
Ｇ　福祉の職場・資格等

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

Ｇ００１ ○ 福祉の仕事
沖縄県福祉人材ｾﾝ
ﾀｰ

27
福祉の職場そしてその現場で働く人々の声をとおして福祉に対する理解を深めて
みませんか？これからの福祉はあなたをまっています。

Ｇ００２ ○ 明日になれば あるホームヘルパーの物語 ﾃﾚﾋﾞ東京 60
ホームヘルパーをしていて何を感じているのか、嬉しかったことはどんなことかなど
ホームヘルパーの活動の様子をドラマタッチで紹介。

Ｇ００３ ○ マイウェイ　道
社会福祉士・介護福祉士の仕
事

和歌山県福祉人材情
報ｾﾝﾀｰ

和歌山県福祉人材情
報ｾﾝﾀｰ

30
職種も活躍の場も異なるけれど、「福祉」という熱い一本のきずなで結ばれた４人
の福祉のスペシャリストたちの仕事とそのやりがいをリポートしている。

Ｇ００４ ○ 待ってます！あなたの笑顔 ～社会福祉の仕事紹介～
福島県社会福祉協議
会

㈱福島映像企画 20

「福祉」とは、高齢者やハンディキャップを持つ特定の人たちだけではなく、すべて
の人が健康で幸せに暮らすために支えあっていくことです。それを実現していくた
めに必要な「福祉の心」と具体的な実践力を身につけるためにはどうすれば良いで
しょうか？このビデオではそんなあなたのためにヒントとなるような福祉の仕事につ
いてご紹介します。

Ｇ００５ ○ 待ってます！あなたの笑顔
～社会福祉の仕事紹介Ⅱ～
保育士・児童指導員編

福島県社会福祉協議
会

㈱福島映像企画 20

保育所において一時保育を担当する保育士や経験２年目の保育士にスポットをあ
て、子どもたちと向き合い、健やかな成長を促し見守る様子を紹介し、次に、児童
養護施設において、時に親として、兄姉として、そして先生として子どもたちと触れ
合う児童指導員、保育士の様子を紹介している。

Ｇ００６ ○ 待ってます！あなたの笑顔
～社会福祉の仕事紹介Ⅲ～
ホームヘルパー・看護師編

福島県社会福祉協議
会

㈱福島映像企画 24

前半では、社会福祉協議会に勤務する常勤のホームヘルパーにスポットをあて、
在宅での仕事内容、利用者との触れ合い、サービス担当者会議の様子などを紹
介、後半では、特別養護老人ホーム及び併設のデイサービスセンターでそれぞれ
活躍する看護師２名を中心に、医療分野とは異なる福祉分野における看護師の役
割とその魅力について紹介している。

Ｇ００７ ○ あすを拓く福祉
福祉・新入職員基礎研修シ
リーズ 第１巻

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2004 23
福祉職場に働く各セクションの担当者から役割と抱負を聞き、福祉の職場を知り、
働くための基本を学ぶ。（福祉の現状と、介護・保育など福祉専門化の必要性／福
祉の原点としての人権意識などの基本意識／勤務の基本　等）

Ｇ００８ ○ 福祉のこころを創る
福祉・新入職員基礎研修シ
リーズ 第２巻

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2004 18
福祉サービスの原点を提起しながら、福祉サービスの実践を通して、福祉の心を
創りあげていく道筋を学ぶ。（人権の現況／福祉専門職への道／福祉サービスの
原点として利用者主体の確立／利用者を理解する／対人サービスの三要素）

Ｇ００９ ○
福祉の心構えと仕事の進め
方

福祉・新入職員基礎研修シ
リーズ 第３巻

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2004 19
福祉サービスを実践していくための組織、その組織人として働く心構え、実践的な
仕事の進め方を学ぶ。（組織とは／福祉職場の組織／仕事の進め方／マニュアル
にない仕事への対応）

