
字幕（手話）入り DVD 

追 録 

 
平成２０年度分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 タイトル名 内     容 分数 

 

 

 

CC2008-001 

 

それでもお金， 

 借りますか？  

多重債務の落とし穴 

 

東京都  

消費生活総合センター 

2007 

多重債務とは，いくつもの貸し手から借金を重

ねて， 返済ができなくなること。無人契約機に

よって，簡単に借金をすることができる現在，

若い人を中心にｷｬｯｼﾝｸﾞの落とし穴にはまる人が

増えている。この作品では，複数の事例をﾄﾞﾗﾏ

仕立てで紹介しながら，安易に借金することの

恐ろしさ・多重債務から立ち直る方法などをわ

かりやすく解説する。高校生対象。 

 

 

 

 

 

27 

利用区分 A－３ DVD 

 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内     容 分数 

 

 

 

 

CE2008-001 

 

美の巨人たち 

レオナルド・ 

ダ・ヴィンチ 

「モナ・リザ」前編 

 

テレビ東京  

平成 18 年 4 月 15 日 

ルネッサンスが生んだ万能の天才レオナルド・

ダ・ ヴィンチ。生涯にわずか 10 数点の絵し

か残さなかったレオナルドだが、彼は史上最高

の画家と称されている。「モナ・リザ」はその

レオナルドの最高傑作だが、実は多くの謎を秘

めた絵でもある。最も大きな謎は「誰がモデル

なのか」ということだ。番組では、さまざまな

角度からその秘密に迫る。 

 

 

 

 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 

CE2008-002 

美の巨人たち 

レオナルド・ 

ダ・ヴィンチ 

「モナ・リザ」後編 

 

テレビ東京 

 平成 18 年 4 月 22 日 

前編に引き続き、「モナ・リザ」の秘密に迫

る。コン 

ピューターを使ってモナ・リザの「感情」を解

析したり、画面の汚れを取り払って、描かれた

当時の鮮明な画面を再現する。果たして「モ

ナ・リザ」のモデルは誰なのか？ 

 

 

 

 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

  



C  趣味・教養 Culture 

CG 科学 

分類番号 タイトル名 内     容 分数 

 

 

 

 

 

CG2008-001 

 

サイエンスＺＥＲＯ 

極限環境生物の 

不思議に迫る 

 

 

 

 

 

 

ＮＨＫ 

平成 18 年 2 月 4 日 

極限環境というのは、極端な温度、圧力、乾

燥、毒物のある環境など、わたしたちの想像

を超える苛酷な環境を指す。長らく、こうし

た環境には、生物は存在しないと考えられて

きた。ところが、調べていくうちに、砂漠や

深海、放射能を浴びた状態でも生存する生物

のいることがわかってきた。今、これらの生

物が持つ特殊な能力を、医療や環境問題に利

用しようと、研究が進められている。  眞鍋

かをり/堀越弘毅/黒崎政男/奥田隆/北里洋 

/阿部文快/鳴海一成/松本伯夫 

 

 

 

 

 

44 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

D  記録・報道 Documentary  

DA  障害関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DA2008-

013 

夢の扉  

NEXTDOOR  

EPISODE132  

聴覚障害者の生活圏を

広げる機械を 

発明した男  

齋藤勝 

ＴＢＳ 

平成 19 年 9 月 16 日 

聴覚障害者にとって便利な道具シルウォッチ。

シルウォッチは、ＦＡＸの着信音や玄関の呼び

鈴などの音を、文字と信号に変えて聴覚障害者

に知らせてくれる。この機械を開発したのが、

齋藤勝さん。斎藤さん自身、聴覚に障害をもつ

難聴者。自分が生活で感じた不便を解消するた

めにつくった機械が、今、さまざまな分野で活

用され始めている。 斎藤勝/大櫛エリカ 

25 

利用区分 B－３ DVD 

DA2008-

016 

情熱大陸 

プロボディーボーダー 

甲地由美恵 

 

 

毎日放送 

平成 19 年 2 月 18 日 

世界ツアー初参戦でいきなり日本選手最高位 11

位となったプロボディーボーダーの甲地由美恵

さん。２歳の時、感音性難聴で聴覚を失った甲

地さんは、18 歳で出会ったボディーボードによ

って人生が変わったという。「海は自分が 1 人

の人間で居られる唯一の場所」と言い切る彼女

が、世界戦に挑戦する姿を追う。 

25 

利用区分 B－３ DVD 



D 記録・報道 Documentary 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DC2008- 

003 

 

壁を拓く、 

社会を開くⅢ 

平成のろうあ運動 

 

〈手話ビデオ 字幕つ

き〉 

 

 

 

 

聴力障害者 

情報文化センター 

平成のろうあ運動の特徴は、それまでの聴覚障害

者団体だけの運動と異なり、社会と共に運動する

「社会連携型運動」であることが特徴としてあげ

られる。 代表的な２つの運動、「民法 969 条改

正運動」「欠格条項撤廃運動」について紹介する。

旧民法 969 条や欠格条項が、どのような法律で、

どこが問題となるのか。野澤氏や弁護士の田口氏

に解説していただく。また、具体的にどのような

活動を行ったのか、全日本ろうあ連盟の安藤理事

長に当時を振り返りながら説明していただく。 

（字幕つき）野澤克哉／馬屋原亜季／安藤豊喜／

田口哲朗/早瀬久美 

53 

利用区分 Ａ － ３ DVD 

  



E 教育・教材 Education  

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2008-

001 

 

 

 

 

千葉県広報用作品 

『誰もが暮らしやす

い 千葉県づくり 

全国初の障害者条

例』 

 

 

 

 

 

 

