2.ボランティア・NPO
分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

9200

0001

目で見る青少年のボランティ
ア活動〔全4巻〕

96

VHS

全国各地から集まったﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ実践記録の優秀作4編
①大きな石は俺に持てころ（25分）②私たちのボランティア活動（18
分）③築館中学校の福祉活動（27分）④ポプラの木（26分）[企画；全国
社会福祉協議会]

9200

0002

明日をみつめて～学校におけ
る福祉教育～

30

VHS

より地域性をもった小学校・中学校における福祉教育の展開例を中心
に、学校教育のなかに無理なく福祉教育を具体化するための工夫を紹
介。
[企画；全国社会福祉協議会他 制作；クロスメディア]

9200

0003

ふれあいの中で～高齢化社会
に向かって～

24

VHS

ある中学校の生徒たちが、一人暮らしのお年寄りや老人ホームで暮らし
ているお年寄りなどを訪問して、話に耳を傾けたり、お手伝いをするな
ど心温まる交流を記録した作品。

DVD

2013年 ニューヨーク・フェスティバルドキュメンタリー映画部門銀賞
ドキュメンタリー映画。
娘を引き揚げるため、いち早く海に出た漁師、最愛の妻を亡くし、幼子
と再起を誓う夫。
役場職員だった夫を探し続ける妻。
日に日に絶望の念を深めていく女性。
仮設住宅の抽選をめぐり、言い争う人たち・・・を収録。
[製作・著作 MBS]

VHS

レクリエーションが果たす役割や意義は何か？高齢者や障害者の方が陥
りやすい生活と潤いのある生活との比較によって解明するとともに、誰
もが生きがいをもって生活を送っていくための支援に関わる方々に必要
とされる個人援助や集団援助、自立援助について事例をあげながら一つ
ひとつ解説。
[企画；日本社会事業大学]

VHS

「居るボラ」「聞くボラ」などお年寄りだからこそできるボランティア
活動について、一つひとつの事例を紹介しながら解説。これからのお年
寄りの存在意義や役割について考える視点を与えてくれる。
[企画；全国老人クラブ連合会 制作；東京シネ・ビデオ]

VHS

「居るボラ」「聞くボラ」などお年寄りだからこそできるボランティア
活動について、一つひとつの事例を紹介しながら解説。これからのお年
寄りの存在意義や役割について考える視点を与えてくれる。
[企画；全国老人クラブ連合会 制作；東京シネ・ビデオ]

VHS

施設と地域との関わり、施設と地域を結ぶボランティア活動のあり方な
ど、養護施設や特別養護老人ホームの事例をもとに、地域の拠点として
の施設の役割などについて学ぶことができる。
[企画；日本社会事業大学]

VHS

身体にハンディのある方へのボランティア活動として、・肢体が不自由
な方への支援・視聴覚に障害のある方への支援・街で障害を持った方に
出会ったら・地域の中で自立を支える活動といった視点から、ボラン
ティア活動の心構えについて解説。
[制作；東映社会教育映画部]

VHS

高齢者を対象にしたボランティア活動として、・身近なところでのボラ
ンティア（友愛訪問、介護、食事サービス等）・福祉施設での活動（清
掃、洗濯、話し相手等）・自宅でできるもの（電話や手紙によるふれあ
い，おむつや寝まきづくり等）を実際に紹介しながら、ボランティアの
心構えなどについて解説。
[制作；東映社会教育映画部]

VHS

・社会・文化施設などでのボランティア・子育て・教育分野でのボラン
ティア・環境保護とリサイクル運動・国際協力の分野におけるボラン
ティア・ボランティア時間貯蓄制度など様々な分野にわたって展開され
るボランティア活動について紹介。
[制作；東映社会教育映画部]

VHS

文字の読み書きができないおばあちゃんが、中学生やまわりの人たちの
手助けによって長年の夢を実現していく物語。中学生とおばあちゃんの
ふれあいはやがて楽しいボランティアとなり、中学生自身が成長する
きっかけに･･･。ボランティア活動は、共に生き、共に体験し、共に喜び
合うことだということを教えてくれる。
[企画；北九州市／北九州市教育委員会他 制作；東映教育事業部]

