
  収録内容 （60 分）

⑴ヤングケアラーとは

⑵ヤングケアラー支援の社会的背景

⑶ヤングケアラーの現状

⑷ヤングケアラーが抱える問題 ・ 困難

⑸ヤングケアラー支援の課題

⑹ヤングケアラー支援の事例

⑺ヤングケアラー支援施策と先進事例

収録内容 （60 分）

⑴ヤングケアラーとは

⑵ヤングケアラー支援の社会的背景

⑶ヤングケアラーの現状

⑷ヤングケアラーが抱える問題 ・ 困難

⑸ヤングケアラー支援の課題

⑹多機関 ・ 専門職の連携による支援

⑺多機関 ・ 専門職の連携による支援事例

収録内容 （50 分）＋音声 CD （10 分）

⑴ヤングケアラーとは

⑵ヤングケアラー支援の社会的背景

⑶ヤングケアラーの現状

⑷ヤングケアラーが抱える問題 ・ 困難

⑸ヤングケアラー支援の課題

⑹ヤングケアラーを地域で支えるために

付属 CD ： 元ヤングケアラーの語り

本DVDの特徴

◆講演と同内容

◆何度でも利用可

◆受講対象に合わせた内容

◆特別付録

　●講義資料（配布用）

　●政策パンフレット（本冊＋補足資料）

一般社団法人 日本ケアラー連盟とは
2010年6月に発足。ケアラーを支える社会的仕組みを作るため、「ケアラー
支援法」の制定や条例化を目指して、調査研究・啓発・政策提言・ロビー
活動などを行っている。また、ケアラー支援のツールとして、「ケアラー手帳」
「政策パンフレット」「ケアラーのバトン」などを発行、普及に努めている。
IACO（国際ケアラー支援組織連盟：International Alliance of Carer 
Organizations）のメンバー。

各99,000円（税込）　 3本セット220,000円（税込）

一般社団法人日本ケアラー連盟

一般財団法人高度映像情報センター(AVCC)

