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東京シネ・ビデオ
東京シネ・ビデオのDVDがMaruzen eBookLibraryで
動画配信されます!!

福祉の現場での仕事を観る

ふくしの仕事Ⅰ 全5巻
企画協力：社会福祉法人 清明会／特別養護老人ホーム 清明園／養護老人ホーム 浅川ホーム（2018年制作）

福祉施設には、いろいろな仕事があり、介護職、看護
師、ケアマネジャー、栄養士など、多く他職種の人々
が連携しながら利用者の生活を支えています。中に
は、福祉職でなくても、施設の力となり、働いている人
もいます。この映像は、そうした職員の働く姿を通し、
どういう意識や工夫、やりがいを持って仕事をすすめ
ているかを描くことで、これから福祉の仕事に就こうと
考えている方の参考としていただきたいと願い作成い
たしました。今回は高齢者福祉施設を中心に紹介して
います。

全5巻
セット特価

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

¥66,000

¥88,000

商品コード

1029835224

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

1 高齢者福祉施設における看護師 ～自宅に近い看護を目指して～ （13分）

¥14,850

¥19,800

1029835225

2 高齢者福祉施設における管理栄養士 ～おいしい食事で笑顔を～ （14分）

¥14,850

¥19,800

1029835226

3 高齢者福祉施設におけるケアマネジャー ～いつも利用者のそばに～ （13分）

¥14,850

¥19,800

1029835227

4 高齢者福祉施設における介護スタッフ ～笑顔が働く力に～ （11分）

¥14,850

¥19,800

1029835228

高齢者福祉施設における運転、安全・衛生管理、施設の設備管理
～人と関わり成長できる職場～ （10分）

¥14,850

¥19,800

1029835229

巻

5

書名

● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

商品コード

2019年5月
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1

市民後見人養成研修用映像

「利用者の笑顔を支える市民後見人」全2巻
協力：社会福祉法人 墨田区社会福祉協議会／すみだ福祉サービス権利擁護センター
医療法人財団 厚生協会 東京足立病院／社会福祉法人 賛育会 東京清風園
齋藤 敬三（ 市民後見人）／伴 道子（ 市民後見人）／佐久間 令子（ 市民後見人）（2017年制作）

認知症や知的障がいなどにより判断能力に不安のある方の生活
を身近な立場で支援し、権利擁護をする成年後見人の活動は、
今後の地域福祉を考える上で大切なものとなると思われます。
この作品は、市民後見人の実際の活動からその内容や活動する
上での工夫を描き、市民後見人をする上で の参考にしていただ
こうと企画しました。

全2巻
セット特価
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥57,750

¥77,000

1029835199

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

書名

商品コード

1

市民後見人の活動 （15分）

¥29,700

¥39,600 1029835200

2

活動から見る市民後見人の
ポイント （18分）

¥29,700

¥39,600 1029835201

認知症形態別事例集

「認知症とともに生きていく」全2巻
企画協力：社会医療法人財団 石心会 川崎幸クリニック院長 認知症の人と家族の会 神奈川県支部代表 杉山 孝博
医療法人社団 至髙会 たかせクリニック 理事長 高瀬 義昌（2016年制作）

在宅医療では、患者本人のみならずその家族を含めた療養空間
に対するケアが重要です。本作品で実際の在宅医療現場をご覧
いただき在宅医療で自分らしく生きるため、またそれを支援する
ためのヒントを見つけて頂いたら幸いです。

全2巻
セット特価
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥57,750

¥77,000

1029835188

書名

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

商品コード

1

アルツハイマー型認知症
（22分+解説 8分）

¥29,700

¥39,600 1029835189

2

レビー小体型認知症 （24分）

¥29,700

¥39,600 1029835190

2019年5月
● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

2

看護師不足・職員の高齢化に悩む全国の病院へ向けたメッセージ

「て・あーてと福祉用具を活用したある地方病院の取り組み」全3巻
監修：健和会臨床看護学研究所所長 日本赤十字看護大学名誉教授 川嶋 みどり
愛媛県立医療技術大学准教授 健和会補助器具センター前所長 窪田 静
協力：医療法人朝陽会 美須加病院（2016年制作）
看護本来の姿は、患者の回復過程を整え、苦痛の緩和を図ることです。この
作品では、て・あーての技術や福祉用具を使い、患者さんのために何かがした
いと看護本来の姿を求め、ケアを行う姿が描かれています。