Ｇ０１０ ○
福祉サービスを支える言葉づ
かいとマナー

福祉・新入職員基礎研修シ
リーズ 第４巻

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2004 23

福祉を支える社会人として形、言葉つかいやマナーを学ぶ。（職員同士の対話／挨
拶はコミュニケーションの第一歩／仕事の進め方と対話／正しい姿勢／お辞儀の
仕方／言葉つかいのマナー／敬語の使い方／電話の対応／来客応対のマナー／
好感のある対応／公平な態度／責任ある対応／最初に気づいた人が受付係）

Ｇ０１１ ○
福祉サービスのきずなをつく
るコミュニケーション

福祉・新入職員基礎研修シ
リーズ 第５巻

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2004 19

福祉サービスを安全・スムーズに提供していくためには職場でのコミュニケーション
が要。対話と文書を主体としたコミュニケーション技術を学ぶ。（コミュニケーション
とは／対話によるコミュニケーション／文書によるコミュニケーション／報告、連絡、
相談の仕方）

Ｇ０１２ ○
福祉サービスを築くチーム
ワーク

福祉・新入職員基礎研修シ
リーズ 第６巻

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2004 17

福祉の職場では、福祉サービスを担う人たちのチームワークや人間関係が福祉
サービスの「質」を決める。よりよいチームワークや人間関係を築いていく手法を学
ぶ。（チームワークとは／なぜチームワークなのか／チームワークが悪くなる原因
／チームワークを支える人間関係を築くコツ）

Ｇ０１３ ○
介護術アップの道　自己啓
発・相互啓発のすすめ

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2008 27

特別養護老人ホームでの介護実践を密着取材し、初心者でも理解できる言葉
を用いた教材。やる気を引き出せるよう、即実践に移れる行動を提起し、全
編を通し介護される人たちの目線を意識している。
対象：新任介護職・看護職・ホームヘルパー、福祉系学生、社会福祉協議会
新任職員
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Ｇ　福祉の職場・資格等

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

Ｇ０１４ ○
介護人の絆　メンバーシップ
とリーダーシップ

㈱ジャパン通信情報
センター

㈱ジャパン通信情報
センター

2008 24

特別養護老人ホームでの介護実践を密着取材し、初心者でも理解できる言葉
を用いた教材。やる気を引き出せるよう、即実践に移れる行動を提起し、全
編を通し介護される人たちの目線を意識している。
対象：新任介護職・看護職・ホームヘルパー、福祉系学生、社会福祉協議会
新任職員

Ｇ０１５ ○
ケアマネジャーの試験対策講
座２０１１

中央法規出版㈱ (株)グループ現代 120

1.ケアマネジャーを目指すにあたって
2.ケアマネジャー試験の概要と効果的な学習方法
3.介護保険制度の理解と問題解説（・被保険者・保険料・保険事故と要介護認定・
保険給付の手続きと種類・国、都道府県、国民健康保険団体連合会・保険者の事
務と保険財政・指定居宅介護支援事業者

Ｇ０１６ ○ 介護福祉士の仕事(全7巻）

①特別養護老人ホーム
②介護老人保健施設
③障害福祉サービス
④訪問介護サービス
⑤デイサービス
⑥グループホーム
⑦小規模多機能型居宅介護
サービス

東京シネ・ビデオ(株) 東京シネ・ビデオ(株) 合計75

これまで介護施設を紹介する映像はいくつかありましたが、介護の現場で介護福
祉士の仕事ぶりを表現した映像は殆どありませんでした。この｢介護福祉士の仕
事｣は、利用者とともにいる介護福祉士の日常の生き生きした姿が表現されていま
す。介護の素晴らしさをこの映像から感じ取ってもらえればと願っています。

Ｇ０１７ ○ 社会福祉士の仕事（全7巻）

①老人福祉施設で高齢者を
支える仕事
②障がい者に対する自立生
活のアシスト
③児童家庭支援編
④医療機関編
⑤地域生活を支える地域包
括支援センター
⑥社会福祉協議会・さわやか
サービス
⑦福祉事務所編

東京シネ・ビデオ(株) 東京シネ・ビデオ(株) 合計78

現場の取材を元に、中核的な機関を中心とした生の社会福祉士が理解できるよう
にうまく作成されています。社会福祉士の仕事を一言で説明するのは難しいのです
が、1巻～7巻までの幅広い社会福祉士というものを見ることができます。活動領域
が異なっても社会福祉士として共通したその仕事の真髄、やりがいといったところ
がよく表れています。

