
メンタルヘルス

現代の複雑なメンタルヘルス問題を整理し、

望ましい対応方法をシンブルに提示します。

ンタルヘルス新世紀
～うつ病 見えてきた新たな対策～

監修 /河野慶三  医学博士 (富士ゼロックスい 全社産業医)

近年、職場のメンタルヘルス問題が多様化しています。今までの典型的なうつ病の症状に当てはま

らない患者が増えていること。うつ病がより身近な病気と認識され、ともすれば軽く見てしまう風

潮が広がつていることなどです。それらの背景には、自己診断チェックリス トが普及し自ら精神科

を受診する人が増えたこと、「うつ病は心の風邪」という啓発活動が広く社会に浸透したことなど、

メンタルヘルスを取り巻く状況が変化したことがあると言われています。また、管理職に求められ

るマネジメン トの変化や職場のコミュニケーションの希薄化など、私たちの働き方が変化している

ことも無関係ではないでしょう。

この DVDでは、そのような環境の変化を踏まえた上で、まずはうつ病の特徴を正しく知つてもら

い、管理者、一般社員のとるべき対応の基本 (早期発見 。早期対応～職場復帰)をきちんと学んで

もらいます。また、新 しく注目されるうつ病のタイプの特徴と望ましい管理者の対応方法について

も解説します。このタイプは、今までと同じ対応をとつていては、職場のモラールの低下を招くだ

けでなく、本人の回復にも良い影響は与えません。

研修での利便性を考えDVDチ ャプターを二部構成で区切つています。今後求められる職場のメンタ

ルヘルス対策を新たに提示した画期的な教材です。

PARTl 正しく知ろううつ病の知識 PART2うつ病 新たな対策

●現代の職場が抱える問題

●うつ病の特徴

●声のかけ方

●受容的態度と共感的態度

●職場復帰者を迎える際の注意点

●同僚の立場で心がけること

価格 52,500円 約 35分 字幕版収録 概要説明書付き
※収録内容が増えたため、価格が昨年の告知と異なっています。7~了承願います。

●近年注目されるうつ病のタイプの特徴

●管理者の安易な対応は禁物

●望ましい対応方法

●時には教育・指導が必要な場合も

●エピローグ

企画・製作 自己啓発協会
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メンタルヘルス

今、最も若手社員に求められていること、ス トレス耐性を高めるスキルが身につきます。

新人・ 若手社員のセルフケア
～ストレスと上手につきあうスキル～

監修 /河野 慶三 医学博士 (富士ゼロックス帥全社産業医)

コメンテーター /佐藤 敏子 (キャリアデザインオフィス代表 シエア産業カウンセラー。キャリアコンサルタント)

仕事に慣れていない新人や若手の頃は、自分の能力への悩みや人間関係など、ストレスの種は尽きま
せん。むしろストレスがあるのは当たり前のことです。

ストレスに押しつぶされることなく上手につきあうには、自分自身を変える努力が大切です。
このビデオでは、そのスキルを豊富な事例を基に、わかりやすく解説します。

●職場の中の様々なス トレス

●ネガティブ思考の独り言

●ポジティブ思考のすすめ

●ネガティブ思考の自分を変えるコツ

●もう一歩先ヘ

●相手に働きかける 3つのステップ

●失敗を恐れるな

1職場復帰回

あなたの課に休職していた部下が復帰 (配属)す ることになりました。ど
のような配慮が必要なのでしょう。そのポイントを整理します。

●職場復帰への取組みの意義
●職場復帰支援フログラム

●配慮すべきポイント

●職場の部下にどう伝えるか 他 (17分 )

(18分 )

職場復帰実践マニュアル
このビデオでは人事担当者、管理者 産業保健スタッフのチームワークを
中心に本格的な ドラマで描きます。パーソナリティに起因するケースの対
応など人事担当者と管理職が新たに知つておくべき知識を掘り下げて解説
します。

●最近の半J例
● ドラマ 職場復帰実践マニュアル
●対応困難な事例
●管理職に求められるキャリアサポー ト  (25分 )概要説明書付き

セット価格 147,000円
特別価格①～④各巻 36,750円

価格42,000円 20分

管理・監督者に必要な視点を中心にドラマを描いています。

新・職場のメンタルヘルス 全4巻

①心の危険信号見落としていませんか? ②スムーズな職場復帰のために
―事業者責任と心の健康―

発見が遅llる と「自殺Jこまで及んでしまうことがあるうつ病。周囲の気
づきの重要性を民事訴訟の事例を織りまぜ、わかりやすく解説します。

●自殺とうつ病
●メンタルヘルスケアに対する事業者責任
●気づきの重要性とそのポイン ト
●対応例とそのポイント 他               (20分 )

晰 同 1職場復帰編 PART2

①人材流出を防ぐ③過重労働とメンタルヘルス

●過重労lrlと は ●過重労働対策
●ケーススタディ ]先が見えない

●ケーススタディ 2セルフケア

●組織として Ll要な取り組み

監修 /河野 慶三 医学博士 鯖士ゼロックス船全社産業医)

自殺予防編
|

一安衛法改正のポイントー

ー定レベルを超えた労働時間は、脳 ′心臓疾患の発症リスクが高まること
がわかつています。また、過重労働はメンタルヘルスにも大きな影響を与
えます。安衛法改正の重要ポイントをしつかりと身につけて下さい。

企画・製作 自己啓発協会
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L メンタルヘルス

企画 /財団法人 日本人事行政研究所

監修/折橋洋一部 (医学博士・人事院メンタルヘルス指導委員会委員)

ス トレス社会といわれる現代、ス トレス に対する自己管理、自己防衛

を行うにはどのような考え方 行動が必要なのでしようか。
第 1巻 管理監督者編 (ラインケア)では 部下の変化への気づきの重

要性と部下指導のあり方を、

第2巻 職員個人編 (セルフケア)では、仕事や人間関係のとり方を、

事例を交え案内いたします。

管理監螢者編 ラインケア

第 1巻 ストレスから部下を守れ
I事例 1】 上司がストレス源?

若手メンバー達に任せたプロジエクト。自分の思い通りに進まない

吉田課長は、一方的にプロジェクトの解散を通告する。

I事例 2】 部下のビンチ !

「この仕事は部下に任せたのだから余計な回は挟まない」―見正しそ
うな丼上課長の判断。しかし、任せるのは放つておくこととは違しヽ
ます。

職員個人編 セルフケア

第 2巻 ストップ・ザ・ストレス
【事例 1】 佐藤係長の場合
広報課の佐藤係長は、締め切り間近の広報誌の記事差し替えを上司

に告げられます。さて、どのような対応がス トップ ザ ス トレス

につながるのでしょうか。

I事例 2】 田中係長の場合
どうしても上司の課長とウマが合わなしヽ田中係長。1性格の違しヽもあ
るものの、仕事の進め方や考え方も違い、ストレスに押しつぶされ
る寸前です。さて、人間関係をめぐるストップ ザ ストレスは?

セット価格 60,900円 各巻 33,600円  書巻22分

メンタルヘルスのための

ストレス・ コーピング入Fl
全 3巻

監修/田中 京 (日 本大学医学部講師、メンタル・スキルコンサルタント)

コービングとは、ストレスヘの対処行動のこと (英語でCOPEと は「負

けずに戦うJ「難局に対処するJ等を意味します)。 ソウル五輪シンクロ銅
メダリス トで メンタル スキルコンサルタントの田中京さんが体験lFlを

交え わかりやすく角牢説します。

①ストレスとコービング
基本知識 (ス トレス ス トレッサー ス トレス反応)

4つのコービング

(刺激の除去 軽減/評価を変える/反応を鎮める/社会的支援)他

②ストレス原因へのコーピング
ス トレッサー自体の除去 軽減の方法とその進め方

評価を変えるコービングとは

ス トレスを軽減するセルフ トークとは 他

③ストレス反応へのコービング
急性のス トレス反応とは

職場でできる簡単な トレーニング

探 呼吸 リラックス体操、温感療法、イメージトレーニング)

セット価格 94,500円 各巻 31,500円 各巻約 20分

職場のメンタルヘルスマニュアル全4巻

監修/江花昭― (横浜労災病院 心療内科書5長 )

第 1部 心と身体そのメカニズム～ストレスとは～  (21分 )

激変する社会とス トレス ス トレスとは

ス トレスと身体のメカニズム  ス トレス反応とは

うつ病は誰でもかかる心の病

第 2部 ス トレスマ ネ ジメ ン トと は       (23分 )

～自分の身体は自分で守る～

働く人のス トレスマネジメント ス トレスヘの気づき

ス トレスマネジメント    ひとりで悩まなしヽこと 吐き出そう

焦りは禁物 ゆつくり治そう

第 3音F 職場のコミュニケーシ ョン・マニ ュアル  (21分 )

～ストロークの法則～

変質するコミュニケーション  コミュニケーションとは
ス トロークの法則
3つの私 3つの心

人間は存在そのものがOKである

こじllる人間関係の法則

第 4部  リスニングマイン ドとは
～ラインリスナー・マニュアル～

(24分 )

安全配慮義務とメンタルヘルス  職場のメンタルヘルスケア体制
リスニングマインド  イ頃聴は最大のス トローク

うつ病のサインを見落とすな  ′きの窓を開こう

セット価格 197,400円 各巻49,350円

全 4巻セットをお買い上Iザの方に進呈

指導者用教本 1冊
・ 個人用CD ROM l枚

自己テスト ス トレス&うつ度チェック (採点記録数 15回 )

・附録ビデオ 自律訓練法～標準練習トレーニングマニュアル～  18分

職場のパフォーマンスを高める

『メンタルヘルスケア」要罰鳴の
'ド

イ
タ
:ン ト

監修/野原蓉子 (日 本産業カウンセリングセンター理事長 臨床心理士)

加藤貴之 (lklメ ンティグループ代表取締役 コンサルタント)

部下のス トレスケアは日常のマネジメントで対応できます。

仕事がきちんとこなせる状況にあるか 顧客対応は大丈夫かなど、部下の
コンディションやパフォーマンスを日々の1哉場生活の中で確認しながら、

どのように対応していくかを管理監督者に学んでいただきます。

■CHAPTERl:メンタルヘルスの必要性と基本的な考え方

職場のメンタルヘルス対策 3つの視点/コ ンディションとパフォーマ

ンス/ス トレスマネジメントとは/「いつJ対応するかが大事
■CHAPTER2:職場のコミュニケーションと音5下のコンディション

コミュニケーションの大切さ/声力Чサ/ワ ン オン ワンミーティン

グ (1対 1ミーティング)/情報の共有

■CHAPTER3:不調者の早期発見・早期対応

不調の発見法/相談のすすめ方/医療機関へのつなぎ方

■CHAPTER4:不調者の体職中・職場復帰への対応

休職中の連絡は?/ほ かのスタッフヘの対応 調整 /復帰時の情報提

供/復帰時の対応 /パフォーマンス向上を支援
■CHAPTER5:管理監督者のセルフケア

抱え込み過ぎない/自分のス トレスマネジメント

価格47,250円 付属品 小冊子 (16ページ)約 58分



パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント

パワハラ裁判をご存知ですか?
ここ数年、カロ害者や企業に対して厳しい判決が
出されています :!

ら学ぶ

バワーハラ|スメ
職場のパワハラをエスカレ…卜させないために

監修 /弁護士 江上 千悪子 ∝上法律事務所)

映像教材のねらい

パワー八ラスメントは、相手の人格や尊厳を侵害する言動です。加害者は、たとえ指導・教育のつ

もりであつても、パワハラを受けた側はそのように受け取らないことがあります。そして、加害行

為がエスカレー トするのを周囲も放つておくと、被害者はうつ病の発症や最悪の場合、自殺という

結果を招くこともあります。

この映像教材は、職場で起きたパワ八ラが、訴訟事件にまで発展してしまつた例を紹介して、パワ

八ラの危険性を改めて注意喚起します。従業員が行き過ぎた指導や心ない言動をエスカレー トさせ

ないために、自分自身の言動を振り返ることができ、また、周囲もパワ八ラの兆候を見つけること

ができるようになります。

内 容

■ 指導監督、業務命令のつもりが名誉毀損とされた判例

■ パワーハラスメントの根拠法

■ 社員のうつ病と自殺の原因がパワ八ラと過重な業務にあるとされた判例

■ 労働災害の認定 (心理的負荷の判断基準の改正)

■ パー トタイム社員への退職強要においてセク八ラ等の不法行為が認定された判例

■ 育児・介護休業法違反の影にパワ八ラあり

■ パワ八ラの兆候を見逃さない 【ミニドラマ】
■ もしもパワハラが身近に起こつたら～社内。社外の相談窓口の活用方法～

価格42,000円 25分 字幕版収録 概要説明書付き

企画・製作 自己啓発協会
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EJヾブ|ハラスメント、セクシュアJレハ2スメ
ー

パワーハラスメント防止 セクシュアルハラスメント防止研修教材の決定版 !