全3巻
セット特価
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥82,500

¥110,000

1029835195

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

書名

商品コード

1

患者の治る力を引き出す
～て・あーてを実践する～ （19分）

¥24,750

¥33,000 1029835196

2

福祉用具を活用し仲間が辞めない職場づくり
～ある地方病院の取り組み～ （46分）

¥29,700

¥39,600 1029835197

3

患者の生きる力を引き出す （45分）
～て・あーて、福祉用具を活用した実践例～

¥29,700

¥39,600 1029835198

認知症の人の家族 からのメッセージ

私の介護体験

認知症の人と家族の想い 全6巻

監修・協力：公益社団法人 認知症の人と家族の会 東京都支部（2015年制作）
家族が認知症となることで、その家族はどう対処してよいか分からず、困
惑しきってしまい、解決を求めている状況があります。認知症の人と家族
の会東京都支部で行っている「認知症てれほん相談」には多くの相談が寄
せられています。このDVDは、そうしたご家族にご出演いただき、「老々介
護」「一人暮らし」「男性の介護」「介護離職」「若年性認知症」「終末期」を
テーマにそれぞれの介護過程中での介護への思いや不安、解決方法など
を語っていただき、現在、介護に悩まれている方のヒントにしていただくとと
もに、医療従事者や介護の仕事を志す方たちに、普段は聞くことのできな
い家族の声を聞き、認知症の人やその家族のケアに役立ていただきたい
と企画しました。

全6巻
揃価格
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

¥79,200

¥105,600

同時１アクセス
(本体)

書名

1 「老々介護」高齢の夫を高齢の私が支えて （52分）
2 「一人暮らし」遠距離から一人暮らしの母を介護して （50分）
3 「男性の介護」妻を介護する男性介護者 （50分）
4 「介護離職」夫との時間を大切にして介護離職を選択 （53分）
5 「若年性認知症」若年性認知症の母を介護して （35分）
6 「終末期の介護」父の看取りと育児を同時に乗り越えて （55分）

¥13,200
¥13,200
¥13,200
¥13,200
¥13,200
¥13,200

同時３アクセス
(本体)

¥17,600
¥17,600
¥17,600
¥17,600
¥17,600
¥17,600

商品コード

1029835177
1029835178
1029835179
1029835180
1029835181
1029835182
2019年5月

● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

3

介護福祉実習の現場

認知症の人と初めて向き合うこと 全3巻
企画協力：東洋大学ライフデザイン学部 生活支援学科 准教授 柴田範子
撮影協力：東洋大学／小規模多機能型居宅介護 ひつじ雲／社会福祉法人 美咲会 みずほ苑 （2014年制作）

介護職を目指す大学１年生が介護福祉実習の現場を通じ施設の
利用者、職員から感じたこと・大学１年生に聞いてみる「介護って
なに？」・東洋大学ライフデザイン学部生活支援学科 生活支援
学専攻介護福祉士コースのカリュキュラムの紹介をしています。

全3巻
セット特価
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥82,500

¥110,000

1029835191

同時１アクセス
(本体)

