉・ボラン
魅惑の林檎
ティア・生活改 ～１０代のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ学
善・高齢者
習入門
0時間20分

V96110

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
共に生きる

0時間18分

内容
青葉区が進めている，魅力あるまちづくり推
進事業への理解をいただくため制作された教材
です。内容は，青葉区内での暮らしに役立つ情
報の収集箇所や，施設の利用方法などを紹介し
ています。
宮城県では，日本一の福祉先進県づくりに取
組み，この県に住んでよかったと思えるような
地域づくりを目指しています。キラキラふくし
探検隊は，県内各地の福祉施設やイベント生き
生きと生活している方々を紹介しながら，本当
の幸せについてて考えています。ここでは，地
域に根ざした福祉活動に取り組む人々，高齢者
や障害者自身の生き生きとした様子を紹介して
います。
宮城県では，日本一の福祉先進県づくりに取
組み，この県に住んでよかったと思えるような
地域づくりを目指しています。宮城県では平成
７年度から，「２４時間対応巡回型ホームヘル
プサービスモデル事業」が南郷町（県単独補助
事業）と塩竈市（国庫補助対象）でスタートし
ました。
この作品は「家族と社会保障」をテーマに，
どこにでもある家族の生活の様子を中学３年生
の小春ちゃんの目を通して見たコメデータッチ
のドラマで，介護や年金，育児などの社会保険
制度の問題について，中学生にも分かりやすい
ように映像化したものです。この作品を通し
て，少子・高齢社会における社会制度のあり方
を一人でも多くの人々に考えてもらうことをね
らいとしています。
①集団への所属感を深め，学校生活の充実と
発展に資する体験的な活動を行ないます。
②社会奉仕の精神を涵養する体験活動を行な
います。目や耳の不自由な人，知的障害のある
児童と交流している小学生が相手を理解し，助
け合えるように成長して行く姿をえがいていま
す。■水戸市立赤塚小学校の場合■横浜市立星
川小学校の事例■清瀬市立清瀬第三小学校の
ケース
独り暮らしや老人ホームなどで暮らすお年寄
りとの交流を続けている３つの小学校グループ
の姿を描き，いろいろな人や社会とかかわるこ
とが，いかに意義のあることかを示していま
す。■青梅市立藤橋小学校のケース■長野県南
信濃村和田小学校■川崎市の南生田小学校の事
例
「ボランティアとは林檎のようなもの。一口
も食べるとそのおいしさに魅せられる」この作
品は，全国各地でボランティア活動を展開して
いる中，高校生たちへのインタビューを中心
に，ボランティア学習の魅力，楽しさを浮き彫
りにし，中，高校生のボランティア活動の推進
を図ろうというものです。
人間性に溢れた福祉社会を実現するために，
地域の中でのボランティア活動への期待感が高
まっています。この作品は，初めは家事をぎせ
いにしてまで，他人の世話をする母親に疑問を
もっていたものの，母親の行動を見つめていく
うちに，しだいにボランティア活動の真の意味
あいに目覚めていく中学２年の百合子の姿を描
きながら，みんなで共に助け合い，励まし合っ
て「共に生きる」という精神の大切さを考えさ
せる教材です。

教材コード

V96139

V96158

分類

タイトル

時間

内容
人生８０年代になり，我が国は世界一の長寿
国となりました。２５年後には，４人に１人は
６５歳という超高齢化社会も到来することか
ら，高齢化の過ごし方が真剣に考えられるよう
になりました。そして高齢者なりの自立した生
き方とか，地域の中で支え合い共に生きる必要
性が指摘されています。この作品は，生涯学習
を仲立ちとして，このことと１０年間取り組み
今日では，２，０００人を上回る市民が生き生
きとした日々を送っている静岡県清水市の清見
ゆとりある老後をめ
福祉・ボラン
潟大学塾の事例を描いたもので，高齢化社会に
ティア・生活改 ざして－生涯学習で
自立－
0時間27分 おけるひとつのあり方を示しています。
善・高齢者
今，どこでも問題となっているのがゴミ処理
の問題です。この作品は，それを資源の再生と
して考え，リサイクル社会を目指す町田市の場
合を実例としながら，現状の分析とその対策，
将来の展望を探ります。そして，ゴミ問題を契
機とした新しい共同体意識の芽生えなど，住民
福祉・ボラン
ひとりひとりに関わる問題として，ゴミ問題を
ティア・生活改 リサイクル文化都市
善・高齢者
をめざして
0時間21分 一緒に考えていこうとするものです。
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，さまざまな障害に出会い
ます。本作品は，車椅子とともに町を歩きなが
ら，さまざまなケーススタディを通して車椅子
の介助の仕方を描き，介助を必要としている人
を見かけたらまず声をかけてみるなど，何事も
コミュニケーションから始まることを教えてい
ます。
①段差の越え方
②溝などの越え方
③坂道では
④でこぼこ道や悪道では

