
字幕（手話）入り DVD 

追 録 

 
平成２１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 

CC2009-002   

 

 

 

―図解！よくわかる― 

暮らしの製品安全知識 

 

 

 

 

東京都消費生活 

総合センター 

 

平成 20 年 

近年、家庭内での製品による事故や怪我が増えている。製

品機能の高度化により便利になった反面、誤った使い方

や不注意による事故やけがも多くなっている。見落とし

がちな危険や正しい製品情報を知って事故を防ぎ、より

安全な生活に役立てるために、東京都消費生活総合セン

ターが制作。 快適な暮らしの達人・近藤典子さんがキッ

チンやリビング、寝室などで製品と上手に付き合うノウ

ハウを伝 授。また、アニメーションによる事故事例をま

じえ、事故の原因や法制度、救済制度を解説する。家庭に

潜む危険や安全知識を紹介しながら、快適な暮らしのた

めの製品と私たちの関係を提案をする。 

（東京都消費生活総合センターリーフレット参照）  

【寄贈元：東京都消費生活総合センター】近藤典子 

18 

利用区分 Ａ － ３ DVD  

CC2009-003   

 

 

自分らしい 

明日のために 

早見優が案内する 

成年後見制度 

 

 

 

 

財団法人民事法務協会 

２００９年度 

「成年後見制度」は認知症など精神上の障害によって判

断力が低下した人たちが、自分らしく安心して生活し活

動できるよう支援するための制度です。我が国が超高齢

社会に適切に対応していくためには、市区町村、家庭裁判

所、社会福祉協議会、法律や福祉の専門家など多数の関係

者の連携を一層強化していくことに加えて、多くの市民

の皆さんに成年後見制度に対する関心と理解を深めてい

ただき、制度を支えていただくことが大変重要です。より

多くの皆さんに「成年後見制度」を身近なものにしていた

だければと強く願っています。  

（リーフレットより）  

事例紹介１、事例紹介２と資料集に分かれています。  

【寄贈元：日テレアックスオン】 早見優 

31 

利用区分 Ａ － ３ DVD 

 

 

 

 

 



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 

CC2009-004   

 

 

インターネットの 

向こう側 

 

 

法務省人権擁護局 

財団法人 

人権教育啓発推進センター 

 

２００９年度 

半年前、いじめ問題を克服したはずの青野北高校の２年

Ａ組だったが、ここにきて「学校裏サイト」を利用した

「ネットいじめ」の問題が起きていた。同時に、「なりす

まし」の「プロフ」を作られ被害を受ける生徒も。担任教

師の高木雄介は、インターネットを利用した誹謗中傷（ひ

ぼうちゅうしょう）や個人情報の漏（ろう）えいは『人権

の侵害』である、ということを理解してもらおうと、携帯

電話やインターネットが抱える問題点について保護者や

生徒たちと話し合う・・・。  

（リーフレットより）  

ドラマ部分と解説部分に分かれています。   

【寄贈元：日テレアックスオン】 袴田 吉彦 

36 

利用区分 Ａ － 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 

DA2009-007  課外授業   

ようこそ先輩  

みんな  

生きていればいい    

東京大学准教授   

福島 智 

ＮＨＫ   

平成 20 年 6 月 22 日 

福島さん（４５歳）は、目が見えず耳も聞こえない全盲

ろう者で、東京大学でバリアフリーを研究している。 

今回は、小学校３年生まで通った母校・神戸市立舞子小

学校で６年生に授業をする。子供たちは実際に、見えず

聞こえないという状態を疑似体験し、その恐ろしさ、寂

しさ、孤独を体感する。そんな子供たちに福島さんは、 

「それでも生きていればつながれる」と語りかける。 

29 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

DA2009-008 道徳ドキュメント 人 

生はチャレンジだ 静 

寂のマウンド  

 

ＮＨＫ 

平成 18 年 4 月 4 日 

鍛え抜かれた者たちが技を競い合うプロ野球の世界で、

ハンディを乗り越えて活躍する石井裕也投手。石井投手

は生まれながらの難聴で、右耳はわずかに聞こえるが、

左耳はほとんど聞こえない。しかし石井投手は、難聴と

いうハンディをも投球に生かして戦っている。 

石井裕也／石井正則 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

DA2009-009  ろうを生きる  

難聴を生きる    

夢は一流シェフ  

 

 

ＮＨＫ   

平成 20 年 4 月 20 日 

東京都立葛飾ろう学校には調理師免許を取れるコースが

あり、全国から料理人を目指す若者が集まる。藤林恭兵

さんもその１人。学校でプロの料理人から直接調理の指

導を受けた藤林さんは、一流ホテルの厨房に就職が決ま

った。ホテルでは、宴会の食事サービスや英会話の研修

も行われる。聞こえる人の世界にひとり飛び込んだ 藤

林さんの姿を追う。 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

DA2009-010  ろうを生きる  

難聴を生きる    

聞こえなくても  

快適に暮らせる  

家作り  

 

