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C 趣味・教養  Culture  

CB 旅                                

分類番号 タイトル名 内       容 分数 

CB2010-

001 

世界遺産 

アルベロベッロの 

トゥルッリ 

イタリア 

ＴＢＳ 

平成 19 年 10 月 14 日 

南イタリア、プーリア地方にあるアルベロベッロの町には、

キアンカッレと呼ばれる石灰岩を積み上げて屋根を造った

家屋「トゥルッリ」が立ち並んでいる。その独特な街並みは、

おとぎの国のようだとも言われ、１９９６年に世界遺産に登

録された。  

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CB2010-

002  

世界遺産   

アッシジ、  

ｻﾝﾌﾗﾝﾁｪｽｺ聖堂と 

関連遺跡群 ｲﾀﾘｱ  

ＴＢＳ   

平成 19 年 12 月 2 日 

イタリア ウンブリア州にある町アッシジ。アッシジには、カト

リックの中で最大規模の修道会であるフランチェスコ会の総

本山がある。そこに祭られているのは聖フランチェスコ。  聖

フランチェスコの生涯を今にとどめる、聖フランチェスコ聖堂

と関連する建造物群を紹介する。 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CB2010-

003  

 

 

 

 

 

江口洋介   

劇的キューバ旅！   

革命と情熱の国の 

素顔  

  

 

 

テレビ静岡  

平成 22 年 3 月 7 日 

江口洋介がカメラを手に、中米に位置する社会主義国キュー

バを旅する。１７世紀の建物が残り、クラシックカーが走り

回る 首都ハバナでは“もったいない精神”を持つ人々のエ

コ生活に触れる。街中のいたるところでバンドが音楽を奏で

る。缶ぶたで絶妙なリズムを取るキューバ人の表情は明る

い。また、フラミンゴやマメハチドリが生息するサバタ湿地

や地下水でできた青い湖など、キューバには奇跡的に残され

た大自然がある。日系人が多く住むフベントウ島では、教育

だけでなく、医療もすべて無料。これは、医師でもあったチ

ェ・ ゲバラの「国民全員を平等に幸せにする」という理念 

が受け継がれている証しである。チェ・ゲバラの娘で 医師

のアレイダ氏を訪問し、対談する。  

【字幕制作寄贈：北九州市立ビデオライブラリー】 

江口洋介 

64 

利用区分 Ｂ－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 

CC2010-001  まる得マガジン 

増刊号 実践！ 

わが家の防災対策  

日ごろの備え編   

～防災必需品～    

ＮＨＫ  

平成 19 年 1 月 7 日 

地震大国日本に暮らすわたしたちにとって、防災対策は

宿命である。そして、いざ災害が発生した時、1 人 1 人が

災害と 向き合わなければならない。日ごろ備えておくべ

き防災必需品について、専門家の山村武彦さんがわかり

やすく解説する。  

 