なくそうバワーハラスメント墓巻

パワーハラスメント パワハラを起こさなしヽ職場づくり
しrJぃ、させ「Jぃ

監修 /金子雅臣 (労働ジャーナリスト)

「職場のいじめ」の相談件数が増大しています。

もはや自分だけは大丈夫、では済まされないパ

ワー八ラスメント問題。

では、どのような言動がノヾワハラと見なされるの

か、また、上司と部下はお互いのコミュニケー

シヨンで、どのような点に気をつけなければなら

ないのか、事例を基に解説していきます。

く内容〉

畿自己中心型上司

畿過干渉な上司

議事なかれ主義上司

●タイプ別パワハラ対処法

¨

管理職のための

監修 /金子雅臣 (労働ジャーナリスト)

コメンテーター/江上千恵子 (弁護士/江上法律事務所)

被害を受けた本人だけでなく、職場全体の士気に

影響し生産性の低下も招くパワーハラスメント。

また、訴訟にまでなると企業のイメージ低下は避

けられません。

パワ八ラ上司にならないための手法を、セルフ

チェックリス トとアサーションを用いて、ケース

で紹介します。

〈内容〉

●パワハラが与えるダメージ ●パワハラ裁判例

●平成 19年 4月 1日改正男女雇用機会均等法

●職場環境配慮義務 ●パワ八ラセルフチェック

●パワ八ラ上司にならないために
一アサーティブなコミュニケーションー

セット価格 84,000円 各巻 42,000円 各巻 25分 字幕版あり

企画・製作 自己啓発協会
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パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント

職場で起こるハラスメント対策の基礎知識 改正均等法とセクハラ早わかり全2巻

【ディスカッション教材】

パワー・ハラスメント|

監修/岡田康子 (クオレ・シー・キユープ代表取締役)

パワ′ヽラに関する研修が一巡したと思われるここ数年ですが、パワ八ラト

ラブルは一向に減る兆候がありません。「私はこんなことしなしヽ 1と思い

込んでしヽる人が 実際はしていた」という笑えない話も少なくありませ

ん。ビデオに収録されている ドラマを題材に研修参加者で討議すること

で 本質理角馴こつながります。

■【ケース ドラマ 1】 暴力的な上司

■〔ケースドラマ2】 セクノヽラがパワ八ラに
■【ケースドラマ3】 上司よりも部下が年上
■【ケースドラマ4】 女性社員の間で
■【ケースドラマ5】 物流の「現場Jで
■【ケースドラマ6】 女性上司と男性部下
■【ケースドラマフ】腰かけ支社長が直面した事態

価格90,300円 (税込)約 45分

監修/山田秀雄 (弁護士)・ 菅谷貴子 (弁護士)

岡田康子 (クオレ・シー・キュープ代表取締役)

職場で起こる各種八ラスメントの必須知識をドラマ仕立てでわかりやすく

解説します。職場構成員の′ヽラスメン トに対する誤解をほどき そのコ

ミュニケーションギャップを埋めていくためのビントを与える全従業員向

け総合八ラスメント対策教材の決定版。

■八ラスメントの概要

■【ケースドラマ】どこに′ヽラスメントがあつたのか
■【ケース解説】どこに八ラスメントがあつたのか
■何が八ラスメントを生むか
■オフィスで間こえる心の声

■励日害者」と「被害者」の意識のズレ

■ダイバーシテイマネジメントという考え方

価格 90,300円  50分

明るく健全な職場づくりのポイント 1

監修 /岡田康子 (おかだ やすこ)

「パワ′ヽラ」をするのは、管理職とは限りません。同僚や取3先いじめを

する可能性がある一般従業員層 (ブに正規社員を含む)への教育研修にも活

用できます。

隠れたパワ八ラとして社会問題になりつつある「社内 (職場)い じめ」に

ついても解説します。

第 1巻 全社員がパワ八ラ 。社内いじめの加害者・被害者
●続出するパワブヽラ事件

●なぜパワ′ヽラがなくならないのか

●パワ八ラに対するビジネス人の誤解

●組織の合併、雇用スタイルの変化が新しいパワハラ類型を生む

●社内いじめとは何か

●笑い事ではなくなつているいじめの現状

●パワハラ 社内いじめはメンタルヘルスを生み、職場のモチベーシ

ョンを下げる

第 2巻 ケース ドラマ&解説 パワハラと社内いじめ
●ケース ドラマ 1:育児と仕事 ●ケース解説 1:育児と仕事

●ケース ドラマ 2:派遣社員  ●ケース解説 21派遣社員

●ケース ドラマ 3:係長の悩み ●ケース解説 3:係長の悩み

●パワハラと社内いじめを生まない職場にするための心構え

セット価格 94,500円 各巻47,250円  各巻 25分
(DVDはセットのみ。特典映像付き。60分 )

【ディスカッション教材】

監修 /山田秀雄 (弁護士)・ 菅谷貴子 (弁護士)

これはセクノヽラ? それとも一般的なコミュニケーション?「もうそん
なセク八ラする人FoOは いないだろう?Jと世間では思われてしヽても 現実
にはまだまだある古典的なケースから、判断に迷う微妙なケースまでをド
ラマとポイント解説で収録。「こんな場合、あなたならどうする?Jを研
修参加者で討議するための映像教材です。

■【ケースドラマ ]】 女性から男性に対するセク八ラ
■【ケースドラマ21女性側にも問題があると評価されがちなセク八ラ
■〔ケースドラマ3】 男性から男性に対するセク八ラ
■【ケースドラマ4】 会社の体制に問題があり被害が拡大したセク八ラ
■【ケースドラマ5】 それつてセクノヽラ?

■【ケースドラマ6】 今でもなくならなしヽ古典的なセク八ラ

価格90,300円 約45分

監修 /山田秀雄 (弁護士)菅谷貴子 (弁護士)

2007年 4月 に改正さllた男女雇用機会均等法。ビジネス人として押さ

えておきたいポイントを簡潔に紹介します。

第 1巻 改正均等法のポイン ト

●性別による差別禁止の範囲の拡大
●妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

第 2巻 改正均等法とセクシュアル・ハラスメント
●男性へのセクブヽラ 正社員以外へのセク′ヽラ

●是正指導に従わない企業の公表措置

セット価格 84,000円  告巻 42,000円  各 20分
(DVDはセットのみ)

ロングセラー

『社内いじめ」とパワー・ハラスメント全さ巻 セクハラ相談 応対の基本
改正均等法により事業主に相談 苦情窓回の明確化が要請されています。

相談担当者が相談に臨む前に最低限知つておきたしヽ知識として 担当者の

心構え 相談の進め方、カウンセリング マインドに基づく相談者への応

対方法を解説します。

●相談の前に知つておくべきこと

●相談員が陥りやすいミス

●モデルケースでみる相談応対の進め方

ロングセラー

セクハラ相談着口害者ヒアリングの進め方
セクハラ相談窓口担当者向け

監修 /野原蓉子 (日本産業カウンセリングセンター理事長)

協力 /加藤貴之 (コ ンサルタント)

相談窓口にセク八ラの被害が申し立てられたら、その相談を聴くとともに

カロ害者とされる人からも事情を聞き、事実関係を確認しなければなりませ

ん。このビデオは、担当者が相談 ヒアリングに臨む前に知つておきたい

知識として、心構え、相談 ヒアリングの進め方、心理面にも配慮した対

応方法を解説します。

●ヒアリングに臨む心構え

●ヒアリングの進め方①～④

●ヒアリング後の会社の対応

セット価格 79,800円  各巻 39,900円  醤巻 35分 テキスト付



ダイ′ヾ―シティ、ワークライフノヾランス
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男女共同参画推進、ワークライフバランス研修に最適です !

文部科学省選定作品 社会教育 (教材)職業生活一般 (経営と労働)

『活かそう1職場のダイバLシティ(多様性)』

全 2巻
監修/ダィパーシティコンサルタントJヒ尾 真理子・ダィバーシテハキャリアアドバイザー柴山 純

女性社員の活動支援や「仕事 と生活 の調和」を促進する制度 はあるものの、「女性管理職 が増 えない」

「制度利用が進 まない」等 、現場 の悩 み にお応え します。

■映像教材のね らい

私たちの働く環境は、勤務形態、性別、国籍、障がい者の雇用など、従来以上に幅が広がつています。しかし、女性管

理職の害」合についてみると、先進国の中で日本は最下位です。女性が活躍できる職場を作ることには、総論では賛成さ

れているようでも、なかなか進んでしヽない現実があります。

女性の活躍支援、ワークライフバランス (仕事と生活の調和)の実現、八ラスメントの防止に関連して、ダイバーシティ

(多様性)という考え方が、注目を集めています。職場の「多様な個性」を活かすために、管理職にできることとはなに

か?周 りの人々の力を活かしながら、自分自身もいきいきと力を発揮するためには、どのようにすればよいのか?どこ

の職場にでも起こり得る事例を通して、働き方 考え方を見つめ直す意識啓発のための映像教材です。

①一人一人がいきいきと働くために
(全社員向け)

■ 違いを理解する「見える違い」「見えない違いJ

■ 雇用形態の違いによるコミュニケーション ギャップ
～契約社員小泉さんのケース (正社員石坂編)～

■ 男性社員の育児体業～木村主任のケース～

■ 自分自身に対しての固定観念
～研究員田辺さんのケース～

■ 少数派の立場 「Cha enged チャレンジド」

セット価格 84,000円 各巻 42,000円

②多様性を活かすり…ダ…になるために
(管理職向け)

■ 違いを理解する「見える違い」「見えない違いJ

■ 部下の育児体業～中井課長のケース～

■ 女性社員の単身赴任～藤村主任のケース～

■ 雇用形態の違しヽによるコミュニケーション ギャップ
～契約社員小泉さんのケース (松岡係長iFm)～

■ 管理職に求められるリーダーシップ
～辺見課長のケース～

各巻 25分 宇幕版あり 概要説明書付き

DVDを ご購入いただくと、研修でお使いになりたい部分だけを抜き出したDVDを無料で 1枚贈呈致します。抜き出し

を希望する部分のこ指示をいただいてから、約 3週間程度で納品いたします。

企画・製作 自己啓発協会
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ダイノヾ―シティ、ワークライフノヾランス

産体
`育

休ガイ
監修 /河野真理子 (株式会社キャリアネットワーク代表取締役会長)

安藤博子 (株式会社キャリアネットワーク常務瑯設経営企画室長)

渥美由喜 (東レ経営研究所 ダイバーシティ&ワークライフバランス研究部局

今後、産体 育体制度の取得者はさらに増加すると予測され、企業はキャ
リアのある人材を引き止めるための対応や支援策が求められています。こ

の教材は 産体 育体制度の内容と両立のポイントを伝えることで、産体
育休取得者の疑間の解消、不安の低減を図り また 管理職は制度利用者
へ適切に対応するための知識が身につきます。

①産体・育体の基礎知識 (35分 )

●ライフ&キヤリアプランを立てよう

●産体 育体の基礎知識

●働く妊産婦のための制度と復帰後の制度
●妊娠中 安全に通勤するには

●妊娠中の仕事の進め方
●業務引継ぎのポイント

●産体 育休中の過こし方

●出産にかかる費用
●出産に関わる給付金

②仕事と育児 両立のポイント (30分 )

●産後休業 育児休業中の過こし方
●子どもの預け先の種類と選び方
●職場復帰の準備

●復帰後の仕事と育児

③産体・育体への対応と男性の育休 (30分 )

●部下rJら妊娠の報告があつたら

●産体 育体に関わる制度
●産体 育休がもたらす効果

●部内の仕事の見直し―弓晰Lぎの指導
●産体前面談
●復帰後面談

●これからは男性も育体を |

セット価格 126,000円 各巻価格 42,000円   テキスト付

ワークライフバランス
今日 人材活用における基本的インフラとして注目を集めているワークラ
イフバランス。その考え方や実現への道のりをさまざまな年齢 立場の視
点から解説した映像テキス ト。なぜ仕事と生活の両立を実現しなければな
らないのか ?その「気づきJを視聴者に与える。管理者 社員の意識啓発
に最適です。

監修 /佐藤博樹 (東京大学教授)

小室淑恵 (ワーク・ライフバランス 代表取締役)

く前編>なぜワークライフバランスが求められるのか (25分 )

20代独身男性 沢渡恭平の場合
20代独身女性 手塚美香の場合
50代管理1哉 浪岡芳信の場合
30代既婚女性 東山咲子の場合
ワークライフバランスとは

く後編>ワークライフバランスを実現するために   (15分 )

介護と仕事の両立

l・lき方を変えてみる

育児と仕事

特興映像 (10分 )「収録内容のまとめ」
「全視聴者向け監修者メッセージ」
「人事・教育担当者向け監修者メッセージ」

価格 90,300円 約 50分

団
育児 介護体業法対応

則
管理職、経営者向け

ドシリ■ズ送:』 ■| ‐
ポジチをブ,アクシヨン■
監修 /佐藤博樹 (東京大学社会科学研究所教授)

/河野真理子 (キ ヤリアネットワーク代表取締役会長)

多くの企業で格差の解消に向けて様々な取り組みが行われていますが、男
女労lel者間の格差は解消さllた とは言い難い状況です。その大きな原因は
「どうせ辞めてしまうから」「女性だから」としヽう管理職の固定観念にあり
ます。本DVDは管理職の意識とコミュニケーションの違しヽで女1生の意識
がどのように変わつていくのかを ドラマで描きます。

●管理者の固定観念 ●中長期で育てる女性のキャリア

●有能な人材となる女性社員 ●部下を育てるマネジメント
●意欲を失う女1生社員    ●管理者へのメッセージ

価格 63,000円 約 30分

ワニクライフバランス実現のためのマネジメント
管理職が主体となつたワークライフバランス実現のポイントを解説。

監修 /佐藤博樹 (東京大学教授)

小室淑恵 (ワーク ライフバランス 代表取締役)

ワークライフバランスは、会社の制度を充実させるだけでは実現できませ

ん。カギを握るのは、管理職の職場での取り組みです。ワークライフバラ
ンス実現のために、管理職は組織全体の働き方を改革する必要がありま
す。仕事の効率化、能力開発、低下した部下の意欲の高め方 円滑な社内
コミュニケーションと情報共有など、管理職がワークライフバランスを実
現させるために取り組むべきポイントをドラマ形式で解説します。

価格 90,300円  約45分  集合l形の際教llと して活用できる「付録テキストJ引 部同封

多文化チームを率いるグッド・ボスの条件

多 文 fヒチ ‐ ム
|マ

ネ ジ メ ン ト 1ん

'編

L
～グローパル・ダイパーシテイの理解と戦略的活用のために～

全 3巻

Course I グローバル・ダイブヾ―シティ入門
～組織の多様性を競争力に変えるために～ (25分 )

P「o og∪e タイバーシティとは
Sess on]多 文化の進展とビジネス戦略
Sess on 2 多様な仕事相手とどう働くか ?