ＮＨＫ   

平成 20 年 5 月 4 日 

東京都清瀬市に暮らす島澤さん一家。妻の美保さんは 

聴覚障害者だ。島澤さん一家は、聴覚障害者が快適に暮

らせる家作りに挑戦した。ポイントは３つ。壁を取り払

い見通しをよくすること。意識的に向き合える空間をつ

くること。そして必要に応じて視覚情報機器を使うこ

と。その結果、家族とすぐコミュニケーションがとれる

聴覚障害者にとって暮らしやすい家ができあがった。 

15 

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 

DA2009-011 きらっといきる 

もう１度 社会へ 

～聴覚障害・草野陽幸 

さん悦子さん夫妻～ 

 

 

ＮＨＫ 

平成 20 年 7 月 11 日 

大阪府茨木市の草野さん夫妻は、ともに聴覚障害者。 

聞こえる人に囲まれた仕事場で、うまくいかなかった経 

験を持つ。そんな 2 人が今新しい一歩を踏み出そうとし 

ている。きっかけは幼い娘たち。聞こえない両親のため

に、周囲の話を手話で伝えようと頑張る娘の姿を見て、

もう一度社会に飛び込んでみようと思ったのだ。  

草野陽幸／草野悦子／ジェフ・ランバート 牧口一二 

29 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

DC2009-004 壁を拓く、 

社会を開くⅣ  

ろう教育の歴史   

〈手話ビデオ 字幕つ

き〉  

 

聴力障害者  

情報文化センター  

欠格条項撤廃により、聴覚に障害があっても試験に合格

すれば、医師や薬剤師の免許が交付されるようになっ

た。しかし試験を受けることはできても、試験を受ける

ための教育方法については課題が残る。この作品では教

育の中でも「ろう学校教育」に焦点を当て、ろう教育の

歴史を伝える。（字幕つき）  

野沢克哉／浜田豊彦／馬屋原亜季 

35 

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 

EA2009-001 ネットのトラブル、  

ブルブル！ 

 ―インターネットに

振り回されない 

ために―  

     

 

 

 

 

 

 

東京都消費生活  

総合センター  

平成 20 年 

インターネットに潜む危険性について知り、トラブル

を 未然に防ぐために、東京都消費生活総合センターが

中学生 向けに制作したアニメ。中学生が、インターネ

ットを使うときに、いろいろなト ラブルに巻き込まれ

ていく。 迷惑メール・チェーンメールや学校裏サイト

の怖さについて描いた「携帯電話」編。巧妙なフィッ

シング詐欺や架空 請求について描いた「ネット対応型

携帯ゲーム機」編。コンサートチケットをおとりにし

てワナに落とす「オークション」編。これをナビゲー

ターの奇妙なロッカー風ラッパー、人呼んで「ブルブ

ルラッパー」がテンポよく解説する。 そして，後にブ

ルブルラッパーからの問いかけに、成長した中学生た

ちの姿が…！？ 

（東京都消費生活総合センターリーフレット参照） 

【寄贈元：東京都消費生活総合センター】 

19 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2009-004  Ｗｅｂ-ＴＡＸ-ＴＶ 

ジャンルで選べる 

税金ガイド 

国税査察官の仕事 

 

国税庁 

映画『マルサの女』で有名になった「マルサ」こと国税

査察官の仕事について、ある架空の脱税事件を通して紹

介する。また、近の脱税事件の検挙数や、大口で悪質な

脱税者には実刑判決も出されているというデータも 紹

介される。 

18 

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 

FB2009-001  日本テレビ  

開局５５年記念番組    

ごくせん 第一話  

 

 

 

日本テレビ  

平成 20 年 4 月 19 日 

ワルばかりを集めた赤銅学院の３年Ｄ組。その対応に苦慮

していた教頭の猿渡は南の島にいた山口久美子を連れ戻

し、担任に据える。久美子が赴任してまもなく、Ｄ組の風

間廉が町で連続的に発生していた強盗事件の容疑をかけら

れ、警察に呼 び出されてしまう。   

仲間由紀恵/生瀬勝久/高木雄也/三浦春馬/石黒英雄/中間淳太

/桐山照史/三浦翔平 

70 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-002 日本テレビ  

開局５５年記念番組   

ごくせん 第二話  

 

日本テレビ  

平成 20 年 4 月 26 日 

連帯感に欠ける３年Ｄ組を何とかしようと、山口は缶けり

を提案するが、誰も参加しようとしない。白金神社では緒

方大和と風間廉がトップを決めるために決闘しようとして

いた。そのことを知って駆けつけた山口は、素手での勝負

なら「やればいい」と言うのだが…。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-003 日本テレビ  

開局５５年記念番組   

ごくせん 第三話  

 