30 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-002  まる得マガジン 

増刊号 実践！ 

わが家の防災対策  

日ごろの備え編  

～家具の固定～  

ＮＨＫ  

平成 19 年 1 月 7 日 

地震列島日本では、いつどこで大地震が起こるか分から

ない。大地震で家具や電化製品が転倒しけがをしたり命

を落とすケースもある。地震による家具の転倒などを防

ぐ方法を専門家がわかりやくす解説する。 

30 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-003  まる得マガジン 

増刊号 実践！ 

わが家の防災対策 

いざというときの行動編 

ＮＨＫ  

平成 19 年 2 月 4 日 

いつどこで起こるかわからない大地震。しかし大地震が

起きても、とっさの行動で命を守ることができる。 地震

の際の行動について、シチュエーション別に専門家が解

説する。 

30 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-004  住まい自分流 

地震から家族を守る  

～家具の転倒防止～ 

ＮＨＫ 

平成 21 年 8 月 31 日 

いつ起こるかわからない地震。いざという時のために、し

っかりと対策をたてることが家族の命を守る。今回は家

具の転倒防止について紹介する。 

5 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-005  住まい自分流   

地震から家族を守る 

～安全に逃げる～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 9 月 1 日 

地震で部屋中に物が散乱すると、避難する時の障害 とな

る。今回は安全に避難するための日ごろからの対策を紹

介する。 

5 

利用区分 Ｂ－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 

CC2010-006  住まい自分流 

地震から家族を守る 

～家族防災マニュアル～ 

ＮＨＫ 

平成 21 年 9 月 2 日 

自治体には一時避難所や広域避難所など、災害時に 住民

が避難する場所がある。  今回は避難する際の注意点を

紹介する。 

5 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-007  住まい自分流   

地震から家族を守る 

～防災グッズで１日訓練～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 9 月 3 日 

防災グッズは第１次グッズ、第２次グッズ、第３次グッズ

まで３段階がある。各グッズの紹介や便利な使い方を紹

介する。 

5 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-008   

 

断るチカラの磨き方 

心の隙を狙う 

悪質商法 

 

 

 

 

東京都 

消費生活総合ｾﾝﾀｰ  

平成 21 年度 

「人を信用しやすく、特に友人や異性に頼まれると断れ

ない」という人は悪質商法にあいやすいといわれていま

す。最近、その心理をねらった悪質業者の手口が巧妙化し

ています。このＤＶＤは、「本編」で被害にあいやすい事

例と 注意点を解説し、「練習編」で具体的な断り方や相談

のしかたを身に付ける教材として制作しました。ぜひ ご

活用ください。（リーフレットより） 

対象：知的障害や発達障害のある方 

監修：白梅学園大学子ども学部発達臨床学科教授 

堀江まゆみ 

本編２１分・練習編６分に分かれています。  

【寄贈元：東京都消費生活総合センター】 

27 

利用区分 Ａ－３ DVD 

CC2010-009   

 

気にかけて 声かけて 

トラブル撃退！ 悪質

商法捕物帳  

 

東京都  

消費生活総合ｾﾝﾀｰ 

平成 21 年度 

高齢者をねらった悪質商法は増加を続けています。被害

を防ぐには高齢者ご本人への注意喚起とともに周囲の

人々の見守りが欠かせません。このＤＶＤは、高齢者被害

の多い悪質商法の事例の紹介とその対処法、周りの人の

気づきのポイントなどをより多くの皆さんにご理解いた

だけるよう制作しました。（リーフレットより） 

対象：高齢者とその周りの人々向け   

監修：末吉宜子【寄贈元：東京都消費生活総合センター】 

24 

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 

CC2010-010   

生活ほっとモーニン

グ お腹がひっこむ！  

～スロトレ完全保存版～ 

 

ＮＨＫ  

平成 21 年 6 月 29 日 

画期的なダイエット体操として話題になったスロート

レーニング（スロトレ）。正しいやり方で行うことで、

脂肪が燃えやすくなるという。実際にこの運動を３か月

続けて、ウエストが１１㎝細くなった参加者も登場す

る。このスロトレの正しいやり方を、実演を見ながら学

習できる。 安めぐみ／松村邦洋／石井直方 

50 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-011  ためしてガッテン   

もっと知りたい！   

介護負担激減のﾐﾗｸﾙ技‼ 

ＮＨＫ  

平成 21 年 7 月 29 日 

以前放送した、介護の負担を軽くする介護術。その方法

をもっと詳しく知りたいという視聴者の声が多く寄せ

られ、過去の映像も含め、介護のコツをスタジオに専門

家を迎えて実践する。立川志の輔/高橋英樹/山瀬まみ 

43 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-012  住まい自分流   

わが家の窓しっかり防犯 

クレセント錠  

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 7 日 

警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだとい

う。特に危険なのは人目につきにくい大きな掃き出し

窓。クレセント錠を鍵付きに交換して防犯対策を強化す

る方法を紹介する。 西沢正和 

5 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-013 住まい自分流 

わが家の窓しっかり防犯 

クレセントガード板 

ＮＨＫ 

平成 21 年 9 月 8 日 

警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだとい

う。今回はクレセント錠を外から見えにくくし、さらに

ガラスも補強する防犯対策を紹介する。西村正和 

5 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-014 住まい自分流   

わが家の窓しっかり 

防犯 戸先錠  

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 9 日 

警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだとい

う。今回は窓の左右に鍵を追加して、防犯効果を強化す

る方法を紹介する。西村正和 

5 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-015 住まい自分流   

わが家の窓しっかり防犯 

内格子  

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 10 日 

警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだとい

う。しかし小さな窓は意外に不用心になりがち。今回は

窓の内側に内格子を取り付け、防犯効果を強化する方法

を紹介する。 西村正和 

5 

利用区分 Ｂ－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 

CC2010-016 和風総本家   

日本を支える人々   

～大晦日お正月編～  

 