公益財団法人日本財団

ご要望にお応えして研修動画ができました！ご要望にお応えして研修動画ができました！

　　　　　　　　HP専用フォームまたはチラシ裏面申込フォームを

メール添付またはファックスにてお願いいたします。

1 
 〜自治体職員のみなさまへ〜

２ 
〜福祉・教育関係者のみなさまへ〜

３ 
 〜地域のみなさまへ〜

日本ケアラー連盟の理事の出演による研修動画『ヤングケアラーへの理解と支援のために』ができました。ヤングケア

ラーの基礎知識や現状を理解するための調査データの解説、現状と課題、支援のあり方、事例紹介など、３人の講師が講

演の際に話している内容を新規にスタジオ収録した各々60分間の動画です。是非、研修にお役立てください。

日本ケアラー連盟の理事の出演による研修動画『ヤングケアラーへの理解と支援のために』ができました。ヤングケア

ラーの基礎知識や現状を理解するための調査データの解説、現状と課題、支援のあり方、事例紹介など、３人の講師が講

演の際に話している内容を新規にスタジオ収録した各々60分間の動画です。是非、研修にお役立てください。

日本ケアラー連盟の理事の出演による研修動画『ヤングケアラーへの理解と支援のために』ができました。ヤングケア

ラーの基礎知識や現状を理解するための調査データの解説、現状と課題、支援のあり方、事例紹介など、３人の講師が講

演の際に話している内容を新規にスタジオ収録した各々60分間の動画です。是非、研修にお役立てください。

日本ケアラー連盟の理事の出演による研修動画『ヤングケアラーへの理解と支援のために』ができました。ヤングケア

ラーの基礎知識や現状を理解するための調査データの解説、現状と課題、支援のあり方、事例紹介など、３人の講師が講

演の際に話している内容を新規にスタジオ収録した各々60分間の動画です。是非、研修にお役立てください。

［講師］ 一般社団法人日本ケアラー連盟 代表理事 堀越栄子 

［講師］ 一般社団法人日本ケアラー連盟 理事 森田久美子 ［講師］ 一般社団法人日本ケアラー連盟 代表理事 牧野史子

頒 布 価 格

製作・著作

制 作 協 力

助 成

お 申 込 み

◀サンプル動画
https://carersjapan.com/
trainingvideo

◀ホームページ専用フォーム
https://carersjapan.com/
form-dvd

【 DVD 】ヤングケアラーへの
理解と支援のために（１～３巻）

【 DVD 】ヤングケアラーへの
理解と支援のために（１～３巻）

ヤングケアラーへの
理解と支援のために
ヤングケアラーへの
理解と支援のために

ヤングケアラーへの
理解と支援のために
ヤングケアラーへの
理解と支援のために

ヤングケアラーへの
理解と支援のために
ヤングケアラーへの
理解と支援のために

© 一般社団法人日本ケアラー連盟  illustration:Izumi Shiga

 
 

ヤングケアラーへの
理解と支援のために １
〜自治体職員のみなさまへ〜（60分）
 
１．ヤングケアラーとは
２．ヤングケアラー支援の社会的背景
３．ヤングケアラーの現状
４．ヤングケアラーが抱える問題・困難
５．ヤングケアラー支援の課題
６．ヤングケアラー支援の事例
７．ヤングケアラー支援施策と先進事例

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟
            代表理事 堀越栄子 

監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを
複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する
ことは法律で禁じられています。
●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し
てください。

[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月

©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga

複製不能

片面一層 ＣＯＬＯＲ ＭＰＥＧ-２

ＮＴＳＣ
日本国内向け

収録画面
サイズ

 
 

ヤングケアラーへの
理解と支援のために ３
〜地域のみなさまへ〜（53分）

 

１．ヤングケアラーとは
２．ヤングケアラー支援の社会的背景

３．ヤングケアラーの現状

４．ヤングケアラーが抱える問題・困難

５．ヤングケアラー支援の課題

６．ヤングケアラーを地域で支えるために

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟

            代表理事 牧野史子監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを

複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する

ことは法律で禁じられています。

●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

てください。[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月
©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga

複製不能

片面一層 ＣＯＬＯＲ ＭＰＥＧ-２

ＮＴＳＣ日本国内向け

収録画面
サイズ

 
 

•

ヤングケアラーへの理解と支援のために ２〜福祉･教育関係者のみなさまへ〜（60分）
 
１．ヤングケアラーとは２．ヤングケアラー支援の社会的背景
３．ヤングケアラーの現状４．ヤングケアラーが抱える問題・困難
５．ヤングケアラー支援の課題６．多機関・専門職の連携による支援
７．多機関・専門職の連携による支援事例

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟
                理事 森田久美子
監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを

複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する

ことは法律で禁じられています。
●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

てください。
[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟
[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月
©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga

複製不能

片面一層 ＣＯＬＯＲ ＭＰＥＧ-２ＮＴＳＣ
日本国内向け

収録画面
サイズ

 
 

ヤングケアラーへの
理解と支援のために １

〜自治体職員のみなさまへ〜（60分）

 
１．ヤングケアラーとは
２．ヤングケアラー支援の社会的背景

３．ヤングケアラーの現状
４．ヤングケアラーが抱える問題・困難

５．ヤングケアラー支援の課題

６．ヤングケアラー支援の事例

７．ヤングケアラー支援施策と先進事例

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟

            代表理事 堀越栄子 

監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを

複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する

ことは法律で禁じられています。
●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

てください。

[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月

©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga

複製不能

片面一層 ＣＯＬＯＲ ＭＰＥＧ-２

ＮＴＳＣ
日本国内向け

収録画面
サイズ

 
 