千葉県 

平成 19 年 6 月 30 日 

国内初の障害者差別禁止条例である「障害のある人

もない人も共に暮らしやすい千葉県づくり条例」 

（障害者差別禁止条例）が、2006 年 10 月に千葉県

議会で成立し、2007 年 7 月から施行された。この

条例作りは、県民が施策を描き、行政がそれを具体

化するという「健康福祉千葉方式」が基本となって

進められたが、障害者差別をなくすためにまさに県

民が主役となり作り上げた条例である。この条例で

は、サービス・医療・雇用など、暮らしの中で何が

差別にあたるのかを明らかにし、差別をなくすため

の 3 つの仕組みを具体的に定めている。差別のない

社会の実現に向けた取り組みを紹介する。千葉テレ

ビより 2007 年 6 月 30 日に千葉県の特別広報番組

として放送された番組。 

【制作・寄贈元：千葉県】  

【字幕制作協力：千葉聴覚障害者センター】 

19 

利用区分 A－3 DVD 

EA2008-

003 

 

一期一会 

キミにききたい！ 

打たれ弱さを 

克服する話＠北海道

チーズ職人の現場 

 

ＮＨＫ 

平成 19 年 7 月 21 日 

悩めるイチゴさんが同年代のイチエさんと出会い，

自分の悩みに向き合う「一期一会 キミにききた

い！」。今回のイチゴさんは打たれ弱さに悩む 23 歳

の大学生。就職を控え，社会人として仕事を続けら

れるか不安を抱えている。対するイチエさんは，厳

しい師匠のもと修業に励むチーズ職人の卵だ。イチ

エさんの仕事場を見学したイチゴさん，師匠のひと

ことに傷ついてその場から逃げ出してしまう。果た

して打たれ弱さを克服できるか？ 

29 

利用区分 B－３ DVD 

  



E 教育・教材 Education  

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2008-

004 

趣味悠々   

中高年のための   

いまさら聞けない  

パソコンＡＢＣ   

第１回   

パソコンを 

見に行こう！ 

ＮＨＫ 

平成 19 年 8 月 7 日 

全１３回のパソコン講座。いまさら人に聞けないパ

ソコンの基礎を学ぶ。初心者はもちろん，すでにパ

ソコンを使っている人にもためになる，専門用語や

基本操作を解説する。１回目は，パソコンの選び方

について。パソコンの種類や使い方，基本的なＯ

Ｓ，パソコンの性能を示す用語などについて学ぶ。 

25 

 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-

005 

趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第２回 

ソフトや 

周辺機器って何？ 

ＮＨＫ 

平成 19 年 8 月 14 日 

第２回は，パソコンを使うのに必要なソフトや，プ

リンターやマウスなどの周辺機器について勉強す

る。パソコンを，より便利に楽しく使うために，自

分の目的や使い勝手に合ったソフトや周辺機器があ

るかどうか，量販店で探してみるのも楽しそうだ。 

佐々木博／小林綾子 

 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-

006 

趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第３回 

電源を入れてみよう 

ＮＨＫ 

平成 19 年  

8 月 21 日 

パソコンを箱から取り出し，周辺機器を接続し，電

源を入れるのが今回のテーマ。箱の中身をひとつず

つ確認しながら，どのような用途があるのか等，解

説を加える。  接続を済ませて電源を入れると，最

初に設定が必要にな 

る。その方法や，画面（デスクトップ）に表示され

ているマークについて学び，さらにクリックやドラ

ッグといったマウスの基本操作も行う。 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ VHS:DVD 

 

 

 

 

  



E 教育・教材 Education  

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2008-

007 

趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第４回 

画面の操作に慣れよ

う 

ＮＨＫ 

平成 19 年 8 月 28 日 

いくつもファイルを開いているうちに，先に開いた

ファイルが見えなくなったり，開いた画面が小さく

て，データの全体が見られなかったらどうすればい

いのか。  第４回では，タスクバーやスクロールバ

ーなどの操作に 慣れて，画面を自由に操れるよう

になるのが目標。 

 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ VHS:DVD 

EA2008-

008 

 

趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第５回 

ソフトを使ってみよ

う 

ＮＨＫ 

平成 19 年 9 月 4 日 

ウィンドウズパソコンに搭載されている「ペイン

ト」というソフトを使って，ソフトの使い方につい

て学習する。ソフトの立ち上げ方，すぐに立ち上げ

るためのショートカットの作り方，作業が終わった

後のソフトの閉じ方を学ぶ。ソフト内に表示される

鉛筆やスプレー，消しゴムといったマーク（ボタ

ン）を使いながら１枚の絵を仕上げ，その絵のデー

タをハードディスクに保存する。 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-

009 

趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第６回 

文字入力のイロハ 

ＮＨＫ 

平成 19 年 9 月 11 日 

せっかくパソコンを手に入れても，文字入力に時間

がかかって面倒になってしまった経験のある人は多

いはず。また，促音や記号などが表示できず，イラ

イラした経験もあるのでは？そこで第６回では，入

力に手間取りやすい文字を中心に，文字入力がスム

ーズにできるノウハウを伝授する。 

25 

利用区分 B－３ DVD 

 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2008-010 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第７回 

漢字を入力しよう 

 

ＮＨＫ 

平成 19 年 9 月 18 日 

前回に引き続き，文字入力の方法について。うまく

文字変換できなかった場合の文節区切りの変更方法

や，読めない漢字，読みにくい漢字の入力方法につ

いて学習する。IME ツールバーを使った入力，入

力したい文字の検索、人名や地名を入力する際の辞

書の変更など，実際に文字を入力してみながら楽し

く解説する。 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-011 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第８回 