Sess on 3 グローバル コミュニケーションの原則

価格 52.500円 ワークシー ト (1部付)1,575円

Course Ⅱ グローバル・コミュニケーション アジア編
～ナショナルスタッフと信頼関係を築く為に～ (36分 )

P「o ogue 赴任先でよく起きる トラブル
Ses● on l 赴任者たちの現実-3大悲願とフラス トレーションー

Sess on 2 多文化チームを率いるリーダーに求められるマインド
Sess on 3 アジアで働く人々の仕事観
Ses● on 4 ナショナルスタッフのモチベーションを引き出すポイント
Ses● on 5 良好な人間関係をスター トさせる振る舞しヽ
Sess on 6 ナショナルスタッフと信頼関係を築いていくために

価格 105,000円  ワークシー ト (1部付)1,575円

Course Ⅲグローバル・リーダーシップ アジア編
～多文化チームの生産性を高める為に～ (56分 )

P「o ogue 多文化チームを率いるグローバルリーダーとは
DLPl Commu∩ caung the Message:意 味を伝える
DLP2 Engaging:本 目手を巻き込む
DLP3 Team Wofttng iチームでlelく

DLP4 Co aboraung i協働する
DLP5 Respecing Drfe「 ences:違いを尊重する

価格 157,500円  ワークシー ト (1部付)1,575円
セット価格 315,000円



新人、中堅、ビジネスマナー

酪:接到こ活かすユニ′t‐サルサ7ビス会:薔

監修 /紀薫子 (全国ユニバーサルサービス連絡協議会代表)

全国ユニバーサルサービス連絡協議会

ユニバーサルサービスが今、企業、自治体等に求められています。八― ド

面の整備に注目が集まる一方で接客 接遇サービスとしヽつたソフト面は遅
れています。本コンテンツはユニバーサルサービス実践のために必要な相
手の気持ちの理解と具体的な接客方法について解説しています。

第 1巻 ユニバーサルサー ビスの基礎知識
―高齢者・妊婦の方への接遇―

●ユニバーサルサービスの基本
●高齢の方への接客
●妊婦、お子様連れの方への接客
●内部疾患のある方への接客

第 2巻 ケーススタデ ィー I

―視覚 聴覚障がいのある方への接遇―

●視覚障がしヽのある方への接客
●盲導犬を連llた方にどう接するか
●聴覚障がいのある方への接客

第 3巻 ケーススタデ ィー Ⅱ
―肢体不自由者、知的 精神障がいのある方への接遇―

●肢体不自由のある方への接客
●知的 精神障がいのある方への接客
●外国人の方への接客

(28分 )

(30分 )

(28チ ))

付録 シナリオ

刷

“

ヨ

中国人観光客 接遇マニュアJレ

監修 /阿部美樹 (―心コンサルティング&バー トナーズ)

企画協力/日本政府観光局

中国人観光客に対してどのような対応をすれば良いのか頭を悩ませている
現場は多いのではないでしょうか。このDVDでは 中国人観光客にどの
ような行動特性があるのか ?どんなサポー トを望んでいるのか ?を解説し
た上で、販売業務を中心とした接遇のポイント、トラブル防止対策 指さ
し会話カー ドの具体的な活用法を紹介します。

●中国人観光客を知る

●接遇のポイント ケース ドラマ&解説
●覚えておきたい中国語と指さし会話カー ド
●指さし会話カー ドを活用した応用例
● トラブル防止対策

●中国のお客さまに喜ばれる心遣い

価格 94,500円  55分 (本編 38分 特典映像 1フ 分)

付録 指差し会話カー ド (5セ ット付)、 POP用データ集

剛

ケーススタディで撃ぶ報運相の基本
監修 著 /糸藤正士 (日本報連相センター代表)

なぜ成果が上がらないのか―それはコミュニケーション不足、報連相の未
熟さに問題があります。上司と部下が一体となって、お互いに情報を共有
し、思いを共有する。そんな職場づくり 組織風土作りを目指すために、
お役立てくださしヽ。

価格 38,850円  70分
活用の手引き・書籍『上司と部下の真・報連相』10冊付き

あなたの常識・良識は大丈夫?!

監修・解説 /自沢節子 (ビジネスコンサルタント)

①社会人として身につけたしヽマナー

派手fJ装いでおしゃれして出勤、だらしな_l服装で出勤 他
②心得ておきたい仕事の取り組み方

仕事がうまくいかず、気分が乗らないとき―自分で気分転換 他

③知つておくべき社内 外でのモラル
□頭連絡のみで行動予定表に記入しなかつた一文書化されていないル
ール 他

価格 47.250円  45分

監修 /マネジメントサービス センター

①ビジネスマナーの「こころ」編
②あいさつ。言葉遣い編
③立ち居振る舞い。身だしなみ編
④職場のルール・仕事の進め方編
⑤来客応対と他社訪問編
⑥電話・携帯電話編
⑦電子メール・PC・ ネチケット編
③冠婚葬祭・贈答・接待 (会食とバティー)編
⑨国際人としてのビジネスマナー編
ビデオセット割引価格207,900円 各巻26,250円  告巻 15～ 17分

DVD価格 (全 9巻を 1枚に収録)207,900円

セット価格 126,000円 各巻42,000円

セルフモチベーションアップ教材

こうすればやる気が生まれる !全2巻

監修 /菊入みゆき、」TBモチベーション

やる気ひとつで職場人生は大きく変わります。「やる気」が生まれるまで
のプロセスをケーススタディ形式で解説します。

①やる気が生まれる処方箋 I

ケース 1 ちょつとしたことでナーバスになつてしまうAさん

ケース 2 異動先で成果が出せない Bさん

ケース 3 不慣れな仕事に再挑戦を命じられた Cさん

②やる気が生まれる処方箋Ⅱ
ケース ]指 導べた、部下の「やる気」に水を挿しているDさん
ケース2 自分にあつた仕事とは思えない Eさん

ケース3 職場環境の変化についてしⅥすない Fさん

セット価格 84,000円 各巻 42,000円  各巻 22分
(DVDはセットのみ)

新入社員のための

社会人やつていいこと・ 悪いこと

こんなときどうする?仕事のマナ=金 3巻 実践′ビジネスマナーのすべて 金時
「人とのコミュニケーションが苦手J「職場になかなか刷‖染めないJそうし

た新時代の若者に 社会人としての基本マナーを教える画期的な教材が登

場。一企業人としてだけでなく ―社会人として世の中に通用する人材を

育てるためにぜひこ活用ください。

①[電話編]電話上手になることがプロヘの近道 ||
②[コ ミュニケーション編]ひと声、ひと言が職場を変える、一日を変える

③[職場の基本マナー編]信頼される社会人になるために必要なものとは ?

価格 63,000円 各巻 30～ 40分 別途確認テス ト有 (有料 )

]0



ための人事評価DVD F冒 全2巻

人事評価の際に直面する具体的なケース ドラマを営業 管理 製造の3編

収録。「部下の行動をどのように評価するのわJを評価者の立場にたつて

実践的に学習するディスカツション用教材です。

■ビデオの使用にあたつて

ロデイスカッシヨンケース 1 営業部門

■ディスカッションケース2 管理部門

■ディスカッションケース3 製造部門

◆特典映像 :事実の確認シー ト

◆特典映像 i収録内容のまとめ

価格 90.300円 約 50分  テキス ト有り

先輩・上司のための

『成果を生み出す新入社員」の育て方全2巻 管理者としてやつていいこと・悪いこと
部下は上司の画動を見て育つ |

被評価者のための評価面談の基礎知識
監修 /河合克彦 (河含コンサルティング代表取締役)

石橋 薫 (河含コンサルティング コンサルタント)

評価者だけの教育では信頼1生 納得性のある人事評価はできません。評価

の信頼性を向上させるには、評価者だけでなく被評価者も意義や目的を理

解することが重要です。本DVDは被評価者に積極的に評価に関わる意欲

を持たせます。

第 1部 ケース ドラマ「評価パワーを活かす」
●評価は役に立ってしヽる?

●評価は受けるもの ?
●評価のパワー ]:能力開発

●評価のパワー 2:コミュニケーション&モチベーションアップ

●評価のパワー 3:価値観の共有 人事評価の意義

第 2部 ポイン ト解説「評価パワーを活かすために」

価格90,300円  40分 付録テキスト付き

【ディスカッシヨン教材】

―次評価者の

監修/本間正人 (Learnology lnternaJona代 表)

新人の早期戦力化はすべての企業における至上命題。新人をいかに指導

し、成果を出させるか、コーチング理論をベースに紹介します。

1 新人の可能性を引き出す

〈PART]〉 新人はあなたを見て育つ

くPART2〉 新人指導の「ああ カン違い IJ

〈PART3〉 自立型社員に育てる (信 じて、認めて 任せてみる)

2新人の問題解決を支援する

くPART]〉 コミュニケーションを深める

(質問のスキル /傾聴のスキル /承認のスキル)

〈PART2〉 目標達成 問題解決を支援する (GROWモデル)

セット価格 31,500円 各巻 15,750円  各巻 25分

部下の実力を高める実践 0」T
プロセスの中に育成課題が見える

監修・出演 /松下直子 (株式会社オフィスあん代表取締役)

企画協力/茅切伸明 (株式会社ヒューマンプロデュース・ジャバン代表取締役)

部下指導を担当するリーター 管理者に 部下の仕事のプロセスの中から

成長課題を見出し指導 育成することの大切さを、ケースドラマを通して

理解してしヽただく教材です。「プロセス重視のOJ TJは部下の実力を大

いに高めます。

価格 52,500円 約 55分

人材開発、管理者教育

]]

則

歩薇酵ぶ人事考課の基本と実践
監修/山本信夫 (エ スコンサルティング代表)

企画協力 /茅切伸明 (いヒューマンプロデュース・ジャバン代表取締役)

撮影協力/日栄加工l■l

本DVDは 、考課者間での '甘い辛しヽ などの不公平をできるだけ出ない
ようにするための「考課者劃練」用の教材です。実際に登場人物の考課を
してもらい その後 解答 解説のコーナーを視聴することで、人事考課
の基本的な考え方、考課方法を学ぶことができます。

PARTl ドラマ人事考課 と |よ (7分 )

PART2 営業 田中課長の場合  (41分 )

PART3 経理 山田課長の場合  (35分 )

PART4 製造 本田課長の場合 (36分 )

価格 98,700円  119分 テキスト10冊付

一次評価者のための

人事評価入
監修 /河含克彦・石橋 薫

部下を活かし 組織を動かすマネジメント ツールとしての人事評価を、

一次評価者向けに解説します。

第 1巻 評価者な ら知 つておきたい基礎知識
評価は管理職の本源的な役

=J/評
価の目的/評価をどう進めるか/評価

で陥りやすいエラー

第 2巻 評価をどのように実践 するか

評価で大切なこと/目標設定時の面接 /フ イードバック面接

セット価格90,300円 各巻45,150円  各巻 20分
(DVDはセットのみ)

監修/躊方貞了 (アクテイフ経営研究所所長)

企画協力/茅切伸明 (ヒ ューマンプロデュースジャバン代表取締役)