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

0003

生き抜く
一年

0004

平成３年度ボランティアリー
ダー養成講座ビデオ 高齢
者・身体障害者のレクリェー
ションとボランティア

0005

南三陸町

人々の

居るだけでボランティア

0006

居るだけでボランティア

0007

平成４年度ボランティアリー
ダー養成講座ﾋﾞﾃﾞｵ 施設と
ボランティア活動～地域への
広がりを求めて～

0008

ボランティアガイド･シリー
ズ〔障害者編〕

0009

ボランティアガイド・シリー
ズ〔高齢者編〕

0010

ボランティアガイド･シリー
ズ〔環境・教育・国際協力
編〕

0011

へんてこなボランティア
〔アニメーション〕

99

30

25

25

31

18

19

30

46

1

分類番号 資料番号

9200

9200

9200

9200

0012

時間
（分）

タイトル

むたおじさんのボランティ
アって何だろう？〔第1巻〕
むたおじさんのボランティ
アって何するの？〔第2巻〕

0013

やさしさをハンドルにこめて
～移送ボランティア活動～

0014

魅惑の林檎～10代のボラン
ティア学習入門～

0015

福祉教育実践ビデオ
きる

共に生

50

34

20

10

種類

内

容

VHS

①ボランティアって何だろう？（第1巻）
ボランティアをはじめる前に知っておきたいボランティアについての考
え方を「自分たちの地域づくり」「思いやりのための体験学習」「自然
とのふれあい」等のキーワードを踏まえながら解説。（20分）
②ボランティアって何するの？（第2巻）
世田谷区の事例を通して、子どもから社会人、お年寄りまで自分たちの
住んでいる地域をより良くしていくために自分たちにできることに取り
組む。そうしたボランティア活動の意義と醍醐味について解説。（30
分）
[企画・制作；世田谷ボランティア協会]

VHS

病院やリハビリテーション施設へ･･･。身体の不自由な方の外出を支援す
るための移送サービスの取り組みについて、全国３ヶ所の事例を通し
て、移送ボランティアや運転ボランティアにおけるチェックポイントな
どを解説。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；新世紀研究所]

VHS

ボランティア活動をはじめたきっかけや活動から学んだことなど、生き
生きと語る中・高校生の声を中心に、ボランティア学習が本来持ってい
る魅力や楽しさを紹介。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

VHS

車椅子やアイマスク体験を通じて、障害を持つ方を支えるために自分で
は何ができるか考えるとともに、共に生きる社会を築くことの大切さを
習得することを目的に、小学校高学年の児童を対象に制作。
[企画；浦添市社会福祉協議会 制作；福祉教育実践ビデオ制作委員会]

VHS

京都府内のボランティアグループの活動や中高生のワークキャンプの様
子、また、ボランティアやコーディネーターのインタビューなどを収
録。
[企画；京都府社会福祉協議会 制作；新しい歴史に向かって走ろう府民
運動推進協議会]

0016

広がれ！感動との出会い～ボ
ランティア活動のすすめ～

9200

0017

新発見ボランティアロード～
ボランティア活動の新しい展
開～

26

VHS

「ボランティアロード」それはボランティア活動によって創られる新し
い社会への道であると同時に、活動を通して自分自身を発見する「新し
い道」でもある。このビデオは、多くの人がボランティア活動に参加
し、ボランティアロードを発見することを目的に作成されている。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；NHKエデュケーショナル]

9200

0018

君に伝えたい～中学生・高校
生のボランティア～

21

VHS

ボランティアとは気軽に出来て楽しい活動であるということを、中学
生・高校生の様々なボランティア活動を通して説明。
[企画・制作；滋賀県社会福祉協議会]