インターネットを 

はじめよう 

ＮＨＫ 

平成 19 年 9 月 25 日 

情報収集に便利なインターネット。でも最初は，ア

ドレスの入力を間違えたり，専門用語がわからなか

ったり，なかなか便利には使えないもの。そこで第

８回では，具体的な失敗例をもとに，上手なインタ

ーネットの使い方を勉強する。 

佐々木博／小林綾子 

 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-012 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第９回 

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄで情報探し 

ＮＨＫ 

平成 19 年 10 月 2 日 

前回に引き続き，インターネットについて。欲しい

情報 をうまく検索する方法について学習する。  

画像検索，地図の検索といったインターネットの便

利な使い方や，生活や趣味に役立つ情報を分類，集

約しているポータルサイトについて解説する。 

 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2008-013 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第１０回 

メールをはじめよう 

ＮＨＫ 

平成19年10 月9日 

 時間や相手の都合を気にせず送れるメール。イン

ターネット同様，慣れると大変便利だ。でも最初は

設定を間違えて相手に届かなかったり，途中で送信

してしまったり…。今回も，失敗例を交えて，メー

ルの上手な使い方について勉強する。 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-014 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第１１回 

メールを上手に 

活用しよう 

ＮＨＫ 

平成 19 年 10 月 16 日 

メールの使い方の応用編。メールの便利な使い方に

ついて学習する。メールアドレスの簡単な登録方

法，複数の人に一斉にメールを送る方法，過去のメ

ールの探し方などを解説する。携帯電話と組み合わ

せた，メールの便利で意外な使い方なども紹介す

る。 

 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EA2008-015 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第１２回 

デジタル写真を 

取り込もう 

ＮＨＫ 

平成 19年 10 月 23 日 

デジタルカメラの普及で写真がたくさん撮れるよう

になった昨今，撮った写真の整理が追いつかない人

も多いはず。そこで，せっかく撮った写真を楽しむ

ために，撮った写真をパソコンに取り込んで，シー

ルを作ったりスライドショーにしたり… 

さまざまに活用する方法を伝授する。 

 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2008-016 趣味悠々 

中高年のための 

いまさら聞けない 

パソコンＡＢＣ 

第１３回 

もっとパソコンを 

楽しもう 

ＮＨＫ 

平成 19年 10 月 30 日 

パソコンを，生活や趣味で楽しむためのアイデアを 

紹介する。インターネットを使った無料通話，ＣＧ

で作られた仮想空間でコミュニケーションするサー

ビス，写真のアルバムをネット上で公開するサービ

ス，ホームビデオで撮った映像の公開など，インタ

ーネットを使ったさまざまなサービスを紹介してい

く。 

佐々木博／小林綾子 

25 

利用区分 B－３ DVD 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EB2008-003 国立国語研究所 

「ことばビデオ」 

シリーズ 

＜豊かな言語生活を      

めざして＞１ 

相手を理解する 

言葉の背景を 

見つめると・・・ 

 

国立国語研究所 

平成 13 年 

言葉を用いたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝの場では，時に行き違いや

誤解が生じる。作品では、そうしたｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝにお

ける戸惑いやつまづきの具体例をﾄﾞﾗﾏ仕立てで取り

上げ、なぜそれらが起きるのか、どうしたら防げる

のか、起きてしまった場合どう対応すればよいのか

を考える。文部科学省特別選定。第 1 話「すみませ

ん」のｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ，第 2 話いきいき方言，第 3 話丁

寧な言葉はどんなときに？ 

第 4 話 ほめるのは難しい，第 5 話「あいまいな言

葉」の中に，第６話多様性を見つめて。  

〔製作：東京シネ・ビデオ株式会社〕 

38 

利用区分 Ｂ － ２ DVD 

EB2008-004 国立国語研究所 

「ことばビデオ」ｼﾘｰｽﾞ 

＜豊かな言語生活を     

めざして＞2 

ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ の「丁寧

さ」「ほめる」という 

はたらきかけ 

国立国語研究所 

平成 14 年 

丁寧なｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝとはどんなものだろうか。敬語を

使う・言い方を工夫する・言葉以外の丁寧さなど，

生活の中のさまざまな場面での会話を取り上げ，

「人が丁寧だと感じるコミュニケーション」につい

て考える。  作品後半は「ほめる」について。ほめ

られることによってやる気が出たり，人間関係がス

ムーズになったりする様子を見ながら，「ほめる」

ことのはたらきを考える。  

〔製作：東京シネ・ビデオ株式会社〕 

46 

利用区分 Ｂ－２ DVD 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EB2008-005 国立国語研究所 

「ことばビデオ」ｼﾘｰｽﾞ 

＜豊かな言語生活を

めざして＞３ 

方言の旅 

国立国語研究所 

平成 15 年 

方言をテーマにレポートを書くことにした女子大生

が山形県の庄内地方を訪れ，生きた方言に触れる中

で，方言に存在する文法や変化，若者と高齢者の使

う方言の違いなどを，言語地図などの資料を参考に

考察する。 〔製作：東京シネ・ビデオ株式会社〕 

 