V96162

福祉・ボラン
ティア・生活改 あなたにもできる
善・高齢者
車椅子の介助

⑤階段の昇り降り
0時間9分

⑥電車に乗り込むとき
視覚障害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ます。しかし，現
実の街中ににはいろいろな障害があって困る場
合が多々あります。そういう人を見たらどうす
ればよいのでしょうか。さまざまな事例を通し
て誘導の仕方を具体的に示して紹介してます。
①視覚障害者が困ること，分からないこと
②誘導の仕方とやってはいけないこと
③階段の昇り降り

V96163

福祉・ボラン
ティア・生活改 視覚障害者の介助－
善・高齢者
その誘導の仕方－
0時間10分

④エスカレーターに乗るときの介助の仕方
⑤レストランでは

教材コード

分類

タイトル

時間

内容
聴覚障害者は見た目だけでは識別も，どう
困っているのかも分かりにくいだけに対応法も
むずかしいです。そこで，コミュニケーション
を図り，日常の情報を提供することは耳の不自
由な人にとってたいへんな助けになるが，その
ために心得ておきたい点を紹介します。
①聴覚障害者は自分の発している声を識別で
きない。
②会話は手話だけでなく対面で声を出して行
なう

V96164

福祉・ボラン
ティア・生活改 聴覚障害者とのコ
善・高齢者
ミュニケーション

V96178

福祉・ボラン
ティア・生活改 うっかり奥様のＰＥ
善・高齢者
Ｔボトルリサイクル 0時間18分

V96185

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
働くお母さんへ

V96188

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
まなびピア福岡´96 0時間24分

V97126

福祉・ボラン
ゆとりある老後をめ
ティア・生活改 ざして－健康は自ら
善・高齢者
つくる－
0時間25分

0時間9分

0時間30分

③文字は簡潔，文章は明確にまた，道の教え
方や電話連絡の介助の事例を紹介します。
ＰＥＴボトルのリサイクルには，使用済みの
ものを加工して再利用するマテリアルリサイク
ル，焼却して発生する熱エネルギーを利用する
サーマルリサイクルなどがります。このビデオ
は，マテリアルリサイクルについての理解を深
めてもらうことを目的として制作された教材で
す。
働くお母さんは育児と仕事のつながり。仕事
と育児を楽しく自信を持って両立させるには…
…すこやか健康メモパパ・ママのキッズふれあ
いクラブ（放送日 平成９年２月２２日東北放
送テレビ）
平成８年１１月６日～１１月１０日に，北九
州市・福岡市・大牟田市・久留米市・飯塚市
・田川市・宗像市を会場に，第８回全国生涯学
習フェスティバルが開催されました。このビデ
オは，愛称を『まなびピア福岡´96』，大会
テーマ『未知とわたしの出会う道』として開催
された『第８回全国生涯学習フェスティバル』
の記録です。
わが国は，世界一の長寿国になりました。し
かし、人生８０年時代の後半を寝たきりで過ご
すとかボケてしまうということでは，せっかく
の長生きが悔やまれることにもなりかねませ
ん。この作品は，生涯を通じた健康こそ高齢社
会における最も重要な要素ととらえ，それを若
いうちから，自らの老後まで見通したうえで，
心身共に健全な生き方を考え，実行していく必
要性を訴えています。
「ボランティア活動ってなんですか？」…
…。答えは人それぞれ。でも，どこか共通する
ものがあるのでは。「ボランティアってなんだ
ろう」と思ったときから，あなたはもう，はじ
めの一歩を踏み出しているのです。そこから，
さらに一歩前へ……。
［さまざまな活動事例紹介］

V97145

福祉・ボラン
子どもたちのボランティア活動／点訳活動／
ティア・生活改 ボランティア－はじ
飼育ボランティア／ガイドボランティア／国際
善・高齢者
めての一歩－
0時間17分 交流活動／障害者のスポーツ活動支援ほか
［［主な内容］
①地球温暖化防止京都会議の議定内容
②地球温暖化のメカニズムと影響
③家庭から排出されるC02 の総量
④C02 削減のための様々な取組み

V97157

⑤C02 削減のための様々な取組み →家庭の
チェックポイント／環境家計簿／エコハウ身の
福祉・ボラン
ストップ！地球温暖
回りの家電製品や自動車の使い方などを見直
ティア・生活改 化 こうして減らそ
し，エネルギーを節約する事は，少しつでも確
善・高齢者
う家庭のＣＯ２
0時間18分 実に地球温暖化を防ぐことになる。