日本テレビ  

平成 20 年 5 月 3 日 

赤銅学院恒例の春の球技大会が一週間後に迫った。３Ｄは

人数が少ないということで、山口はラグビーに絞って参戦

しようとするが、生徒たちにはまったくやる気がない。 そ

のころ、町では連続暴行事件が発生。猿渡は３Ｄの生徒の

仕業ではないかと疑いの目を向ける。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-004 日本テレビ  

開局５５年記念番組    

ごくせん 第四話  

  

日本テレビ  

平成 20 年 5 月 10 日 

ある日突然、風間廉の姉が学校にやってきた。廉の部屋か

ら心当たりのないお金を見つけたというのだ。廉はアルバ

イトで稼いだという。バイト先を明かさない廉だったが、

ホストクラブでバイトしているという情報を得た山口は自

分の目で確かめようと潜入捜査に向かう。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-005 日本テレビ  

開局５５年記念番組   

ごくせん 第五話  

 

日本テレビ  

平成 20 年 5 月 17 日 

卒業後の進路を話し合う三者面談が始まった。しかし３Ｄ

の生徒たちはまじめに考えようとせず、山口は頭が痛い。

生徒の１人、本城の家は豆腐屋。父親が一人で切り盛りし

ている。しかし本城は豆腐屋の仕事はきついから継ぐ気は

なくフリーター希望だという。 

46 

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 

FB2009-006  日本テレビ 

開局５５年記念番組 

ごくせん 第六話 

 

日本テレビ  

平成 20 年 5 月 24 日 

３Ｄは神谷がセッティングした合コン企画で盛り上がっていた。

しかし倉木はまったく興味を示さない。倉木は風邪で病院に行っ

た折、入院中の藤村早希という女子高生と知り合い、早希に恋を

していたのだ。ある日早希は、倉木に遊びに連れていってほしい

と電話をかけてくる。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-007  日本テレビ  

開局５５年記念番組   

ごくせん 第七話  

 

  日本テレビ  

平成 20 年 5 月 31 日 

間近に迫った赤銅祭。３Ｄだけはなかなか出し物が決まらない。

山口はあせるのだが、生徒たちはまるでやる気なし。しかし緒方

が学園祭には女の子が来ると言ったことから、３Ｄの生徒たちは

とたんにやる気になり「イケメンカフェ」をやることになったの

だが…。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-008  日本テレビ  

開局５５年記念番組 

ごくせん 第八話  

 

 日本テレビ  

平成 20 年 6 月 7 日 

山口の昔の教え子の熊井に、子供が誕生する日が近づいてき

た。山口はおばあちゃん気分でベビー用品を集めたりしてい

た。そんな中、神谷が合コンで知り合った女の子と、やっと デ

ートにこぎつける。しかしデートの中に荒高の生徒にからまれ

ケンカをしてしまう。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-009 日本テレビ  

開局５５年記念番組 

ごくせん 第九話  

日本テレビ  

平成 20 年 6 月 14 日 

卒業後の進路を決めなければいけない時期になったが、３Ｄの生

徒たちは真剣に考えようとしないので山口は頭が痛い。さらに村

山たち５人には遅刻や欠席が増えていた。芝山という不良グルー

プたちとの付き合いが原因だった。 

46 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2009-010  日本テレビ  

開局５５年記念番組 

ごくせん 第十話  

 

日本テレビ  

平成 20 年 6 月 21 日 

山口の強さに疑問を持った３Ｄの生徒たち。風間や緒方らは秘密

を探ろうと山口の尾行を開始する。そしてついに山口の家にたど

り着く。一方、緒方家では両親が離婚することに。緒方の父親は

エリート高校の教師で、家族を壊したのはお前だと緒方を責めて

いた。 

46 

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 

FB2009-011  日本テレビ  

開局５５年記念番組 

ごくせん 終話  

 

日本テレビ  

平成 20 年 6 月 28 日 

夏休みが近づき勝手に夏目とのハワイ旅行を夢見る山 口。３Ｄ

の生徒たちも高校生活後の夏休みに心躍らせていた。しかし期

末テストで１人でも赤点を取ったら、夏休みに補習授業が行わ

れることに。そんな時、町で強盗事件が発生する。大和たち

は、たまたま現場近くで卒業生の郷田を見かける。 

71 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FC2009-001 ＤＯＲＡＭＡ 

ＣＯＭＰＬＥＸ 

第６０回 

文化庁芸術祭参加作 

終戦六十年 

スペシャルドラマ 

火垂るの墓 

日本テレビ 

平成17年11 月1日 

太平洋戦争末期の日本。清太と節子の母・京子と、久子はいと

こどうしで、夫の出征中は互いに助け合おうと約束 した仲だ。

昭和 20 年の神戸の空襲で京子は死亡し、久子 は清太と節子を

引き取る。配給も途切れがちの食糧難の中、久子はしだいに２

人につらく当たるようになる。清太と節子は久子の家を出て、

２人だけで生きていこうとするが…。野坂昭如原作の実写ドラ

マ化作品。  

松嶋菜々子/夏川結衣/井上真央/石田法嗣/岸恵子/佐々木麻緒/段

田安則/沢村一樹/要潤 

148 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2009-002  

「うつ」への復讐   

～絶望からの復活～  

 