52 

利用区分 Ｂ－２ DVD 

EB2008-006 国立国語研究所 

「ことばビデオ」ｼﾘ

ｰｽﾞ 

＜豊かな言語生活を     

めざして＞４ 

暮らしの中の 

「あいまいな表現」 

国立国語研究所 

平成 16 年 

日々の暮らしの中では，あいまいな表現が元で誤解

が生じることがある反面，はっきりとした表現を避

けることで，人間関係がうまくいくことも多い。こ

の作品では，幾つかのあいまいな表現を取り上げ，

その働きや問題点を考えるとともに，問題が起きや

すいケースについては 改善策も提案する。 

〔製作：東京シネ・ビデオ株式会社〕  

35 

利用区分 Ｂ－２ VHS:DVD 

EB2008-007 国立国語研究所 

「ことばビデオ」ｼﾘ

ｰｽﾞ 

＜豊かな言語生活を     

めざして＞５ 

日本語の音声に 

耳を傾けると・・・ 

国立国語研究所 

平成 17 年 

話しことばには，声の調子によって，気持や意図を 

伝えられるという面がある。ふだん，特に意識せず

に話している音声の部分に注目して，音声の果たす

役割を考える。３話構成。第１話 気持や意図を伝

える音声，第２話 方言の中の音声，第３話 外国人

の話す日本語の音声。 

〔製作：東京シネ・ビデオ株式会社〕 

35 

利用区分 Ｂ－２ VHS:DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EB2008-008  

地球温暖化 今， 

私たちにできること 

ダ イジェスト版 

 

 

 

環境省 

平成 20 年 

今，地球にどんな異変や異常気象が起きているの

か，「地球温暖化」がどうして起こるのか，あなた

は知っていますか？ このＤＶＤでは，貴重な映像

と共に「地球温暖化」現象を解説し，温暖化を防ぐ

国内外のＣＯ2 削減対策を紹介します。 さあ，

今，私たちに何ができるのか？あなたも一緒に考え

ましょう。環境省，NHK，NHK エンタープライズ

ほか関係各位のご協力でご提供いただき，当センタ

ーが字幕を挿入しました。 

22 

利用区分 Ａ－３ DVD 

 

F 映画・ドラマ Fiction  

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

FB2008-012  

 

ガリレオ 

第一章 燃える 

 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 10 月 15 日 

深夜の公園で若者の頭が突然発火し死亡した。警察は花

火の引火による事故死と考えるが，若者の頭部は炭化す

るまで燃えており，花火の火力だとは考えられなかっ

た。貝塚北署の女刑事・内海薫は不可思議な人体発火の

謎を解くため，帝都大学准教授の湯川学の協力を仰ぐこ

とにする。湯川は物理学の天才で「変人ガリレオ」と呼

ばれる変わり者だった。  

福山雅治/柴咲コウ/北村一輝/真矢みき/唐沢寿明 

58 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

FB2008-013 ガリレオ 

第二章 離脱る 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 10 月 22 日 

内海は 10 歳の子が描いたという絵を湯川に見せる。そ

の絵は殺人事件の容疑者のアリバイを証明する証拠だと

いう。しかし，警察は簡単にその絵を信じるわけにはい

かなかった。その絵は少年が幽体離脱して見たという風

景だったのだ。  

福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢みき／品川祐 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 

 



分類番号 タイトル名 内 容 分数 

FB2008-014  

ガリレオ 

第三章 騒霊ぐ 

 

 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 10 月 29 日 

湯川のゼミ生の義兄が行方不明になった。妻の弥生は，

夫は知り合いの老人の家を訪ねたはずだと言い張り，内

海はその家を訪ねる。だが当の老人は病死しており家に

は甥夫婦がいたが，弥生の夫のことは知らないと言う。

弥生と内海は彼らの留守中に家に忍び込む。すると家中

が揺れるポルターガイスト現象が起きる。果たしてこれ

は幽霊のしわざなのか。 

福山雅治／柴咲コウ／広末涼子／甲本雅裕 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

FB2008-015  

ガリレオ 

第四章 壊死る 

 

フジテレビ 

平成 19 年 11 月 5 日 

プールで若い女性の水死体が発見される。死因は心臓ま

ひによるものと思われた。しかし内海は被害者の胸のあ

ざが気になり，調べた結果，その部分だけが壊死してい

ることがわかった。「内海は湯川に相談するが，湯川は

「それは物理学の範ちゅうではない」と協力することを

拒んだ。  

福山雅治/柴咲コウ/北村一輝/真矢みき/香取慎吾 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

FB2008-016  

 

ガリレオ 

第五章 絞殺る 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 11 月 12 日 

ホテルの一室で長野のペンションの経営者・矢島忠昭が

殺された。部屋は完全な密室で，犯行時間にその部屋に

出入りした人間はいない。さらに矢島が死亡したと思わ

れる時刻，向かいのビルから，その部屋で火の玉が飛ぶ

様子が目撃されていた。矢島には多額の生命保険がかけ

られていたため，妻の貴子が疑われる。  

福山雅治／柴咲コウ／水野美紀／大後寿々花 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

FB2008-017 ガリレオ 

第六章 夢想る 

 

 

 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 11 月 19 日 

内海の小学校時代の同級生の坂木は，現在は占い師をし

ていた。店の名前は「モリサキレミ」。坂木はモリサキ

レミは自分の守護天使の名前だという。その坂木が女子

高生の部屋に侵入し逃走した。女子高生の名前はモリサ

キレミだった。逃亡中の坂木は内海に電話して，モリサ

キレミに呼ばれて家に行ったと言う。坂木を保護するた

めに内海は湯川に相談するが…。福山雅治/柴咲コウ/北

村一輝/真矢みき/堀北真希 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 



F 映画・ドラマ Fiction  

FB 連続ドラマ 

分類番号  タイトル名 内 容 分数 

FB2008-018  

 

 

ガリレオ  

第七章 予知る 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 11 月

26 日 

研究室の助手である栗林の友人・菅原の浮気相手

が自殺をした。この自殺がきっかけで，菅原は妻

の静子と離婚し莫大な慰謝料まで取られたとい

う。ところが菅原は，事件の一週間前に，浮気相

手が自殺したのと同じ部屋で，女が自殺するのを

目撃していた。しかし，その日その部屋で自 殺が

あったという事実はなかった。果たして菅原が見

たものは，自殺の予知だったのか。 

福山雅治/柴咲コウ/渡辺いっけい/塚地武雅/深田

恭子 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

FB2008-019  

 

