
番　号 時　間 分　野 種　類 ★

A-1 ７９分 障がい DVD 字

A-2 １０３分 障がい DVD 字・副

A-3 ９０分 いじめ DVD 字・副

A-4 ７４分 災害 DVD 字・副

A-5 １０３分 災害 DVD

足利市社会福祉協議会　フィルムライブラリー一覧（A類）

★　字➔字幕あり　　　副➔副音声あり　　手➔手話あり　　　※　日本語

題　　　名 内　　　容

　ちづる

　ぼくはうみがみたくなりました

　PiPiとべないホタル（アニメ）

＜ご利用にあたっては、社会福祉法人足利市社会福祉協議会フィルムライブラリー貸出要綱をお読みの上、取り扱いには十分にご注意ください＞

●　貸出は、１回につき原則２枚まで可。但し、A類の中から２枚の貸出はできません。
●　有料の上映会や有料の催し等、料金を徴収する等の上映会や研修会等には利用できません。
●　貸出するフィルムを許可なく複製することは法律で禁止されています。

　逃げ遅れる人々
　　～東日本大震災と障害者～

　災害時の食支援
　　～東日本大震災からの学び～

　知的障がいと自閉症を持った妹とその母を、兄である監督自身が一年に渡り撮り
続けたドキュメンタリー映画

　実際の症状や接し方等、まだまだ理解の乏しい「自閉症」という障がいに焦点を当
て、ひとりの自閉症の青年を取り巻く人々の人生や心の成長を描いた作品。企画・
原作・脚本を主人公の父が手掛けた感動の実話。

　原作は、小学校の学校新聞に掲載されたもので、作者（教師）が教室の中から「い
じめ」をなくしたいと思い書き続けた作品。生まれつき羽がちぢれてとべないピピと
その仲間たちの心の交流の物語。

　未曾有の大震災の中、障がいを持つ人々に何が起きたのか？福島県を中心に、
被災した障がい者とそこに関わる人々の証言をまとめたドキュメンタリー。被災地の
障がい者を取り巻くさまざまな課題や問題点が浮かび上がります。

　大震災発生時に、行政、病院、学校給食、管理栄養士養成施設、災害支援管理
栄養士・栄養士がどのような食支援を行ったのか、また、被災者の生命と健康を支
える食支援を効果的に進めるためには、関係者がどのような機能と役割を担うべき
かという課題をまとめたものです。



番　号 時　間 分　野 種　類 ★

B-1 １９分 災害 DVD

B-2 　福祉の仕事の解説編です。 福祉 DVD

B-3 ３７分 ボランティア DVD

B-4 ３０分 　シニアボランティア活動について ボランティア DVD

B-5 ３０分 　働く人のボランティア活動について ボランティア DVD

B-6 ３０分 ボランティア DVD

B-7 ３７分 　小地域ネットワーク活動について ボランティア DVD

B-8 １６分 共同募金 DVD

B-9 １９分 共同募金 DVD

B-10 １６分 共同募金 DVD

B-11 ３４分 市民全般 DVD 字・手

B-12 ２２分 高齢者 DVD

足利市社会福祉協議会　フィルムライブラリー一覧（B類）　　No.１

　市民を応援する赤い羽根共同募金
　地域で集めた寄付金が、その地域で使って地域を良くしていく、この赤い羽根に
込められた約束と願いをお伝えします。

　災害時、被災者を応援しています
　　～じぶんの町を良くするしくみ～

●　字➔字幕あり　　　副➔副音声あり　　　手➔手話あり　　　日本語

題　　　名 内　　　容

　みんな、歩き出している。
　　～ふくしをするひと、めざすひと～

　「地域生活者」から始める
     いきいきシニアライフ

　退職後に地域でいきいきとしたシニアライフを送るには、どのような生き方がある
のかを一緒に考え進める内容です。

　未来（あした）の風になりたい
　　～シニアボランティアの活動～

　名刺のいらない仲間たち
　　～サラリーマンのボランティア活動～

　やさしさのまちが好き！

　支えあうたしかな手
　　～小地域ネットワーク活動～

　もし今、地震が起きたら
　　～命を守る備えと退避行動～

　未曾有の大災害となった東日本大震災の経験も踏まえ、今求められる地震時の
心得、地震への備えを考える内容です。

＜ご利用にあたっては、社会福祉法人足利市社会福祉協議会フィルムライブラリー貸出要綱をお読みの上、取り扱いには十分にご注意ください＞

●　貸出は、１回につき原則２枚まで可。但し、A類の中から２枚の貸出はできません。
●　有料の上映会や有料の催し等、料金を徴収する等の上映会や研修会等には利用できません。
●　貸出するフィルムを許可なく複製することは法律で禁止されています。