教材コード

V98097

V98140

V98143

V98148

V98155

V99003

V99007

V99015

分類

タイトル

時間

内容
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，社会のー員としての役割
を探るボランティア学習。ボランティア学習の
進め方は大きく「事前学習」「実践学習」「相
互学習」「自己評価」の４段階に分かれていま
す。この作品は，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
紹介しています。学校教育や社会教育の現場
で，中学生が学習の流れや方法をしっかりと把
福祉・ボラン
握し，意義深いボランティア学習を実践するこ
ティア・生活改 中学生のボランティ
善・高齢者
ア学習マニュアル
0時間20分 とを願って制作されています。
新潟市の広川サツさん，清瀬市の中高年の社
会参加を考える会，小平市のやすらぎの家，東
京都千代田区の熟年のためのパソコン通信教
室，佐野市のシルバー奉仕員などのケースを描
福祉・ボラン
きながら，高齢化社会最大の敵，孤独を追放す
ティア・生活改
善・高齢者
友ある老後
0時間24分 るための方策をさぐる教材です。
「毎日の安心介護－無理のないケアをめざし
て－」現在，寝たきりのお年寄りを介護してい
る斎藤澄さんの家庭を例に，家族の関わり方と
対応，便利な介護洋品，介護のノウハウ等を紹
家庭介護シリーズ
福祉・ボラン
介します。○寝たきりの介護の実際○介護者の
ティア・生活改 （実際編）
毎日の安心介護
0時間14分 リフレッシュ
善・高齢者
みやぎの福祉・夢プ
ラン
平成１０年度から計画期間である宮城県福祉
～日本一の福祉先進
施策の実施計画の内容を，映像をもちいて詳し
福祉・ボラン
く解説しているます。（制作 平成１０年３
ティア・生活改 県づくり～
（※手話つき）
0時間23分 月）
善・高齢者
落語家の春風亭柳昇さんは７８歳ですが毎日
元気に高座を勤め，毎年富士登山もされていま
す。師匠によれば，みんなでわいわい，がやが
や，わくわくするような毎日が大切と。師匠が
実践している趣味や旅行・登山の楽しみ方，若
い人との交流，恋愛小説を読む，俳句・川柳，
笑いの効用など”と，若返りの方法を楽しく紹
福祉・ボラン
介しています。最後に，師匠の創作落語「結婚
ティア・生活改 春風亭柳昇の若返り
式」（１４分）も収録されています。寄贈 テ
善・高齢者
のすすめ
0時間44分 レビ朝日福祉文化事業団
１９９９年は国連が定めた「国際高齢者
年」。このテーマは「すべての世代のための社
会をめざして」です。このビデオでは，高齢者
と若い世代との世代間交流にスポットを当て，
「老い」の現実と向かい合うさまざまな世代の
姿と声を紹介している教材です。
福祉・ボラン
世代をこえて
［インタビュー：岡村清子氏（千葉大学助教授
ティア・生活改 みんなでつくる高齢
／社会老年学）］
善・高齢者
社会
0時間20分 寄贈 社団法人 日本広報協会
平成１０年９月３０日～１０月４日，『第１
０回 全国生涯学習フェステバルｉｎ兵庫『ま
なびピア兵庫´９８』が神戸市のほか８市おい
て開催されました。この大会のテーマは『「学
び－生活創造」未来を創るわたし色』。このビ
デオは，この期間に開催された事業を記録した
まなびピア兵庫´９
もので，大会の概要がつかめるようまとめられ
８
ています。
福祉・ボラン
第１０回 全国生涯
ティア・生活改 教育フェスティバル
寄贈 第１０回全国生涯学習フェスティバル
善・高齢者
ｉｎ兵庫
0時間24分 実行委員会
車椅子で生活する名取市に在住する男性の生
活を紹介しながら，障害者をサポートしている
人々や，障害者が地域の中で自立できる，県営
の柴田槻木住宅にあるバリアフリーの住宅を紹
介しています。ここには，障害者ケア付住宅
５戸，高齢者向け住宅１０戸，一般住宅 ６４
戸があります。引戸・押しボタン式のスイッ
チ・ムービングキッチン・介護リフト・コール
ボタン等，様々な福祉機器が備えられていま
自立のためのサポー
す。
福祉・ボラン
ト
ティア・生活改 －みやぎのケア付住
※平成１０年度制作 宮城県広報ビデオ 寄
善・高齢者
宅－
0時間19分 贈 宮城県広報課