テレビ大阪 

平成 21 年 12 月 24 日 

今回のテーマは大みそかとお正月。大みそかやお正月

に欠かせない物のできるまでを、クイズ形式で紹介し

ながら、日本の伝統を支える人々を紹介する。飾りエ

ビや水引など、意外に作り方の知られていない物も紹

介される。 地井武男／萬田久子／東貴博 

92 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

CC2010-017  

伝えたい、実現した

い 自分の生き方  三

遊亭円楽が案内する 

任意後見制度  

 

 

 

財団法人民事法務協会  

平成 22 年度 

備えあれば憂いなし。心配なことに対する十分な備えが

あれば、安心して心にゆとりのある暮らしを送ることが

できます。認知症になどなって自分でしっかりとした判

断ができなくなったとしても、信頼できる誰 かが見守

り、支えてくれたら・・・、その人に自分の望みを伝え、

実現してもらえるとしたら・・・。超高齢社会の今、自分

らしく生き生きしたシニアライフを 手に入れるために、

「任意後見制度」を活用されては いかがでしょうか。 

（DVD リーフレットより） 

33 

利用区分 Ａ－３ DVD 

 

CF 動物・植物 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

CF2010-001  ダーウィンが来た！ 

生きもの新伝説 

まるで昔話！  

里山生きもの大集合 

ＮＨＫ   

平成 21 年 3 月 15 日 

人と動物が一緒に暮らす里山。里山では人々は昔から

自然を利用して恵みを得てきた。その人々の営みが多

くの生き物を呼び寄せている。滋賀県琵琶湖畔の里山

の１年間を紹介する。 

29 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

CF2010-002  ダーウィンが来た！ 

生きもの新伝説   

大迫力！  

水を飛ばすクジラ  

ＮＨＫ  

平成 21 年 7 月 4 日 

ザトウクジラの不思議な行動が、カナダ西海岸で目撃

されている。尾びれで海面を激しくたたき、水しぶき

を上げるのだ。水しぶきの高さは５メートル以上にお

よび、水しぶきのかかる範囲はバス５台分以上にもな

る。この水かけ行動の秘密を解き明かす。 

29 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

 



C 趣味・教養  Culture 

CF 動物・植物 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

CF2010-003 天才！志村どうぶつ園 

 特別編   

～涙と奇跡の  

どうぶつ物語～  

日本テレビ 

平成 21 年 12 月 19 日 

動物と人間の間に起こった奇跡の実話を紹介する。 

「大好きな少女と生き別れになった犬は、17 年間も彼女

を待っていた。」「少年に会うために信じられない距離を

走りぬいたネコ。」「オリンピックのメダリストと愛犬と

の知られざる真実」など。 

志村けん／山瀬まみ／相葉雅紀／ベッキー 

121 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

CF2010-004  天才！志村どうぶつ園  

生まれたてホヤホヤ  

世界の赤ちゃん動物 

大集合スペシャル  

日本テレビ 

平成 21 年 12 月 26 日 

動物の赤ちゃんを紹介するスペシャル。相葉と山瀬は森

へ動物の赤ちゃんを探しに行く。そしてベッキーと

DAIGO は、ブサイクだけどかわいい犬の赤ちゃんを紹

介。そのほか、さまざまな動物の赤ちゃんを紹介する。 

志村けん／山瀬まみ／相葉雅紀／DAIGO 

95 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

CG 科学 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

CG2010-001  サイエンスＺＥＲＯ  

生命活動のなぞに迫れ 

～最新 代謝研究～  

ＮＨＫ 

平成 21 年 4 月 11 日 

生き物の体内で起こる化学反応「代謝」。この代謝によっ

て多くの物質が作り出されている。今回は、この代謝の仕

組みを解明し、資源や医療に応用しようとする研究の最

前線に迫る。 安めぐみ／斉藤和季／鈴木真二 

35 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

CG2010-002  サイエンスＺＥＲＯ 

眠れるエネルギー   

地熱を掘り起こせ  

 