ガリレオ 

第八章 霊視る 

 

フジテレビ 

平成 19 年 12 月

3 日 

料理研究家の前田美鈴が惨殺された。犯行は全

身を刃物でメッタ刺しにされるという残酷なも

の。犯人と思われた男・小杉は，警備員から逃

げようとしてビルから転落して死亡。事件は終

わったように見えたが，美鈴の妹・千晶は犯行

時刻に，美鈴を自宅で目撃したと証言。さらに

美鈴の 遺体からは，1 つだけ刃物の種類が違う

傷が発見される。 

福山雅治／柴咲コウ／釈由美子 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

FB2008-020  

 

ガリレオ 

第九章 爆ぜる 

前編 

 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 12 月

10 日 

中学の文化祭で防犯に関する公開授業を行った

内海と弓削は，展示されていた『ゾンビのデス

マスク』という石こうの仮面を見て驚く。あま

りにもリアルな表情をしたマ スクだったから

だ。仮面を作った生徒に話を聞くと，自然公園

の池で拾った金属製の仮面を型にして作ったと

いう。その後，自然公園の池から，デスマスク

と同じ顔の死体が見つかった。  

福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢みき／久

米宏 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 



F 映画・ドラマ Fiction  

FB 連続ドラマ 

分類番号  タイトル名 内 容 分数 

FB2008-021  

 

ガリレオ 

最終章 爆ぜる 

後編 

 

 

 

 

フジテレビ 

平成 19 年 12 月

17 日 

栃木県の龍仁湖の爆発事故で死んだ被害者と，

自然公園の池の中から見つかった被害者が，い

ずれも木島の会社の社員だったことが判明し

た。木島は帝都大学の原子力学科の元教授で，

中性子を 100％反射する幻の合金・レッド マー

キュリーの研究をしていた。湯川は，どちらの

事件の被害者も放射線被ばくしていたことか

ら，木島がレッドマーキュリーの研究を続けて

いる のではないかと考えた。 

福山雅治／柴咲コウ／北村一輝／真矢みき／久

米宏 

58 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

FD 映画 

FD2008-007  

 

 

 

 

 

憑神 

 

東映 

平成 19 年 

時は幕末。別所彦四郎は将軍家の影武者を務め

る由緒ある家の次男坊。昌平校で外国語まで学

んだ秀才だが，今は兄の世話になる部屋住みの

身。ある日霊験あらたかという「三圍稲荷（み

めぐりいなり）」に詣でるつもりが，間違えて

「三巡稲荷（みめぐりいなり）」に詣でてしま

う。そこは人間にとんでもない災厄をもたらす

三人の神がまつられた稲荷だった。その日から

彦四郎の身にさまざまな災難がふりかかる。  

妻夫木聡/西田敏行/香川照之/江口洋介/夏木ﾏﾘ/佐々

木蔵之介/鈴木砂羽/森迫永依/笛木優子/佐藤隆太/赤

井英和 

108 

利用区分 Ｂ－３ VHS:DVD 

 

 

 

 

 

 



H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

HA2008-001  

 

 

 

きょうの健康 

早めに対処！ 

子どもの耳の病気 

かぜの後は注意 

急性中耳炎 

ＮＨＫ 

平成 19 年 7 月 30 日 

子どもに多い病気「急性中耳炎」はかぜが原因で起こ 

ることが多いため、かぜをひいた時や、かぜが治った後

の子どもの様子を、注意深く観察することが大切であ

る。急性中耳炎の予防法やその治療法を、三井記念病院

の 奥野先生がわかりやすく解説する。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2008-002 きょうの健康   

早めに対処！  

子どもの耳の病気  

難聴のサイン   

滲出性中耳炎  

ＮＨＫ  

平成 19 年 7 月 31 日 

子どもは急性中耳炎の後に「滲出性中耳炎」を起こすこ

とがある。滲出性中耳炎の症状は難聴を起こすことだ

が、耳の痛みや発熱がないため、親が注意深く子どもの 

様子を観察しないと発見が遅れる。子どもの難聴のサイ

ンや滲出性中耳炎の治療法を、三井記念病院の奥野先生

が解説する。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2008-003 きょうの健康 

早めに対処！ 

子どもの耳の病気 

耳にやさしく 外耳炎 

ＮＨＫ 

平成 19 年 8 月 1 日 

外耳炎は、耳そうじでできた傷がきっかけで起こること

が多い。症状は軽度は痛がゆさ、中等度は痛みと耳だ

れ、重度になると、耳の中にカビが生え強い痛みが出

る。外耳炎の予防法と治療法を、三井記念病院の奥野先

生が解説する。  

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2008-004 きょうの健康Ｑ＆Ａ 

早めに対処！ 

子どもの耳の病気 

ＮＨＫ 

平成 19 年 8 月 3 日 

急性中耳炎、滲出性中耳炎、外耳炎について、それぞれ

の予防法・症状・治療法を解説すると共に、視聴者から

寄せられた子どもの耳の病気についての質問・相談に、

三井記念病院の奥野先生が答える。高見恭子 

44 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior  

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

JB2008-001  

 

世界名作劇場 

家なき子レミ １９ 

旅の一家 

 

 

