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とちぎ視聴覚障害者情報センター 

 



Ｃ  趣味・教養 Culture 

ＣＣ エチケット・生活 

分類番号   番  組  名          内       容         時 間 

CC2007-

002 

 

バイヤーズガイドの 

ポイント 

「損害保険の契約に 

あたっての手引き」の解

説 

日本損害保険協会 

 

損害保険は目に見えない商品なので分かりにくいと

言われる。また、昨今、保険の種類や特約が増え、ます

ます複雑になっている。各保険の種類や仕組み等につい

てパンフレットやしおりで情報を提供しているが、情報

量が多いため何が大事か分かりにくい。消費者が保険の

加入を考える時、基本的な部分を正しく理解し、思いこ

みや誤解の無いようにすることを目的に、具体的な保険

の内容や仕組みを紹介する利用区分 DVD Ａ－３ 

15 分 

 

Ｄ  記録・報道 Documentary 

ＤＡ 障害関係 

分類番号   番  組  名          内       容         時 間 

DA2007- 

015 

 

 

音のない時を 

刻んで 

 

東京都聴覚障害者 

生活支援センター 

平成６年 

聞こえる人と聞こえない人とのｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの壁は大きく、

そのために生活の中でさまざまな問題が生じることが多

い。この作品は聴覚障害者が東京都ろうあ者更正寮を利

用し、地域で生活していく様子 

（1988 年から 1993 年）を記録した映画である。 

          利用区分 Ａ―３ （ＤＶＤ） 

５１分 

 

  



Ｅ  教育・教材 Education 

ＥＡ 社会教育 

分類番号   番  組  名          内       容 時 間 

EA2007- 

003 

 

裁判員制度広報用中高生

向け 

アニメーション 

「ぼくらの裁判員物語」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

最高裁判所 

平成 19 年 

敬慈高校に通う別所翔太。彼は同じクラスの栗原茜に片

思い中。告白する機会をうかがう別所。そんなある日、

ふとしたきっかけで、別所は栗原が裁判官に憧れ、「裁判

員制度」に興味があることを知る。「裁判員制度」とは、

国民のみなさんに裁判員として刑事裁判に参加してもら

い、被告人が有罪かどうか、有罪の場合どのような刑に

するかを裁判官と一緒に決めてもらう制度。栗原と親し

くなるためのきっかけづくりにと「裁判員制度」につい

て、幼なじみの進藤進とともに調べはじめる別所。図書

管理の涼子先生から、『模擬裁判 ―裁判員制度はこなる

―』という教材ＤＶＤを借り、見てみることに。そして、

ひょんなことからＤＶＤを一緒に見ることになった別所

と栗原。それまで遠かった別所と栗原の距離は近づいて

いく・・・。どうなる？別所の恋の行方？ 

（「最高裁判所広報ビデオあらすじ」より） 

（＊字幕は自動再生しませんので、メニュー画面から「字

幕有り」をお選びください。） 

利用区分 A－３（ＤＶＤ） 

２２分 

 

  



Ｅ  教育・教材 Education 

ＥＢ 教材 

分類番号   番  組  名          内       容 時 間 

EB2007- 

013 

 

「実践読話学習の 

ためのビデオ」 

（入門編）ＤＶＤ版 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

読話塾 

平成 19 年 

３段階のステップで読話学習を実践する。これを機に

家族や友人との会話を取り戻してみませんか。 

１．入門編第１巻「身近な言葉を読み取ってみよう」人

が出会ったときには挨拶から始まるように、読話も挨

拶の言葉の読み取りから始める。続いて果物や野菜の

名前など身近な言葉を中心に、テーマから言葉を思い

起こす読話の基本を学ぶ。（約 45 分・57 語） 

２．入門編第２巻「身近な会話を読み取ってみよう」最

初に第１巻の学習の腕試し。次に食べ物や飲み物の呼

称を読話練習し、２語文３語文にも挑戦。最後に初級レ

ベル、「母と娘の会話」読み取り挑戦する。（約 50 分・

84 語・文） 

３．ドリル編第１巻「身近な単語の名前の読話（その

１）」入門編に入りきらなかった言葉や名前の読話練習

を行う。解説を無くして１語でも多くの単語を読話練

習できるようにしている。（約 40 分・約 100 語） 

《企画・制作》読話塾. 