「新入社員をせつかく教育しても、いざ職場に配属になると、元の木阿弥
にIJつ てしまう J。 企業の人事担当者の方からこんな言葉をよく耳にし
ます。本DVDは、係長～部長職を対象として、管理者のあり方 基本に
つしヽて自ら見直すことを目的としています。上司として「部下にどう見ら
れているか」を意・ilして頂く、きつかけ作りにこ利用ください。

Partl管理者の言動を部下は見ている

Part2部下とどのようにコミュニケーションをとればよいのか

Part3管理者のあるべき姿とは

価格52,500円  55分 活用の手引き付

成功するフアシリテーション 全2巻

監修/堀 公俊 (組織コンサルタント、日本ファシリテーション協会会長)

協力/日本ファシリテーション協会

皆が自分勝手な発言ばかりする。議論がグルグル回つて結論が出ない。誰
も納得しておらず決めたことが実行さllな しヽ一そんな会議睦歯まされてい

ませんか ?これからのビジネスマンに必須のスキルであるフアシリテー

ションの基本を会議運営の事例で解説します。

第 1巻 ファシリテーションの基本を知る

第 2巻 ケースで学ぶファシリテーション

セット価格84,000円 醤巻42,000円  各巻20分
(DVDは セットのみ )



人材開発、管理者教育

課是題解決をカロ速する「論理的思考」全3巻

監修 /佐藤允― (自己啓発協会会長)

現在のように環境が ドラスティックに変化する時代には、従来にない
新ししヽ困難な問題、企業 団体の生存そのものが問われるような深亥l

な問題が起こつてきます。こうした新時代に対応するには、根本的
総合的な問題解決力、企画力、構想力が求められます。このシリーズ
全 10巻では、「問題Jを理論的アプローチによつて

｀
発見'し、

・
戦

略思考
'に基づいて解決する方法論をやさしく、わかりやすく解明。思

考パターンを着実に変えさせ、発想力をも体得できます。
「問題解決理論」の第一人者=佐藤允―の責任監修による同理論初のビ
デオ教材。

① 情 報 と問題 ―問題意識をもって、情報収集をする―  (21分 )

●問題意識とは ●情報処理とは ●判断力とは ●戦略発想とは

②問題の種類―問題にはどのようなタイプがあるか― (21分 )

●発生型―逸脱 未達問題
●探索型―改善 強化問題
●設定■l一 開発 回避問題

③ 問題 の構 造 ―問題を確定し、その構造を解明する―  (24分 )

(1)入力 (手段)(2)プロセス (活動)(3)外舌t(4)制約条件

④原 因 と対策 ―問題点を整理し、解決策をまとめる―  (25分 )

(l)権限内 外の問題点とは

(2)戦術 戦略レベルの根本策とは

(3)対策の優先順位は

セット価格 147,000円 「図解・問題解決入門」(ダイヤモンド社)1冊付

「戦略思考による問題解決J(シ ステム アプローチによる問題解決)の
真の目的は 学問的な知識を与えることではありません。「原理Jを「応
用Jし、「理論」に基づしヽて「実戦Jできる・

社会人としての能力 を
身につけることにあります。ここでは3タイプの事例を提供。個別的
な対応副練を通して「事実を扱うJ実戦的能力を磨しヽて下さい。

発 生型 の問題 ●全 2巻
第 1巻 問題の分析 (34分 )

第 2巻 対策の立案 (28分 )

大洋商事(株)の貿易課。岩切課長代理は入社 2年目の松島の仕事を見
て、つしヽどなった。松島は優秀な商社マン 有壁がO」 Tで指導してき
たIよ ずなのに 。この実態を知つた新田課長の問題分析と対策の立案
は?

探索型の問題 ●全 2巻
第3巻 問題の分析 (38分 )

第4巻 対策の立案 (24分 )

新支庁舎の建設工事を受注した足立建設 関東支店。社内 支店の期待
のもと、青山作業所長を責任者に着工。ある日 作業員が足場fJら転落
したが幸い軽傷。無災害記録は続いてしヽるものの 。青山所長は ?

設 定 型 の 問題 ●全 2巻
第 5巻 問題の分析 (34分 )

第 6番 対策の立案 (27分 )

包装用木箱の製造では伝統と実績を誇る株)山野製作所。親会社の課長
から経営合理化を提案さltた社長は、新規開発の事業として、外食産
業への進出を計画するのだが 。3年後の黒字化に向け、問題点と対
策は ?

セット価格 252,000円  問題別2巻セット94.500円

監修/株式会社 サイコム インターナショナル
学習形態 eラーニング (イ ンターネット配信)またはDVD
ビジネスを巡る複雑で不明確な課題やニースを整理するためには論理的な
思考能力が欠かせません。また 顧客をはじめ社内外のパー トナーと仕事
を進めていくには 相手への論理的な説明をするためのコミュニケーショ
ン能力が必要となります。

1論理的思考の基礎スキル (映像 :20分 )

論理的思考の基本スキルとして「MECEJと 「演繹法J、 「り尋納法」を
解説します。これらのスキルは、企画立案、課題発見などはもちろん、
文章作成や説得 説明など ビジネスばかりでなく日常のコミュニケー
ションや生活においても非常に有用です。

2問 題解 決 の技 術 (映像 :30分 )

ビジネスで起こりうるさまざまな問題に関して、論理的思考のスキル
を活用し 最適な解決策を導き出すための「問題解決の技術Jを解説
します。複雑で漠然とした問題を、より具体的で細かな問題に分解し、
優先的に取り組むべき重要tJ課題を特定するための手順を学びます。

3伝 え る技 術 (映像 20分 )

コミュニケーションや説得 説明に際して、論理的思考のスキルをど
う活用するのか、「伝える技術」を解説します。「ピラミッド ス トラ
クチャー」を使ってメッセージとその根拠 コミュニケーションを構
造化する手順を身につけてください。こllに よつて 相手に自分の意
思をわかりやすく伝え、提案を効果的に行うことができるようになり
ます。

eラーニング :3巻セット21,000円 /人
標準学習B寺間 12時間
受講期間 :3ヶ 月
DVD:セ ット価格 78,750円  各巻 26,250円
付属ツール 受講者用テキス ト告巻 1冊付き
追カロ購入 受講者用テキスト 各 1,575円 /冊

問題解決のための「思考と技術」全3巷

監修 /齋藤嘉則 ((株)ビジネス・コラボレーション代表 )

問題解決のための 2つの思考と2つの技術 そしてそれらを総合した 1つ
のプロセスを具体的事例で解説します。経営者から一般社員まで、論理思
考と問題解決力を身につけるための社内研修ツールとしても最適です。

第 1巻 思考 編 〈ゼ ロベ ー ス思考 〉〈仮 説 思 考 〉 (約 20分 )

■ゼロベース思考
既成概念を打破するァ′自分の狭しヽ枠の中で否定に走らない/顧客に
とつての価値を考える

■仮説思考
アクションに結びつく結論を常に持つ/結論に導く背後の理由やメカ
ニズムを考える/「ベス ト」を考えるより「ベターJを実行する

第 2巻 技 術編 〈MECE〉 〈ロジ ック ツ リー 〉  (約 20分 )

■ 14ECE
「モレJによって的を●lしていIJいか?/「ダブリJによつて効率を阻
害していないか?/MECEで とらえ、最後に優先順位をつけている
か?/3Cの フレームワーク

■ロジックツリー
ロジックツリーで原因を追及する/ロ ジックツリーで解決策を具体化
する/ロ ジックツリーを作る

第 3巻  プ ロセ ス編 〈ソ リュー シ ョン・シス テ ム〉(約 25分 )

■課題の設定
主要課題の設定―「何か」と比較する/個別課題の設定―背後のメカ
ニズムを考察する

■解決策の仮説

1固別解決策はコントロール可能か/総合解決策は全体の資源配分を考
えているか

■解決策の検証 評価
個別解決策の検証′/総合解決策の評価/′ 〈ソリユーション システム)

シー ト
セット価格 113,400円 (DVDは セットのみ)各巻 37,800円

世界に羽ばたく理論体系
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コンプライアンス、リスクマネジメント、クレーム対応

私たちのコンプライアンス
今、求められる一人ひとりの責任ある行動 ‐

実践 :ビジネス,コンプライアンス全2巻

監修/田 中宏司
企画協力 /経営倫理実践研究センター

今は企業のコンプライアンス意識が問われる時代。ちょつとしたことが大
種となり企業の不祥事として世間から厳しく糾弾さllて しまいます。普
段、何気なくしていることや「これくらいなら 」と思つてやったことが、
実はコンプライアンス違反だつた 。そのようなことにならないよう上
司 部下が一緒に学ぶ教材として、ぜひこ活用ください。
このような行動はコンプライアンス違反です ||

●個人情報を安易に扱う
●昼休みを '自分勝手'に延長する
●会社の無断情報を無断で持ち出す

価格47.250円  75分 活用の手引き付

自治体版

職場でのリスクマネジメント
～あなたのリスク感応度は大丈夫 ?～

「問題提起編」
ニュータウン開発計画事務所に勤務する東さんは、大学時代のサーク
ル仲間と居酒屋で楽しくお酒を飲んでしヽます。そこで偶然、取引業者
の社長と出会う 。しヽくつかの事例を見ていただきます。事件 事故
につtJがりそうな「リスクの芽Jを発見してください。  (20分 )

「解決編」
「問題提起編Jの映像を振り返り、どのシーンに「リスクの芽Jがあっ
たのか、またこれらの問題を放置するとどのような事態に発展する恐

(20分 )

(20分 )

れがあるのかを解説します。

DVD価格 35,000円  VHS価格30,000円  50分
(30,))

監修 /中島 茂

長く企業のコンプライアンスや危機管理 トラブルに関わつてきた監修者
が、ビジネス人として知つておきたいコンプライアンスの「標語Jをケー
ス ドラマで紹介します。

第1巻 【ケースドラマ&ケース解説】I

■社長を守つて、会社を演す
■まつすくに上を向かせるたこつぼ組織
■「お察し社会」が会社を滅ぼす

第2巻 【ケースドラマ&ケース解説】Ⅱ
■人は魔がさすミスをする
■人はパンのみにて生きるにあらず
■「不正Jは急に止まれない |

セット価格 90,300円 各巻45150円
(DVDはセットのみ。特典映像付き 50分 )

こうして乗り切る !クレTム
―タイプ別苦情応対法―

ツールは多様化していますが ことクレームに関しては、音も今も
話」。苦情応対のコツを解説します。

●増加し続けるクレーマー

●クレーム電話応対の心構え
●タイプ別

(1)直情径行
(2)世論代弁 提案
(3)情報武装

(4)模倣
●個人情報の開示請求への応対

価格40,950円  30分

電話

市電

ビジネス電話応対シリ…ズ全3巻
応対の基本からクレーム応対まで

監修 /財団法人日本電信電話ユーザ協会

「ビジネス電話応対」は 基本ができてしヽれば怖くない |

応対の基本を身につけクレームを防止、会社のイメージアップをはか
る

第 1巻 会社の印象を良くするビジネス電話の基本 (35分 )

●電話の受け方●電話の力Чサ方●携帯電話を使う時
●良い印象を与える電話応対●電話応対シミュレーション

第 2巻 クレーム電話応対 基本編 (30,))
●クレームを生む電話応対 :その 1●言葉遣いを身につける
●クレームを生む電話応対:その 2●電話応対シミュレーション

第 3巻 クレーム電話応対 実践編       (30分 )

●二次クレニムを防ぐ●人 時間 場所をかえる
●クイックレスポンスの重要性●クレームに感謝する
●電話応対シミュレーション

セツト価格 151,200円 各巻 50,400円

監修/田村直義 (イ ンターリスク総研)

①企業倫理ヘルプライン制度の構築 (25分 )

「社内相談 通報窓回はどう作ればしヽい?J

②窓口に告発が !緊急時の対応策 (25分 )

「窓口に告発が寄せられた |その後、どうする ?」

セット価格 81,900円 各巻 40,950円
(DVDはセットのみ)

企業を救うヘルプライン 全2暮 信頼される公務員 モラル・倫理編

労務管理者のための 職場の法律

③公私を混同しない ④公務員として誇りを持とう

監修/浅丼 隆 /横山泰― /定政晃弘

①職場にまつわるさまざのな法律
●管理者の権限と義務
●労働関連法規の概要
●労lel契約法の誕生と多くの法改正
●知っておくべき1哉場の法律 ]労 働時間
●知つておくべき職場の法律2 残業拒否
●知つておくべき職場の法律3 休日と年次有給休暇

②雇用の多様化に伴う職場の法律
●パー トタイマーの労務管理
●育児 介護休業制度
●派遣社員の労務管理

●偽装請負

特典映像 (10分 )

価格 99,750円  55分

(25分 )

(20分 )

監修 企画協力/自沢節子 (ビジネスコンサルタント)

近年の公務員のモラル 倫理に関する不祥事を踏まえて、公務員のあるべ

き姿を明確に教える内容です。付属のシー ト記入とDVD視聴を組み合わ
せて効果的な教育ができます。

①住民の視線は厳しい   ②自分に厳しくあll

]3

価格 52,500円 約 44分 活用の手引き付き



安全衛生、新人、ヒューマンエラー

則
八ガにやん教授の自分でできるヒューマンエラー対策 PART2

安ぃ騨噂リスク|ホメガスタシス理論からの警告
全 3巻

監修・指導 /芳賀 繁 (立教大学現代心理学部心理学科教授 博士)

日進月歩で進化する安全対策。だがなぜ事故はなくならないのか ?安全対
策を無効にするものとは ?あのネコつぱい教授が再び教壇に立つ |

第 1巻 安全対策と安心の落とし穴 (25分 )

●リスクホメオスタシス

●リスク補償行動の要因

●リスクロ標水準

●リスクとの共存

第 2巻 不安全行動とリスク補償行動 (25分 )

●うつかリミスとヒューマンエラー

●不安全行動
●不安全行動の心理

●リスクの語源

第 3巻 不注意 と安全への動機付 け (15分 )

●注意と不注意
●安全への動機づけ

セット価格 149,625円 各巻49,875円

ルァルを守つて安全 健康
企画・製作/安全衛生映像研究所

新入者が起こした災害事例約20事例をイラストと再現映像で示し 新入
者員の行動特性を分析し、なぜ安全ルールを守らなくてはならないのか、
なぜ職場のマナーが大切なのかをわかりやすく解説します。
新入社員の行動の特徴

①学校 (学生)と社会 (人 )のはざまにいる
②企業を知らない

③工場及びその内部を知らない

④働いている人を知らなしヽ
⑤仲間とのコミュニケーションができていない
⑥するべき行動がわからない

⑦使用する言葉がわからない

③工場内のルールを知らない
③危険な場所がわからない

出典/安全衛生バトン研究会 菊池昭氏

価格 52,500円  18分

則

5Sで差がつく !

