
Ｆ　ボランティア・福祉教育

分類番号 VHS DVD タイトル サブタイトル 企画 製作 制作年度 時間（分） 内容

Ｆ００１ ○
一人ひとりちがう　みんなみ
んな同じ

①お年よりの暮らしと福祉 中央法規出版 NHKｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ 2002 55
このビデオでは、お年寄りや障害のある人々の暮らし、そして彼らの生活を支えて
いる人々の仕事を紹介しています。映像を通じて、子どもたちと一緒に、「福祉」に
ついて感じ、考え、話し合ってください。

Ｆ００２ ○
一人ひとりちがう　みんなみ
んな同じ

②障害のある人の暮らしと福
祉

中央法規出版 NHKｴﾃﾞｭｹｰｼｮﾅﾙ 2002 55
このビデオでは、お年寄りや障害のある人々の暮らし、そして彼らの生活を支えて
いる人々の仕事を紹介しています。映像を通じて、子どもたちと一緒に、「福祉」に
ついて感じ、考え、話し合ってください。

Ｆ００３ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ　１　一雫
の水

日本生命労働組合 国際放映㈱ 1998 20
小学生にとって身近でわかりやすい「水」を取り上げ、水の生い立ちから海に注ぐ
までの間に起こる様々な事象を通し、自然の大切さを理解し、自分たちの生活する
環境を守り、その中で自分たちが出来ることを考える。

Ｆ００４ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ　２　お年
寄りと暮らす

日本生命労働組合 国際放映㈱ 1998 20
小学生自身による高齢者の疑似体験や、老人ホーム訪問、地域単位のボランティ
ア活動等の紹介を通じ、高齢化社会のなかで「お年寄りと暮らす」ことに対する理
解促進や、その中で自分たちが出来ることを考える。

Ｆ００５ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ　３　地域
に暮らす仲間たち

日本生命労働組合 国際放映㈱ 1998 20

私たちの暮らす地域には現在およそ１９０もの国々があり、それぞれの国の未来を
担うのは、一人一人の子どもたちです。開発途上の現状や、国際協力の活動を紹
介するなかで、開発途上国についての理解促進や、自分たちが出来ることを考え
る。

Ｆ００６ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ　４　ともに
楽しく　知的障害のある友達
と

日本生命労働組合 スーパーノヴァ 1999 20

上手に話したり早く計算したり、素早く行動することが苦手なお友達がいます。一人
一人のよいところは異なりますが、みんな伸び伸びと明るく楽しい学校生活を送っ
ています。交流学習会の映像等を通じ、生涯についての理解促進や、自分たちが
出来ることを考える。

Ｆ００７ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ　５　ともに
楽しく　耳の不自由な友達と

日本生命労働組合 スーパーノヴァ 2000 20

耳の不自由なお友達はどうやって先生のお友達の話を理解するのか？音を大きく
して聞こえやすくする補聴器を耳につけたり、話す人の口の動きを読み取ったり、
交流学習の映像等を通じ障害についての理解促進や、自分たちが出来ることを考
える。

Ｆ００８ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ６　ともに
楽しく　からだの不自由な友
達と

日本生命労働組合 スーパーノヴァ 20
交流学習の映像等を通じ、障害についての理解促進や、自分たちが出来ることを
考えてもらうことを目的に制作しました。

Ｆ００９ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ７　ともに
楽しく　目の不自由な友達と

日本生命労働組合 国際放映株式会社 20
このビデオは、障害についての理解促進や、自分たちが出来ることを考えてもらう
ことを目的に制作しました。

Ｆ０１０ ○ わかりあえる明日のために
小学生向けビデオ８　明るく
元気に　病弱養護学校の子ど
もたち

日本生命労働組合 国際放映株式会社 20
このビデオは、病気になってもがんばっているお友だちについて理解し、自分たち
が出来ることを考えてもらうことを目的に制作しました。

Ｆ０１１ ○
福島県エイジング教育ビデオ
（小学校中・高学年）

「手のひらのアメ」 福島県
福島県長寿社会推進
機構

16 長寿社会についての教育教材。

Ｆ０１２ ○ ほんの少しの勇気
～高校生の防災ボランティア
体験～

国土庁 ㈱ｱｽﾃﾑ 20 防災ボランティアに真正面からひたむきに取り組んだ高校生たちの物語。

Ｆ０１３ ○
忍たま乱太郎のがんばるし
かないさ

よいと思うことをおこなう 東映㈱教育映像部

Ｆ０１４ ○ 介護の現場で学ぶ
高校生のための社会福祉実
習

高等学校福祉教育教
材開発研究会

東京ｼﾈ・ﾋﾞﾃﾞｵ㈱ 2001 44
・事前学習、事前訪問　・特別養護老人ホームでの実習　・デイサービスセンターで
の実習　・ホームヘルパーサービスの実習

Ｆ０１５ ○ 地域に生きるボランティア
東映株式会社教育映
像部

1



Ｆ　ボランティア・福祉教育

分類番号 VHS DVD タイトル サブタイトル 企画 製作 制作年度 時間（分） 内容

Ｆ０１６ ○
一緒に始めませんかボラン
ティア

日本放送労働組合中
国支部

日本放送労働組合中
国支部

1999 31

このビデオは、ＮＨＫ労働組合である、「日本放送労働組合」（略称：日放労）が放送
ジャーナリズムの労働組合として専門性を活かして市民と連帯し、地域での文化活
動を展開していこうという『新地域文化活動』の具体活動として、日放労中国支部
が企画・制作したものです。