書名

1 ～事前学習編～ （19分）

～実習編①～ （22分）
一問一答編 （8分）
～実習編②～
3
～事後学習編～ （21分）
2

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥29,700

¥39,600 1029835192

¥29,700

¥39,600 1029835193

¥29,700

¥39,600 1029835194

日常生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）促進と生活支援員研修用映像

日常生活自立支援事業 (地域福祉権利擁護事業) 全2巻
企画協力：社会福祉法人 江東区社会福祉協議会 江東区権利擁護センター「あんしん江東」 （2012年制作）

判断能力が少し低下し始め、金銭の支払いや生活費などの払い
出しに不安を感じる方を支援するサービス「日常生活自立支援事
業（地域福祉権利擁護事業）」を社会福祉協議会が行っています。
本映像の第１巻ではサービスを提供する専門員の姿から「日常
生活自立支援事業（地域福祉権利擁護事業）」の概要を、第２巻
では生活支援員の仕事から利用者の生活を守るためにどのよう
な活動を行っているかを描きます。

全2巻
セット特価
巻

1

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥57,750

¥77,000

1029835202

書名

日常生活自立支援事業
（地域福祉権利擁護事業） （22分）

2 生活支援員の仕事 （18分）

同時
１アクセス
(本体)

同時
３アクセス
(本体)

商品コード

¥29,700

¥39,600 1029835203

¥29,700

¥39,600 1029835204
2019年5月

● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

4

観て聴いて感じ取る認知症ケア 全3巻
企画協力：認知症介護研究・研修東京センター 研究部副部長 ケアマネジメント推進室長 永田 久美子
特定非営利活動法人 楽 理事長 柴田 範子
協力施設：小規模多機能型居宅介護 ひつじ雲（2012年制作）

わずか30分の映像の中に、ご本人から観るとどうか、ご家族から
観たらどうか、職員から観るとどうか。職員同士はどうか、生活の
場面作りはどうかなど、いろいろな角度から観たり感じたり考えた
り、話し合えることがぎっしり詰まっています。

全3巻
揃価格
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

¥99,000

¥132,000

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

書名

商品コード

1

食事の場面から就寝の場面まで観て
学ぶ （38分）

¥33,000

¥44,000 1029835185

2

介護福祉士、利用者同士のやりとりを
観て学ぶ （33分）

¥33,000

¥44,000 1029835186

3

さなざまな利用者と介護福祉士の場面
から学ぶ （37分）

¥33,000

¥44,000 1029835187

必見！新たな地域密着型介護サービスの実際

「求められる地域介護サービスと認知症ケア」全2巻
監修：ＮＰＯ法人楽理事長 日本介護福祉士会副会長 東洋大学 柴田 範子
協力：川崎幸クリニック 杉山 孝博／大阪市 立大学 三浦 研 ／岩手県立大学 渡辺 道代

小規模多機能型居宅介護は、「通い」を中心に利用者1人ひとり
の様態や生活パターン・希望などに応じて「訪問」や「泊まり」を組
み合わせてサービスを提供するもので、たとえ、介護度が中重度
となっても在宅での生活が継続できるように支援するものです。
本作品は、この制度とサービスの実際、事例検討に基づく認知症
ケアのこれからを考えます。

全2巻
セット特価
巻

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥24,750

¥33,000

1029835205

書名

同時
１アクセス
(本体)

同時
３アクセス
(本体)

商品コード

1 小規模多機能型居宅介護とは （32分）

¥14,850

¥19,800 1029835206

小規模多機能型居宅介護の実際 （51分）
2 －認知症ケアの理解を深める－ 事例別解説なし
（30分）

¥14,850

¥19,800 1029835207
2019年5月

● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

5

介護福祉士の仕事 全７巻
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、利用者と共にいる介護
福祉士の日常の生き生きとした姿が表現されています。介護の
すばらしさをこの映像から感じ取ってもらえればと願っております。

全7巻
セット特価
巻

〈協力施設〉
社会福祉法人 千葉市社会福祉事業団／社団法人 全国社会保険
協会連合会特別養護老人ホーム 千葉市和陽園／千葉社会保険
介護老人保健施設 ／サンビュー千葉／社会福祉法人 足立邦栄
会みずき／神奈川県ホームヘルプ協会・県央／真鶴町社会福祉協
議会／真鶴町老人デイサービスセンター／株式会社 ニチハイ／サ
ロンドグリーン長沼原／小規模多機能型居宅介護施設ひつじ雲／
特別非営利活動法人 楽