日本アニメーション 

パリに特別な市がたつ１週間がやって来ました。街は買

い物をするお客さんで大にぎわい。大勢のお客さんを目

当てに、旅芸人も集まってきました。レミはミシェル一

座の一人娘・コゼットと知り合いになりますが、コゼッ

トはなぜかレミのことを嫌っているようです。そのころ

レミのことを捜して、ネリーと弁護士のブレルもパリの

街にやって来ました。  

24 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-002  

世界名作劇場 

家なき子レミ ２０ 

心の友達 

 

日本アニメーション 

レミがコゼットと仲よくなったのを見て、リーズたちは

不安になります。１週間の市が終わったら、レミがコゼ

ットたちと一緒に、パリからいなくなるのでは と心配

しているのです。そしてコゼットのお母さんの誕生祝い

をした日、コゼットはレミに言います。「あたしたちと

いっしょに 行こう」と…。  

24 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-003  

世界名作劇場  家なき

子レミ ２１ 想い出の

バイオリン 

 

 

日本アニメーション 

マルセルが高い熱を出してしまいました。しかしガスパ

ールは、お金がかかるからと医者を呼んでくれません。

困ったレミたちは自分たちで医者をさがして、やっとの

ことでマルセルをみてもらいますが、今度は医者に払う

お金をかせがなくてはならなくなりました。がんばって

働くレミとマチアですが、どうしても お金が足りなく

て…。  

24 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-004  

 

世界名作劇場 

家なき子レミ ２２ 

地下からの生還 

 

 

日本アニメーション 

レミたちは田舎の村に、ブドウつみの手伝いに行くこと

になりました。途中の村で迷子の女の子を見つけたレミ

は、その子を追って廃坑に入っていきます。ところが突

然廃坑が崩れてしまい、レミと女の子は、暗い穴の中に

閉じこめられてしまいました。マチアたちが助けにかけ

つけますが、坑道は岩で埋まり、中に入ることができま

せん。  

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior  

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

JB2008-005  

 

世界名作劇場 

家なき子レミ ２３ 

ふたりの願い 

 

日本アニメーション 

レミにバイオリンをもらってからマチアの様子が少し変

です。リーズたちはいつもと違うマチアを心配します。

そんなときマチアの前に、パリの音楽学院でバイオリン

を教えているという男の人が現れました。マチアに音楽

の才能があると見抜いた男の人は、本格的にバイオリン

の勉強をしないかとマチアを誘います。  

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-006  

世界名作劇場 

家なき子レミ ２４ 

引き裂かれた愛 

 

 

日本アニメーション 

レミを捜すネリーはとうとうガスパールの元にたどり着

きました。しかしネリーからレミが名門のお嬢様だと聞

いたガスパールは、ミリガン夫人から金を取ることを思

いつき、レミを閉じこめてしまいます。一方、レミに会

うためにミリガン夫人とアーサーはパリへと向かいまし

た。  

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-007  

世界名作劇場 

家なき子レミ ２５ 

脱出！ 

 

日本アニメーション 

やっとレミの居場所をつきとめたマチア。しかしレミは

カギのかかった部屋に閉じこめられていました。マチア

は何とかしてレミを救い出そうとします。そしてリーズ

やリカルドたちも、もう一度レミに会うため にパリへ

と向かうのでした。 

24 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-008  

世界名作劇場 

家なき子レミ ２６ 

私のお母さん 

 

 

日本アニメーション 

やっとのことでガスパールの元を逃げ出したレミたちで

すが、パリの街で再び捕まってしまいました。レミとマ

チアの居場所をつきとめたリカルドたちは、レミを助け

るために助けを呼びに走ります。果たして助けは間に合

うのでしょうか？そしてレミは本当のお母さんに会える

のでしょうか？ 

24 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 

 

 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior  

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

JB2008-017  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第１６章  

ダイアナをお茶に招く 

 

日本アニメーション 

ダイアナをお茶に招くことになり、張り切るアン。 

しかし ダイアナは、出されたイチゴ水を何杯も飲み、 

気分が悪くなってしまう。ダイアナのお母さんは「アン

がダイアナを酔わせた。もう二度と遊ばせない」とカン

カンに怒ってしまう。  

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-018  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第１７章  

アン，学校にもどる 

 

日本アニメーション 

いつまでたっても学校に戻るそぶりを見せなかったアン

が、１か月ぶりに「学校に戻る」と言い出した。 

クラスのみんなは、前のように受け入れてくれるだろう

か。はたしてダイアナは？授業中、突然ダイアナから手

紙が回ってきたが、そこには…。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-019  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第１８章  

アン、ミニー・メイを 

救う 

日本アニメーション 

ある夜、ダイアナがアンの家に飛び込んできた。ミニ

ー・メイがこう頭炎でひどく苦しんでいるというのだ。

その上、ダイアナの両親は町へ行っていて留守だとい

う。すぐにアンはダイアナと共に、深い雪の中をミニ 

ー・メイのもとへと向かった。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-020  

世界名作劇場  赤毛の

アン  第１９章  ダイ

アナの誕生日 

 

日本アニメーション 

ダイアナの誕生日の晩、アンはコンサートに誘われ大い

に楽しんだ。その後、ダイアナの家に泊まることになっ

た。客間のベッドに、どちらが先に着くか競争すること 

にした２人。ベッドに飛び乗った瞬間、だれもいないは

ずのベッドから女性の声が。声の主は、いったいだれな

のか？ 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-021  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第２０章  

再び春が来て 

日本アニメーション 

雪が解け、グリーン・ゲイブルズに再び花が咲き乱れる

春がめぐってきた。６月のある朝、アンはマシュウやマ

リラに「今日という日は、わたしにとって特別な日。ど

んな日か覚えてる？」と聞くのだった。はたして、アン

が言う特別な日とは？ 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior  

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

JB2008-022 世界名作劇場  赤毛の

アン  第２１章  新し

い牧師夫妻 

 