教材コード

V99017

分類

タイトル

時間

内容
阪神・淡路大震災では，発生からのおよそ１
年間に，延べ１４０万人もの人々が全国各地か
ら駆けつけ，『ボランティア元年』と呼ばれま
した。

このビデオは，平成１１年１月に行われた
『高校生防災ボランティアスクールｉｎ ＯＳ
ＡＫＡ』に参加した高校生立ちの活動の様子や
意見の発表，日常生活の中のボランティアに取
り組む姿や周囲の人々の声を紹介しています。
高校生にはボランティア活動へのアプローチと
して，また，指導者の方々には防災やボラン
ほんの少しの勇気
福祉・ボラン
ティアの普及・啓発に活用していただきたい教
ティア・生活改 －高校生の防災ボラ
ンティア体験－
0時間20分 材です。 寄贈 国土庁
善・高齢者
生きがいや心の充実感を生涯学習やボラン
ティア活動にみつけた人たちがいます。そん
な，生き生きとした姿，活動ぶりを追ってみま
した。この映画は，ボランティア活動がより多
くの人々の活動となるよう制作されました。内
容は生涯学習とボランティア活動の関わりにつ
いてです。
①「ボランティア活動」そのものが「生涯学
習」
②学習の成果を生かす場として「ボランティ
ア活動」

V99072

V99073

V99074

V99075

福祉・ボラン
学びあい・支えあい
③人々の「生涯学習」を支援するための「ボ
ティア・生活改 －生涯学習とボラン
善・高齢者
ティア活動－
0時間21分 ランティア活動」
中年期は，女性にとってもライフステージの
大きな転換期ですｙ。身辺の環境が変化してい
く中で，多くの女性が「このままの自分でいい
のだろうか？」という思いに直面しているので
はないでしょうか。徐々に訪れてくる「老い」
をよりよく受け止め，自分らしく，納得して，
元気に暮らしていくためにも，この時期の「私
づくり」は，たいへん重要なテーマであると思
います。ここでは中年からの女性たちがこれか
福祉・ボラン
らの人生でどのように自己実現をはたしていこ
ティア・生活改
うとしているのかについて考えてみる教材で
善・高齢者
中年からの私づくり 0時間31分 す。
わが国の高齢者社会は急速に進み，６０歳か
らの２０年間，つまり“１０万時間”を，何を
生きがいにして，どう生きるのかが，大きな課
題となっています。この作品では，会社ぐるみ
で，あるいはボランティアとして，あるいは趣
味を生かすことで，それぞれの生きがいとゆと
りある老後をめざしている人たちに登場してい
ただきました。考えてみると，この“１０万時
間”は，人生の中で自己を自由に実現出来る時
福祉・ボラン
間でもあります。そしてそのような生き方は
ティア・生活改 “１０万時間”どう
“現役”のときから準備しておく必要があるこ
善・高齢者
生きますか
0時間25分 とを訴えている教材です。
長年，“会社人間”として働いてきて定年を
迎えた時，ライフサイクルの急変に戸惑いを感
じる人は多くいます。そのような時，家事や育
児体験を通じ家庭や地域で豊かな人間関係を築
いてきた妻のアドバイスが大変役に立ちます。
この作品では，会社勤めを終えて日々の暮らし
の中に居場所を見出だせない主人公が，妻や子
の思いやりある後押しを受け，様々な葛藤を経
験しながらも徐々に自分の生き方を見つけてい
福祉・ボラン
きます。明るくユーモアにあふれたドラマ展開
ティア・生活改 セカンドライフをさ
を通し，「夫唱婦随」ならぬ「婦唱夫髄」を提
善・高齢者
わやかに
0時間30分 案する作品です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V99078