現場の安全      |
品質・整理・整頼・清掃 :湊潔・習慣化

5Sは、肝心の現場作業者の協力なくしては 絵に描しヽた餅となり、しヽつ

までも掛け声だけで、実現はしません。しかも 現場作業者の個性は良き
につけ悪しきにつけ、まちまちです。そうした個性豊かな作業者の心を動
かし、協力を仰ぎ、5Sと しヽう一つの方向に向かわせることを可能とする

のが本 DVDです。

●作業者の目線で 5Sを解説

●散らかつた現場から一つ一つ片付けられる過程をカメラが追う
●清掃 清潔が自分たちのプライ ドの表れであることを実感
●習慣化 (躾)ある作業者さんの生き様、こだわりを紹介

価格 50,400円 24分

ハガにゃん教授の自分でできるヒューマンエラー対策 PART3

蛭 は 辞 轟 鳥 動 違 い
。

物 意 れ 全L彗■ |
監修 指導 /芳賀 繁 (立教大学現代心理学部心理学科教授 博士)

勘違い 物忘れは誰にでも覚えがある とでも身近なヒューマンエラーで
しょう。大事故の誘因となる可育ヨ性としヽう点で 特に注意をしなければな
らなしヽのがベテラン 熟練者のうつかリミスです。仕事の熟練度が高しヽま
ど 広い知識と豊富な経験があるほど、勘違い 物忘れが発生しやすいと
しヽう人間の特性があるからです。

第 1巻 勘違い ～メカニズムと防止策～

●認識と勘違い
●プライミング効果
●知識スキーマの落とし穴
●防止策

第 2巻 物忘れ ～メカニズムと防止策～

●ヒューマンエラーと物忘れ
●展望的記憶と自発的想起
●行為スキーマの落とし穴
●防止策

セット価格 99,750円 各巻49,875円  各巻25分

ハガにゃん教授のヒユーマンエラー対策10
全 3巻

監修・指導 :芳賀 繁 (立教大学現代心理学部心理学科教授 博士)

第 1巻 ～事故頻度 トップ3の対策編～ (27分 )

プロローグ ～ヒューマンエラーとは～

1指差呼称をしよう     3機 械の恐さを認識しよう |

2転倒を防ぐ歩き方をしよう

第 2巻 ～安全対策の基本編～ (22分 )

4職場はまず4Sか ら        6基 本的なルールを守ろう
5正しい服装と保護具を身に付けよう 7注意表示を守ろう

第 3巻 ～日頃の心がけ編～ (21分 )

8不安全行動を黙認しない  10ベ ストコンディションを保とう
9不安全な状態を放置しなしヽ

セット価格 149,625円  各巻 49,875円

則

醜轟ぶヱ滋轟塁Tの村饗警
すべての作業者の皆さんを対象に、分かっているようで分かつていない
ヒューマンエラーとは何かを作業者の目線に合わせて、解説します。誰も
が共感できる自動車運転を,‖ことり、労働災害とヒューマンエラーの相関
関係を分かりやすく解説してしヽます。

価格 50,400円  28分

(躾 )
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安全衛生、新人、ヒューマンエラー

安全衛生基礎シリァズ 全o巻

新入社員を始め、一般社員をも対象とした基礎教育用ビデオ教材です。安

全衛生の知識教育を通じて、社会の一般的な常識問題も取り上げました。

第 1巻 コミュニケーシ ョンか ら始めよう
～挨拶、そして報告、連絡、相談～

挨拶 報告、連絡、相談などのコミュニケーションがとれていないと、
作業は 安全 快適に進められないという事例をユーモラスに示す。

第 2巻 か つこいい職場 に しよう
～4S―整理 整頓・清掃 。清潔～

4Sは、職場で欠かすことができない「基本的な事項J。 清掃清潔も、
品質 安全 健康などに深く関わつていることをドラマで分かりやす
く示す。

第 3巻 ルールを守ろう !あなたのために
～職場のルール、マナー～

自分や仲間を守るためのルール マナーのさまざまな行動例をコミカ

ルなタッチで構成。

セット価格 42,000円  各巻 15,750円  各巷 8分

[改訂版]

安全衛生保護具を正しく使おう 不安全行動と災害 瑚眼害はな縫きた11
●頭を守る保護具=保護帽

●眼を守る保護具=保護めがね

●耳を守る保護具=耳栓 耳覆い

●呼吸用の保護具=防 じんマスク、防毒マスク、送気マスク

●手を守る保護具=保護手袋

●足を守る保護具=安全靴 作業靴 プロテクテイブスニーカー

●墜落を守る保護具 =安全帯

価格 60,375円 25分

一災害事例ファイル 1-

ヒュ=マンエラ―を―防止するため.1= プラント築毒ゼロを目‐指して|
災害の多くが作業者自身のちょつとした不注意から起こります。ピューマ

ンエラーから起きた実際の災害事lllを映像化し、その対策を解説します。

事例①脚立からの落下 (・・装工)

事l● l②鉄骨組立作業時の墜落 (と び工)

事例③鉄骨建方時の墜落 (と び工)

事例④根切り堀削時土砂崩落による災害 (土工)

価格 42,000円  15分

誇りある製造社員をめざす

新 0物づくりのこころ～“な」で鱚茄自kなる～ 新入社員のための製造現場の常識 傘2巻

全 3巻

企画協力 /松下電器産業l■lエアコン社エアコン事業部

高原昭男 /(ベーシック マネツメント研究所所長)クロイ電機l■l 松下電工l■l

最近の製造事青を踏まえて、具体的に例をあげながら 物づくりの基本的

な考え方と心構えを若手社員に分かりやすく紹介しています。さらに、
‐
なぜ をキーワー ドにした解説の工夫をすることによつて、よリー層理

解を深めることができます。

セット価格 103,950円 各巻 34,650円 各巻 30分

職場のヒュTマン
=|ラ

|■対策 全3暮

監修 /河野青言太自5(東京電力.技術開発研究所ヒューマンフアクターグループマネジャー)

協力 /東京電力株式会社

□先だけの F再発防止』では、ヒューマンエラー (人為的ミス)は低減し

ない。ヒューマンエラーを減らし 安全 安心を提供できる会社になるた

めに意識 矢日識 ノウハウを伝授します。ピューマンエラーによる トラブ

ル防止教育用の教材として最適です。

第 1巻 ヒューマンエラー とは ?
プロローグー重大事故発生―/こ れまでの考え方4まんとうの原因は何
か?/こんな時エラーは起こる

第 2巻 ヒューマンエラーはこう防ぐ～事務現場編～

第 3巻 ヒューマンエラーはこう防ぐ～生産現場編～
ヒューマンエラーを防ぐとは ?/ヒ ューマンエラーを防ぐ戦略/ヒ ュー
マンエラー対策のガイ ドライン/エピローグ

セット価格 103,950円 各巻 34,650円 各巻 20分
(DVDは セットのみ)

労働災害の多くは 機械設備、作業環境など物の面での「不安全な状態」
や、作業者など人の面での「不安全な行動Jが原因として起こつています。
]労働災害はどうして起きるか ?

2労働災害防止の原則
3どんな不安全行動で災害が起きているか?
4不安全行動をなぜするのか ?

5安全作業の心推‖す

価格 60,375円  17分

一災害事例ファイル2

Ptし くてスイツチを切らなかつたJ「面倒くさくて手順を守らなかつた」大

事故のキッカケは、誰もが陥りやすしヽ、ちょつとした心のスキや迷いから

生まれます。忙ししヽ時ほど大切にしたい基本ルールを、3つの災害事例を

通して身につけるよう構成さlnてぃます。

価格42,000円  15分

第 1巻 職場と仕事の基本
●職場の知識

●仕事の基本を身につける (QCD)
●作業現場のルールを守る (作業手順書 5S)

第 2巻 仕事の進め方
●正しい報告 連絡の仕方 (報 連 相)

●自分を伸ばす能力開発 (自 己啓発)

●よしヽ人間関係をつくる (コ ミュニケーション)

セット価格63,000円 者巷31,500円 各20分

(DVDはセットのみ)
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安全衛生管理者、職長、KY

知ちをおこう災害発生H00あなたの役割
もしもあなたの現場で災害が起きたら現場はどうしますか。所長 職員

協力会社のとるべき行動は 。所長以下職員の役割分担は一。この作品

は、災害発生時すぐに対処できることを目的に制作されました。常日頃か

ら災害が発生したとき あわてないで各自の役割と対応の仕方を訓練して

いただくための教材です。

パー ト1 ある現場の災害から 18分
パー ト2 災害発生時の措置 解説編 15分
価格45,150円  合計33分

酬 副 ヨ

知つておくべき

労災保険の機能と役割
解説 /黒川泰弘 (ヒ ューマンリーガルサポー ト代表)

企画 /全国低層住宅労務安全協議会

●労働者を雇う使用者の義務

●「健康保険Jと 「労災保険Jの違しヽ

●労災隠しを招く要因

●送検される代表的な違反例

●労災保険を使わない場合の深刻な トラブル

●労災保険申請手続き

●「事務所労災Jと 「llq場労災Jの違い

●通勤災害の定義と業務災害との違い

●外国人&一人親方と労災保険
●労災指定病院と普通病院との違い

●労災発生 |あなたならどうする ?

間違つた対応と正しい対応

価格 50,400円  27分

Q&Aでつづる指差呼称導入 定着のポイント

やつていますか指差呼称 全3巻

第 1巻 多旨差呼称のめざすもの ～エラー事故防止のキメテ～

指差呼称は1ゼロ、先取り、参加Jのゼロ災の心を実践するための手法。
なぜ必要か、どうして有効かを訴える。

第 2巻 夢旨差呼称の実践方法 ～基本とその活用～

目、腕、指、日、耳などを総動員して行う指差呼称の基本パターン 現
場の指差呼称項目の決め方。

第 3巻 多旨差呼称の推進方法 ～恥ずかしさをどう超えるか～

①トップ ラインの率先垂範②全所一斉に③はじめから欲ばらない④
毎日の演練と自己反省⑤KY活動と一体で

セット特別価格94,815円  各巻45,150円  各巻 15分

職長教育シリーズ 全5巻

企画・製作/安全衛生映像研究所

第 1巻 こんな時 あなたな らどうする ?!
～作業時間中における才旨導指示の効果的方法～

第 2巻 石窪認 していますか作業のポイン ト
～作業手順の上手な活かし方～

第 3巻 異常を異常と して感 じうるか
～異常に対する職場の感性をみがく～

第 4巻 その作業方法で安全は守れますか
～改善ポイントの見つけ方～

第 5巻 作業環境の安全化 に向けて
～安全で快適な職場をつくろう～

セット価格204,750円  各巻40,950円

指導者ガイド (1部 )、 受講者ノート (10部)付

則
職長 事業主・元請のみなさんヘ

則

日で学ぶ 危険の体感実験
―これが我が身であつたら一

アッ危ない |スイカ 実験体 ドラム缶等がもし、我が身であつたら 。
IIF場の作業中で「何が危険力J「どうなれば危険わJを災害実験で見て

聞いて 感じて下さい。この作品は危険を危険と感じる感受性を高めて」El

くための教材です。

保護具編 (15分)保護帽、安全帯、安全靴

日常作業編 (8分)はさまれ、激突、衝撃、火災実験

価格45,150円  23分

品質管理の基本 ～Qcセンスを磨く～
監修 /福丼聞秀 (株式会社ケイ シー シー シエア コンサルタント)