日本アニメーション 

フィリップ先生が学校を辞めることになった。先生との

お別れの日の帰り道、アンたちは、後任の新しいアラン

牧師夫妻を乗せた馬車とすれ違った。若いアラン夫人の

笑顔にすっかり魅了されたアンは、日曜学校を心待ちに

するのだった。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-023 世界名作劇場 

赤毛のアン 

第２２章  香料ちがい 

 

日本アニメーション 

アラン牧師夫妻をお茶に招待することになったマリラと

アンは，準備に大忙し。アンは，あこがれのアラン夫人

に，手作りのレヤー・ケーキを食べてほしいと心を込め

て作った。いよいよアンのケーキが食卓に出され，アラ

ン夫人が一切れ口に運んだ、そのとき…。  

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-024 世界名作劇場 

赤毛のアン  第２３章  

アンお茶によばれる 

 

日本アニメーション 

８月のとある夕暮れ，郵便局に新聞を取りに行ったアン

は，「お茶に招待する」というミセス・アランの手紙を

見て大喜び。失礼がないかと礼儀作法を心配するアン

に，マリラは「どうすれば相手に喜んでもらえるかを考

えなさい」と諭すのだった。  

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-025 世界名作劇場 

赤毛のアン  第２４章  

面目をかけた大事件 

 

日本アニメーション 

ある日，ダイアナの家でパーティが開かれた。お茶のあ

と，そのころはやっていた「命令ごっこ」をして遊ぶこ

とになり，アンはジョーシーの命令で，屋根の棟木の上

を歩くことになった。アンが恐る恐る屋根に登り，足を

一歩踏み出したそのとき…。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-026 世界名作劇場 

赤毛のアン  第２５章  

ダイアナへの手紙 

 

日本アニメーション 

アンが足をけがしてから数週間がたった。毎日のように

アンのもとに顔を見せてくれていたダイアナが，急に来

なくなった。いったい，ダイアナはどうしたというのだ

ろう。アンは心配のあまり，食事ものどを通らなかっ

た。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior  

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

JB2008-027 世界名作劇場 

赤毛のアン  第２６章  

コンサートの計画 

 

日本アニメーション 

足のケガが治り，アンは再び学校に行き始めた。そして

１１月。ステイシー先生から，クリスマスのコンサート

を開くという計画を聞いた子どもたちは大喜び。 

コンサートの練習に熱中するアンに対して，マリラは，

もっと冷静になるように言うのだった。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-028 世界名作劇場 

赤毛のアン  第２７章  

マシュウと 

ふくらんだ袖 

 

日本アニメーション 

ひょんなことから，アンやほかの女の子たちの姿を見る

ことになったマシュウ。彼は，アンがほかの少女たちと

違う点があることに気づいた。マシュウが考えに考えた

末に導き出した答とは？そしてその答を解決すべく，マ

シュウがとった行動とは？ 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-029  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第２８章  

クリスマスの 

コンサート 

日本アニメーション 

いよいよ待ちに待ったクリスマスコンサートの当日。マ

シュウからすてきなクリスマスプレゼントをもらい，い

そいそと出かけていくアン。そしてコンサート会場の舞

台のそでから，客席にいるマシュウを見つけたアンは，

マシュウのために一生懸命に詩 を暗唱する。  

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-030  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第２９章  

アン， 物語クラブを 

作る 

日本アニメーション 

クリスマスのコンサートが終わり，アンはすっかり気が

抜けて，もう楽しいことなど何もないような気になって

しまう。ところが，ステイシー先生から出された「物語

を書く」という宿題がきっかけで，アンはダイアナたち

と物語クラブを結成，今度はお話作りに夢中になる。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-031  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第３０章  

虚栄と心痛 

 

日本アニメーション 

４月のある日，マリラの留守に行商人がやってきた。マ

リラはいつも，「行商人を家に入れてはいけない」と言

っていたので，アンは玄関先で品物を見せてもらう。と

ころが荷物の中に毛染めがあったことから，アンはまた

しても騒動を起こしてしまう。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 

 



J 子ども物・アニメ Junior  

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

JB2008-032  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第３１章  

不運な白百合姫 

 

日本アニメーション 

夏休みの８月。物語クラブの面々は，毎日のようにきら

めきの湖で遊んでいた。そんなある日，アンは，湖にあ

る小舟を使って白百合姫の物語を劇にすることを思いつ

く。アンが小舟に横たわり，岬へ流れ着くはずだった 

のだが，途中で舟が沈んでしまい…。  

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-033  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第３２章  

生涯の一大事 

 

日本アニメーション 

ｼﾞｮｾﾌｨﾝ･ﾊﾞﾘｰが，アンとダイアナを博覧会に招待してく

れた。そして，おばさんの家の客用寝室に泊めてもら

う。初めて大きな町で過ごし，博覧会や音楽会を体験，

さらにすばらしい寝室に泊まったアンだったが，アンに

とって一番よかったことは，家に帰ることだった。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-034  

世界名作劇場 

赤毛のアン  第３３章  

クィーン組の 

呼びかけ 

 

日本アニメーション 

ある日，ダイアナとけんかしたアンは，カッとなって 

走って帰るがマリラもマシュウもいない。納屋にあった 

リンゴを食べながらマシュウを待っていると，ジェリー 

がやってきて，「そのリンゴには１２人の女の子が死ぬ

くらいの量のネコいらずが入っている」と言う。アンは

驚いて遺書を書き…。  

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

JB2008-040 名探偵コナン 

スペシャル 

鳥取クモ屋敷の怪 

読売テレビ 

平成 19 年 10 月 29 日 

毛利小五郎は事件の依頼を受け、コナン、蘭と共に鳥取

県にある絡繰峠のクモ屋敷と呼ばれる旧家、武田家に向

かう。武田家では続けて人が亡くなったため、村の人々

はクモ御前のたたりだと恐れていた。そしてコナンたち

が到着した夜、今度は武田家の当主が殺された。 

49 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

  