 

 

日本テレビ  

平成 20 年 6月 26日 

俳優・高島忠夫(68 歳)を突然襲ったうつ病。妻・花代は忠夫を

救おうと心に誓う。だが突然、忠夫が「多額の借金がある」と

言いだし、それがきっかけで家族崩壊の危機に。ついに花代も

体を壊してしまう。俳優の高島忠夫と妻と２人の息子の６年に

及ぶ闘病の過程を描いたドキュメンタリードラマ。 

松方弘樹/高橋恵子/別所哲也/袴田吉彦/高島忠夫/寿美花代/髙嶋

政宏/髙嶋政伸 

93 

利用区分 Ｂ－３ VHS:DVD 

FC2009-003  

みゅうの足  

パパにあげる  

 

 

日本テレビ  

平成 20 年 8月 30日 

実在の人物の闘病記をドラマ化した作品。主人公の隼人は、学

生時代に一目ぼれして結婚した綾と、娘のみゅうと３人で幸せ

に暮らしていた。しかし２５歳のある日、手足に力が入らなく

なり、徐々に症状が悪化、歩くことも難しくなる。そして複数

の病院で検査し、ＣＩＤＰという難病であることが判明する。

松本潤／香里奈／石原良純／渡辺えり／松重豊 

101 

利用区分 Ｂ－３ VHS:DVD 



F 映画・ドラマ Fiction 

FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FC2009-002  

「うつ」への復讐   

～絶望からの復活～  

 

 

 

日本テレビ  

平成 20 年 6月 26日 

俳優・高島忠夫(68 歳)を突然襲ったうつ病。妻・花代は忠夫を

救おうと心に誓う。だが突然、忠夫が「多額の借金がある」と

言いだし、それがきっかけで家族崩壊の危機に。ついに花代も

体を壊してしまう。俳優の高島忠夫と妻と２人の息子の６年に

及ぶ闘病の過程を描いたドキュメンタリードラマ。 

松方弘樹/高橋恵子/別所哲也/袴田吉彦/高島忠夫/寿美花代/髙嶋

政宏/髙嶋政伸 

93 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2009-003  

みゅうの足  

パパにあげる  

 

 

日本テレビ  

20 年 8 月 30 日 

実在の人物の闘病記をドラマ化した作品。主人公の隼人は、学

生時代に一目ぼれして結婚した綾と、娘のみゅうと３人で幸せ

に暮らしていた。しかし２５歳のある日、手足に力が入らなく

なり、徐々に症状が悪化、歩くことも難しくなる。そして複数

の病院で検査し、ＣＩＤＰという難病であることが判明する。

松本潤／香里奈／石原良純／渡辺えり／松重豊 

101 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2009-006  

 

マラソン  

 

 

ＴＢＳ 

平成19年9月 20日 

自閉症の青年・彰太郎は、走ることに対して人並み外れた能力

を持っていた。雑誌記者のさなえは、彰太郎の才能に気づき、

フルマラソンに挑戦させるため、大学時代の同級生・野口にコ

ーチを依頼する。(このドラマは実在の自閉症の青年・ヒョンジ

ン君の話をもとに描かれている。) 

二宮和也／田中美佐子／内藤剛志／桜井幸子／松岡昌宏 

95 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2009-010  

ドラマスペシャル   

いのちのいろえんぴ

つ  

  

 

テレビ朝日  

平成 20 年 3 月 22 日 

実話を元にしたドラマ。小学６年生の豊島加純さんは、完治す

る見込みのない脳しゅようにかかっていた。病気のことを知ら

ない加純さんは、１日１日を仲間たちと楽しく過ごしていく。

家庭科の小山内先生からもらった色鉛筆で自分の思いをつづっ

ていく加純さん。しかし病気は少しずつ彼女の体をむしばんで

いく。北海道の美しい自然を舞台に精いっぱい生きた少女の 姿

を描く。 

国分太一/杉本哲太/高橋由美子/藤本七海/片瀬那奈/蟹江敬三/原

田美枝子 

112 

利用区分 Ｂ－２ DVD 

 



F 映画・ドラマ Fiction 

FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FC2009-020  

ごくせん 

卒業スペシャル 

 

 