　歳末たすけあい
～みんなでささあう　あったかい地域づくり～

　赤い羽根共同募金の寄付金は被災地の支援・復興のためにも役立てられていま
す。災害等準備金による被災地の取り組みを紹介します。

　生活困窮や孤立など、さまざまな社会的な課題の解決に向けた地域歳末たすけ
あいによる各地の取り組みを紹介します。

　青空球児・好児のお年寄りの安全生活術
　一向に減る気配がない『振り込め詐欺』と『点検商法』を取り上げ、悪質な手口の
特徴とその対策を考えます。

　消費生活安全安心情報
　若者、高齢者及び障がい者等が消費者被害にあうことなく安全で安心な消費生
活を送ることができるよう、被害情報や相談先を字幕・手話付で紹介しています。



番　号 時　間 分　野 種　類 ★

B-13 ２２分 高齢者 DVD

B-14 ９分 高齢者 DVD

B-15 ７４分 高齢者 DVD

B-16 ５９分 高齢者 DVD

B-17 ２２分 高齢者 DVD

B-18 ２３分 障がい DVD

B-19 ２２分 障がい DVD

B-20 ２３分 障がい DVD 字

B-21 １９分 障がい DVD 字

B-22 ３４分 人権 DVD 字・副

B-22 ボランティア DVD 字

B-24 ボランティア DVD

　阿藤快のあっ、と撃退！悪質商法
悪質商法の被害にあわないためには、悪質な業者（敵）を知ること、そしてご近所や
周囲の人たちの交流を密にすることの大事さを描きます。

足利市社会福祉協議会　フィルムライブラリー一覧（B類）　　No.２

題　　　名 内　　　容

　ノーマライゼーションを考えるシリーズ
　　-精神障害者ー歪んだイメージを問い直す-

　障害のある人とのふれあいと人権
　　～今まで声をかけられなかったあなたへ～

　補助犬ってなぁに？

　イマジネーション
　　～想う　つながる　一歩ふみだす～

　未来を創る
　　ボランティア・市民活動　2009

　ここがポイント！高齢者の交通事故
～そこに危険が潜んでいる～

　高齢者の「からだ・あたま・こころ」
　　～その健康の維持と予防～

　高齢者のレクリエーション支援
　　～遊びが福祉を豊かにする～

　痴呆（認知症）は予防できる

　ノーマライゼーションを考えるシリーズ
　　-知的障害者ー自立という選択肢-

　精神障がいのある人に対する私たちの歪んだイメージについて考えます。

　障がい者自身の言葉で、どう関わってほしいかを伝えます。また、障がい別のサ
ポートの仕方も紹介。『本当のバリアフリーは、心のバリアフリーから始まる』をテー
マに、障ヶい者が社会参加するために、自分たちに何ができるかを考えるきっかけ
を目指します。

　盲導犬、介助犬、聴導犬をパートナーにしている方々の、補助犬との出会いや、
現在の暮らしを紹介します。

　・子供の人権　－いじめ問題－
　・同和問題
　・障害者の人権　－発達障害－

　実際に起きた高齢者の交通事故をスタントマンが再現して、交通事故を原因や交
通事故を防ぐためのポイントを紹介しています。

　高齢者の「からだ」「あたま」「こころ」の３つの視点からどのような『場』を作り、どの
ような『仕掛け』を作ることで、健康が維持でき、要介護にならずに病気などの予防
ができるのか、そのヒントを提案します。

　レクリエーションにはさまざまな効果が期待されます。また、レクリエーションを実
践する中で、地域社会で人と人が結びつくという大きな役割が生まれます。この
DVDでは、地域で行われている取り組みを通して、新しいレクリエーションの姿を垣
間見ます。

　認知症予防について

　知的に障がいのある人の自立について考えます。

　平成１９年度　NPO等からの提案による県との協働事業

　　団塊の世代による
　　社会貢献活動/普及実践事例収録集



番　号 時　間 分　野 種　類 ★

B-25 高齢者 DVD

B-26 ５５分 市民一般 DVD

B-27 災害復興 DVD

B-28 ４８分 権利擁護 DVD

B-29 ３０分 権利擁護 DVD 字・副

B-30 ３３分 権利擁護 DVD 字・副

B-31 ３５分 権利擁護 DVD

B-32 権利擁護 DVD

　地域の”セーフティネット”を創ろう
　　～岩手・釜石Part２～

　成年後見制度　＜それぞれの幸福＞ 成年後見制度について、再現ドラマと対談で学びます。

　わかりやすい
　　成年後見制度の手続

成年後見制度を、その手続きにとって説明します。

題　　　名 内　　　容

足利市社会福祉協議会　フィルムライブラリー一覧（B類）　　No.３

　認知症高齢者の徘徊行方不明者ゼロ作
戦構築に向けた調査研究事業

　地域支え合い体制づくり

　自分らしい明日のために
　　～早見優が案内する成年後見制度～

事例紹介に沿って、成年後見制度を学びます。

　伝えたい、実現したい、自分の生き方
　～三遊亭円楽が案内する任意後見制度～

再現ドラマを見ながら任意後見制度について学びます。

　どんと来い！後見業務
司法書士が、後見業務の流れについて説明します。他士業との関わり合いなど実
践的な内容です。