福祉・ボラン
ティア・生活改 ジェンダ－・フリー
善・高齢者
－男女共同社会へ－ 0時間25分

V99096

心響きあうまちに
福祉・ボラン
ティア・生活改 －高校生の目で見た
バリアフリー－
0時間20分
善・高齢者

V99102

福祉・ボラン
ティア・生活改 Ｌｅｔ’ｓ 生涯学習
善・高齢者
子供と話そう
0時間22分

V99104

福祉・ボラン
ティア・生活改 障害のある人ととも
善・高齢者
に生きる
0時間30分

内容
「ジェンダー」。それは「男だから」「女だ
から」というように，社会的・文化的に形成さ
れた性別をいいます。この作品では，女性の人
権問題の背後には「ジェンダー」が深く関わっ
ていると考え，活動する人々を二人の若者の目
を通して紹介しています。夫婦別姓を自ら実践
している弁護士の福島瑞穂さん，暴力を振るう
男性が，恋人や妻を所有物とみなしていると指
摘する「かながわ・女のスペース“みずら”」
の相談員・阿部裕子さん，「メンズリブ東京」
の代表・豊田正義さんなどが登場します。
階段の昇降や車いすの試乗といった，高齢者
の疑似体験を通してバリアフリー社会について
学ぶＡ高校の生徒たちや，視覚障害者を講師に
招き心のバリアフリーを学ぶＢ高校の生徒たち
など，それぞれの体験学習の様子を紹介し，福
祉社会におけるバリアフリーとはなにか，バリ
アフリー社会を築くことの大切さなどについて
説明している教材です。
共通の話題がなく，話すことも少なくなった
親子の会話。その現状と会話の現象のもたらす
影響を語るとともに，子供との会話の大切さと
そのあり方を，芸能人の永島敏行さん立川志の
輔さんの体験談や，サッカークラブの子供たち
と父親のサッカーという共通の学習の中から生
まれた会話の楽しさなど具体的にとらえ説明し
ている教材です。
障害をもつ人が，日常どのようなことで困っ
ているか，それに対しどのような協力が必要で
あり大切なことかを，“目の不自由な人”“車
椅子を利用する人”“耳の不自由な人”など，
それぞれの障害者に接した場合の在り方を事例
をあげて説明したものです。生涯のある人を理
解し，共に生きる姿勢をもつことの大切さを感
じとらせています。
このビデオは，生活習慣病予防のために，健
康的な生活を送るための情報（食生活・運動
・休養）を中心に構成されている。
①専門家が語る生活習慣病の現状と予防
②健康的な生活を送るためのポイント
③生活習慣病を患った人の体験談

V99110

V00003

V00008

V00027

福祉・ボラン
’主治医’はあな
ティア・生活改 た！
～生活習慣病
善・高齢者
にならないために～ 0時間15分

④女優・千堂あきほさんへのインタビュー

寄贈 日本広報協会
高齢社会を迎えた今，介護はだれもが直面す
る問題となっています。 たとえ，自分や自分
の家族に介護が必要になっても，希望が尊重さ
れ，自立した生活ができる，そんな老後の安心
ここが知りたい！
を，みんなで支える制度としてスタートしたの
福祉・ボラン
介護保険 ～みんな
が『介護保険』です。このビデオでは，介護保
ティア・生活改 で支える老後の安心
険制度のしくみを分かりやすく紹介していま
善・高齢者
～
0時間30分 す。
広瀬川の灯ろう流しは仙台の伝統行事として
行われてきました。この由来は宝暦・天明・天
保の時代に冷害や大凶作に見舞われ，多くの人
が飢餓で亡くなったと伝えられています。この
人々を葬り供養を続けてきた河原町にある寺院
に，その精神が伝えられており，ボランティア
の人々の支えで実施されてきています。その活
福祉・ボラン
動をしている多くの人々の活動の様子を記録し
ティア・生活改 広瀬川灯ろう流しを
善・高齢者
陰で支える人々
0時間15分 たものです。
子供の商業活動体験に取り組む東京・荒川区
や立川市の子供会，少年自然の家や子 ども長
とび出そう まちの
期自然体験村で，体験活動に目を輝かす子供た
福祉・ボラン
中へ自然の中へ －
ちの姿など，子供の「生きる力 」をはぐくむ
ティア・生活改 夢を持った子どもを
ことを目的として実施されている活動事例を各
善・高齢者
育むために－
0時間20分 地に取材し紹介しています。

教材コード

V00028

分類

タイトル

時間

内容
高齢者が目的を持って生き生きと生活してい
る姿を描くとともに，施設におけるデイサービ
スなど高齢社会への取り組み，そして老人ホー
ムで初めてボランティア体験学習をする中学生
福祉・ボラン
と高齢者とのかかわりをとらえ，ともに生きる
ティア・生活改 高齢者から学び，と
善・高齢者
もに生きる
0時間35分 姿勢の大切さを示唆している教材です。
このシリーズは，小学生から始めて手話に接
する方を対象にしています。手の動きや表現を
分かりやすく，ろうあ者とアトムくんが手話で
ひとつひとつ解説し，お姉さんとアトム君の対
話がそのまま手話の基本表現の解説と対話練
習，関連表現の学習になっています。
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？

V00057

V00058

V00059

V00060

V00061

V00062

みんなともだち手話
福祉・ボラン
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
手話ってなあに？
0時間40分
善・高齢者

レッスン４．家族を紹介しよう
レッスン５．指文字
レッスン６． 挨拶をかわそう
レッスン７．

きいてみよう

レッスン８．

答えよう

レッスン９． 好きなもの
福祉・ボラン
みんなともだち手話
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
レッスン１０． 耳の聞こえない人の家に行
善・高齢者
あいさつをしよう
0時間42分 こう
レッスン１１． 一日の生活

福祉・ボラン
みんなともだち手話
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
善・高齢者
身の回りのこと
0時間46分

