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DG-001 典子は、今 117分
ｻﾘﾄﾞﾏｲﾄﾞ薬の副作用で、両腕がない状態で生まれた典
子。残された身体で何が出来るか挑戦し続け、市役所
に勤めるまでに成長した典子の軌跡を綴った作品。

2007

DG-002
発達障害の理解と支援
～わかり合うって、素敵だね！～

６４分

さまざまな障害の総称である「発達障害」という概念を、その歴史
的経緯をふまえてわかりやすく簡潔に解説。療育の考え方や支
援の要点を中心に、専門家による説明、現場担当者の話、保護
者へのインタビューを交えて解説。

2008

DG-003
知ってください
盲ろうについて

20分

盲ろう者とは、目（視覚）と耳（聴覚）の両方に障害を併せ持つ人
のこと。、盲ろう障害や盲ろう者の置かれている現状についての解
説、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。

2010

DG-004
見て学ぶ社会生活力プログラム
―効果的に進めるためのノウハ
ウ

60分

障害のある人が自立し豊かな生活を送る力を高めるために用いら
れる社会生活力（ＳＦＡ)プログラム。
オリエンテーション、モジュールの進め方など、セッションの実践
映像を収録。プログラムの具体的な進め方のコツやノウハウが学
べます。

2012

DG-005
親と教師のための
自閉症の子どもの評価：第1巻
評価の仕方　生活スキル編

65分
画面を見ながら、一緒に評価評価をして学べるように構成され、
自閉症の一人ひとりに合った支援の方法や考え方の基礎をつく
るきっかけとなることでしょう。

2008

DG-006

親と教師のための
自閉症の子どもの評価：第2巻
評価のポイント 48分

第1巻で始めた評価を「評価のポイント」に沿って解説
し、支援の工夫を紹介します。同時に、評価の際に
重要な自閉症の人たちの「学習スタイル」について、
詳しく紹介します。

2008

DG-007
親と教師のための
自閉症の子どもの評価：第3巻
評価と課題設定

86分

第1巻～第2巻で学んだ「評価」のプロセスをふまえて
考える活動の設定を、さまざまな事例で紹介します。
評価によって支援を工夫し、子どもが一人で活動で
きるようにしていきます。

2008

DG-008
親と教師のための
自閉症の子どもの評価：第4巻
自立のための評価

71分
正しい評価によった自立した活動を増やすことで、子どもたちは
自信を持ち、満足感や達成感を得ることができます。自立を目指
した評価の実際を家庭と学校の事例で紹介します。

2008

DG-009
親と教師のための
自閉症の子どもの自立課題
第1巻　自立課題の選び方

６４分

自閉症の子どもたちが意味ややり方を自分で理解し、人の指示
や手伝いを受けないで１人でできる課題のことです。自閉症の子
どもたちの自立課題について、詳しくやさしく解説をしながら紹介
した作品です。

2008

DG-010
親と教師のための
自閉症の子どもの自立課題
第2巻　自立課題の作り方

49分

1自立課題の作り方2視覚的構造化3ゲーリー・メジボフ教授の解
説4視覚的指示5視覚的明瞭化6視覚的組織化7自立課題を作る
ポイント8自立課題の作り方9自立課題を作る時の便利グッズ10自
立課題が完成する

2008

（ 障 が い 者 福 祉 ）
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DG-011
親と教師のための
自閉症の子どもの自立課題
第3巻　自立課題のできあがり

49分

1自立課題をする前に/2解説/3ワークシステムを作ろう/4評価と
手直し/5教え方/6沙椰くんの場合/7将寛くんの場合/8.俊くんの
場合/9自立課題をやってみよう/10.うまくいかない理由と対策
事例集

2008

DG-012

親と教師のための
自閉症の人が求める支援
第1巻　基礎からわかる構造化
～よくわかる自立のためのアイデア
～

60分

自閉症の人への支援の基本「構造化」について映像
化されたDVD。視覚支援だけではない、自閉症の人
が求める支援を、佐々木正美教授の案内で明らかに
し、ゲーリー・メジボフ教授が特別出演で解説。

2008

DG-013

親と教師のための
自閉症の人が求める支援
第2巻 構造化と再構造化のしかた
～よくわかる自立のためのアイデア
～

85分

1構造化のしかた（・評価 ・物理的構造化 ・スケジュール ・ワーク
システム ・視覚的構造化）/2再構造化のしかた/3視覚的な手が
かりによるグループ活動/4就学前の教室の構造化/5就学前の教
室の再構造化