1哉場で品質管理を徹底させるためには、手法+「QCセ ンスJの徹底が不

可欠です。ドラマを題材としたディスカッションを通じて品質管理の土台
ともしヽえる品質管理の基本となる考え方や態度=QCセンスを視聴者に習
得させる映像テキス トです。品質管理教育というと、とかく手法や問題解

決手順の解説が多くなりますが、本ビデオは ドラマを元に 研修受講者―

人ひとりが品質管理に関するディスカッションを行うことで、品質管理の

気づきを促す教材となつてしヽます。

価格 90,300円  40分
ドラマのポイントとQCセンスを解説した「付録テキスト」を 1部同封

安全第一 !災害ゼロを実現するには
～ケガのない明るい職場をつくろう～

災害は 'モ ノの不安全な状態'と ・
人の不安全な行動 から発生します。

'モ ノ'と '人 に関わる災害要因を発見し、改善していくことが、災害
の未然防止につながります。このビデオは科学的なアプローチによる職場
の安全管理 改善の進め方を実際の事例に題材をとつてまとめたもので
す。

①職場の安全管理 改善の科学的な進め方
1)安全問題の発見の仕方 2)問題解決の進め方
3)標準化と管理の仕方

②全員参加型の職場の安全管理 改善の進め方

特別価格 25,200円  27分

すぐわかる問題解決法 金3巻

監修 /細谷克也 企画・製作 /1■l日科技連出版社

企業において最も必要とされていることは、職場の一人ひとりの問題解決

能力を高め、職場が抱えている重要課題をテーマとして設定し、こllをつ

ぶすことにより、究極のコス トを実現し、高い品質をめざすことです。

第 1巻「問題解決型で解決する」
撮影協力 :株式会社デンソー 安城製作所 ノヾワフルサークル

第 2巻「課題達成型で解決する」
撮影協力 :株式会社コロナ三条工場 テクテクサークル

第 3巻「施策実行型で解決する」
撮影協力 :コニカミノルタ ノヽ一モニー+αサークル

特別セット価格75,600円  DVDは セットのみ
VHS各巻25,200円 各巷 33分～36分

全 3巻にテキスト「すぐわかる問題解決法」が 1冊付きます。

(21分 )

(17分 )

(20分 )

(16分 )

(18分 )
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作業・災害種別ことの安全対策

則
Prl悧ヨ

電気取扱い作業の安全 _lJ農気の基all議～ ヒュ…マンエラーによる事故を防ぐ
企画・製作 /安全衛生映像研究所

ここ数年の感電災害の被害者は年間死亡者数 10名、負傷者数 100名 を

超えています。感電災害で死亡された方々の半数以上が低圧の電気による

ものです。本ビデオは低圧の電気取扱作業者に対する社内教育用教材とし

て、当該作業者IJ身 につけていなければいけない安全作業上必要な基礎矢日

識 技能を災害事例等を織り込み臨場感あふllる映像で分かりやすく紹介

します。

価格 52,500円  18分

キ ュ “ ビ ク ル 式 高 圧 受 電 設 備 の す べ て Part目
～波及事故防止のための保守・点検のポイント～

電気主任技術者、工場・事業所などの電気担当者向け

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

実際に起きた具体的事例を参考に取り上げ 高圧受電設備の障害や事故の

予兆を見逃さないための保守 点検のポイントや、有効な簡易測定器など

も併せて紹介し 波及事故の未然防止について分かりやすく解説します。

価格 30,000円  32分

電気事故ゼロをめざして
工場、事業所の従業員向け

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

従業員の方が作業中に発生した「漏電J「感電」「大傷」や、コー ドやプラ

グ コンセントなどの日頃のチェックを怠ると発生する 臥 災J「 トラッ

キング現象Jをテーマとして取り上げ、その原因を探り 事故を起こさな

いための対策について、丁寧に説明しています。

価格 30,000円  18分

移動式クレ…ンの感電災害防止
移動式クレーンの作業者向け

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

クレーン作業中の感電事故は 死傷事故につながるだけでなく 停電を引

き起こすなど 社会的影響も大きく、事業者は責任を問われることになり

ます。移動式クレーンによる感電事故事例をとり上げ その原因と防止対

策について 専門家が丁寧に解説してしヽます。

価格 30,000円  18分

建設現場の作業者向け

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

電動工具やアーク溶接機を用いた作業で起きた「感電事故Jを取り上げ

事故事例をひとつずつ検証しながら 解説しています。

価格 30,000 22分

[改訂版]

低圧電気災審と安全 ～賄鰈鑢全確～
電気機械器具などを作業で使用している一般作業の皆さんを対象として、

ます 過去に起きた低圧電気災害事l● lをもとに日常の作業方法の反省をう

ながし、低圧電気を安全に使用するための基本的ポイントについて解説し

ます。電気取扱者の再教育用教材としても活用頂けます。

価格 60,375円  24分

γ電気安全の基本～

工場 事業所、建設現場などの作業者、電気主任技術者、電気担当者向け

企画・制作ノ電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

監修 /芳賀繁 (立教大学 現代心理学部 心理学科 教授)

誰もが起こすヒューマンエラー。「いつもと同じ作業だから 」「ベテラン

だから J大丈夫だろう、事故が起きるわけがない と思い込んでいませ

んか ?このビデオは、人間の行動を心理学的な観点から分析し、事故に繋

がらないようにするための具体的な防止対策を紹介します。

価格 30,000円 28分

感電事故の救急処置
～もし,あなたが事故現場に直面したら～

工場。事業所、建設現場などの作業者、

建設現場における感電事故の防止 検証 !電気の安全

企画 制作 /

電気主任技術者、電気担当者向け

[社団法人日本電気協会]

感電事故やアーク火傷が起きた時の 胸骨圧迫 (心臓マッサージ)や、A
ED(自 動体夕1式除細動器)を用いた救命手当、火傷や骨折 出血などの

応急手当について詳しく解説しています。また、電気事故を防ぐための絶

縁用保護具 防具IJど についても紹介してしヽます。

価格 30,000円  32分

キ ュ … ビ ク ル 式 高 圧 受 電 設 備 の す べ て

～基本構造から安全対策まで～

電気主任技術者、工場 事業所などの電気担当者向け

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

「基本構造を学ぶJと「事故事例から学ぶ」の2部構成で、キュービクル

の内部構造から事故防止対策まで学ぶことができる充実した内容にIJつて

います。電気主任技術者、電気担当者、工場作業者の方を対象とし 新人

電気主任技術者の教育研修用としてもお使いしヽただけます。

価格30,000円 37分 VHS2本組 (第 1部 :15分、第2部 :22分 )

なぜ事故が起きたのか?
～電気事故事例～

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

受電設備で発生した「感電J「アーク大傷Jの事故例をとりあげ なぜ事

故が起きたのか その原因を探るとともに、事故防止対策を学びます。
「キュービクル式高圧受電設備Jの概要や保守管理するうえで気をつけな

ければならないことを説明します。

価格 30,000円  18分

工場、事業所の従業員向け

企画・制作 /電気安全全国連絡委員会 [社団法人日本電気協会]

プラグ コンセントを扱うときの注意点 感電 漏電事故の防止対策、アー

スの知識、シヨー トによる大傷の応急処置 停電や地震時の対処方法など。

価格 30,000円  18分

高圧電気取扱い作業の安全
～高IFE電気設備編～

高電圧電気取扱しヽ作業では 綿密な作業計画に基づく、適切な安全対策を

講じた上 作業手順通りに作業しなければなりません。種々の災害事例を

参考に各項目を習得しましょう。

価格 60,375円 26分

1フ
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作業・災害種別ことの安全対策

刺

フオ‐クリフ‐
フォークリフトは今や労働現場における荷役運搬作業の中核をなしていま
す。しかし、安易fJ操作や構造上の特性に基づく危険性から重大な労lel災

害も多発してtlます。本ビデオはフォークリフト作業を安全に行うための
基本知・itと して「始業事前点検」「基本走行J「荷役作業Jにつしヽて実際の

映像でそのポイントを角翠説します。随所にフォークリフトの災害事例を入
ll込み印象に残る構成になつています。

価格 52,500円  25分

～安全運転の基本手順を復習しよう～

監修/樅 )日 本クレーン協会

]作業打合せ     2作 業場 運搬経路の整理整頓
3作業開始前点検   4安 全運転の手順
5作業終了時の手順  6作 業終了時点検と報告

価格 45.675円  20分

労働安全衛生規則 (足場等関係)改正 対応作品

企画 :労働局登録教習機関 住建センター

2009年 6月 から改正さllた法律がllB場に求めているのは具体的にどの

ような内容かを、八― ドとソフ トの両面でわかりやすく解説しています。

八― ド面 :

足場の組立て方は、どう変わる ?
そして、その理由は ?

人の墜転落を防止する、新たに加わった措置とは?
物の落下を防止する、新たに加わつた措置とは?

ソフト面 :

誰が どんな時に どのように足場の安全を確保するのか ?

記録保管はいつまでにどんな内容で残す必要があるのか ?

不安全状態、不具合等が発見された時の措置は?

価格 50,400円  19分

転側災書はこうして防ぐ
～転ばぬ先の安全の知恵～

●人間はバランスを崩しやすい

人間は 通常二つの支点を使つて立ったり歩いたりしていますが、歩
行時の瞬間瞬時には、支点は一つだけとなり ちょつとしたことでバ

ランスを崩し、転lllすることになります。

●職場環境の問題点

①通路や床ですべる ②機械、設備、材料、荷物などにつまづく

0床の微妙な段差につまづく ④スロープなどでバランスを崩す

価格42,000円  1フ 分

申 [|.I

移動式クレーンの転倒による災害が多発していますが、ひとたび発生する
と重大な災害となり非常に大きtJ損害を生むこととなります。IInu場で頻繁
に使用されるラフテレーンクレーン 積載形 トラッククレーンにつしヽて安
全に作業を進めるための基本的なポイントを分かりやすく解説します。

パート1 ラフテレーンクレーン作業 安全のポイント (20分 )

パート2 積載型 トラッククレーン作業 安全のポイント (15分 )

パー ト3 クレーン標準合図法 (8分 )

価格45,150円  合計43分

ナ
〓
Ｌ
ロ
ー

撻玉ザ
クレーン作業における災害では、玉推Hサ方法が適確でなかつたことや、ワ

さらに安全な足場を目指して 脚立作業の落とし穴 !全 2巻

イヤー□―プの切断によるものなど基本的な安全措置が不十分なため発生
しているものが多くあります。この作品は 現場での仮設材 鉄筋 型枠
材その他資材や材料 工具をどの様な冶具を使用して行うのかなど、安全
な玉掛け方法のポイントを分かりやすく解説しています。

価格 45,150円  18分

誰も教えてくれなかつた

企画 :全国低層住宅労務安全協議会
制作指導 :労働局登録教習機関 住建センター

ー巻目は、研修会 安全大会等での上映用を目的とした本編です。二巻目
は、本編の内容の詳細版で、講師が補足説明を行なう上で、必要となる詳
細な内容が盛り込まれた講師資料用です。

壁に向かつた作業時の使用方法
頭上に向けた作業時の使用方法

脚立足場の使用方法

軟弱地盤上での使用方法
重量物を扱う時の使用方法

履物 〔くつ〕が意外と大事である理由

1巻 【本編】(安全大会・研修会用)29分 体編26分 +まとめ3分 )

2巻 【作業別詳細編】(講師資料用)53分
1セット 〈全 2巻構成〉71,400円 (分売不可)

安衛則改正

足場はこうかわつた環備と棘のポィント=
足場の改正内容とは 墜落 落下防止措置について具体的にどのように対
応すればよいのか?そ して災害を未然に防ぐための安全点検は、項目こと
に点検のポイントをわかりやすく解説した教材です。

パー ト1 安衛則改正足場解説編 (13分 )

パー ト2 足場安全点検のポイント編 (23分 )

価格 45,150円  合計 36分

[改訂版]

静電気災害を防ぐには
静電気は、火災爆発災害や 種々の生産阻害、FA機器制御装置の異常な
どを引き起こすやつかいな存在でもあります。適切な静電気管理 可l■性
物質管理の徹底と、火災 障害防止システムの確立を図りましょう。

価格 60,375円  34分

[改訂Ц版]

感電の基礎知識 ～そ碗離凛評当～
1 電気の基礎知識   4
2感電のメカニズム  5
3感電の危険性の要因

価格 60,375円  31分

感電危険性要因と人体への影饗
感電の救急手当 1心肺蘇生法とAED)
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業務上疾病を防ぐ

則
酸素欠乏症の危険から作業員を守る !

