
ＤＶＤ一覧表
№ 題名 種別

あ
行

1 赤い羽根共同募金 市民を応援する募金 その他

2 赤い羽根共同募金 じぶんの町を良くするために その他

3 あかいはね女子　動画（２０１３） その他

4 明るい長寿社会を目指して 高齢者の生きがいと健康づくり推進事業の理解のために 高齢者

5 あっ！どうする？ そうなる前の防災対策 その他

6 明日はわが身　―老人介護と助け合い― 高齢者

7 新しい寝たきり老人の介護　基礎編（1) 高齢者

8 新しい寝たきり老人の介護　基礎編（２) 高齢者

9 新しい寝たきり老人の介護　脳卒中編 高齢者

10 あなたもまちもいきいき！ふれあい・いきいきサロン ～寝たきり痴呆予防にも～ 高齢者

11 笑顔みたくてこんにちは　～老人クラブの友愛活動～ 高齢者

12 お年寄りの在宅介護入門 高齢者

13 おんなじ空の下で　 ―私たちの社会参加― ボランティア

か
行

14 介護って何だろう？ ～小学５年生向け　介護のイメージアップ用DVD ボランティア

121 介護って何だろう？ ～中学2年生向け　介護のイメージアップ用DVD ボランティア

15 家族に痴呆（ぼけ）がおこった時 高齢者

16 気軽に体操　今日も元気 高齢者

17 危険な瞬間　―高齢者の交通安全― 高齢者

18 緊急時救助音声発生通報システム じしんたすけ ボランティア

19 クオリティーオブライフに向けて 総合在宅ケア 高齢者

20 好齢期へのナイスシュート 高齢者

21 高齢者の生活体力を測る 高齢者

22 子どもの健やかな成長を地域で支えるために 子どもの安心ネットワーク推進シンポジウム その他

23 ころばぬ先の住まいのくふう 高齢者のための住宅改造 高齢者

24 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 ボランティア

さ
行

25 「災害救援ボランティアセンター」設置と運営 子どもの安心ネットワーク推進シンポジウム その他



№ 題名 種別

26 在宅介護のための住宅改造 「高齢者にやさしい住宅改造のポイント」編 高齢者

27 在宅介護のための住宅改造 「住宅改造相談」編 高齢者

28 在宅介護をはじめるために　―ねたきりをふせぐ― 高齢者

29 歳末たすけあい みんなでささえあう　あったかい地域づくり その他

30 サイレントプア 第１話～第５話 その他

31 サイレントプア 第６話～第９話 その他

32 支えあうたしかな手　 ―小地域ネットワーク活動― ボランティア

33 視覚障害者介護技術シリーズ３ 初めてのガイド ボランティア

34 社会福祉～障害者とともに歩む～ 思いやりを行動に ボランティア

35 昭和の記録１０ 昭和20年（8月～12月）　焦土の中から その他

36 昭和の記録１１ 昭和21・22年　占領と民主化への歩み その他

37 昭和の記録１２ 昭和23・24年　再建の道けわし その他

38 昭和の記録１３ 昭和25・26年　講和条約調印 その他

39 昭和の記録４ 昭和13年～15年　日中全面戦争 その他

40 昭和の記録５ 昭和16年　太平洋戦争勃発 その他

41 昭和の記録６ 昭和17年　緒戦の勝利 その他

42 昭和の記録７ 昭和18年　連合軍総反攻 その他

43 昭和の記録８ 昭和19年　敗色日々に濃し その他

44 昭和の記録９ 昭和20年（1月～8月）　戦争終結 その他

45 昭和と戦争　語り継ぐ７０００日 第２集予告編 その他

46 昭和と戦争１　語り継ぐ７０００日 満蒙開拓にかけた夢 その他

47 昭和と戦争２　語り継ぐ７０００日 赤紙が届く日 その他

48 昭和と戦争３　語り継ぐ７０００日 銃後の女たち その他

49 昭和と戦争４　語り継ぐ７０００日 立ち上がれ少国民 その他

50 自分らしい明日のために 早見優が案内する成年後年制度 その他

51 食事サービスとボランティア活動 ボランティア

52 「白杖選びの３つのポイント」 高齢者



№ 題名 種別

53 すっきりトリム運動 高齢者

54 生活支援ベッドでこんなに活きいき！ 　要介護１～２の方へ　竜野家物語２ 高齢者

た
行

55 太平洋戦争 第２集予告編 その他

56 太平洋戦争 太平洋戦争への道 その他

57 太平洋戦争 開戦 その他

58 太平洋戦争 戦線拡大 その他

59 太平洋戦争 ミッドウェー海戦 その他

60 太平洋戦争 ガダルカナル その他

61 太平洋戦争 ニューギニア その他

62 太平洋戦争 太平洋の島々 その他