《発行》杉並区途中失聴・難聴者の会 

利用区分 DVD A-3 

135 分 

  



Ｊ  子ども物・アニメ Junior 

ＪＢ 創作アニメ                            

分類番号   番  組  名          内       容         時 間 

JB2007 

046 

ルパン三世 

セブンディズ 

ラプソディ 

 

日本テレビ 

平成 18 年 9 月 8 日 

怪しい男たちに追われていた少女・ミシェルを救った

ルパンは、彼女から「父親からダイヤを奪い、父親の悪

事を阻止してほしい」と依頼される。ルパンは依頼を受

けることにしたが、ルパンの仲間の次元は、彼女の父親

のボディガードの依頼を受けていた。そしてルパンと

次元が戦うことに・・・。利用区分 DVD Ｂ－３ 

９２分 

JB2007 

001 

世界名作劇場 

家なき子レミ ４ 

素敵な贈り物 

 

日本アニメーション 

町の本屋で有名な作家に出会ったレミ。作家の作品を

読みたいと思いましたが、その本は高価でとても買う

ことはできませんでした。ところが翌日からレミの元

に、本の物語が手紙として届けられるようになり、大喜

びするレミでしたが・・・。【小学校教育漢字使用 全

ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

JB2007 

002 

世界名作劇場 

家なき子レミ ５ 

奇跡のマリア像 

 

 

日本アニメーション 

レミは孤児院の子どもたちと知り合いになります。い

たずらぼうずのピエールは、妹のために、毎晩他人の家

に忍び込みマリア像にお祈りをしていました。ピエー

ルの妹は、お母さんの死のきっかけに声が出なくなっ

てしまっていたのです。そのためピエールは、妹の声が

出るようにお祈りしていたのでした。 

【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

JB2007 

003 

世界名作劇場 

家なき子レミ ６ 

幻のおかあさん 

 

 

日本アニメーション 

雨の中、ぬかるみにはまってしまったウ″ィタリスー座

の馬車。それを助けてくれたのは、イボンヌ夫人の一行

でした。次の町でレミは、目の不自由なサラという少女

と知り合いになります。サラもレミと同じように、小さ

いころに両親と別れ、職人の親方に育てられました。  

【小学校教育漢字使用全ルビ】 

＊ VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３    

24 分 

  



Ｊ  子ども物・アニメ Junior 

ＪＢ 創作アニメ                            

分類番号   番  組  名          内       容         時 間 

JB2007 

004 

世界名作劇場 

家なき子レミ ７ 

もうひとつの家族 

 

 

日本アニメーション 

港町ボルドーでレミはエミールという船乗りの少年と

知り合いになります。故郷を離れ船旅を続けるエミー

ルに、レミはナナやお母さんのいる村の話をします。レ

ミとエミールは、犬をぬすんでサーカスに売りつける

悪人の話を聞いて・・・。【小学校教育漢字使用 全ル

ビ】 

＊ VHS 版はありません。 利用区分 DVD Ｂ－３  

２４分 

JB2007 

005 

世界名作劇場 

家なき子レミ 8 

さようなら私たちの家 

 

日本アニメーション 

トゥールーズの町で興業を続けるヴィタリス一座。そ

のころ町では、家に火をつけて、火事騒ぎのすきに盗み

をするどろぼうが続いていました。夜の町であやしい

男にぶつかったレミは仲良くなったミミと、犯人を捜

そうとするのですが・・・。【小学校教育漢字使用 全

ルビ】 

＊VHS 版はありません。 利用区分 DVD Ｂ－３       

２４分 

JB2007 

006 

世界名作劇場 

家なき子レミ 9 

運命の出会い 

 

日本アニメーション 

ヴィタリスさんと離れて、旅を続けることにしたレミ

たち。しかしもう一度警察を説得しようと訪れたトゥ

ールーズで、レミはケガをしてしまいます。気を失った

レミを助けてくれたのは、ミリガン夫人という美しい

女の子でした。 【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

JB2007 

007 

世界名作劇場 

家なき子レミ 10 

ひとりぼっちのアーサ

ー 

 

 

 

 

日本アニメーション 

ミリガン家でヴィタリスさんを待つことになったレミ

は、この家の息子のアーサーが、気難しく、人と接しよ

うとしないのが気になります。優しいミリガン夫人に

対にしてさえ反抗的なので、つい強く注意してしまい

ます。ところが、そんなアーサーが誰にも言わずに川に

出かけてしまいました。レミもアーサーを捜しに行き

ます。そして、アーサーが川に落ちそうになっているの

を見つけ、助けようとしますが・・・。【小学校教育漢

字使用全ルビ】 

＊ VHS 版はありません。 利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

  



Ｊ  子ども物・アニメ Junior 

ＪＢ 創作アニメ                            

分類番号 番  組  名 内       容 時 間 

JB2007 

008 

世界名作劇場 

家なき子レミ 11 

ペンダントの秘密 

 

 

 

 

 

 

日本アニメーション 

レミと出会い、明るくなっていくアーサー。ミリガン夫

人もアーサーも、レミにずっと居てほしいと思うよう

になります。けれども真犯人が捕まり、ヴィタリスさん

がレミを迎えに来てくれます。アーサーは、「宝物をあ

げるから、ここに居て」とレミに頼み、そんなアーサー

にレミも、自分の宝物を見せてあげます。少し疲れたの

か、体調の悪そうなヴィタリスさんに、ミリガン夫人は

滞在を勧めますが、ヴィタリスさんは旅立ちます。 

【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

JB2007 

009 

世界名作劇場 

家なき子レミ 12 

悲しみの雪山 

 

 

 

 