X 手話 

XJ 子ども物・アニメ   

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

XJ2008-001 手話かみしばい 

みにくいアヒル子・ 

赤ずきんちゃん 

 

〈手話ビデオ〉 

聴力障害者 

情報文化センター 

「みにくいアヒルの子」アヒルのお母さんが温めていた

卵から生まれたのは、体が大きく、色も汚いみにくいア

ヒルの子でした。アヒルの子は、みんなからいじめられ

ていました。「赤ずきんちゃん」赤いずきんが似合う女

の子が、おばあさんのお見舞いに行くと、ベッドに寝て

いたのはおばあさんではなくオオカミでした。  有名な

昔話を、野崎誠さんと佐沢静枝さんが手話で語ります。 

24 

利用区分 Ａ－３ DVD 

 

Y 手話付き作品  

YH 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

YH2008-001  

 

身につけよう応急手当 

～聴覚障害者版～ 

 

 

 

 

財団法人東京救急協会  

平成 20 年 

身近な人が目の前で倒れたら，あなたはどうしますか？

救う方法を知っていますか？この DVD では，「呼吸の確

認方法」や「AED の使 い方」など，実際の救命処置や

応急手当を聴覚障害者向けに手話で詳しく解説していま

す。また，応急手当の重要性がわかるドラマも全編に字

幕も挿入さ れています。メニューは，「オープニングド

ラマ ～応急手当ての重要性～」「救命処置① 心肺蘇

生」「救命処 置② AED による除細動」「救命処置③ 気

道異物 除去」「応急手当 止血法」さあ，あなたも『あ

なたの大切な人を，そして誰かの大切な人の命を救うた

めに』学びましょう。 

40 

利用区分 A － 3 DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Z 手話学習用 

ZF 手話学習用 手話の表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2008-001  

平成１９年度 厚生労

働省委託 手話普及定

着事業 

新しい手話 （各１０

分 全１１回分） 

 

 

 

全国手話研修センター 

日本手話研究所 

平成 19 年 

手話の普及定着を目的に全国手話研修センター日本手話

研究所が企画制作し，「目で聴くテレビ」に提供した 11 

番組を収めた DVD。１番組 10 分で，各々４つの新しい

手話をわかりやすく解説している。 

1.ﾜﾝｾｸﾞ/ｾﾚﾌﾞ/ｻﾌﾟﾗｲｽﾞ/ﾒﾝﾀﾙ 2.ﾕﾋﾞｷﾀｽ/ｲﾝﾊﾟｸﾄ/ﾄﾚﾝﾄﾞ/ｵﾘｼﾞﾅﾙ  

3.冠婚葬祭/芳名帳/仲人・仲介者・媒酌人/引出物  

4.戒名/お供え/香典/ 参列 5.進学/ﾀｲﾑﾘｰ/ﾎﾟﾃﾝｼｬﾙ/ﾘﾃﾗｼｰ  

6. ｲﾝｻｲﾀﾞｰ/ｱｳﾄｻｲﾀﾞｰ/ﾌﾘｰﾗﾝｽ/ﾌﾛﾝﾃｨｱ  

7.ﾍﾞﾝﾁｬｰ/ｿﾘｭｰｼｮﾝ/ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ/ ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ  

8.ｵｰﾃﾞｨｼｮﾝ/ｱｲﾄﾞﾙ/ﾐｽﾃﾘｰ/X ﾃﾞｰ 9.紀元前/紀元/焦点/目安  

10.ﾃﾞﾘﾊﾞﾘｰ/ｱﾐｭｰｽﾞﾒﾝﾄ/監視/ﾋﾔﾘﾝｸﾞ 

11.強度/耐震強度/耐久/犠牲   岩村真一/奥村十貴

（目で聴くテレビ手話キャスター）/仁木尚美 

110 

利用区分 A － 3 DVD 

ZF2008-002  

平成１９年度 厚生労

働省委託 手話普及定

着事業 

新しい手話② （各１

０分 全１１回分） 

 

 

全国手話研修 

センタ ー 

日本手話研究所 

平成 19 年 

手話の普及定着を目的に全国手話研修センター日本手話

研究所が企画制作し，「目で聴くテレビ」に提供した 11 

番組を収めた DVD。１番組 10 分で，各々４つ の新し

い手話をわかりやすく解説している。シリーズ ②   

1.遺産/風化/ﾓﾗﾙﾊｻﾞｰﾄﾞ/ｽﾀﾝｽ 2.謝礼/寸志/ﾐｯｼｮﾝ/ﾎﾞｰﾀﾞｰﾚｽ 

3.批判/非難/仲裁/人脈 4.霊/亡霊/霊柩車/魂  

5.ﾌﾟﾗｲｵﾘﾃｨｰ/ﾊﾞｲｵﾃｸﾉﾛｼﾞｰ/IH/ﾊﾞｰｺｰﾄﾞ  

6.宗教/無宗教/改宗/説法 7.信者/洗礼/黙祷/形式  

8.無効/有効/供給/需要 9.ﾊｻﾞｰﾄﾞﾏｯﾌﾟ/滅亡/飢饉/飢餓   

10.主権/人権/来賓/主賓 11.突破/反撃/ｻﾐｯﾄ/同盟  

岩村真一/奥村十貴（目で聴くテレビ 手話キャスター）/

仁木尚美 

110 

利用区分 A － 3 DVD 