日本テレビ 

平成 21 年 3 月 28 日 

クラス全員の進路も決まり、あとは卒業式を待つだけ

となった３年Ｄ組の生徒たちと山口。楽しかった学園

生活を振り返りながら、卒業式を楽しみにしていた。

しかしささいなことから、高杉怜太を中心とした２年

Ｄ組のグループともめごとを起こしてしまう。   

仲間由紀恵／生瀬勝久／高木雄也／三浦春馬 

95 

利用区分 Ｂ－３ VHS:DVD 

FC2009-024  

 

開局５０周年記念  

氷の華 第一夜  

 

 

テレビ朝日  

平成 20 年 9 月 6 日 

瀬野恭子は幼いころに両親を亡くし、病院を経営する

叔父の吉岡に育てられた。成長した恭子は医師の瀬野

隆之と結婚し、ピアニストとしての成功も手に入れ幸

せに暮らしていたが、吉岡がひき逃げ事故に遭い帰ら

ぬ人となってから、人生の歯車が狂い始める。 

米倉涼子/高岡早紀/葉月里緒菜/鈴木杏樹/舘ひろし/堺

雅人/渡哲也/ともさかりえ 

109 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2009-025  

開局５０周年記念  

氷の華 第二夜  

  

テレビ朝日   

平成 20 年 9 月 7 日 

瀬野恭子は、夫隆之の本当の愛人は関口真弓ではない

と思い始め、ついにその真実を突き止める。一方戸田

らによる捜査も進み、恭子は関口真弓殺害容疑で逮

捕。そして恭子が拘置されている間に、夫と本当の愛

人が、別荘で青酸カリを服毒して死ぬという事件が起

きる。 

102 

利用区分 Ｂ－３ 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 

HA2009-007  きょうの健康   

もう悩まない！  

めまいの新対策   

なぜ起きる 症状と診断  

ＮＨＫ  

平成 19 年 6 月 18 日 

めまいは耳の病気であることのサインが７割、脳の病

気のサインであることが２割を占める。しかも命にか

かわる病気の場合もある。めまいの症状と診断につい

て、東邦大学医療センター佐倉病院耳鼻咽喉科の山 

本昌彦さんが解説する。山本昌彦 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2009-008  きょうの健康  

もう悩まない！  

めまいの新対策  

耳鳴り・難聴を伴うとき  

ＮＨＫ 

平成 19 年 6 月 19 日 

耳が原因でめまいを起こす病気の中で、耳鳴りや難聴

を伴うメニエール病と突発性難聴について、その症状

や診断、治療法について、東邦大学医療センター佐倉

病院耳鼻咽喉科の山本昌彦さんが詳しく解説する。 

山本昌彦 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2009-009  きょうの健康   

もう悩まない！   

めまいの新対策   

突然起こる 強いめまい  

ＮＨＫ  

平成 19 年 6 月 20 日 

めまいを起こす病気の中で耳鳴りや難聴を伴わない、良

性発作性頭位めまい症と前庭神経炎について解説する。

また、めまいを起こす病気の１つの原因が、生活習慣に

関係しているということで、日常生活の注意点や予防法

の運動を紹介する。  山本昌彦 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2009-010 きょうの健康   

Ｑ＆Ａ 

もう悩まない！   

めまいの新対策  

  

ＮＨＫ 

平成 19 年 6 月 22 日 

めまいは命にかかわる病気につながるものもある。めま

いの原因は７割が耳からくる病気で２割が脳からくる

病気である。Ｑ＆Ａでは特に耳の病気からくるめまいに

ついて視聴者の相談に答える。 生活ビタミンのコーナ

ーでは、お風呂場や押し入れのカビ対策を紹介する。 

松岡きっこ/山本昌彦 

44 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 



JB 創作アニメなど 

 分類番号 タイトル名 内      容 分数 

JB2009-001   

世界名作劇場   

フランダースの犬   

 1 少年ネロ  

  

 

日本アニメーション 

ネロは絵をかくことが大好きな心優しい少年。牛乳運びの

仕事をするおじいさんと 2 人で暮らしていました。幼なじ

みの女の子アロアと毎日遊び、貧しいながらも楽しい毎日

でした。そんなある日、ネロはアントワープの町で１頭の

犬に出会います。パトラッシュという名のその犬は、金物

屋の主人にこき使われていたのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-002  

世界名作劇場   

フランダースの犬   

2 アロアと森へ  

 

 

日本アニメーション 

ネロはアロアといっしょに森へイチゴ摘みに出かけます。

初めて森へ行くアロアは大喜び。時間を忘れてイチゴを摘

むうちに、急に天気が崩れ雨が降りだしてしまいます。 

ネロは森の木こり・ミッシェルおじさんの小屋で雨宿りす

ることに。でも帰りが遅くなってしまいアロアのお父さん

は不機嫌になってしまいます。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-003  世界名作劇場   

フランダースの犬   

3 アントワープの町

で  

 