福祉・ボラン
みんなともだち手話
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
善・高齢者
でかけよう
0時間41分

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１４．

手話のじょうずな表現

レッスン１５．
レッスン１６．

間違いさがし
待ちあわせ

レッスン１７．

電車に乗ろう

レッスン１８．

水族館で遊ぼう

レッスン１９．

おみやげを買おう

レッスン２０． 楽しかったね
手話で話すための起訴作りと手話への一般的
なＱ＆Ａ
レッスン２１．

手話ならではの表現

レッスン２２．

手話のイントネーション

レッスン２３．

指や空間の利用

レッスン２４． 手話は世界共通？
福祉・ボラン
みんなともだち手話
レッスン２５． 手話とジエスチャーはどこ
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
善・高齢者
みんなで話そう
0時間35分 がちがうの
◎「この手で歌おう」指文字の歌 手話の解
説と指導
◎「友達はいいな」 手話の解説と指導
福祉・ボラン
みんなともだち手話
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
◎「ＷＡになって踊ろう」 手話の解説と指
善・高齢者
この手で歌おう①
0時間41分 導

教材コード

V00063

V00064

V00065

V00066

V00067

V00068

V00083

分類

タイトル

時間

みんなともだち手話
福祉・ボラン
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
この手で歌おう②
0時間40分
善・高齢者

内容
◎「翼をください」手話の解説と指導
◎「贈る言葉」手話の解説と指導
◎「長い間」手話の解説と指導
◎「チューリップ」 手話の解説と指導

◎「さんぽ」 手話の解説と指導
みんなともだち手話
福祉・ボラン
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
◎「ありがとうさようなら」 手話の解説と
この手で歌おう③
0時間30分 指導
善・高齢者
◎「はじめの一歩」 手話の解説と指導
◎「この星に生まれて」 手話の解説と指導
みんなともだち手話
福祉・ボラン
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
◎「切手のないおくりもの」 手話の解説と
この手で歌おう④
0時間41分 指導
善・高齢者
◎「心の瞳」 手話の解説と指導
みんなともだち手話
福祉・ボラン
ティア・生活改 イチ・ニッ・サン
この手で歌おう⑤
0時間53分
善・高齢者

◎「旅立ちの日に」

手話の解説と指導

◎「夜空ノムコウ」」 手話の解説と指導
私たちの食卓は大変豊になったが，一方で
「食の安全」を考えると，食品添加物による発
癌性やアレルギー性の危惧，輸入食品を含め遺
伝子組み換え食品の不安を払拭できません。こ
の作品は，消費者が毎日口にしている食品につ
いて，「知る権利」があるという立場を踏ま
福祉・ボラン
え，加工食品を中心に，表示を目安として賢明
ティア・生活改 食の安全(加工食品
な判断・行動をとるための情報を提供していま
善・高齢者
編）貸出停止
0時間18分 す。
食品の活の基本。しかし，農薬の残留や収穫期
の薬剤処理，遺伝子組み換えなど，農産物に関
する情況は極めて不安です。２０００年４月の
改正ＪＡＳ法に伴い，農産物の表示が変わりま
した。食品を購入する際，安全性を考えた賢い
選択ができるよう，表示を読み取ることが大切
です。また，店の選び方によっても，手に入る
福祉・ボラン
食品の質が変わってきます。このビデオは，安
ティア・生活改
全な食生活のために役立つ情報を提供していま
善・高齢者
食の安全(農産物編） 0時間20分 す。
男性と女性が，共に自由で平等な生き方をす
るには，男性自身がこれまでの「仕事人間の自
分」や「男らしさにしばられている自分」を見
直し，一人ひとりにあった家族や，地域社会と
の関係を築き始めることが大切です。この作品
は自分自身を新たに発見した男性たちが「一人
福祉・ボラン
の生活者として」，「夫として」，「父とし
ティア・生活改
て」，「職業人として」どう生きていくかを，
善・高齢者
スタートライン
0時間33分 それぞれの体験を通して語っています。
人生８０年の今，第二の人生をどう生きるか
は，これから定年を迎える塾年世代にとって切
実な課題です。この作品では，子育て後や定年
退職後，仕事や趣味，生涯学習・ボランティア
等，生き甲斐をもってセカンドライフを豊かに
過ごしている三人のシニアを通して，セカンド
ライフを楽しむ心構えを紹介しています。
・地域と共に喜びを…高齢者のために手摺付
け，段差をなくす大工工事のボランティア
・いきいきと青春…たっ た一つの発明から
会社社長に

