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DD-001 ホーム・スイートホーム

DD-002

「地域生活者」から始めるいき
いきシニアライフ

般

）
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内

容

制作年

元ｵﾍﾟﾗ歌手の痴呆症の男性をめぐる心温まる家族愛
110分 のﾄﾞﾗﾏ//出演：神山繁、酒井美紀、小林稔侍、風吹ｼﾞｭ 2004
ﾝほか

「団塊の世代」が退職後に地域でいきいきとしたｼﾆｱﾗｲ
37分 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“地域生活者”となることを提案する。

2007

民生委員・児童委員発 災害
DD-003
時一人も見逃さない運動

単位民児協における取り組み方法を解説した取り組み
ﾏﾆｭｱﾙ。//①組織点検②緊急時連絡網の整備③単位
36分
2006
民児協ごとの取り組み④各団体・組織ごとの取り組み//
青森、鹿児島、千葉、兵庫の例

笑顔をわかち合う地域交流の場
DD-00４ ふれあい・いきいきサロン
ＰＲ ＤＶＤ

札幌市西区社会福祉協議会が、平成13年から推進し
ている、ふれあい・いきいきサロン。高齢者、障がい者、
29分 子育て親子の尾交流を進める活動の効果や立ち上げ
から運営面までのポイントをわかりやすく解説したＰＲ
ＤＶＤ。

高齢者福祉施設における
DD-005
震災時対応訓練

（1）要援護者の受入れ等の訓練（平成24年1月22日・
27分）/
48分
2012
（2）食事提供に関する訓練（平成24年2月23日・21
分）

人が幸せに生きるために
DD-006
―考えてみよう福祉のことを

職種紹介/ 福祉の現場紹介/ 身近にできるボラン
ティア活動/ 兵庫県福祉人材センターの紹介
14分
福祉の仕事を知りたい方や就職活動をされる方に向
けて作成されたPRDVD。

市民を応援する
DD-007 赤い羽根共同募金
共同募金使途ＰＲビデオ

高齢者介護のお仕事
DD-008 ―あなたの元気と笑顔が
活かせる仕事がここに

DD-009

介護福祉士の仕事 第5巻
―デイサービス

社会福祉士の仕事 第5巻
DD-010 ―地域生活を支える
地域包括支援センター

「地域で集めた寄付金は、その地域で使って地域をよくし
ていく」そのために、この赤い羽根にこめられた約束と願い
16分 をお伝えします。

2009

2011

2009

20分 介護の職場ってどんなとこ？ 先輩に聞いてみよう！ 2013

在宅で生活する要介護者や地域の高齢者を支える仕事に入浴

11分 や食事を提供し一日を過ごすデイサービス。そこで働く介護福祉 2011
士としての役割を見ていきます。

人間関係が希薄になりがちな都会の中で、高齢者の生活

11分 を支える社会福祉士とはどのような仕事をしているのでしょ

2011

うか。
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社会福祉士の仕事 第6巻
DD-011 ―社会福祉協議会・
さわやかサービス
人が人を支える
福祉の仕事の本質
DD-012 福祉現場の実践者が語る
7voices

般

）

時間

内

容

制作年

社会福祉協議会が果たす役割を解説した作品。地域で生

11分 じるさまざまな福祉問題を地域住民自らが主体的に解決で 2011
きるよう側面的に支援する姿をまとめています。

各福祉分野の基本理念や社会的使命、福祉の現場
への思いについて、福祉サービスに携わる仲間に向
26分
けてメッセージを発信することを目的とした映像。

2014

DD-013 サイレント・プア 第1巻

▼貸出禁止▼
「私は、その手を離さない」 ‘声なき貧困’-社会的孤立・孤
143分 独という現代の貧しさに立ち向かい、人の心を「再生」す
2015
る。コミュニティ・ソーシャルワーカー（CSW）という職業にス
ポットをあてたドラマ。

DD-014 サイレント・プア 第2巻

▼貸出禁止▼
「私は、その手を離さない」 ‘声なき貧困’-社会的孤立・孤
143分 独という現代の貧しさに立ち向かい、人の心を「再生」す
2015
る。コミュニティ・ソーシャルワーカー（CSW）という職業にス
ポットをあてたドラマ。

DD-015 サイレント・プア 第3巻

▼貸出禁止▼
「私は、その手を離さない」 ‘声なき貧困’-社会的孤立・孤
143分 独という現代の貧しさに立ち向かい、人の心を「再生」す
2015
る。コミュニティ・ソーシャルワーカー（CSW）という職業にス
ポットをあてたドラマ。
▼貸出禁止▼
解説編CD－ROM。
サイレント・プア解説 ｺﾐｭﾆﾃｨｰｿｰｼｬﾙﾜｰｶｰの仕事。
各回のテーマと援助のポイント