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥77,550

¥103,400

1029835208

同時１アクセス
(本体)

書名

同時３アクセス
(本体)

商品コード

1 特別養護老人ホーム （11分）

¥11,550

¥15,400 1029835209

2 介護老人保健施設 （11分）

¥11,550

¥15,400 1029835210

3 障害福祉サービス （10分）

¥11,550

¥15,400 1029835211

4 訪問介護サービス（生活援助編） （11分）

¥11,550

¥15,400 1029835212

5 デイサービス （11分）

¥11,550

¥15,400 1029835213

6 グループホーム （10分）

¥11,550

¥15,400 1029835214

7 小規模多機能型居宅介護サービス （11分）

¥11,550

¥15,400 1029835215

廃用症候群からの回復

積極的に生きていく～生活を整えるリハビリテーション看護～
企画協力：聖隷クリストファー大学看護学部教授 川村 佐和子／一般社団法人日本在宅看護学会 柏木 とき江
埼玉医科大学保健医療学部講師 大森 美保／国立精神・神経医療センター 水澤 英洋（2017年制作）

○プロローグ①Ｋさんの当時の主治医のお話し～難病であっても
あきらめない看護～国立精神・神経医療研究センター 理事長
水澤英洋先生○プロローグ②Ｋさん（７１歳）の病気発症からその
経過○回復期リハビリ病棟でのＫさんの新たな挑戦○回復に向
けてのケア①○径口摂取に向けてカンファレンス○回復に向けて
のケア②③○成果の確認と次の目標について○Ｋさんの外出、
一時帰宅○生活を整える看護・あきらめない看護
書名

積極的に生きていく
（本編31分・特別映像18分）

同時１アクセス
(本体)

¥33,000

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥44,000 1029835183

2019年5月
● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。

6

社会福祉士の仕事 全７巻
監修・指導：社団法人 日本社会福祉士会 （2011年制作）

この作品は、社会福祉士の幅広い活動を理解させるた
め、全７巻構成になっており、作品を通じ、福祉関係の
仕事をする人に対して（大学、専門学校）興味、関心を
促し、やってみたいという気持ちにさせる、また、まだ社
会福祉士の資格を持っていない、今現場で働く方にとっ
てあらためて社会福祉士の資格の必要性を促す作品に
仕上がっております。
全7巻
セット特価
巻

1
2
3
4
5
6
7

同時１アクセス
(本体)

同時３アクセス
(本体)

商品コード

¥77,550

¥103,400

1029835216

同時１アクセス
(本体)

書名

老人福祉施設で高齢者を支える仕事 （11分）
障碍者に対する自立生活アシスタント （11分）
児童家庭支援編 （11分）
医療機関編 （11分）
地域生活を支える地域包括支援センター （11分）
社会福祉協議会・さわやかサービス （11分）
福祉事務所編 （12分）

同時３アクセス
(本体)

¥11,550
¥11,550
¥11,550
¥11,550
¥11,550
¥11,550
¥11,550

¥15,400
¥15,400
¥15,400
¥15,400
¥15,400
¥15,400
¥15,400

商品コード

1029835217
1029835218
1029835219
1029835220
1029835221
1029835222
1029835223

映画「グローバルヘルス実現のために」
協力：公益財団法人結核予防会／長崎大学熱帯医学研究所／アフリカ児童教育基金の会ＡＣＥF
国立国際医療センター研究所／全国結核予防婦人団体連絡協議会／国際協力機構／ World Health Organization
協賛：沢井製薬株式会社（2017年制作）

世界でも、三大感染症（結核、エイズ、マラリア）をはじ
め、いまだに難しい病気と言われる感染症の制圧、撲
滅にまい進する日本人医師、研究者、エイズに罹った
人々への支援に取り組むボランティアの国際的な活動
を描いています。
書名