9200

0019

輝きをあなたに～地域ボラン
ティアのすすめ～

23

VHS

ボランティアの気持ちを育み、実際に活動している人々の足どりをたど
りながらボランティア活動の実際を紹介。
[企画；福島県社会福祉協議会 制作；福島映像企画]

9200

25

9200

0020

できることからひとつずつ
ボランティアはじめの一歩

17

VHS

ボランティア活動について、実際の活動の様子を通して分かりやすく紹
介。・点訳活動・古切手回収・高校生ボランティア・小中学生ボラン
ティア・飼育ボランティア・ガイドボランティア・国際交流活動・海外
援助活動・伴走ボランティア
[制作；日本広告協会]

9200

0021

みんなちがってみんないい～
ボランティア活動の新しい展
開～

30

VHS

「第6回全国ボランティアフェスティバルやまぐち」で発表された4つの
ボランティア活動の事例を収録。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；NHKエデュケーショナル]

9200

0022

さわってみよう車いす

13

VHS

「共に生きる」を合い言葉に、障害を不幸ではなく不便なだけのまちづ
くりを目標に作成されたビデオ。車椅子の紹介や使い方について分かり
やすく解説。
[制作；倉敷ボランティアスクエア]

9200

0023

98夏

30

VHS

井笠ブロック9つの市町村社会福祉協議会が行った、1998年度夏の体験ボ
ランティアの取り組みを紹介。
[制作；井笠ブロック社協職員連絡協議会]

9200

0024

素敵なチャレンジ ボラン
ティア～私のまちのボラン
ティアセンター～

35

VHS

高校2年生が夏休みに体験したボランティア活動をもとに、ボランティア
センターの紹介を交えながら、ボランティア活動の意義を伝えている。
[企画；千葉県社会福祉協議会他 制作；東京シネ・ビデオ]

9200

0025

第6回全国ボランティアフェ
スティバルやまぐち

25

VHS

「第6回全国ボランティアフェスティバルやまぐち」について、前日の準
備から大会当日までの模様を感動的に伝えている。

9200

0026

人がすき 自然がすき～ボラ
ンティア活動の新しい展開～

32

VHS

「第7回全国ボランティアフェスティバル山形」の成果を踏まえ、ボラン
ティア活動の多様性とそれぞれの活動がつながる地域社会をテーマに作
成。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；NHKエデュケーショナル]

ボランティア体験

2

分類番号 資料番号

タイトル

種類

32

VHS

「第8回全国ボランティアフェスティバルみやざき」のシンポジウムで発
表された4つのボランティア活動の事例を収録。
[企画；全国社会福祉協議会 制作；NHKエデュケーショナル]

内

容

9200

0027

来んね いっちゃが
じゃが！！小さな輪
広げるボランティア

9200

0028

こもれび活動ビデオ

8

VHS

岡山赤十字病院のボランティアグループ「こもれび」の活動を紹介。
[制作；日本ボランティア協会(1999年)]

9200

0029

ボランティア活動事例集A.
ボランティア・わっはっは

40

VHS

ボランティア国際年PRビデオ。東京八王子にある知的障害者作業所「結
いの会」の活動や、知的障害を持つ方がボランティアやヘルパーなど
様々な人たちとの関わりの中で自立して生活していく姿を紹介。
[企画・制作；経済企画庁]

0030

ボランティア活動事例集B.
スマイル(SMILE)

VHS

ボランティア国際年PRビデオ。福岡県飯塚市の「飯塚子ども劇場」の活
動や飯塚市の「子ども夜市」、和歌山県和歌山市の「子ども劇場和歌山
県センター」で行われている電話相談（チャイルドライン）等の活動を
紹介。
[企画・制作；経済企画庁]

VHS

経済企画庁ボランティア推進事業優秀作品集
①全てのひとにやさしいまちづくりに向けて、地下鉄の駅の調査を行っ
ている「おんなの目で大阪の街を創る会」の活動を紹介。
②子供の権利条約フォーラム‘99で報告されたストリートチルドレンの
活動を紹介。
③歴史や文化を生かしたまちづくりを目指して活動している茨城県常睦
太田市の「まいづる塾」の活動を紹介。
④大阪市で開催された「平成楽市（チャリティーオークション）」の様
子を収録。