2008

DG-014

親と教師のための
自閉症の人が求める支援
第3巻　自立のための構造化
～よくわかる自立のためのアイデア
～

112分

1構造化による支援の目標/　2構造化を利用した生活/　3就学前
の教室/　4小学校の教室/　5家庭での構造化・学校との連携/　6
中学校の教室/7生活の中の構造化のアイデア/　8支援施設の構
造化/　9構造化を活かした就労支援/　10就労現場の構造化

2008

DG-015

親と教師のための
自閉症の人が見ている世界
第1巻 自閉症の人の学習スタイル
～自閉症の人を正しく理解する～

63分

自閉症の人を支援するための「正しい理解」の基本は、この映像
を見て学ぶことができます。「視覚的に考える」「独特の注意の向
け方」など、自閉症の人の「学習スタイル」をわかりやすく解説して
います。

2008

DG-016

親と教師のための
自閉症の人が見ている世界
第2巻 自閉症の人が好むこと
～自閉症の人を正しく理解する～

39分

「学習スタイル」が関連してあらわれる「自閉症の人が好むこと」。
これらの特性への理解や、配慮が自閉症の人の教育や支援をす
る人たちに求められます。同時に、支援の重要な手がかりともなり
ます。

2008

DG-017

親と教師のための
自閉症の人が見ている世界
第3巻 13人のエピソード
～自閉症の人を正しく理解する～

85分

自閉症のご本人やご家族の発言には、深い意味と重みがありま
す。ご本人それぞれが語る内容には、共通の特性もあります。13
人のエピソードは「自閉症の人が見ている世界」を見事に語って
います。

2008

DG-018
社会福祉施設等における人権
　私たちの声が聴こえますか
人権啓発ビデオ

30分

実際に施設内で行われた人権啓発活動の紹介等「どんな
行為が入所者の人権を侵害する行為にあたるのか」という
ことが自然に理解されるような構成。
施設の運営に人権の観点が不可欠であることを強調してい
ます。

2007

DG-019

発達障害へのアプローチ
第1巻　解説編
～代表的な発達障害
　　及び基本的な対応～

45分
発達障害を疑う子や発達障害のある子に対して、支援者はどのよ
うに対応したらよいのか？発達障害の全体像の理解を促すととも
に、障害の特徴と指導法を解説する。

2011

DG-020

発達障害へのアプローチ
第2巻　実践編
～発達障害のある子が
示しやすい10の特徴と指導法～

43分
発達障害を疑う子や発達障害のある子に対して、支援者はどのよ
うに対応したらよいのか？発達障害の全体像の理解を促すととも
に、障害の特徴と指導法を解説する。

2011
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DG-021
移動介助ビデオ
―車いす編

29分

　家庭やボランティアなどで、車いす介助を行う際の服装
や、
注意点などを解説したDVDです。
　福祉学習などでもお使いいただける作品です。

2016

DG-022
移動介助ビデオ
―視覚編

21分

　家庭やボランティアなどで、視覚障害者の介助を行う際に気を
つけたい、
声のかけ方、介助方法などを解説したDVDです。
　福祉学習などでもお使いいただける作品です。

2016

DG-023

障害者は困っています！
～合理的配慮へのポイント①
～(肢体不自由、視覚障害、
聴覚障害)

20分

様々な障害別に障害者の実態と日常の困りごとを具体的に示しながら、
主に自治体や企業、商店など、障害者と接する機会の多い人たちはどの
ように対応していけばよいかを、合理的配慮の観点から描いていきます。
■肢体不自由者の実態と配慮の仕方/　■視覚障害者の実態と配慮の
仕方/　■聴覚障害者の実態と配慮の仕方/　■お互いが豊かに暮らせる
社会をめざして

2017

DG-024

障害者は困っています！
～合理的配慮へのポイント②
～(発達障害、知的障害、精
神障害)

20分

様々な障害別に障害者の実態と日常の困りごとを具体的に示しながら、
主に自治体や企業、商店など、障害者と接する機会の多い人たちはどの
ように対応していけばよいかを、合理的配慮の観点から描いていきます。
■発達障害者の実態と配慮の仕方/　■知的障害者の実態と配慮の仕
方/　■精神障害者の実態と配慮の仕方/　■お互いが豊かに暮らせる社
会を目指して

2017

DG-025
DVDで学ぶビジネススキル・
マナースキル
-発達障害者の就労支援

５８分

このDVDは、発達障害のある人の就職活動に見られるつまづき・
戸惑いや、職業選択、面接練習、そして就職してからの職場定着
までを通して、よく起こりがちなエピソードを再現ドラマとして挿入
し、解説を加えた。