Ｆ０１７ ○
藍・あい・愛　渦になれ　輪に
なれ　ボランティア

全国社会福祉協議会
ＮＨＫエデュケーショ
ナル

37
このビデオは、「藍・あい・愛　渦になれ　輪になれ　ボランティア」をテーマに「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四つのボラ
ンティア活動を抄録したものです。

Ｆ０１８ ○ サングラスをかけた盲導犬 中央共同募金会 2004 16
目の見えなくなった盲導犬と心やさしい少女がつむぐ心温まるストーリー。
本作品は、共同募金の趣旨に基づき、子供達のための福祉教育の支援を目的とし
て製作されました。

Ｆ０１９ ○ ありがとうのヒミツ ㈱社会保険研究所 ㈱社会保険研究所 2005 15

本作品は共同募金の趣旨に基づき、子ども達への福祉教育の支援を目的として製
作されました。
福祉の心やいたわりの気持ちを学んでいただき、ご両親や先生方には、共生、互
助の大切さを子ども達に語りかけて頂きたいと願っております。

Ｆ０２０ ○
災害ボランティア
ふれあいまつり

もとみやビデオクラブ 2002

Ｆ０２１ ○ ふしぎな電信柱
社会福祉法人中央共
同募金会

2006 15
裕司君（主人公）は、話をすることのできる不思議な電信柱に出会う。この電信柱を
通して猫たちやお婆さんと出会い、みんなが安心して暮らすために大切なことにつ
いて気づいていく。

Ｆ０２２ ○ 中学生のボランティア活動 できることからはじめよう
社団法人日本青年奉
仕協会

（株）リュック 2003 19

【文部科学省選定ビデオ】
地域の中で自分にできることを見つけ、ボランティア活動をはじめた中学生たち。
自分たちで計画や準備をし
たり、自ら学び活動を発展させたりしています。活動の中で自分自身の成長を実感
しはじめた中学生たちの姿を通して、ボランティア活動の魅力と意味を考えます。

Ｆ０２３ ○ みんなでやろうよ 小学生のボランティア活動
社団法人日本青年奉
仕協会

（株）リュック 2004 20
【文部科学省選定ビデオ】
自分のできることを見つけ、生き生きと活動する小学生の姿を通して、町の中には
小学生にもできる楽しい活動がたくさんあることを伝えます。

Ｆ０２４ ○ 盲導犬ものがたり
「ふれあいを大切に」ビデオシ
リーズ

開隆堂出版株式会社
㈱フジテレビジョン
㈱フィールドライフ

2002 40

ハーネスによって結ばれる視覚障害者と盲導犬のきずな。盲導犬は単なる目の代
わりではなく、かけがえのない人生のパートナーとなっている。１頭の犬が生まれて
から、訓練を受け、盲導犬となり、引退後余生を送るまで、それぞれの立場で関わ
る人々を通じて、ともに生きることや心のつながりについて考える。

Ｆ０２５ ○ 車いすで街に出てみたら
「ふれあいを大切に」ビデオシ
リーズ

開隆堂出版株式会社
㈱フジテレビジョン
㈱フィールドライフ

2002 20

交通事故などが原因で機能障害を持ち、車いすを利用する人が日常生活で困るこ
とは何かを知り、わたしたちができること、心がけておくべきことについてかんがえ
る。車いすで街に出たときの映像を通じて、視覚的に車いす利用時の困難点を紹
介する。

Ｆ０２６ ○ 補助犬ってなぁに?
24時間テレビチャリ
ティー委員会

2013 19
・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

Ｆ０２７ ○
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

全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 24

Ｆ０２８ ○ 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

第15回全国ボラン
ティアフェスティバル
推進協議会

Ｆ０２９ ○ ボランティア学習ビデオ
東北福祉大学ボラン
ティアセンター

35
このビデオではボランティア活動に取り組む学生の声や受け入れ先の皆さんの想
いを紹介し、ボランティア活動の魅力や可能性に迫ります。

Ｆ０３０ ○ 市民の心　被災者とともに
被災者中心の災害ボランティ
アセンターとするために

全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 平成21
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　　一日も早い復興を願って　　生活支援・復興期の活動　　経験をまなび
に　　次につなぐ

2



Ｆ　ボランティア・福祉教育

分類番号 VHS DVD タイトル サブタイトル 企画 製作 制作年度 時間（分） 内容

Ｆ０３１ ○ 豪雨災害の被災者支援
災害ボランティアセンターとボ
ランティア活動

全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 平成22 水害ボランティアセンターの運営とスタッフ　～各班のコーディネートとは～

Ｆ０３２ ○
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

全国社会福祉協議会 全国社会福祉協議会 平成22

Ｆ０３３ ○ ボランティア・市民活動2007
全国ボランティアフェ
スティバル推進協議
会

・企業の社会貢献活動研究会（静岡県焼津市）
・インフィニティ―（長崎県長崎市）
・花ノ木福祉委員会（愛知県安城市）

Ｆ０３４ ○ ボランティア・市民活動2008
全国ボランティアフェ
スティバル推進協議
会

23
・住民安全ネットワークジャパン（新潟県長岡市）
・こどもの寺　童楽寺（和歌山県かつらぎ町）
・堺市セカンドステージ応援団運営協議会（大阪府堺市）

Ｆ０３５ ○ ボランティア・市民活動2009
全国ボランティアフェ
スティバル推進協議
会

23
・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）
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