VHS

①非営利組織（NPO）を支援している「草津コミュニティ支援センター」
の活動を紹介。
②フィリピンで就学や生活支援など様々な交流活動を行っている「アジ
アレインボー」の活動を紹介。
③視覚障害者の方々へ、視覚障害者と健常者がともに、行事や生活情報
をテープに録音し届ける”声のたより”の活動を紹介。
④病院ボランティアとしてのあり方について紹介。

VHS

①「ボランティア川越」による、市民による障害を持つ人たちのコン
サートの活動を紹介。
②地球の緑を取り戻すため、中学生がフィリピンの友好の森にマング
ローブを植え、友好を深めていく活動を記録。
③「子ども劇場笠岡センター」が中心となり、町をあげて実施した忍者
ごっこの企画から実行までの活動を記録。
④高齢者もボランティアをされる立場からする立場に…。東大阪の「若
竹会」のボランティア活動を紹介。

VHS

①安城市社会福祉協議会に集まった様々なボランティア活動を行ってい
る人たちの活動を高校生の目を通して紹介。
②中学校の同窓会に出席できない恩師に、武蔵野美大映像研究会の協力
を得てﾋﾞﾃﾞｵﾚﾀｰを制作する様子を記録。
③カラーコーディネーター、人と動物のふれあい活動、メイクケアアッ
プアーチスト等の資格を持った人たちが行っているボランティア活動を
紹介。

VHS

①ボランティアサークルの人たちが耳が不自由な人たちと阿波踊りの練
習を重ね、本場鳴門で踊りを楽しむまでの様子を収録。
②中高生60名が茨城県コミュニティセンターに集い、体験キャンプに参
加した活動をレポート。
③外出介助ボランティアと一緒にプールや美術館に出かけ、楽しんで生
活している障害者の方の様子を収録。
④送迎サービスボランティア南の風の活動を収録。

9200

9200

9200

9200

9200

9200

仲間
大きく

時間
（分）

0031

ボランティア活動事例集C.
①亀の歩みでいいじゃない！
②手をさしのべて ③まちを
伝える人々 ④1枚のTシャツ
がボランティア基金に

0032

ボランティア活動事例集D.
①わたしがする、わたしでで
きる ②アジアの中の私たち
③生活情報の伝達から心の交
流へ ④やすらぎと安心を

0033

ボランティア活動事例集E..
①やったね！ボランティア讃
歌 ②誰にでもできるボラン
ティア ③街は七色 ④いき
いき高齢者ボランティア

0034

ボランティア活動事例集F.
①地域にひらく愛 ②想い出
宅配便 ③老い楽しくいきい
き人・色・心

0035

ボランティア活動事例集G.
①きこえなくても踊ろうよ
②'99ほっとではあとな体験
キャンプ ③さあ出かけよう
ボランティアといっしょに
④送迎サービスボランティア
グループ南の風

30

92

136

94

60

86

9200

0036

ふれあい通信赤い羽根

15

VHS

東京都小平市の「地域ぐるみの福祉教育への取り組み」や神奈川県横浜
市の特定非営利法人『たすけあいあさひ』の「住民参加の日常生活支援
活動」についてそれぞれ紹介。
[制作；中央共同募金会]

9200

0037

第8回全国ボランティアフェ
スティバルみやざき

30

VHS

第8回全国ボランティアフェスティバルみやざきについて、実行委員会に
よる運営の様子を紹介。資料詰めから前日の会場準備、そして大会当日
の模様を感動的に伝えている。

VHS

日本放送労働組合により、新地域文化活動の具体例として制作。PART1で
は、大学生を中心としたグループ「ひこうせん」が遊びを通して障害児
と交流している様子、PART2では、定年退職をした人が中心となって視覚
障害者の旅行の援助等をしている「広島虹の会」の活動、PART3では、子
育てを終えた主婦を中心に日赤病院の入院患者の洗濯をしている「すみ
れの会」の活動を紹介。
[制作；日放労中国支部]