ＮＨＫ   

平成 21 年 6 月 27 日 

火山国日本は、実は世界でも有数の地熱資源国だ。クリー

ンでエコなエネルギーとして注目されている地熱だが、

日本ではまだ活用されているとは言い難い。番組では地

熱発電所を訪れ発電の仕組みを学びながら、地球の恵み

である地熱エネルギーの有効利用について考える。  

35 

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 

DA2010-001  カラフル！  

千恵のまいにち日っき  

    

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 21 年 6 月 18 日 

としおか千恵ちゃんは小学生の女の子。学校であったで

きごとを毎日日記に書いている。友だちのこと、先生のこ

と、お勉強のこと。学校で友だちとけんかをしても、次の

日には笑顔で仲直り。ダウン症の女の子の生活の一コマ

を送る。 

15 

利用区分 A－３ DVD 

DA2010-002  福祉ネットワーク   

受け容（い）れる勇気 

をもって  

   

 

ＮＨＫ厚生文化事業団  

平成 21 年 5 月 25 日 

奥田哲生さん(４１歳)は、車いすで生活しながら自宅で塾

を開いている。奥田さんは２８歳でｷﾞﾗﾝ･ﾊﾞﾚｰ症候群を発

症し手足の自由を失った。突然障害者となった自分を受

けいれることができず、家に引きこもりがちだったが、笑

顔を取り戻すきっかけとなったのは、塾の生徒たちとの

交流だった。奥田さんと生徒たちとの交流の日々を追う。 

29 

利用区分 A－３ DVD 

DA2010-003  きらっといきる   

“すれ違い”から  

はじまったけど・・・  

  

ＮＨＫ厚生文化事業団  

平成 21 年４月 17 日 

大学３年生の大畑明子さんは、生まれつき耳が聞こえな

い。大学でスポーツ行動学を勉強している明子さんは、

「卒業後は、子どもたちにスポーツを教えたい」と考えて

いる。 

スポーツクラブでの実習に臨んだ大畑さんの姿を追う。   

山本シュウ／玉木幸則 

29 

利用区分 A－３ DVD 

DA2010-004   

 

ハートをつなごう   

ＮＨＫ障害福祉賞

（１）  

 

 

 

ＮＨＫ厚生文化事業団  

平成 21 年 12 月７日 

４４回目を迎えた NHK 障害福祉賞。今回は、４５５編

の作文が寄せられた。番組では、その中から２名の作品を

取り上げ紹介する。１日目は、小山田弘佑さん（２８歳）。

小山田さん は軽度の知的障害があり、そのために長年い

じめを受けていた。また十代で母親が病死するというつ

らい体験をしたこともあって、２０歳を越えたころから

自殺未遂を繰り返すようになった。そんな彼が、作文を書

くことで自分と向き合い、立ち直ってきた体験を語る。ソ

ニン／石田衣良  

29 

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 

DA2010-005   

 

ハートをつなごう   

ＮＨＫ障害福祉賞

（２）  

 

 

ＮＨＫ厚生文化事業団  

平成 21 年 12 月８日 

ＮＨＫ障害福祉賞を紹介する２日目。三重県の岡田くめ

子さんは統合失調症の娘・彩さんとの闘病についてつづ

った。彩さんは親のすすめで進学した大学が自分に合わ

ず心を病んでしまった。病気をきっかけに娘の心と向き

合ったくめ子さんは、「娘を最高の回復者 第１号にしよ

う」と決意。やがて彩さんは回復し、自分が大好きだった

本にかかわる仕事・図書館司書に就くまでになる。  ソニ

ン／石田衣良 

29 

利用区分 A－３ DVD 

DA2010-006  ろうを生きる 

難聴を生きる   

日本のろう者にとって

のギャローデット大学 

～留学経験者は語る～  

ＮＨＫ   

平成 20 年 1 月 19 日 

世界で唯一の聴覚障害者のための大学ギャローデット大

学。日本からも数多くの聴覚障害者が留学している。スタ

ジオに２名の留学経験者を迎え、ギャローデットで学ん

だこと、世界のろう者との交流経験などを伺い、留学を通

じて何を学んだのかを見つめ直す。 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

DA2010-007   

ろうを生きる  

難聴を生きる   

“ことば”を持たない  

  