映画「グローバルヘルス実現の
ために」 （58分）

同時１アクセス 同時３アクセス
(本体)
(本体)

¥16,500

¥22,000

商品コード

1029835184

2019年5月
● 表示価格は税抜きです。● 動画は印刷・ダウンロードができません。● 監修者・著編者等の所属・役職は発行当時のものです。
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■営業部

http://yushodo.maruzen.co.jp/corp/bases/index.html#gakujo

【首都圏】

〒105-0022

東京都港区海岸1-9-18

国際浜松町ビル

TEL: 03-6367-6080

FAX: 03-6367-6185

【関東甲信越】
神奈川静岡営業部

〒244-0805 横浜市戸塚区川上町85-1

筑波営業部

〒305-0005 つくば市天久保4-6-4

首都圏営業部

〒190-0011 立川市高松町3-1-5

N&Fビル4階

新立川ビル5階

TEL: 045-827-2571

FAX: 045-827-2579

TEL: 029-851-6000

FAX: 029-851-4310

TEL: 042-512-8511

FAX: 042-512-9630

【北海道・東北】
札幌営業部

〒004-8502 札幌市清田区北野6条1-4-60

TEL: 011-884-8222

FAX: 011-884-8250

仙台営業部

〒980-8566 仙台市青葉区一番町2-10-17 仙台一番町ビル3階

TEL: 022-222-1133

FAX: 022-265-7516

盛岡営業所

〒020-0015 盛岡市本町通1-9-14

TEL: 019-654-1051

FAX: 019-654-1359

TEL: 052-209-2602

FAX: 052-209-2614

TEL: 076-231-3155

FAX: 076-231-3299

TEL: 06-6251-2622

FAX: 06-6251-2588

TEL: 075-863-5321

FAX: 075-863-5352

TEL: 078-389-5311

FAX: 078-389-5312

FAX: 086-231-4370

JT本町ビル2階

【東海・北陸】
名古屋営業部

〒460-0008 名古屋市中区栄1-24-15

金沢営業部

〒920-0024 金沢市西念1-1-3

JPR名古屋伏見ビル5階

コンフィデンス金沢5階

【関西】
大阪営業部

〒541-0056 大阪市中央区久太郎町2-5-28

京都営業部

〒616-8533 京都市右京区太秦上刑部町10

神戸営業部

〒657-0856 神戸市灘区岩屋南町4-36

久太郎町恒和ビル4階
大日本印刷（株）京都工場内

岩屋ビル

【中四国】
岡山営業部

〒700-0822 岡山市北区表町1-3-50

TEL: 086-231-2262

松山営業所

〒790-0806 松山市緑町2-10-10

TEL: 089-941-5279

FAX: 089-933-7754

広島営業部

〒730-0037 広島市中区中町7-23

TEL: 082-247-2252

FAX: 082-247-1576

TEL: 092-561-1831

FAX: 092-561-1854

TEL: 095-843-0355

FAX: 095-843-0333

TEL: 096-312-0533

FAX: 096-241-8801

TEL: 098-861-4837

FAX: 098-863-0090

FURUMOTOビル1階
住生平和大通り第2ビル6階

【九州】
福岡営業部

〒815-0031 福岡市南区清水2-15-11

長崎営業所

〒852-8102 長崎市坂本1-8-33

熊本営業所

〒860-0804 熊本市中央区辛島町8-23

沖縄営業所

〒900-0021 那覇市泉崎1-12-7

桜ビル辛島町3F

不動産会館ビル6階

◆お問い合わせ、 ご注文は最寄りの弊社支店 ・ 営業部 ・ 営業所までお願いします。

丸善雄松堂株式会社

学術情報ソリューション事業部

〒105-0022 東京都港区海岸 1-9-18 国際浜松町ビル

Maruzen eBook Library 担当

TEL: (03)6367-6008

FAX: (03) 6367-6184

e-mail: ebook-i@maruzen.co.jp ホームページ：http://yushodo.maruzen.co.jp