V00084

福祉・ボラン
ティア・生活改 人生楽しく・生涯現
・夢はかなえるもの…すべて自作で天文台を
善・高齢者
役
0時間31分 建設

教材コード

V00140

V00145

V01024

V01027

V01030

V01115

V02013

V02048

V02049

V02055

分類

タイトル

時間

内容
１ｍの視線，私たちは車椅子の方の生活に関
しての知識をどれだけ持っているのでしょう
か。

公共の機関を使っての移動，ホテルの利用，
福祉・ボラン
買い物など，障害者の方々と共に暮らし，お互
ティア・生活改 美しいまちを創りま
善・高齢者
しょう
0時間18分 いに過ごしやすい街づくりを考える教材です。
高齢化社会のシルバーエイジドライバーに向
けて，ゆとりある安全運転とそれを支援する環
福祉・ボラン
境の発展，シルバードライブを楽しむ方法を紹
ティア・生活改
善・高齢者
我らユトリスト
0時間19分 介しています。
昔から毎年行っている季節ごとの行事の中か
ら，子供達に親しみのあるものを取り上げてい
るアニメーションです。テレビのヒーローが好
きな武は，幼稚園の帰り道，川でウナギ釣りを
している祖父に会い，昔話を聞き，なんでも
知っているお祖父さんをヒーローとして親しみ
を持ちました。武は好きなテレビのヒーローよ
りも素晴らしいお祖父さんに気がついて，幼稚
福祉・ボラン
園で先生にほめられます。老人の知恵の大切さ
ティア・生活改 おじいちゃんはボク
善・高齢者
のヒーロー
0時間10分 を分からせ，敬老の日の資料に適しています。
都市化，核家族化，少子化の進行に伴い，地
域におけるつながりが希薄になり，家族が孤立
する傾向の中，育児不安やしつけへの自信喪失
を訴える親たちが増えています。一方，豊かな
子育て環境の回復を目指して，各地域でいろい
ろな取り組みが始まっています。「子育てサ
孤立していませんか
ポーター」の活動例をはじめ，母親が一人で閉
福祉・ボラン
あなたの子育て－ひ
じこもらず，地域のﾈｯﾄﾜｰｸの中で子育てができ
ティア・生活改 ろげよう，地域のこ
善・高齢者
そだてサポート
0時間26分 るような環境づくりを考えていく教材です。
この作品は，同世代の青年がボランティアに
対してどのように取り組んでいるかを具体的に
紹介し,他人に何かを「してあげる」というか
まえではなく，「ただ手をさしのべたい」との
思いで自然にやっていること，さらに活動を通
して自分自身が「得ているもの」の大切さ，尊
福祉・ボラン
さを知った喜びが伝わってくる作品です。
ティア・生活改 体験から学ぶ心のふ
善・高齢者
れあい
0時間19分
障害者・高齢者の支援技術とその利用。今，
ＩＴの有効活用により障害者・高齢者の生活が
ファーストステップ
大きく変わろうとしています。１１の例をもと
福祉・ボラン
（障害者・高齢者の
に専門家が症例ごとに細かく分析，判りやすく
ティア・生活改 支援技術とその利
解説を行った本格的なソリューションビデオで
善・高齢者
用）
0時間50分 す。
公的年金制度による確かなライフプラン。公
的年金制度の役割と仕組み。公的年金制度の特
長。被保険者区分と年金の種類。若者も恩恵を
受けている「公的年金制度」。公的年金を受け
福祉・ボラン
取れる条件。公的年金の保険料と受け取れる年
ティア・生活改 知っていますか？支
金額。保険料の納め方と年金の受け取り方を紹
善・高齢者
えて支えられること 0時間25分 介しています。
車いすの人が外出するとき，不便なことがい
ろいろあります。歩道の狭さ，放置自転車が道
福祉・ボラン
を塞ぐ，踏切通過の難しさ，駅の券売機に手が
ティア・生活改 車いすの人に出会っ
届きにくい，通れない自動改札機など様々なバ
善・高齢者
たら
0時間11分 リアが存在することを紹介しています。
町中を歩いていると，耳の不自由な人は見た
目では分かりにくいものです。ある若者は，前
の人がハンカチを落としたので声をかけたら，
福祉・ボラン
返事がありませんでした。ハンカチを拾い前に
ティア・生活改 耳の不自由な人に出
回って差し出すと，相手は手話で話し始めまし
善・高齢者
会ったら
0時間11分 た…。
貴重な体験を生かして痴呆老人介護の啓蒙と
いう地道な活動をしている新潟県大和町など４
地域の事例を通じて，地域とのきずなを深めな
福祉・ボラン
がら，困っている人々を支え，同時に自分を磨
ティア・生活改 地域とともに 主婦
き自分たちの生活を豊かにする新しいタイプの
善・高齢者
とボランティア活動 0時間30分 ボランティア活動を描く作品です。