9200

0038

一緒に始めませんかボラン
ティア

31

3

分類番号 資料番号

タイトル

時間
（分）

種類

内

容

9200

0039

「地球人になろう」シリーズ
中学生のボランティア入門

28

VHS

子どもとも大人ともいえない中学生時代。しかし、中学生みんなに共通
するのはかけがえのない地球に住んでいるということ。地球は今様々な
問題を抱えていますが、中学生にできることはたくさんあります。命の
尊さを知る、地球を知る、世界を知ることで色々な体験をしていきま
す。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0040

「地球人になろう」シリーズ
小学生のボランティア入門

28

VHS

自主性や社会性などを育てることができるボランティア活動について、2
つの学校と1つのグループを取り上げ、小学生にでもできる色々なボラン
ティア学習を紹介。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0041

スクール・イン・アクション
中学生シリーズ 中学生のボ
ランティア学習マニュアル

VHS

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
の一員としての役割を探るボランティア学習。この作品は、実際にボラ
ンティア学習を体験している東京都台東区蓬莢中学校3年生のボランティ
ア学習を通して、学習の進め方について紹介。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0042

スクール・イン・アクション
中学生シリーズ 魅力あるプ
ログラムづくり

20

VHS

愛知県半田市立乙川中学校で夏休みを活用して行われているボランティ
ア学習「ふれあいin Summer」を通して、ボランティア活動の魅力あるプ
ログラムづくりについて紹介。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0043

スクール・イン・アクション
中学生シリーズ 地球でボラ
ンティア学習

20

VHS

一人の中学生が夏休み体験した地域でのボランティア活動を中心に、今
の自分に何ができるか、将来何ができるかを探る。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0044

「藍・あい・愛 渦になれ
輪になれ ボランティア」～
ボランティア活動の新しい展
開～

37

VHS

「藍・あい・愛 渦になれ 輪になれ ボランティア」をテーマに開催され
た「第9回全国ボランティアフェスティバルとくしま」のシンポジウムで
発表された4つのボランティア活動を紹介。
[制作；全国社会福祉協議会 制作；NHKエデュケーショナル]

9200

0045

2000夏のボランティア体験
事業 新たな出会いはここか
ら始まる

10

VHS

津山ブロックの市町村社協が行った「2000年度夏の体験ボランティア」
の取り組みを紹介。
[制作；岡山県社会福祉協議会／津山ﾌﾞﾛｯｸ社協職員連絡協議会]

0046

『総合的な学習の時間』指導
者養成セミナー～東京・小平
プログラム～

VHS

東京都小平市で教育のために開催されたボランティアスクールの様子を
収録。
・1日目（小平市観光、教員のボランティア体験）
・2日目（子どものボランティアスクールへの取材参加）
・3日目（公開フォーラム・グループ作業）

9200

0047

心かよいあうボランティア活
動～子どもたちと共につくる
学び～

20

VHS

地域の人々が自らの特技や学習の成果を活かしたボランティア活動を通
して、「子どもたちと直接ふれあい、健やかに育てていこう！」という
ことを訴えていくことを目的に制作。
[制作；リュック]

9200

0048

NPO・NGOの運営上のリスク
とその対処～あなたの団体の
危機管理は大丈夫ですか？～

20

VHS

NPO・NGOを取り巻くリスクに焦点をあて、リスクの種類や対処法をアニ
メと専門家の解説で分かりやすく紹介。
[企画；日本損害保険協会 制作；テレビ朝日映像]

0049

一人ひとり違うみんなみんな
同じ ①年寄りの暮らしと福
祉

VHS

小学校中学年から高学年の児童を対象に5つのトピックスで構成。・老い
るということ ・お年寄りの暮らし ・自宅で暮らすお年寄りを支える ・
施設で暮らすお年寄りを支える ・わたしたちにできること
[企画；中央法規出版 制作；NHKエデュケーショナル]