則

誰もが危険 熱中症の新常識
みえない空気 酸欠等の災書を防ぐ
企画・製作 /安全衛生映像研究所

酸素欠乏や硫化水素中毒による死亡災害は 減つてはいるものの、いまだ
に絶えません。特に 製造業、建設業、清掃業など多くの業種で発生して
おり、救助に行つた人が二次被害にあうことも多々あります。このビデオ
は、作業員の人たちに酸素欠乏症等の危険性を認識してもらうため、わか
りやすしヽ豊富な映像 イラストを交えて製作したものです。ぜひ 皆様の
職場で酸素欠乏症等による災害を防いでください。

価格 52,500円  20分

[改訂版]

岬 の災害事例と安全作業のポイント
～醸素欠乏危険場所で働く皆さんに～

監修 /早稲田大学 理工学総合研究センター 駒宮功額

1酸欠災害発生原因に潜む問題点
2硫化水素の発生原因と災害事例
3酸欠危険作業における災害発生の主な原因
4安全な酸欠危険作業のポイント
5酸素欠乏症等の災害が起きたら

価格 60,375円  38分

[改訂版]

心肺蘇生法とAEDの実技
～いざという時のために～

呼吸や心臓が停止した傷病者の命が助かる可能性は、その後 10分のFoOに

急激に低下するといわれています。職場の全員がその手順と実技を身につ
けておきましょう。
1周囲の観察と全身の観察
2意識の確認
3協力者の要請と 119番通報、AEDの手配
4心肺蘇生法
5 AED(自 動体外式除細動器)の使い方

価格45,675円  21分

[改訂皿版]

131せげ′酸欠災害～獅欠拳等とその麟‐
1酸素欠乏症等災害の発生状況と問題点
2酸素欠乏と硫化水素の発生原因
3硫化水素中毒の症状と酸素欠乏症
4酸素欠乏症等災害防止の基本
5災害発生時のII急処置

価格 60,375円 40分

ラインのためのMSDS ttFヨ
～化学物質簿による災審防止の基礎知識～

近年に起きた化学物質の取扱しヽ作業中の労lel災害は、当該物質の危険有害
性を知らずに購入し 不用意にばく露したり、不適切な取扱い方により発
生したものが多数を占めていました。そこで、化字物質等を譲渡提供する
製造メーカーなどが、化学物質等を適切に取扱うための詳細な安全情報を
提供する手段として「MSDS化 学物質等安全データシー トJを作成し、
取扱しヽユーザーの事業場に対して交付する制度ができ上がりました。

価格 60.375円  26分

企画 製作 /安全衛生映像研究所
監修 /村山貢司 ((財)気象業務支援センター 専任主任技師)

堀江正知 (産業医科大学産業保健管理学研究室 教授 )

熱中症|よ高温多湿な環境で発生する健康障害で、重篤な場合 死に至るこ
とも稀ではありません。気温と湿度が上昇する季節は、熱中症の危険も急
激に高まります。このビデオでは、(財 )気象業務支援センター専任主任技師
村山貢司先生と産業医科大学産業保健管理学研究室教授堀江正知先生の監
修のもと 新しく解明された熱中症発生の要因を詳しく解説。最高気温よ
りもWBGT値 の活用等最新の予防法を分かりやすく紹介します。

価格 50,400円  22分

[改訂Ц版]

救急・救命手当の…般心得
～いざという時のために～

皆さんの職場で傷病者が出たような場合に備え、職場の全員が救急 救命
手当の基本心得を身につけておきましょう。

●救急体制の整備
救急用具、救助用具、救急 救命組織とヨ1練、緊急時連絡先

●基本的な救急 救命手当
運搬法、傷病者の容体観察、

緊急に行う救命手当 (大出血、呼吸停止、心臓停止、服毒)

価格 60,375円  24分

[改訂版]

特定化事物質による障害予防の基礎知識
1化学物質の危険有害性の種別と法規制
2特定化学物質等障害予防規則の目的と作業主任者の職務
3特化物等による健康障害予防対策を有効に推進するには

①分類と定義
②障害予防規則の構成
③性状と人体への接触 侵入経路
④ MSDS(化学物質等安全データシート)

⑤作業環境改善の原則 (工学的対策 6ステップ)

⑥作業環境測定
⑦リスクアセスメントの手順
③漏えい防止措置の基本

価格 60,375円  28分

よい作業環境をつくる換気の基礎知識
～全体換気・局所排気・プッシュプル換気の話

～
■     ‐ |

「作業IR~境管理Jの中でも、「換気Jよ最も効果的な対策の一つとして、多
くの作業場に採用されています。本作品は、換気装置の改善事例などの貴
重な写真をまじえ、解説します。

価格 60,375円  37分

熱傷・ 薬傷災害はなくせる
～身近な高温・有害物による事故を防ぐ～         |

企画・製作 /安全衛生映像研究所

熱湯やスチームなどの高温物、酸 アルカリなどの有害物はさまざまな作
業現場で扱われ多くの職場で災害が多発。このビデオでは ポンプの分解
中、ホースの取り外し作業中、などの事故例で、熱傷 薬傷災害がどのよ
うに発生するのかを分かりやすく示し、どのようにすべきかを具体的に解
説します。

価格 39,900円  16分 英語版あり
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業務上疾病を防ぐ
[改訂Ⅱ版] ケーススタディ

1有機溶剤の活用と中毒による災害事例
2人体に対する毒性と作用
3有機溶剤の危険性
4有機則の概要
5有機溶剤中毒を防ぐには
6もし異常を感じたら
7防毒マスクの使い方

価格 60,375円 24分

[改訂版]

薬傷防止の基礎知識 罐 .刀レカリ～
酸 (特定化学物質)とアルカリの性質、用途 危険 有害性、取り扱しヽ上
の注意事項、そして もし接触などした場合の救急処置などについて、実
験を交えて解説します。
1酸  硫酸(H2S04)硝酸(HN03)塩酸〔塩化水素〕(HCD

フッ化水素酸(HF)
2アルカリ カセイソーダ〔水酸化ナ トリウム〕(NaOH)

価格 60,375円  27分

防毒マスクの正しい使‐い方 |‐
■ |

防毒マスクは、正しい選定や装着、使しヽ方を守らないと何の役にも立たな
いばかりか かえって危険を招くことさえあります。
1 防毒マスクの種類 2構 造と機能 3選 定のポイント
4使用前の点検 5装 着 6使 用上の注意 7保 守管理

価格45.675円  16分

平れ惚[斃換冬象養9基礎知識
]粉じんの吸入とじん肺の起こり方
2粉 じん障害防止の関係法令
3粉 じんによる疾病を防ぐには
4じん肺の健康管理
5特別教育

価格 60,375円  33分

1‐

第 1部 腰痛を防ぐには
典型的な事例として「重量物の取扱しヽ作業 腰をねじる動作を伴う作
業」「不自然な姿勢での作業J「同じ作業、同じ姿勢を長時間続けるよ
うな作業J「軽いものと重いものを交互に取り扱う作業」などにスポッ
トを当て、職場で働くすべての人たちに周知させます。
]プロローグ
2職場における予防対策
3個人や家庭における予防対策
4エピローグ (20,))

第 2部 粉じんによる疾病の防止
粉じんは 多かrl少なかll、 あらゆる職場で発生しています。職場の
空気中に浮遊する有害な粉じんを少なくすることは 健康で快適な職
場を保つための大きな条件の一つです。粉じんを長期にわたってすい

続けると古くから「よろけ」等と呼ばれ恐れらllてきました。
1プロローグ
2粉じんによる疾病と健康管理
3粉じんによる疾病の予防
4エピローグ (18分)

DVDpack(上記 2タイ トリレを 1枚の DVDに収めたものです。)

価格 55,650円 各巻 39,690円

1ケーススタディー (急性中毒災害の経緯と原因)

2急性中毒に共通する災害状況 原因
3有機溶剤による急性中毒とは
4有機溶剤の取り扱い上の危険性
5急性中毒防止の基本対策
6作業中に具合が悪くなつたら

価格 60,375円  31分

眼 の ケ ガ を 防 こ う
_3R味課 柾 し聴 ●l■嚇 ■

作業中に起きる眼のケガにはどんな種類があり、どんな対策が必要なので
しようか。本作品は、作業者自身にとつて最も身近で効果的な眼のケガを
防ぐ安全衛生kII策の一つ、「眼の保護具」の着用の励行と正しい取り扱い
方法を中心に解説します。

価格 45,675円  28分

正しい
1呼吸用保護具の種類 2そ の機能と構造 選定方法
3マスクの装着方法 (フ イットテス ト)

4使用上の注意事項 5点検と手入れ

価格 60,375円 29分

作業環境測定法の中でも比較的だれでも簡単に使用でき しかも、信頼性
のある測定結果を得らrlるのが検知管式ガス測定器です。
1検知管式ガス測定器の用途と構成
2検知管の構造と選定
3ポンプの構造と機能
4正 しtl測定方法
5ポンフの保守管理

価格 45,675円  1フ 分

平成 14年春に発表さllた「VDT作業における労働衛生管理のためのガ
イ ドラインJと共に、人間工学の思想に基づいた健康で快適なVDT作業
のポイントをチェックしてみましょう。
l VDT作業の増加と健康調査 (あなたの健康 Q&A)
2 VDT作業と人間工学の活用
3健康で快適な VDT作業のポイント

イスなどのチェック  キーボー ドやマウスなどのチェック
ディスプレイのチェック  正しい照明のチェック
作業面のチェック、整理整頓  キーボー ド操作のチェック
作業時間などのチェック 、眼のケア 、モバイルワーカーヘのビント

価格 60,375円  28分

監修 :
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交通遭族のB4び 集‐きていれ―げこそ
―交通事故を起こさないために一   ■| ‐

多発する交通事故。遺された塚族にとって悲しみは計り知れません。この

ビデオは 飲酒運転 脇見運転 ひき逃げにより、愛する家族を失つた交

通遺族の方々への取材を通して、すべての ドライバーに命の大切さを心に

留め、安全運転に徹するよう訴えます。

価格 73,500円  25分

(財)全日本交通安全協会推薦

飲酒運転 許されないJEM
出演 布川敏和

家族にも恵まれ、仕事も1慣調と順風満帆な人生を歩んできた会社員平田

が、仕事の帰りにふとした気の緩みから飲酒運転をし、死亡事故を起こし

ます。会社の車を運転しての事故であつたため 地域、勤務先をも巻き込

み波紋が広がります。本人のみならず、一緒に飲酒をした友人など周辺の

責任も描きます。

価格 73,500円  23分 字幕版付

則

事故をお眈業イメージを上げるドライプマナー
監修 /小森玲子 (ドライビング・アドバイザー)

事故防止のための セーフティー ドライブ
・
、企業イメージに直結する

・
ド

ライブマナー・ コスト削減に効果のある
・エコ運転 の 3つの項目を中

心に社用車運転時の ドライブマナーを解説します。社用車をお使いのすべ

ての事業所に向けて制作されています。

価格 84,000円  約45分 特輿映像付

(財)全日本交通安全協会推薦

運転者の心得と義務 一本に優しL12全蘭―
車は便利で快適な乗り物であると同時に、使い方次第では人命を脅かす凶

器にもなります。ドライバーが、常識として知つておかねばならない義務
と責任、安全運転の知識を解説します。

価格 73,500円 25分版・52.500円 15分版 字幕版付き

(財)全日本交通安全協会推薦

安全運転には、交通ルールの遵守、運転技術、車両知識に加えて運転時の
「こころJのあり方が極めて大切です。怒り、焦り、考え事、過信などを
コントロールすることの大切さを訴えます。

価格 73.500円  25分 字幕版付き

改正道路交通法準拠

(財)全日本交通安全協会推薦

あなたの運転 間違つていませんか
―自転車はクルマの仲間―

最近、自転車が歩行者に対して加害者となる事故が増えてきました。自転

車は「軽車両」として道路交通法を守らねばならないことを訴え、正ししヽ

乗り方、事例をもとにどうすれば事故を防げるのか解説します。

価格 63,000円  21分 字幕版付き

則
(財)全日本交通安全協会推薦 剛剛

餌一』
樺翻

副̈
”