2013

DG-026
谺雄二ハンセン病とともに生
きる
-熊笹の尾根の生涯

43分

ハンセン病の強制隔離政策に抗い人権回復を訴え
続け、ハンセン病差別撤廃運動の先導者であるととも
に、その象徴的存在だった谺雄二。本人や身近な
人々へのインタビューを通して、「人間・谺雄二」生涯
を描く。

2017

DG-027
お互いの本当が伝わる時
-障害者-
気づいて一歩ふみだすため
の人権シリーズ⑤

24分

障害のある人が、どんな場面で困っているのか、どん
な「バリア」があるのかなどの具体例を挙げ、それをど
う取り除いていけばいいのか、また障害のある人から
発信することの重要性も示した作品。

2018

DG-028
支援介助法　第1巻　基本編
障害のある人への痛みを与
えないパニック対応スキル

70分

「支援介助法」とは、発達障害や知的障害の人がパニックを起こし
た時の誘導方法として開発された介助技術です。
第1巻・基本編　<基本的な視点の解説>　<技術対応の基本原理
を理解する><日常的な基礎トレーニングの紹介>

2013

DG-029
支援介助法　第2巻　実践編
障害のある人への痛みを与
えないパニック対応スキル

70分

「支援介助法」とは、発達障害や知的障害の人がパ
ニックを起こした時の誘導方法として開発された介助
技術です。
第2巻・実践編　<幾つかの実体験のケース><様々な
問題行動への対応例>

2013

DG-030

合理的配慮～知的障害・発
達障害のある人への自立の
ためのコミュニケーション支援
～：第1巻合理的配慮とは

32分

発達障がいや知的障がいの人が自立した生活を送るための支援
にとって必要な「合理的配慮」について紹介する。
第1巻内容：合理的配慮の概略について/　合理的配慮に必要な
障がいの知識/　神経心理学から理解する

2016
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DG-031

合理的配慮～知的障害・発達障
害のある人への自立のためのコ
ミュニケーション支援～：第2巻合
理的配慮の実際～コミュニケー
ション支援を中心として～

34分
発達障がいや知的障がいの人が自立した生活を送
るための支援にとって必要な「合理的配慮」について
紹介する。第2巻内容：具体的なアプローチ方法

2016

DG-032

できることからはじめよう　みんな
の声かけ運動
-視覚障害者への正しい「声か
け」

１３分

兵庫県では障害のある方、高齢者、妊婦、小さなこども連れの方
をはじめ、だれもがまちなかで困っている人がいるときに声をかけ
て助け合うみんなの声かけ運動を展開しています。その一環とし
て、駅ホーム等での視覚障害者への正しい声かけの方法を紹介
します。

2017

DG-033

できることからはじめよう　みんな
の声かけ運動
-聞こえない、聞こえにくい人との
コミュニケーション方法

19分

兵庫県では障害のある方、高齢者、妊婦、小さなこども連
れの方をはじめ、だれもがまちなかで困っている人がいると
きに声をかけて助け合うみんなの声かけ運動を展開してい
ます。今回は、外見からは分かりにくい聴覚障害者への具
体的な声かけの方法を紹介します。

2020

DG-034

できることからはじめよう　みんな
の声かけ運動
-下肢に障害がある方への声か
け

18分

兵庫県では障害のある方、高齢者、妊婦、小さなこども連
れの方をはじめ、だれもがまちなかで困っている人がいると
きに声をかけて助け合うみんなの声かけ運動を展開してい
ます。その一環として、車いすを利用されている方への具
体的な声かけの方法を紹介します。

2020

DG-035
強度行動障害のある人の「暮ら
し」を支える

75分

支援に必要な強度行動障害の特性理解や行動のア
セスメントの視点、支援計画書の作成等の欠かせな
い知識と技術を映像で学ぶ。各チャプターにはテー
マごとの講義を収録。事業所内研修にも最適。

2020

DG-036
幸福は日々の中に。
-知的障がい者施設鹿児島しょう
ぶ学園

７３分

鹿児島市にある知的障害者援護施設「しょうぶ学園」の日常を描いたド
キュメンタリー。知的障害者のケアや支援だけでなく、木工や陶芸、絵画
といった活動ができるように、工房やアトリエなど、ものづくりに没頭できる
環境も整っている「しょうぶ学園」。そこで制作された作品群や学園のパー
カッションバンド「otto & orabu」の演奏は、多くの人を魅了している。