9200

0050

一人ひとり違うみんなみんな
同じ ②障害のある人の暮ら
しと福祉

55

VHS

小学校中学年から高学年の児童を対象に、6つのトピックスで構成。・バ
リアフリーってなんだろう？ ・暮らす ・働く ・学ぶ ・支える ・生き
る
[企画；中央法規出版 制作；NHKエデュケーショナル]

9200

0051

ボランティアフォーラム
2004 社会福祉法人早島町
社会福祉協議会

107

VHS

2004年に早島町社会福祉協議会で開催されたボランティアフォーラムの
模様を収録。
[制作；早島町社会福祉協議会（2004年）]

9200

0052

はじめてをはじめよう～ボラ
ンティア活動入門～

30

DVD

ボランティアセンターをはじめ、車を使った高齢者の送迎、少年野球の
監督など身近にできる様々なボランティア活動を紹介。
[企画；東京都社会福祉協議会／東京ボランティアセンター 制作；東京
シネ・ビデオ]

9200

0053

ボランティア活動入門 はじ
めてのボランティアのために

20

VHS

“なにかボランティアしたい”と思っている人が、第一歩をふみだすこ
とを願って制作。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0054

輝きたい～ヤング・エイジの
ボランティア活動～

20

VHS

イキイキとボランティア活動にとり組んでいる若者たちの姿を取り上
げ、活動を通して彼ら自身が輝き、豊かになっていく姿を紹介。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

9200

20

25

55

4

タイトル

時間
（分）

種類

0055

みんないっしょに～高齢社会
と青少年のボランティア活動
～

20

VHS

青少年のボランティア活動の手引きとして、高齢社会の現状の理解やボ
ランティア活動の視野を広げるため、先駆的な活動事例を紹介。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0056

中学生のボランティア活動～
できることからはじめよう～

19

VHS

地域の中で、自分のできることを見つけ、活動をはじめた中学生たちが
様々な人と交流し、色々なことを学んでいる姿をとらえ、ボランティア
活動の魅力と意味を考える。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0057

車いすの人に出会ったら

20

VHS

車いすの押し方や段差の越え方、坂道や踏切、階段の上り下り、電車の
乗り降りなど、若者たちの疑似体験を通して、具体的な映像で解説。
[制作；東映教育映像部]

分類番号 資料番号

9200

内

容

9200

0058

目の不自由な人に出会ったら

20

VHS

若者たちの疑似体験を通して、目の不自由な方と一緒に歩く方法や信号
の渡り方、階段の歩き方、エスカレーターや電車の乗り方、盲導犬など
について学ぶ。
[制作；東映教育映像部]

9200

0059

耳の不自由な人に出会ったら

20

VHS

若者たちの疑似体験を通して、手話や筆談、耳の不自由な人にとって便
利な設備、そして対等な人間関係について考える。
[制作；東映教育映像部]

9200

0060

未来を創る～多様な地域課題
に取り組むボランティア・市
民活動～

25

DVD

地域の課題に気づいた市民が様々な関係者の協力を得て、その解決に向
けて取り組んでいる活動を紹介。
・森の巣箱（高知県津野町）
・NPOふぉーらいふ（神戸市垂水区）
・NPOよろずや余之助（群馬県太田市）
[企画；第15回全国ボランティアフェスティバル推進協議会]

9200

0061

みんなでやろうよ
ボランティア活動

20

VHS

自分にできることを見つけ、いきいきと活動する小学生の姿を通して、
町の中には小学生にできる楽しい活動がたくさんあることを伝える。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0062

ｽｸｰﾙ･ｲﾝ･ｱｸｼｮﾝ高校生編 高
校生のボランティア学習マ
ニュアル

20

VHS

高校生のボランティア活動への関心が年々高まる中、ボランティア活動
が単位として認められるようになるなど、学校側の対応も望まれてい
る。このビデオでは、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か考えていく。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0063