日本アニメーション 

ミリガン家に残らず、ヴィタリスさんの後を追ったレ

ミ。しかし、ヴィタリスさんの体調はあまりよくありま

せん。さらに興行中に、なんとジョリクールが大ケガを

してしまいます。獣医に診てもらわないと助かりそう

にありませんが、その村には獣医はおらず、次の町に行

くには、雪山を越えなければなりません。しかも、雪が

降り出しています。レミは、迷うヴィタリスさんを説得

して雪山に向かいます。 

【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。  利用区分 DVD Ｂ－３        

２４分 

JB2007 

010 

世界名作劇場 

家なき子レミ 13 

雪の日の別れ 

 

 

 

 

日本アニメーション 

大ケガをしたジョリクールをレミは病院に連れて行き

ました。ジョリクールはしばらく入院することになり

ました。ヴィタリスさんは、ジョリクールが入院してい

る間、パリへ行くことにしました。パリなら冬の間も興

行ができるしヴィタリスさんの知り合いもいるからで

す。レミとヴィタリスさんはパリに向けて出発しまし

た。しかしその途中、ヴィタリスさんは、胸をおさえて

苦しみ出して、倒れてしまいました。【小学校教育漢字

使用全ルビ】 

＊ VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

  



Ｊ  子ども物・アニメ Junior 

ＪＢ 創作アニメ                            

分類番号 番  組  名 内       容 時 間 

JB2007 

011 

世界名作劇場 

家なき子レミ 14 

新しい旅の始まり 

 

 

 

 

日本アニメーション 

レミはパリのルールシーヌ通りに住むというガスパー

ルさんをさがすことにしました。ガスパールさんはヴ

ィタリスさんの知り合いなのです。でもパリは、ほんと

うに大きな街で、レミはなかなか見つけることができ

ませんでした。やっとルールシーヌ通りを見つけたレ

ミでしたが、そこは何だか、とてもこわい感じのする所

でした。そしてガスパールさんの住む家に行ったレミ

でしたが、そこには大勢の子どもたちが住んでいまし

た。 

【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。 利用区分 DVD Ｂ－３     

２４分 

JB2007 

012 

世界名作劇場 

家なき子レミ 15 

 

 

 

 

 

 

日本アニメーション 

ガスパールのもとで仕事をすることになったレミでし

たが、ついヴィタリスさんのことが思い出されて悲し

くなってしまいます。それでもレミはがんばりました。

町では、リーズたちも、それぞれ同じようにがんばって

働いています。リーズたち女の子は花売り、小さな男の

子たちクツみがきや新聞売りが仕事です。レミはカピ

とジョリクールと芸を見せてお金をかぜきました。で

も、せっかくかせいだお金をほかの子たちに取られて

しまいました。 

【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３          

２４分 

  



Ｊ  子ども物・アニメ Junior 

ＪＢ 創作アニメ                            

分類番号 番  組  名 内       容 時 間 

JB2007 

013 

世界名作劇場 

家なき子レミ 16 

雨の日の子猫 

 

 

 

 

 

日本アニメーション 

ある日、マルセルが、子ネコと出会いました。マルセル

は子ネコと友だちになりたいと思い、子ネコを家に連

れて帰りました。みんなネコを飼うことを賛成してく

れましたが、マチアは反対しましたガスパールが許す

はずがないからです。マルセルはとても悲しくなりま

した。そんなマルセルを見て、レミは、みんなでネコを

飼える場所を見つけました。公園の中にある木の穴で

す。マルセルは大喜びしました。でも、次の日の朝、公

園に行ってみると、木の穴にネコはいなくなっていま

した。 

【小学校教育漢字使用全ルビ】 

＊ VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

JB2007 

014 

世界名作劇場 

家なき子レミ 17 

地下迷路での誓い 

 

 

 

 

日本アニメーション 

ある日、リーズがお店から人形をぬすんでしまいまし

た。それを知ったレミは、お店に人形を返し、リーズの

代わりに一生けん命謝りました。でもお店の人はレミ

をたたいて怒りました。リーズは、自分のせいでレミが

たたかれるのを見て、思わずその場からにげてしまい

ました。そして古い建物の中に入ったリーズでしたが、

建物の床が壊れて、地下に落ちてしまいました。 

【小学校教育漢字使用 全ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３         

２４分 

JB2007 

015 

世界名作劇場 

家なき子レミ 18 

すれちがう母と子 

 

 

 

 

日本アニメーション 

ある日、レミはマリアとリーズといっしょに家に帰ろ

うとしていました。ところが、そんなレミたちの前に、

ほかの町の男の子たちが現れ、かせいだお金を取り上

げようとしました。でもカピやジョリクールのおかげ

でお金は取られずに済みましたが、レミが大切にして

いたカメオが取り上げられてしまいました。レミは必

死にカメオを取りもどそうとしますが、男の子たちは

返してくれません。そこにマチアが現れて、男の子たち

とケンカを始めてしまいました。【小学校教育漢字使用 

全ルビ】 

＊VHS 版はありません。利用区分 DVD Ｂ－３ 

２４分 

 