Ｇ０１８ ○ みんな、歩き出している ふくしするひと、めざすひと
 全国社会福祉協議
会
中央人材センター

あなたの知らない福祉がここにあります。
福祉の仕事って？－解説編ー○仕事の将来性・成長性○仕事の種類と内容○資
格と学び○仕事の待遇○大切なこと

Ｇ０１９ ○ 笑顔の未来予想図
踏み出そう未来へ、そして福
祉の仕事へ

 宮崎県社会福祉協
議会・宮崎県福祉人
材センター

Ｇ０２０ ○ 笑顔を創る仕事人 介護編
 山形県社会福祉協
議会・山形県福祉人
材センター

2010

Ｇ０２１ ○ 人が幸せに生きるために 考えてみよう福祉のことを
 兵庫県社会福祉｣協
議会・兵庫県福祉人
材センター

福祉の仕事にはたくさんの笑顔と喜びがあふれている。
オープニング：職員インタビュー、職種紹介：人の暮らしを支えるさまざまな福祉の
仕事(介護・保育・相談・援助・調整・保健・医療・栄養・調理・運営・管理)、福祉の現
場紹介：人の暮らしを支える連携・チームケアの重要性・高齢者介護施設の現場の
声、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

Ｇ０２２ ○ 笑顔を創る仕事人 小規模多機能型介護施設編
 山形県社会福祉協
議会・山形県福祉人
材センター

2011 29

Ｇ０２３ ○ 笑顔を創る仕事人 デイサービスセンター編
 山形県社会福祉協
議会・山形県福祉人
材センター

2012 29
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Ｇ　福祉の職場・資格等

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

Ｇ０２４ ○
福祉の仕事
スタートノート

福祉・介護の仕事紹介
 福島県社会福祉協
議会・福島県福祉人
材センター

2012 20
実際の仕事の内容や目指すきっかけ等を介護福祉士・社会福祉士・保育士として
働く方へインタビューを通し、福祉・介護の仕事について分かりやすく紹介

Ｇ０２５ ○
ＲＥＡＬ　福祉の仕事紹介ＤＶ
Ｄ

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

福祉とは知らない誰かの問題ではない。福祉は「リアル」と向き合う仕事。

Ｇ０２６ ○
平成23年度社会福祉士国家
試験受験対策直前セミナー

ＴＢＣ福祉教育セン
ター

ＴＢＣ福祉教育セン
ター

合格率が3割前後のため超難関といわれる社会福祉士国家試験。平成21年度の
試験から新しいカリキュラムとなり、出題範囲が広がりました。しかし、いかに出題
範囲が広がっても出題範囲の20％を占める重要ポイントは変わりません。試験直
前期の学習で10点前後は差が出るといわれています。「あと数点で受かっていた
のに・・・」なんてことがないように、試験直前に押さえておくべきポイントを徹底的に
攻略しましょう！受験期には全国を飛び回る｢試験対策のスペシャリスト｣が19科目
の整理法に加え合格点到達のためのテクニックを伝授します。試験直前だからこ
そ学習成果を確実に合格に結びつけるためには受けておきたいプロの講義。直前
期には直前期のための学習を！その分かり易さと面白さでファンが増え続ける当
校イチオシの人気講師があなたを合格へと導きます。

Ｇ０２７ ○
介護福祉士実技試験合格へ
のパスポート

中央法規出版㈱ 佐賀由彦事務所 2008 ２５・３５
第１部「シュミレーション編」、第２部「テクニック編」
出題基準をもとに合格のポイントを徹底分析！応用力をつける介護技術が満載！
合格体験談で勉強のコツをつかもう！！

Ｇ０２８ ○
介護福祉士実技試験過去問
徹底攻略２００９

中央法規出版㈱ 佐賀由彦事務所 2008 １０８・６２

受験対策として過去問を学ぶのは定石である。このＤＶＤは、過去の実技試験問題
すべてを網羅し、模範演技をリアルに再現。合格に必要なポイントも盛りだくさん。
試験で押さえておきたい、落としてはいけない介護技術を一気に学習、体得できる
内容である。