DD-016 サイレント・プア 第4巻

2015

DD-017 ひょうごの福祉

「福祉のしごとを知ってもらう」ため、福祉施設に勤務する
様々な職種の方を取り上げたプロモーションDVD。
26分 「ケアスタッフ新人職員」篇/ 「介護福祉士 ケアスタッフ・フ 2016
ロアリーダー篇/「ケアマネージャー 主任相談員」篇､他。

みんな歩き出している。
DD-018
ふくしするひと、めざすひと

福祉の現場で働く人や、今まさに福祉の仕事に就くために
学んでいる人の生の声に直に触れていただけます。福祉
30分 に対して一般的にもたれているイメージと実際はどう違うの
か、映像を通して発見してみませんか？

日常生活自立支援事業(地域
福祉権利擁護事業)-日常生
DD-019 活自立支援事業
22分
-促進と生活支援員研修用Ｄ
ＶＤ：第1巻
日常生活自立支援事業(地域
福祉権利擁護事業)-生活支
DD-020 援員の仕事
22分
-促進と生活支援員研修用Ｄ
ＶＤ：第2巻

2009

判断能力が少し低下し始め、金銭の支払いや生活費などの払い出しに
不安を感じる方を支援するサービス「日常生活自立支援事業(地域福祉
権利擁護事業)」を社会福祉協議会が行っています。
第1巻ではサービスを提供する専門員の姿から「日常生活自立支援事業
(地域福祉権利擁護事業)」の概要を紹介する。

2012

判断能力が少し低下し始め、金銭の支払いや生活費などの払い出しに
不安を感じる方を支援するサービス「日常生活自立支援事業(地域福祉
権利擁護事業)」を社会福祉協議会が行っています。
第2巻では生活支援員の仕事から利用者の生活を守るためにどのような
仕事を行っているのかを描きます。

2012
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一人ひとりが、輝ける場所が
DD-021 ある。
介護の仕事を、始めよう!

）

時間

内

容

制作年

「介護労働講習」修了者の経験を基に、介護の仕事の楽し

13分 さ、素晴らしさ、働きがいを広く伝えるために制作されたＤＶ
Ｄ。

全国共通防災テクニックVol.1
地震・大型台風など思わぬ災害時に役立つ、応急知識や
災害時に役立つ応急知識身の回りにあるもので実践できる防災テクニック集。
DD-022 災害発生時の対処・災害時
40分 第1巻は「災害が発生したとき」「災害時の生活(水・食)」の
の生活(水・食)
テクニックを紹介。

2018

地震・大型台風など思わぬ災害時に役立つ、応急知識や
全国共通防災テクニックVol.2
身の回りにあるもので実践できる防災テクニック集。
DD-023 災害時に役立つ応急知識40分 第2巻は「災害時の生活(電気・トイレ)」「災害時の快適生
電気・トイレ・快適生活・予防
活」「予防・応急処置」のテクニックを紹介。

2018

ボヘミアン・ラプソディ
世界が熱狂した伝説のバンド<クイーン>を描く 感動の
DD-024 -伝説のバンド<クイーン>の感 135分
ミュージック・エンターテイメント！
動の物語。

2019

DD-025 万引き家族

2019

DD-026

ケアニン～あなたでよかった
～

みんなで考えるＬＧＢＴｓ：①
DD-027 いろいろな性～好きになる性
～

120分 是枝 裕和/監督・脚本・編集、 細野 晴臣/音楽

映画『ケアニン』は、日々の介護現場で働く人たちの姿を追

105分 いかけていくうちに、自然と人生に前向きになれる心温まる 2017
ストーリーが出来上がりました。

23分

異性を好きになるか、同性・両性を好きになるか、あるいは誰にも
恋愛感情を抱かないといった性的思考は、嗜好や志向とは異な
る「指向」であり、本人が選択できるものではないと考えられていま
す。
本巻は、同性愛者(ゲイ・レズビアン)である生徒たちのドラマを見
ながら、好きになる性の多様性について考える映像教材です。

2018

体の性と心の性が異なるトランスジェンダー、男でも女でもないと
みんなで考えるＬＧＢＴｓ：②
自認するＸジェンダー、自身の性自認に揺れ動くクエスチョニング
いろいろな性～心の性・表現
DD-028
19分 …、心の性、表現する性は実に多種多様です。
2018
する性
自分が何者であるのかという戸惑いや揺らぎを経験する生徒たち
の物語を見て、心の性や表現する性について考えてみます。

みんなで考えるＬＧＢＴｓ：③
DD-029
性的指向と性自認(解説編)

22分

統計によると、人口の約8％前後がＬＧＢＴｓであると推定されています。し
かし、学齢期の早い段階での教育を待ち望まれていながら、教員自身の
正確な知識や理解が追いついていないという現状があります。
本巻では、性の多様性を解説し、ＬＧＢＴｓを取り巻く社会の動きなども紹
介し、その理解を深めます。
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