63 太平洋戦争 インパール作戦 その他

64 太平洋戦争 フィリピン その他

65 太平洋戦争 沖縄、そして敗戦 その他

66 第２巻　寝たきりのお年寄り介護（上） 高齢者

67 第３巻　寝たきりのお年寄り介護（下） 高齢者

68 第４巻　介護から自立へ　リハビリテーション 高齢者

69 第５巻　ぼけのお年寄り介護 高齢者

70 第６巻　はつらつ毎日　生きがいの設計　　 高齢者

71 第７巻　お年寄りの生活と地域社会　　 高齢者

72 誰もがあたりまえに暮らせる地域に・・・ 障がい者相談支援事業啓発用ＤＶＤ その他

73 「地域生活者」から始めるいきいきシニアライフ 「団塊の世代」のシニアライフ 高齢者

74 地域包括ケアシステム ～ある探偵事務所の調査結果～ 高齢者

75 地域包括ケアシステム ～ある探偵事務所の調査結果～ 高齢者

76 痴呆性老人の家庭介護　第１巻 痴呆の理解と支援サービス 高齢者

77 痴呆性老人の家庭介護　第２巻 家庭介護の実際 高齢者

78 痴呆性老人の理解と介護　―希望ある明日のために― ①痴呆性老人の理解 高齢者

79 痴呆性老人の理解と介護　―希望ある明日のために― ②痴呆性老人の介護と支援サービス 高齢者



№ 題名 種別

80 中・高年者のための健康づくりセミナー 成人病予防のためのやさしい食生活 高齢者

81 長寿社会～エイジレス・ライフのすすめ～ 人生８０年時代を生きる 高齢者

82 できることからひとつずつ　ボランティアはじめの一歩 ボランティア

83 TVスペシャルドラマ　敬老の日 とっておきの夏　―１８歳、洋子の選択― その他

84 ドラマ　いま気づいてほしいこと 難聴者・中途失聴者の病気受診に際して その他

85 ドラマスペシャル　 明日になれば　―あるホームヘルパーの物語― その他

86 ドラマスペシャル　敬老の日 新米ホームヘルパー奮戦記　―やさしく歌って― その他

87 ドラマスペシャル　ワーキングウーマン　敬老の日 明子の戦争 その他

な
行

88 ２１世紀の福祉の仕事　ボランティア篇 ボランティア

89 ねたきりゼロ運動のすすめ方 高齢者

90 「ねたきりゼロ」の１０か条 いつでも、どこでも誰にでもできる目標 高齢者

91 寝たきりにならないために・させないために 寝たきり老人ゼロ作戦 高齢者

92 寝たきり老人ゼロ作戦 ①寝たきり老人ゼロを目指して 高齢者

93 寝たきり老人ゼロ作戦 ②生きる意欲を支えるもの 高齢者

94 寝たきり老人ゼロ作戦 ③地域ケアの実現 高齢者

は
行

95 パートⅢ　エアロビック体操　 高齢者

96 パートⅣ　わくわくエアロビクス 高齢者

97 パートⅤ　いきいきウォーキング　 高齢者

98 はつらつ体操 高齢者

99 ヒューマンワーカーになろう　 ―福祉指導員の仕事― ボランティア

100 福祉機器開発センター　ビデオシリーズ<１> 車椅子 高齢者

101 福祉機器開発センター　ビデオシリーズ<２> ベッド 高齢者

102 福祉機器開発センター　ビデオシリーズ<３> トイレ機器・介護用器 高齢者

103 福祉機器開発センター　ビデオシリーズ<４> 入浴 高齢者

104 福祉の新しい風，企業ボランティア ボランティア

105 ベッドだからできる快適介護 竜野家物語 高齢者

106 防災ナマズン 地震は必ずやってくる その他



№ 題名 種別

ま
行
107 みんながいきいき在宅介護 高齢者

108 もしもの時　どうしたらええねん！？ “障がい者と災害”を考える その他

109 南の楽園　沖縄で思いっきり楽しもう！ 高齢者の旅行をサポートします 高齢者

110 みたい！よりたい！しりたい！ みよし市誕生記念 その他

111 みんな、歩き出している。 ふくしするひと、めざすひと その他

や
行
112 やさしさのまちが好き！ ボランティア

113 やさしさをハンドルにこめて　 ―移送ボランティア活動― ボランティア

ら
行
114 老人福祉の今日と明日　パート１ 老人問題の背景と在宅福祉 高齢者

115 老人福祉の今日と明日　パート２ 老人のための福祉施設と社会活動・生きがい活動 高齢者

116 リフレッシュ運動 介護予防・認知症予防のための 高齢者

117 見て　学んで　考える　ＷＥＢ教材 キッズ介護教材長寿大国を探検しよう 高齢者

118 交通事故で命を落とさないために 愛知県警　高齢者向け交通安全ＤＶＤ 高齢者

119 第４回防災コンテスト 地域の絆をつくる その他

120 わかりやすい成年後見人制度の手続 その他