大人の居場所づくり～地域に
根ざすボランティア活動～

20

VHS

自分の力が生かせるだけではなく、新しい出会いや地域への愛着を育む
ボランティア活動。このビデオは、地域に根ざした活動をいきいきと続
けている人たちの姿をとらえ、活動の魅力と意味を考えていく。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0064

青少年のボランティア活動の
すすめ～主体的育ちを支える
推進者たち～

24

VHS

実際の青少年のボランティア活動を追い、そこから青少年の主体的、能
動的な活動を支援する推進者のあるべき姿について考えていく。
[企画；日本青年奉仕協会 制作；リュック]

9200

0065

地域の福祉力を高めるために
～福祉教育を進めるあなたに
～

18

DVD

福祉教育の目的や進め方について、「ボランティアクラブワンピース」
「美作福祉部隊リカイヒロメタインジャー」「ゆばら地域福祉学習連絡
会」の3つの事例を通して考えていく。
[企画；岡山県社会福祉協議会 制作；TSCクリエイト]

9200

0066

未来を創る～ボランティア・
市民活動2007～

28

DVD

2007年のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ・市民活動をまとめたＤＶＤ。

9200

0067

よっTOYでおもちゃ図書館

20

VHS

全国のおもちゃ図書館を紹介したビデオ。

小学生の

9200

0068

今、問われるボランティアと
は～理念編～

20

VHS

市民生活の中で、ボランティア活動が日常生活の一部としてみとめられ
るようになり、ごく普通のものとしてとらえられるようにかわりつつあ
るのです。しかし、この追い風の状況の中で、ボランティア活動推進に
おける新たな問題がうまれつつあります。行政などの公的機関が中心に
なって進められるボランティアや市民活動は、ややもすると行政の下請
け的な活動が中心となり、社会システムのひずみや問題点を訴えていく
ことが難しい環境になりかねないのです。そこで、今、改めて、ボラン
ティア活動の基本的考え方を振り返ることの大切さがうったえられるよ
うになり、ボランティアとは何か、という議論が再燃しているのです。

9200

0069

高校生のボランティア活動～
学びを活かす、活動～学ぶ～

20

VHS

自分の知識や特技を活かしてボランティア活動を行う高校生たち。ボラ
ンティア活動を通して高校生たちは、様々な人や多様な価値観と出会
い、社会に向かって大きく視野を広げ、新たな可能性を開いていく。

9200

0070

小学生のわくわくボランティ
ア～楽しい活動大発見～

20

VHS

ボランティア活動のチャンスは身近な生活の中にいっぱいあるというこ
とを伝えるビデオ。

5

時間
（分）

種類

23

DVD

2008年のボランティア・市民活動の様子をまとめたＤＶＤ。

DVD

子育てとって、本当に大切なものは何なのでしょうか。40余年にわた
り、保育と保育運動にかかわってきた桐島マサエさんに伺います。無認
可保育園の設立、認可をえるまでの20年、そして、今日のこともと子育
てについて、それは、生きた歴史の証言でもあります。
[企画・制作；映像情報センター]

DVD

枝見静樹は、40年間、日本でのボランダリズムの運動を提唱し、実践し
てきた体験から、ボランティアとは、人間の生きる命の尊さを大切に守
りあい、かばいあい、ささえあって、ともに生きる働きであるといいつ
つけてきました。
[企画・制作；映像情報センター]

DVD

静岡県藤枝市の佐野藤雄さんは、83歳になった今年も、年に2度ほど飛び
込み授業を行う予定です。その授業は、すべて、創意に富んだ新しいと
りくみです。その熱意と情熱はどこからうまれてくるのでしょうか。先
生の授業を見、そこでの子どもたちとのやりとりを見ることにより、そ
の答えがでてくることでしょう。
[企画・制作；映像情報センター]