•

ヤングケアラーへの
理解と支援のために ２
〜福祉･教育関係者のみなさまへ〜（60分）

１．ヤングケアラーとは
２．ヤングケアラー支援の社会的背景
３．ヤングケアラーの現状

４．ヤングケアラーが抱える問題・困難
５．ヤングケアラー支援の課題
６．多機関・専門職の連携による支援

７．多機関・専門職の連携による支援事例

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟
                理事 森田久美子

監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

の映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを
複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する
ことは法律で禁じられています。

ビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し

[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月

©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga

複製不能

片面一層 ＣＯＬＯＲ ＭＰＥＧ-２

ＮＴＳＣ
日本国内向け

収録画面
サイズ

 
 

ヤングケアラーへの
理解と支援のために ３
〜地域のみなさまへ〜（53分）
 

１．ヤングケアラーとは

２．ヤングケアラー支援の社会的背景

３．ヤングケアラーの現状

４．ヤングケアラーが抱える問題・困難

５．ヤングケアラー支援の課題

６．ヤングケアラーを地域で支えるために

講師：一般社団法人 日本ケアラー連盟
            代表理事 牧野史子

監修：一般社団法人日本ケアラー連盟

●このＤＶＤの映像・音声及びパッケージに関するすべての権利は著作者にあり、無断でこれを
複製・改変すること、公衆送信（有線・無線の放送を含む）、公開上映、レンタル等に使用する
ことは法律で禁じられています。
●ＤＶＤビデオは映像と音声を高密度に記録したディスクです。ＤＶＤ対応のプレーヤーで再生し
てください。

[製作･著作]一般社団法人 日本ケアラー連盟

[制作協力]一般財団法人 高度映像情報センター(AVCC)      

[　助 成　]公益財団法人 日本財団

頒布価格 99,000円(税込)

2022年1月

©一般社団法人日本ケアラー連盟　illustration:Izumi Shiga

複製不能

片面一層 ＣＯＬＯＲ ＭＰＥＧ-２

ＮＴＳＣ
日本国内向け

収録画面
サイズ

研修動画
（DVD）
発売!

ヤングケアラー



■ 販売・お問合せ：一般社団法人日本ケアラー連盟

■ TEL：03-3355-8028（金曜日13：00～17：00）

■ 住所：〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-10 橋場コーポ302

■ 申込み専用メールアドレス：carersjpbooks@gmail.com

■ メールアドレス：info@carersjapan.com　　■ https://carersjapan.jimdofree.com/

DVD『ヤングケアラーへの理解と支援のために』購入申込フォーム

【上記 DVD の購入を申し込みます】

ホームページ購入申込みフォーム▲

●ヤングケアラーへの理解と支援のために１

　〜自治体職員のみなさまへ〜

●ヤングケアラーへの理解と支援のために２

　〜福祉 ・ 教育関係のみなさまへ〜

●ヤングケアラーへの理解と支援のために３

　〜地域のみなさまへ〜

上記 3 本セット

※価格は税 ・ 送料込みです。

フリガナ

お名前

ご所属

部署名

メールアドレス　  （できれば PC 用）

電話番号

送付先ご住所

送付希望時期

必要書類にチェックマークを入れてください。

2022 年　　　　　　 　　月　　　　　　　 　日　頃

〒

＠

ーー

99,000 円

99,000 円

99,000 円

220,000 円

本

本

本

円

円

円

円セットセット

単品

総合計金額 円

個人で購入の方はチェック

お申込みはファクスまたはメール添付にて下記メールアドレスにご送信ください

　 　  F A X     03-5368-1956
  申込み専用メールアドレス  carersjpbooks@gmail.com

□請書　　□取引登録書　　□見積書　　□納品書　　□請求書　　　□領収証　　□その他

各種書類に記載する宛名 ：

合計価格（円）価格（円）/ 本 数 /（本）

(　　　　　　　　　　　）

https://carersjapan.com/form-dvd

サンプル動画▼
https://carersjapan.com/

trainingvideo