冬道事故の要因で一番多いのは、スリップ事故、その次が雪による視界不

良です。これらの事故がどのようにして起きるのか、どんな場面が危ない

のかなど分かりやすく解説。スリップ事故防止、冬道での高速道路、雪山
の見通しのきかなしヽ交差点などを紹介します。

価格 68,250円  18分

―プロに学ぶ安全運転―

多くの交通事故は「大丈夫だろう」運転の見込み違いが原因で起きてしヽま

す。危険を予測し回避する「危険かもしれない」運転こそが交通事故防止

の決め手です。フロの ドライバーたちの交通事故防止の極意を紹介し、一

般 ドライバーの安全運転にも役立ててもらうことを目指しました。

価格 73,500円  23分 字幕版付

(財)全日本交通安全協会推薦

ドキュメント事故現場

悲劇の瞬問・■息あ乱れ轟故を呼ぶ―
私たちの心に潜む危険、いかり、あせり、おこりといつた感情が運転中に

表rl、 その感情をコントロールできず冷静さを失つたとき 認知 判断、

操作の段階においてミスを誘発し事故となることが多いのです。交通事故

を未然に防ぐ「 3のコントロールJの大切さを訴えます。

価格 73,500円  26分

(財)全日本交通安全協会推薦

夜間・雨天時に潜む危険
―その特性と安全運蔵のポイントー

夜間や雨天などの悪条件下での事故は 重大事故になりやすい。夜間 雨

天時などの悪条件下で安全に運転できるよう どんな点に注意すべきかを

具体的に説明します。

価格 63,000円  21分 字幕版付き

(財)全日本交通安全協会推薦

交通事故で亡くなつた方の半数は65歳以上の高齢者です。高齢になると

運転にどんな変化が現れるのか?高齢者とプF高齢者がそれぞれ注意するこ

とは ?などを事故映像 CG専門家のインタビューを使つて解説します。
「高齢者を守る運転Jをすることの大切さを訴えます。

価格 73,500円  24分 字幕版付き

(財)全日本交通安全協会推薦

自転車も車両です ～麹盤への議碑～
●「自転車も車両Jという意識を持ち違反と罰則を理解しよう

●自転車に乗る人 ドライバーにも役立つ交通事故防止 3つのポイント

●脳損傷の専門医、富田博樹先生が語る頭部保護の大切さ

●自転車の交通事故に遭い高次機能障害になつた方のり八ビリの姿 など

価格 63,000円  21分 字幕版付き

こころが大切安全運転 ―麹轍ゼロヘの願い― 誰もがいずれは高齢者哺騰崚鵬艇なくすためにt
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病気予防、健康づくり

特定健診・保健指導に最適の教材 !!誰もが取り組める実議メタ 1生活習1慣病の予防と改善‐拿:‐普
「ストレス■コ■チング |マニュアル    ■

‐     | | 1 全2巻

監修/河野慶三 医学博士 (富士ゼElッ クス株式会社 全社産業医師)

実技 :指導′寺島さなえ (株式会社ヒュニマンウIcル代表取締役)|
岡鴫 芳枝 (フードコーディネニタニ)    ‐

■メタポリック・シンドロームは防ぐことが可能な病気
J自分の身体に向きあい、今一度みがきをかけてみませんか
―大切なことは、鵬断売」、10年、20年続けられる食習慣、運動習慣を,

第1巻 行鑽 容編正しく理解し変えようライフスタイル
メタボリックシンドロTムは防ぐことが可能な病気です。
ライフスタイルの改善のポイントは「運動不足」と「過食」 ■
今さらではなく、今一度みがきをかけてみませんか?
●メタポリックシンドロ=ムとは? ●代謝を高める健康的なシェイ
プアップ ●運動に関するQ&A ●モ‐ニング ナイトストレッチ
ング ●食事の見直し5ヶ条 ●体重に関するQ&A   ■

第2巻 実躍編見つけようあなたにあうたシiイプアップ
運動の効果は、「太りにくしヽ体質」「姿勢がよくなる」「ス トレス解消に|

なる」「若さを保つことができる」などなど。さあ、あなたに合つた方

法でシェイプアップを実践しましょう。また、ちょつとした工夫でバ

ランスよく上手に騨菜を摂る方法も紹介します:

●ウォーキング有酸素運動 ●ストレッチング |●安全にできる筋力
トレーニング ●運動補助具の活用 食事のパランスガイドの活用■
●野菜や海藻ヽ毎日摂取るには ●外食・ 夜食の注意点  ■■ ■

セット価格 84,000円 各巻42,000円  各巻 20分

メタポリックシンドロームの予防と改善 全3巻
身体と運動 コーチング・マニュアル

監修・l旨導/池田克紀 (東京学芸大学 健康スボーツ科霧 座 健康教育分野 学術博士)

第 1部 操体法による 体の歪の是正 ～自らの体を知る～
「肩が凝るJというのは体に歪がある証拠。まずはその体の歪を是正し
てみましょう。
]操体法の原理 正体と歪体
2操体法のメカニズム 歪の是正
3操体法の実践理論 動診と是正動作
4操体法の実践例                   (27分 )

価格 49,875円

第 2部 池 田流 ウ ォー キ ング健 康 法 ～地上編 水中編～

ウォーキングは誰でも簡単にどこでも行えます。この巻では、その理

論から実践まで楽しくこ説明します。水中ウォーキングも詳しく解説。
1ウ ォーキングの原理 人体と歩行
2メタボリックシンドローム 発症のメカニズム
3ウ ォーキングのメリット
4ウ ォーキングの実践 正しい歩き方
5ウオーキングの実践 裸足歩き
6ウ ォーキングの実践 水中ウォーキング
ア ウォーキングの実践 目標とlLk続           (37分 )

価格 49,875円

第 3部 操体法 による 体の歪の是正 ～実践編～

体をある一定の方向へゆつくり動かしてみて下さい。もし「不快」な
箇所があれば、それが「歪 (ひずみ)Jです。「操体法Jではその動き
の「対Jとなる動きを行い、歪を是正していきます。
1操体法の概要
210臥位 (ぎ ょうがい)での動診と是正動作
3伏臥位 (ふ くがい)での動診と是正動作
4立位 (り つい)での動診と是正動作
5椅坐位 (き ざしヽ)での動診と是正動作         (41分 )

価格 32,550円
セット価格 132,300円

監修・指導 /江花昭― (横浜労災病院 心療内科 者属長 医学博士)

第 1音「「らの疲れと身体のメカニズム」～ストレスを予防するライフスタイル～
日常のス トレスヘの感覚が麻痺し ほおつておくと、うつ病やパニッ
ク障害などの心の病気や生活習慣病に陥つてしまいます。
1 ス トレスとは
2メタボリックシンドロームとは
3ス トレスと生活習慣病のメカニズム①
4ス トレスと生活習慣病のメカニズム②
5日常のス トレス予防
6職場のス トレッサー対策
7リ ラックスタイムを作る               (31分 )

第 2音Б 人間関係と自己コントロール～交流分析と考え方の指針～

職場のストレス要因のトップ3は  '責任は取らせるが権限は与えな
い'などの無理な仕事内容。能力問題に 'す り替え'て しまう長時間
労働。そして、コミニュケーションの歪、人間関係です。
1人間関係と心 2交流分析の考え方
3自分の心を知る   4相 手の心を知る
5交流分析の実践例① 6交 流分析の実践例②
7総括 (30分)

第 3音「  ストレスに負けなしヽきを作る～認知行動療法からのヒント～

ある出来事に対し、ストレスを感じるとき、人間は一つの考え方に囚
われている場合が多々あります。考え方のクセ、思しヽ込み、固定観念
などは いわ ct心の生活習慣病です。
1認知と行動 2認知の歪
3認知行動療法からのビント 4認 知の歪の代表的パターン例

(26分 )

セット価格 149,625円 各巻 49,875円

と改善 金2巻  |
コーチング・マニュアル

監修指導 /竹森美佐子 (食生活アドバイザー・管理栄養士)

第 1部「食事と身体のメカニズム」～健康を維持する食生活～
・料理や調理 'と は、自然の理 (こ とわり)を料り (はかり)、 調えるこ
とです。つまり 自分のlytの構造、体質、生活する気候風土に適した
ものを食べていれば、生活習慣病にはならず、理にかなつた食事こそ、

健康の秘訣なのです。
1食事と身体のメカニズム 2歯の種類と役割
3下顎の運動と役害」   4唾 液の役害」
5腸の長さと役割     6穀 物のメリット
フ生命を食べる      8身 土不二の理論
9脳と食事量                     (33分 )

第 2部「強い血液力を作る食事」～体質と食品の最適な組合せ～
食品には ・血液を汚す性質、清める性質、陰性と陽性・の4つの性質
があリ バランスよく食べることが 強い血液力を生み出す秘訣です。

食品に何を選び、どう組み合わせたら、健康で丈夫な体を維持できる
のでしょうか ?

]陰と陽     2も うひとつの食品の性質
3食生活への指針 4生 活習慣病の改善 実践レシピ
5高血圧改善レシピ例                 (34分 )

セット価格 99,750円 各巻49,875円
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病気予防、健康づくり

健康増進法対応。タバコをやめたいと少しでも感じてしヽる人への強力
サポートがこのDVElです。

このビデオでは、タバコの害 (本人の健康に与える害t周囲の人に及

ぼす害)をあらためてしつかりと知つていただいた上で、具体的な禁
煙方法をこ紹介します。自分の意思でやめる方法、ニコチン依存度が

強い人には禁煙補助具を使つた方法など、確実に禁煙に結びつける方

法です。

□
タバコ百害

●本人の健康に与える害 ●周囲に及ぼす害 ●喫煙のマナーとは

●ニコチン依存度チェック

禁煙サポー ト

●禁煙シミュレーション
ー本当につらいのは初めの 3日間、 1週間後、 1ケ月後、 1年後

●禁煙パッチをll・ う方法 ●失敗体験を次に活かす

特別価格 12,600円 25分

企画・製作ノ財団法人 健康・体力づくり事業財団
監修/内山 真 (国立精神 神経センター精神保健研究所精神生理部部長)

ナビゲーター /ダニエル・カール

●意外に多い睡眠障害の訴え
なかなか寝つけない、夜中何度も目が覚める、明け方早くに目が覚め

てしまう、眠りが浅いなど、睡眠に関して不安を持つている人が急増
し、5人に 1人力判悩みを抱えているといわllています。

●具体的な解決策 (夜間勤務、時差ボケ対策も)

ダニエル カールの軽妙な トークで、睡眠に関する不安を取り除き、快
適な睡眠を得るための様々な方法や知恵をこ紹介します。

また、夜間勤務者への対策や時差ボケ早期解

'肖

法もこ紹介します。

□
1人はなぜ眠るのか ?
2どのように眠つてしヽるの ?

3どのくらしヽ眠ればいいのか?
4眠れない原因 眠りたい原因 ?

5どうすればぐつすり眠れるの ?

特別価格 5,250円 (発送費含む)28分

(全 3巻 )

第 1巻 会議・研修会編
会議や研修会の休憩時に、心とからだの緊張を解きほぐす体操を紹介
します。

第 2巻 立ち作業編
組立ラインtJど 、ほとんどの作業が立ったままや中腰で行う作業向け
体操。肩や腰を中心に脚や腕をほぐす体操を紹介します。

第 3巻 座り作業編
VDT作業を始め 終日椅子に腰IHすたままの姿勢で作業をしている人
に 眼や背中、肩などをリラックスさせる体操を紹介します。

セット価格 52,500円 各巻 21,000円 各巻 15分

企画/日本通目健康保険組合

●睡眠時無呼吸症候群対策は社会的費務
日中、突然襲う抗しヽようのない強烈な眠け。本人の意志だけでは眠

けを抑えることはできません。睡眠時無呼吸症候群一人々の命を預る

ドライバー (運転手)に とつて、まさに死と隣り合わせの病気です。

本人自身が気づくことが難しいこの病気に対する企業 団体の取り

組みは急務としヽえます。

□
●居眠り事故―その原因は ?

●いびき人口2千万人。その内 200万人が無呼吸症
●無呼吸状態―ひどい場合は 1分間にも及ぶ ●フ割は肥満

●社会的影響 ●恐い合併症 ●検査方法 ●正しい治療法 予防法

特別価格 5,250円 (発送費含む)23分

これならできる健康づくリビデオシリーズ
(全 3巻 )

監修 /濱口知昭 (医学博士 )

1 これならできる食習慣 (22分 )

食習慣と生活習慣病の関係/長寿県から転落 ?沖縄伝統料理と欧米的食

習慣 /一日3食、よく噛む、間食しない/こ れならできる減塩法、脂

肪削減法/食事のバランス/日 常の食事別カロリー表示/カ ロリーを減
らす調理法

2こ れ な らで き る運 動 習慣 (26分 )

運動習慣と生活習慣病の関係/長寿No]長野県の運動習慣/体の柔軟
性を高めるス トレッチ/筋肉を強くするウェイ トトレーニング/持久力
を高める有酸素運動/誰でもできるウォーキング/誰でもできる筋肉 ト
レーニンク

3こ れ な らで き る禁 酒・ 禁 煙 (16分 )

監修/人間力研究所
喫煙と健康の関係 /受動喫煙による健康被害 /ニコチン依存の半JLlll基

準/主な禁煙法、再喫煙予防法/飲酒による死亡リスクと適量/お酒の

カロリー /酒量と休肝日

セット価格 94,500円  醤巻 31,500円

私たちがしなければならないこと
監修 /東京海上日動リスクコンサルティング株式会社 ERM事業部

強毒性の新型インフルエンザの脅威が迫つています。バンデミックを生き

残るために、企業としてどのような防衛対策を打ち、家庭でどういつた予

防対策をとればいいのでしょうか ?企業 塚族を守るための具体的対策を

紹介してしヽます。

新型インフルエンザの脅威
企業での対策

家族でできる予防対策

特典映像 (手洗いの手順/マスクのつけ方/企業での備蓄品/家庭での

備蓄品)

価格 10,500円  約45分

心とからだのコミュニケーション体操 新型インフルエンザ対策

50人に 1人がこの病気だといわれています :!

監修 /海野 剛 (東京医科歯科大学呼吸器内科 医学博士)

スッキリ快眠は健康の証 !
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