ＮＨＫ   

平成 20 年 5 月 18 日 

お年寄りとともに高齢のろう者の中には学校に通ったこ

とのない人が数多くいる。このような未就学のろう高齢

者たちは、介護のための施設に入っても周囲とコミュニ

ケーションがとれず、孤立したり認知症と誤解されてし

まうことが多い。ある未就学ろう高齢者への周囲の働き

かけを見ていきながら、 

この問題について考える。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-008  ろうを生きる  

難聴を生きる   

シリーズ・被爆を語る 

～聞こえない人と 情

報について考える～  

（２００８年７月２７日放送） 

ＮＨＫ   

平成 20 年 7 月 27 日 

長崎の山崎榮子さんは原爆被爆者。平和祈念式典では、迫

真の手話で被爆の恐ろしさ、平和の誓いを訴えた。疎開先

で原爆投下の８月９日を迎えた山崎さんは、その日の夕

方爆心地に入り被爆した。被爆と同時に長らく山崎さん

を苦しめたのは、ろう者であるが故に情報から閉ざされ、

真実を知るのが遅くなったことだ。  

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 

DA2010-009  ろうを生きる  

難聴を生きる   

シリーズ・被爆を語る 

～聞こえない人と  

情報について考える～  

（２００８年８月１０日放送） 

ＮＨＫ   

平成 20 年 8 月 10 日 

山崎榮子さんを迎える２回目。長崎で被爆した山崎さん

は、その後１年間も原爆のことを詳しく知らず、普通の爆

弾だと思っていたという。聞こえる両親のもとに生まれ

た山崎さんに、事実を手話で話してくれる人がいなかっ

たためだ。山崎さんは情報から疎外されていたことに今

も悔しさを感じているという。 

 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-010  ろうを生きる  

難聴を生きる   

今要約筆記を考える 

～字幕付与技術  

シンポジウム～  

ＮＨＫ   

平成 20 年 10 月 19 日 

聴覚障害者にとって大切な情報保障手段の１つ要約筆

記。要約筆記で聴覚障害者に正確にわかりやすく伝える

には何が必要なのか。要約筆記について考えるシンポジ

ウムの様子や最 新の音声自動認識システムを紹介する。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-011  ろうを生きる  

難聴を生きる   

挑戦！パントマイム 

～鮫島加奈江さん～   

ＮＨＫ  

平成 20 年 11 月 2 日 

北九州で開催された「ﾊﾟﾝﾄﾏｲﾑﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙ」に挑戦する多く

の市民の中に、鮫島加奈江さんがいた。彼女は聴覚障害者

だ。聞こえる聞こえないという壁を超えた関係を周囲と

築きながらステージに挑戦する彼女の姿を追う。 

鮫島加奈江 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-012  ろうを生きる 

難聴を生きる   

ｻｰｷｯﾄに夢を追って 

～ライダー西尾政紀さん 

の挑戦～   

ＮＨＫ 

平成 20 年 11 月 16 日 

ろう者の西尾政紀さんは、バイク好きの父の影響で、子ど

ものころからバイクが好きだった。21 歳で免許を取得

し、25 歳で念願のサーキットデビューをした。西尾さん

の目標は、同じろうのライダーとチームを組み、４時間耐

久レースに出場し上位入賞すること。目標に向かって走

る西尾さんを追う。 西尾政紀 

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 

DA2010-013 ろうを生きる  

難聴を生きる   

４コマ漫画 描き続けて

20 年  

ＮＨＫ  

平成 20 年 11 月 30 日 

中橋道紀さんは全日本ろうあ連盟の発行する日本 聴力障害新

聞の４コマ漫画を 20 年にわたって描き続けている。漫画は聞

こえない人にとって関心の高いテーマを素材にコミカルに描

かれている。中橋さんの４コマ漫画の作品を紹介する。   

中橋道紀 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-014 ろうを生きる  

難聴を生きる   

ろう学校の永続を願って 

～特別支援教育を切る～ 

  