Ｇ０２９ ○
実技試験パーフェクトナビ２０
１１

中央法規出版㈱ 佐賀由彦事務所 2010 108・95

最新第22回を含む全過去問の実演に加え、臨場感あふれる映像で試験当日の
流れもリアルに再現。実力を発揮するために試験当日を疑似体験し、過去問
を徹底解析して実力を伸ばす。実技試験突破を本気で目指す人へ。

Ｇ０３０ ○
介護福祉士国家試験DVD実
技試験パーフェクトナビ２０１
２

中央法規出版㈱ 佐賀由彦事務所 2011 108・103
Ｄｉｓｃ1第1回～12回　試験ではここが問われる。
Ｄｉｓｃ2第13回～23回　試験の準備に向けて・介護の原則とは・介護の原則の具体
化～良い例、悪い例にみる～・試験当日の流れ

Ｇ０３１ ○
介護福祉士国家試験DVD実
技試験パーフェクトナビ２０１
３

佐賀由彦事務所 108,110

Ｇ０３２ ○
介護福祉士国家試験DVD実
技試験パーフェクトナビ２０１
４

佐賀由彦事務所 108,118

Ｇ０３３ ○
介護福祉士国家試験DVD実
技試験パーフェクトナビ２０１
６

中央法規出版㈱ 佐賀由彦事務所 108・134
Ｄｉｓｃ1第1回～12回　試験ではここが問われる。
Ｄｉｓｃ2第13回～27回　試験の準備に向けて・介護の原則とは・介護の原則の具体
化～良い例、悪い例にみる～・試験当日の流れ

Ｇ０３４ ○ 介護・明日への架け橋 福島県社会福祉課 2016 25
介護の仕事ってどんなところをするの?どんな人が働いているの?
こんな疑問にお答えするのが、｢介護・明日への架け橋｣です。

Ｇ０３５ ○
福祉の職場に転職した
先輩職員からのスタートメッ
セージ

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

株式会社　福島映像企画 2016 16

Ｇ０３６ ○
こころ豊かに、希望をもって

高齢社会を生きる

社会福祉法人
全国社会福祉協議会
政策企画部　広報室

2016 20

Ｇ０３７ ○
クリエイティブな“ふくし”の魅
力

社会福祉法人
全国社会福祉協議会
政策企画部　広報室

2017 27
福祉の仕事は人が人を支えるクリエイティブな魅力にあふれています。現実実践の専門性をひもと
き、福祉のプロフェッショナルが４作のクリエイティブを伝えます。
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Ｇ　福祉の職場・資格等

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

Ｇ０３８ ○
一人ひとりが、輝ける場所が
ある。

公益財団法人
介護労働安定センター

公益財団法人
介護労働安定センター

「介護労働講習」修了者の経験を基に、介護の仕事の楽しさ、素晴らしさ、働きがいを広く伝えるため
に作成しました。

Ｇ０３９ ○
福祉の仕事をのぞいてみよ
う！

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

2019 13
福祉・介護の仕事プロモーション映像
Ⅰ福祉の仕事って？／Ⅱお仕事拝見１／Ⅲお仕事拝見２／Ⅳ福祉介護のスペシャリストになろう

Ｇ０４０ ○ Ｓｍｉｌｅ♡Ｓｍｉｌｅ ふくしまで介護の仕事をはじめよう。
社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

2019 17
福島県の魅力や生活環境、福祉の仕事の内容、やり甲斐などについてご紹介いたします。福島県と
いうフィールドで希望の種をまいて、ゆっくり大事に育ててみませんか。

Ｇ０４１ ○
転職者 再就職者向け 福祉
の仕事ガイド

ココロハレバレ 福祉Q&A
社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

社会福祉法人
福島県社会福祉協議会

2020 17
年齢を問わずイチから挑戦でき、ご自身のやる気や意欲次第でステップアップできる。――それが福
祉の仕事。
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