教材コード

分類

タイトル

時間

V02060

福祉・ボラン
ティア・生活改 目の不自由な人に出
善・高齢者
会ったら
0時間11分

V02061

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
障害者の心

0時間20分

V02103

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
お助けマン参上
0時間30分
福祉・ボラン
ティア・生活改 高校生のボランティ
善・高齢者
ア学習マニュアル
0時間20分

V02104

みんないっしょに
福祉・ボラン
ティア・生活改 高齢社会と青少年の
ボランティア活動
0時間20分
善・高齢者

V02062

V03019

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者
福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

V03072

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

V03073

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

V03074

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

V03075

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

V03076

福祉・ボラン
ティア・生活改
善・高齢者

V02117

V07007

V08002

たすきーﾈﾊﾟｰﾙに学校
を建てようー
0時間51分
みやぎのまちの幸せ
づくり
みんなともだち 手
話 イチ・ニッ・サ
ン この手で歌おう
⑥
みんなともだち 手
話 イチ・ニッ・サ
ン この手で歌おう
⑦
みんなともだち 手
話 イチ・ニッ・サ
ン この手で歌おう
⑧
みんなともだち 手
話 イチ・ニッ・サ
ン この手で歌おう
⑨
みんなともだち 手
話 イチ・ニッ・サ
ン この手で歌おう
⑩

0時間15分

内容
具体的な例をドキュメントし，若者達の疑似
体験を通して，バリアフリーをめざし，バリア
を取り除いて行こうとする意識を高める教材で
す。
健常者との接し方や社会生活の中で感じる
様々な問題点について，障害を持つ人が自らの
視点で語り，障害者の思いを理解し，接し方や
手助けのあり方を学ぶ教材です。
会社を定年退職した森谷信二（６２）は定年
後，時間を持て余している仲間４人と，ボラン
ティアで大工仕事等を引き受けるＤＩＹヘルプ
を作りました。この５人のユーモラスなドラマ
を通して，生きがいについて考えていく作品で
す。
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ていく教材です。
青少年のボランティア活動の手引きとして高
齢社会の現状を理解し，ボランティア活動の視
野を広げるために先駆的な活動事例を紹介し，
その魅力を分かりやすく伝えようというもので
す。
ネパールに学校を建てようと言う願いで近畿
地方の高校生が立ち上がり，ネパールの実状を
知ることと募金活動のために日本横断のリレー
マラソンを計画しました。
赤い羽根共同募金の寄付金がどのように使わ
れているかを紹介しながら，共同募金会の活動
に対しての理解と協力を呼びかけています。

証城寺のたねき囃子／森のくまさん／ピク
0時間41分 ニック
ともたちになるために／学芸会のうた／大き
0時間40分 な古時計
Smile again／瑠璃色の地球／上を向いて歩
0時間30分 こう

0時間41分

0時間53分

世界中の子供たちが／BELIVE/仰げば尊し

花／サライ/TSUNAMI
少年犯罪で最も多い万引きや自転車窃盗等の
初発型の非行は規範意識の希薄さといわれます
が，大人側や家庭にも問題があると言われてい
ます。この教材は，親が子供のことに無関心，
無責任な接し方の例と，期待していた子供がそ
れに応えられないと見るや見捨てようとする親
の例を取りあげています。二つのエピソードを
もとに，親の子供の規範意識を育てることの大
切さや親子の対話の大切さ，そして，子供の非
福祉・ボラン
行，再犯を防ぐためにはどう接したらよいかを
ティア・生活改 子供の非行と親の接
考え，望ましい親の接し方を示唆してくれる作
善・高齢者
し方
0時間23分 品です。
誰もが通らなければならない老いの問題を自
分のこととして捉え，日常生活の中で高齢者に
対するやさしさや思いやりの心が，態度や行動
に表れるような人権感覚を身につける作品で
福祉・ボラン
ティア・生活改
す。超高齢社会の時代。今，みんなで学習する
善・高齢者
老いを生きる
0時間35分 教材ビデオ！
＜３５分＞

教材コード

V09001

分類

タイトル

時間

内容
この作品は，私たちの身辺のどこにも見られ
る，ごく平凡な家庭を取り上げ，親と子のふれ
あいのあり方について考えます。仕事に追われ
て，家庭を顧みる暇もない父と，そんな父との
心の繋がりがもてず，コンビニの入り口に座り
込んで日々を送るジベタリアンの仲間に陥りそ
うな息子。このような父と子の葛藤が巻き起こ
すドラマを通して，今，親子の間に最も必要と
される，心の通った本音の会話の大切さを浮か
福祉・ボラン
び上がらせようというのがこの作品の「ねら
ティア・生活改 子どもと話してます
善・高齢者
か
0時間30分 い」です。