日本アニメーション 

おじいさんといっしょにアントワープの町へ牛乳を届け

に行ったネロ。途中で教会の絵をかいている絵かきに出会

います。ネロは時がたつのも忘れて、絵かきの様子に見入

ります。  そしてアントワープの町でネロは、とてもすば

らしいものを見ることになるのでした。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-004  

世界名作劇場   

フランダースの犬   

4 新しい友達  

 

日本アニメーション 

ネロが釣りをしていると、以前町で出会ったジョルジュと

ポールの兄弟がやって来ます。そこにアロアとアンドレも

加わって、みんなでかくれんぼをすることになりました。

小さいポールは橋の下に隠れるのですが、そこから落ちて

しまったからたいへん！  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-005  

世界名作劇場   

フランダースの犬   

5 パトラッシュ  

 

日本アニメーション   

すっかり仲よしになったネロとジョルジュたち。３人で秘

密の場所に遊びに行ったネロは、そこで金物屋にむち打た

れるあの労働犬を見つけます。かわいそうな犬に水をやろ

うとするネロたちでしたが、そこに金物屋が現れて３人は

追い払われてしまいます。 

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 

JB2009-006  

世界名作劇場   

フランダースの犬   

6 がんばれﾊﾟﾄﾗｯｼｭ  

 

日本アニメーション 

アントワープの町で開かれる月に一度の朝市の日。ネロは

パトラッシュに会えるかもしれないと、町を探し回りま

す。ところがどこにもパトラッシュの姿はありません。や

っとのことで見つけた金物屋は、「パトラッシュは捨てた」

とネロに言うのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-007   

世界名作劇場   

フランダースの犬   

7 スープをおのみ  

 

日本アニメーション   

ネロは金物屋に捨てられたパトラッシュを連れ帰りまし

た。一生懸命看病をしますが、パトラッシュは元気になり

ません。おじいさんは庭で取れた薬草をパトラッシュに飲

ませるように言って出かけてしまいました。ネロは何とか

薬を飲ませようとするのですが…。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-008 世界名作劇場   

フランダースの犬   

8 ほえたよおじいさん  

 

日本アニメーション 

パトラッシュはネロの看病のおかげで元気を取り戻しま

す。アロアが持ってきた干し肉も食べられるようになりま

す。ネロはアロアといっしょにパトラッシュのためのすて

きなベッドを作ることにしました。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-009 世界名作劇場 

フランダースの犬 

9 おもいでの鈴 

 

 

日本アニメーション 

ジョルジュとポールの兄弟とも友達になったパトラッシ

ュ。ネロはみんなといっしょにアントワープの町へ出かけ

ます。ところがそこであの金物屋に会ってしまい、ネロた

ちは急いで逃げ出すのでした。アロアはパトラッシュに首

輪を付ければ、もうネロの犬になると言うのですが…。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-010 世界名作劇場   

フランダースの犬   

10 アロアのブローチ  

 

日本アニメーション 

森にたきぎ拾いに出かけたネロとアロア。すっかり元気に

なったパトラッシュもいっしょに楽しく森で遊んでいる

と、アロアがお父さんにもらったブローチをなくしてしま

いました。  

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 

JB2009-011   

世界名作劇場   

フランダースの犬   

11 エリーナの花畑  

 

日本アニメーション 

アロアのお母さんのエリーナは、お花を育てるのが大好

き。そのエリーナの美しい花畑をだれかが荒らしてしまい

ました。しかもそこには犬の足跡が残っていたのです。そ

れをおせっかいなハンスが見つけて大変な騒ぎになって

しまいます。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-012  世界名作劇場   

フランダースの犬   

12 おじいさんの  

小さな壺  

 

日本アニメーション 

アントワープの町に行ったネロとパトラッシュ。そこであ

の金物屋に見つかってしまいます。パトラッシュを返せと

いう金物屋に、おじいさんはパトラッシュをネロに譲って

欲しいと頼みます。すると金物屋はお金をよこせと言い出

しました。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-013 世界名作劇場   

フランダースの犬   

13 ナポレオン時代  

の風車  

 

日本アニメーション 

村にあらしが来た次の日。アロアの家の風車が止まってし

まいました。修理のために呼ばれたノエルじいさんはとて

も風変わりなおじいさん。ネロはノエルじいさんの仕事ぶ

りにひかれます。風車が直って回り始めたとき、アンドレ

が羽根につり上げられてしまい…。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-014 世界名作劇場 

フランダースの犬 

１４ 夜空に描いた絵 

 

日本アニメーション 

アントワープの町へ向かいながらネロとおじいさんは、ネ

ロの将来について話します。おじいさんはネロに一人前の

農夫か木こりになって欲しいと願うのですが、ネロの心の

中には、それとは別の願いが芽生えていました。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-015 世界名作劇場   

フランダースの犬   

１５ 古い帳簿  

 