2016

DG-037
それぞれの生活：第1巻
ダウン症者の暮らし

19分

その人の日常に密着してその人なりの様子を映し出し、その人なりの状況
を理解して支援につなげようとするものです。
支援ということを考えると「生きづらさを抱えた人たちの暮らし」「生きにくさ
の中での暮らし」あるいは「障害がある人の暮らし」に焦点を当てることに
なり、そのような人たちをシリーズで紹介します。第１巻は３９歳のダウン症
の女性です。

2017

DG-038
それぞれの生活：第2巻
自閉症者の暮らし

32分

支援ということを考えると「生きづらさを抱えた人たちの暮らし」「生きにくさ
の中での暮らし」あるいは「障害がある人の暮らし」に焦点を当てることに
なり、そのような人たちをシリーズで紹介します。第２巻は自閉症の男性の
暮らしです。

2017

DG-039
それぞれの生活：第3巻
私の統合失調症

25分

支援ということを考えると「生きづらさを抱えた人たちの暮らし」「生きにくさ
の中での暮らし」あるいは「障害がある人の暮らし」に焦点を当てることに
なり、そのような人たちをシリーズで紹介します。第３巻は統合失調症の女
性です。

2018

DG-040
それぞれの生活：第4巻
肢体不自由者の暮らし

25分

支援ということを考えると「生きづらさを抱えた人たちの暮らし」「生きにくさ
の中での暮らし」あるいは「障害がある人の暮らし」に焦点を当てることに
なり、そのような人たちをシリーズで紹介します。第４巻は肢体不自由者の
女性です。

2018
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DG-041 障害児への専門的指導法 70分

障害児への指導法や療法は様々あり、それぞれの状況に合わせて実践
されています。このＤＶＤでは、初めて見る人でも理解しやすいように簡略
にそれぞれの指導法を５～８分で解説します。全体のイメージをつかむこ
とを主眼に、実際の現場でのやりとりを通して、指導のポイントを示しま
す。

2014

DG-042
権利擁護と成年後見
～ネットワークを駆使した地
域での取り組み～

26分

このDVDでは様々な実践、地域のそれぞれのニーズに対応している先駆
的な取組み、権利擁護支援が必要な人の状況とその支援ニーズにこたえ
る取組み、方法としての成年後見制度の活用、そして共に地域で自分ら
しく暮らすことを支える支援の取組み等5つの実践を紹介します。

2021

DG-043
『育てにくさ』を理解する
～4つの要因(24事例)からの
アプローチ～

90分

「育てにくさ」とは、子育てに関わる者が感じる困難感のことであり、その背
景として、子どもの要因、親の要因、親子関係に関する要因、状況や支援
など環境に関する要因などが考えられます。 ＤＶＤでは、この４つの要因
に着目し、想定される事例をドラマ仕立てにして、育てにくさの原因や対
応例を示します。

2019

DG-044
特別支援学校
特別支援学校・福祉施設　見
学ツアー：第1巻

55分

どのような施設なのか、誰が利用しているのか、どのような人たちが支援し
ているのか、ＤＶＤでは初めて訪れた人の目線で利用者や職員に色々な
ことを聞きながら見学するスタイルを取ります。第１巻では、特別支援学校
３校を紹介します。

2012

DG-045
自閉症とともに
自閉症の理解と支援：第1巻
自閉症とともに生きる

48分

このＤＶＤは、自閉症の人の独特な考え方や学び方、感じ方をまず理解
したうえで、よりよい支援ができるように支援の方法を取材した映像によっ
てわかりやすく紹介した作品です。
子どもから年配者までの自閉症の人の生活と周りの人とのかかわりを見て
みましょう。

2019

DG-046
自閉症とともに
自閉症の理解と支援：第2巻
自閉症の人を理解する

28分

このＤＶＤは、自閉症の人の独特な考え方や学び方、感じ方をまず理解
したうえで、よりよい支援ができるように支援の方法を取材した映像によっ
てわかりやすく紹介した作品です。
自閉症の人の学習スタイル、すなわち考え方や感じ方を見て理解を深め
ましょう。

2019

DG-047
自閉症とともに
自閉症の理解と支援：第3巻
自閉症の人を支援する

38分

このＤＶＤは、自閉症の人の独特な考え方や学び方、感じ方をまず理解
したうえで、よりよい支援ができるように支援の方法を取材した映像によっ
てわかりやすく紹介した作品です。
学習スタイルを理解したら、実際にどのような支援をしていったらよいので
しょうか。具体的な支援方法を見ていきましょう。

2019
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