DVD

知っておくと役立つ簡単な手話と、指文字の基本を学ぶことができま
す。
〈収録項目〉手話；手話とは?/あいさつ/人を表す/動作を表す/気持ちを
表す 指文字；指文字とは?/50音/濁音・半濁音/長音・促音・拗音/全体
を通してみる
[企画・発行；内田洋行 制作；企画集団 創]

DVD

目の不自由な人、耳の不自由な人、車椅子を利用している人は、どんな
風に暮らしているのでしょうか。また、どんなところが私たちと違い、
どんなところが同じなのでしょうか。本ビデオでは、障害を持つ人たち
の生活のようすをありのままに紹介し、子どもたちが、障害を持つ人た
ちに対し、理解を深められるような内容になっています。
〈収録項目〉目の不自由な人のくらし/耳の不自由な人のくらし/車椅子
を利用する人のくらし/全体を通してみる
[企画・発行；内田洋行 制作；企画集団 創]

DVD

障害を持つ人たちにとって、どんなものが障壁(バリア)となっているの
でしょうか。本ビデオでは、目の不自由な人、耳の不自由な人、車椅子
を利用している人のバリアとなっているものは何か、また、どんなもの
が生活の手助けをしているのかを紹介するとともに、私たちも心のバリ
アを取り除き、共に理解しあって生活していくことの大切さを学びま
す。
〈収録項目〉バリアフリーとは?/目の不自由な人のバリアフリー/耳の不
自由な人のバリアフリー/車椅子を利用する人・高齢者のバリアフリー/
全体を通してみる
[企画・発行；内田洋行 制作；企画集団 創]

19

DVD

障害を持つ人たちは、どんなときに手助けをして欲しいと思うのでしょ
うか。また、障害を持つ人と出会ったとき、私たちはどのように接すれ
ばよいのでしょうか。本ビデオでは、実際に障害を持つ人のインタ
ビューを交えながら、接し方や誘導の仕方はどのようにすればよいかな
どを、わかりやすく紹介しています。
〈収録項目〉目の不自由な人に出会ったら；インタビュー/声のかけ方/
道を説明するとき/横断歩道を渡るとき/階段を上り下りするとき/切符を
買うとき 車椅子を利用する人に出会ったら；インタビュー/声のかけ方/
車椅子の押し方/坂道での車椅子の押し方/段差の越え方/階段の上り方/
全体を通してみる
[企画・発行；内田洋行 制作；企画集団 創]

タイトル

時間

種類

0001

いま、始められるフィランソ
ロピー～社会貢献活動のすす
め方～

23

VHS

企業関係者を対象として、企業に合った社会貢献活動のヒントを発見し
てもらえるよう活動事例を紹介。
[企画・制作；中央共同募金会]

0002

いま、始められるフィランソ
ロピーPartⅡ～地域に根ざ
した活動事例～

VHS

地域や社会を活性化させ、同時に企業やその社員一人ひとりが活性化し
ていく「社会貢献活動」について、それぞれの企業にあった取り組みの
ヒントを発見してもらうことを目的に制作。
[企画・制作；中央共同募金会]

分類番号 資料番号

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

9200

タイトル

0071

ボランティア・市民活動
2008

0072

ボランティア 心の原点シ
リーズ 人は群れてこそ育ち
あう

0073

ボランティア 心の原点シ
リーズ 愛の文明をきづこう

0074

ボランティア 心の原点シ
リーズ 授業に終わりはない

0075

小学校福祉教育 ふれあいの
輪を広げよう 伝え合おう～
手話・指文字を覚えよう～

0076

0077

0078

小学校福祉教育 ふれあいの
輪を広げよう 理解しよう
～障害をもつ人のくらし～

小学校福祉教育 ふれあいの
輪を広げよう バリアフリー
～自立を手助けしているもの
～

小学校福祉教育 ふれあいの
輪を広げよう 助け合おう
～私たちにもできる介助～

30

30

30

22

18

22

内

容

●社会貢献活動
分類番号 資料番号

9201

9201

35

内

6

容