日本アニメーション 

ネロは家が貧しいため、いつも板きれに絵をかいていました。

それを見たアロアはネロのために、家から古い帳簿を持って

きます。帳簿の紙の裏に絵をかけばいいと考えたのです。と

ころがそれはコゼツだんなの大事な帳簿だったのです。  

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 

JB2009-016 世界名作劇場 

赤毛のアン 

第３４章 

ﾀﾞｲｱﾅﾄｸｨｰﾝ 

組の仲間 

日本アニメーション 

クィーン学院を受験できることなったアンは、大喜びでそ

のことをダイアナに報告する。だが、ダイアナは喜んでく

れたものの、自分は受験はしないと言う。ダイアナも一緒

に受験するのだと思い込んでいたアンは、ダイアナに、し

つこく受験するよう言うのだが…。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-017 世界名作劇場 

赤毛のアン 

第３５章 

夏休み前の思わく 

 

日本アニメーション 

待ちに待った夏休み。アンは、この長い休みをいかに楽し

く過ごすか、ダイアナと計画を練っていた。そんなとき、

マシュウが持病の心臓発作を起こして倒れた。診察を終え

た医者は意外にも、アンの様子について驚くべきことをマ

リラに伝えた。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-018 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第３６章   

物語クラブのゆくえ  

日本アニメーション 

アンとダイアナは、思う存分夏休みを楽しんだあと、新学期

がスタートした。クィーン組は全員、受験を控えて気を引き

締めていた。そんなとき、物語クラブが持ち回りでアンのう

ちで開かれたが、ダイアナがなかなか現れなかった。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-019  

世界名作劇場   

赤毛のアン   

第３７章   

十五歳の春  

 

日本アニメーション 

アンがグリーン・ゲイブルズに来て４年がたち、アンは 15

歳になった。ある日マリラは、少女に成長したアンを見て、

奇妙な寂しさを感じるのだった。鉄道の支線がカーモディ

まで開通し、ミスバリーが一番列車でやってきた。しばら

くダイアナの家に滞在するミスバリーを、マリラはお茶に

招待しようと言い出す。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-020 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第３８章   

受験番号は 

１３番  

日本アニメーション 

クィーン学院から受験票が届いた。アンの受験番号は何と

１３番。不吉な受験番号に、アンはたちまち自信を失うの

だった。 そんなアンを、マシュウは「アンは、きっと１番

で合格する。そう信じているよ」と励ますのだった。そし

て緊張の中、いよいよ試験が始まった。  

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 

JB2009-021 世界名作劇場   

赤毛のアン  第３９

章  合格発表  

 

 

日本アニメーション 

クィーン学院の入学試験が終わった。受験生たちは毎日郵

便局へ出かけ、合格発表が載っている新聞が届くのを待っ

ていた。しかし２週間すぎ、３週間すぎても合格発表は届

かない。そんなとき、ダイアナが新聞を手に、アンの家に

駆け込んできた。果たして、その結果は？  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-022 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４０章   

ホテルのコンサート  

 

日本アニメーション 

シャーロットタウンにある大きな病院を援助するために、

ホワイト・サンドのホテルでコンサートが開かれることに

なった。出し物が少ないため、近在の村からも出演者を出

すことになり、アボンリーからはアンの朗読が選ばれてし

まう。ところが運の悪いことに、コンサートには朗読の専

門家も出演することになり…。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD  

JB2009-023 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４１章  ｸｨｰﾝ学院

への旅立ち  

日本アニメーション 

アンのクィーン学院への入学を控え忙しい毎日をすごし

ているグリーン・ゲイブルズに、スペンサー夫人がやって

きた。何の用件でやってきたのか不審に思うﾏﾘﾗとﾏｼｭｳに、

夫人は思いもよらない話を切り出し、２人を仰天させる。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD  

JB2009-024 世界名作劇場   

赤毛のアン  

 第４２章   

新しい学園生活  

 

日本アニメーション 

いよいよ下宿生活を始めることになったアン。マリラとマ

シュウは寂しくてしかたがない。一方、上級クラスに入っ

たアンは、ルビーやジェーンと違うクラスになったことが

寂しいが、金メダルとエイブリー奨学金の獲得を目指し、

新たな大望に心躍らすのだった。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD  

JB2009-025 ルパン三世   

sweet lost night  

～魔法のランプは  

悪夢の予感～  

 

 

日本テレビ  

平成 20 年 7 月 25 日 

何でも願いがかなうという魔法のランプを盗み出すこと

に成功したルパン。早速ランプをこすってみると中から現

れたのは美しい妖精だった。妖精はルパンに「願い事をか

なえてあげる。そのかわりにあなたの残りの人生半分をい

ただくわ」と言う。そしてランプから放たれた小さな光が

ルパンの頭をチクリと刺し、ルパンは気を 失う。時刻は夜

の 7 時だった。目を覚ましたルパンが時計を見ると朝の７

時だった。 

92 

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 

JB2009-026 世界名作劇場   

赤毛のアン  

第４３章  

週末の休暇  

日本アニメーション 

クィーン学院での生活が始まり、冬までの気候のいい間、

アンは週末になるとグリーン・ゲイブルズに帰ってきた。

マリラ、マシュウ、ダイアナの３人にとって、アンの帰省

は何よりの楽しみだった。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-027 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４４章   

クィーン学院の冬  

 

日本アニメーション 

アンの帰省を楽しみに暮らすマリラとマシュウだったが、

アンから、「卒業試験に向けて、春まで帰らず勉強に打ちこ

みたい」と手紙が来た。そんなときアンはミス バリーか

ら、マシュウ が心臓発作を起こして倒れたと聞き、初めて

マシュウの病状を知るのだった。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-028 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４５章   

栄光と夢  

 

日本アニメーション 

マリラとマシュウは、朝から落ち着かなかった。なぜなら

今日は、卒業試験の合格者名と、金メダルの受賞者と、エ

イブリー奨学金の獲得 者名が発表される日だったから

だ。心配する２人のもとに、アンから知らせが届いた。 

はたして、その結果は？  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-029 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４６章   

マシュウの夢  

日本アニメーション 

久々のわが家で、のんびり過ごすアン。しかし、ﾏﾘﾗとﾏｼｭ

ｳの老け込んだ様子を目の当たりにし、アンは２人を置い

て進学してもよいのかと思い始める。そんなとき、レイチ

ェルが持ち込んできた話 が、ﾏﾘﾗとﾏｼｭｳを悩ませる。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-030 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４７章  

 死と呼ばれる 

刈入れ人  

日本アニメーション 

クィーン学院を卒業したアンは、大学が始まるまでの間、

グリーン・ゲイブルズで過ごす予定だ。アンが戻ったこと

でマリラとマシュウは 元気を取り戻し、家に活気が戻る。

ある朝、マーチンが取ってきてくれた新聞を見たマシュウ

は、心臓の発作を起こし倒れる。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-031 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４８章   

ﾏｼｭｳ 我が家を去る  

日本アニメーション 

亡くなって２日後、ﾏｼｭｳはｸﾞﾘｰﾝ･ｹﾞｲﾌﾞﾙｽﾞを離れ、教会の

墓地に埋葬された。それから数日が過ぎ、少しずつ日常生

活に戻って悲しみが薄れ始めると、アンは、そんな自分の

心の変化に、恥ずかしさと後悔の気持ちを抱くのだった。  

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 

JB2009-032 世界名作劇場   

赤毛のアン   

第４９章   

曲り角  

 

日本アニメーション 

本土からきた眼科の名医に診察してもらったﾏﾘﾗは、失明

するかもしれないと言われショックを受ける。更に、預金

を無くしﾏｼｭｳも亡くなってしまったために、家を売る決心

をする。そんなﾏﾘﾗに、アンは「大学へは行かない」と宣言

する。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-033  世界名作劇場   

赤毛のアン  

 第５０章   

神は天にいまし   

すべて世は事もなし  

 

日本アニメーション 

アンが大学進学をあきらめたことは、すぐにｱﾎﾞﾝﾘｰの人々

に知れ渡った。多くの人が残 念がったが、レイチェルとﾐ

ｾｽｱﾗﾝは、アンの選択を褒めてくれる。また、ｱﾎﾞﾝﾘｰの学校

で教える予定だったｷﾞﾙﾊﾞｰﾄが、アンにその職を譲ってく

れる。ｷﾞﾙﾊﾞｰﾄにお礼を言ったアンは、ようやくｷﾞﾙﾊﾞｰﾄと

の仲直りを果たす。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-034 ゲゲゲの鬼太郎   

地獄超決戦！  

西洋妖怪総登場！  

フジテレビ   

平成 20 年 8 月 3 日 

日本じゅうで、死者の魂がよみがえるという怪現象が多発

し始めた。原因を調べるために地 獄の入り口に向かった鬼

太郎。そこには、大勢の西洋妖怪が待ち受けていた。 

23 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-035 ゲゲゲの鬼太郎   

見上げ入道の  

妖怪学校  

フジテレビ   

平成 20年 9月 21日 

小学生の小林は、いつも悪さばかりして先生や周りの生徒

を困らせてばかりいた。そんな小林の元に、いくつか質問の

書かれたダイレクトメールが届く。それに解答を記入した

小林。数日後、小林の前に見上げ入道が現れて…。  

23 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2009-036 ゲゲゲの鬼太郎   

命ｶﾗｶﾗ！ 赤舌温泉  

フジテレビ   

平成 20 年 11 月 9 日 

青森県で温泉の開発が行われていた。ところが突然、青森中

の水が枯れてしまう。青森に温泉旅行に行く予定だった鬼

太郎たちは、原因を探るべく青森に向かった。  

23 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 