ＮＨＫ   

平成 20 年 12 月 14 日 

学校教育法の改正で、法的には特別支援学校となったろう学

校。そんな中、ろう教育の専門性を大切にするために、ろう学

校が反省と思い切った改革を行い、しっかりとしたろう教育を

発展させるべきだと主張する人がいる。元岡崎ろう学校校長の

市橋詮司さん。市橋さんに、現在のろう学校の教員に訴えたい

ことを話してもらう。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-015  ろうを生きる  

難聴を生きる   

私は“サウンドクリエィター” 

～エブリン・グレニーさん～  

ＮＨＫ   

平成 20 年 12 月 28 日 

エブリン・グレニーさんはイギリスの打楽器奏者で、グラミー

賞を二度受賞している。彼女は聴覚に障 害があり 12 歳でほ

とんど聞こえなくなったが、音を 全身の感覚でとらえ、演奏

する。そんなエブリンさんが、五感を研ぎ澄ますことの大切さ

について語る。  

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-016  ろうを生きる  

難聴を生きる   

元全米ろう連盟代表に聞く  

～アラン・ホーウィツさん～ 

ＮＨＫ   

平成 21 年 1 月 11 日 

元全米ろう連盟代表、アラン・ホーウィツさんが、現在のアメ

リカの聴覚障害者が抱える課題について語る。一番大きな課題

はろう教育で、ろう児が適正な教育を受けられるよう連盟が最

優先で取り組んでいるという。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-017  ろうを生きる  

難聴を生きる   

ノートテイクは今  

～四国学院大学の取り組み～ 

ＮＨＫ   

平成 21 年 1 月 25 日 

大学の講義を受講する聴覚障害者に欠かせない情報保障の１

つ、ノートテイク。しかし大学により、その取り組みは様々だ。

香川県にある四国学院大学での取り組みを通して、大学でのノ

ートテイクの実情と課題を探る。  

 

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 

DA2010-018  中居正広の  

金曜日のスマたちへ  

金スマ波瀾万丈   

筆談ﾎｽﾃｽ 斉藤里恵 

ＴＢＳ 

平成 21 年 8 月 7 日 

音のない世界に生きる、ホステスの斉藤里恵さん。 

言葉を話せない彼女の接客術は筆談。その筆談で、里恵さん

は銀座のホステスナンバーワンとなった。里恵さんをスタジ

オに招き、里恵さんの波瀾万丈な人生を紹介する。 

中居正広／大竹しのぶ／斉藤里恵／室井佑月 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-019  生きる×２  

第 256 回 喜び二倍、 

悲しみ半分  

 

青森放送  

平成 20年 12月 21日 

青森県三戸郡で２年前から共同生活している工藤陽一さん 

80 歳と川原キワさん 81 歳。キワさんは耳が聞こえないため

に、２人の会話は筆談で行われる。夫婦でも恋人でもない２

人が共同生活する理由と、実際の暮らしぶりを紹介する。   

工藤陽一／川原キワ 

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-020  生きる×２  

第２８０回  

障害は個性！  

IT で目指す自立  

四国放送  

平成 21 年 8 月 9 日 

仕事をしたくても実現できない人を支援する NPO 法人 JCI

テレワーカーズ・ネットワーク。その会員の多くは、障害を

理由に就職できなかったり解雇された経験を持っている。仕

事をしたいと強く思う人々のため JCI の活動を紹介する。  

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-021  新春ヒューマンドラ

マ スペシャル   

筆談ホステス  

 

毎日放送  

平成 22 年 1 月 10 日 

銀座でナンバーワンホステスの斉藤里恵さん。彼女は耳が聞

こえない。しかしその障害を乗り越えるために始めた筆談が

客の心をつかみ癒している。彼女がナンバーワンホステスに

なるまでの道のりを、ドラマで再現する。 

北川景子／田中好子／福士誠治／手塚里美 ／戸田菜穂 

93 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-022  風の歌が聴きたい 

音のない世界に 

生きる 

聴覚障害夫婦の 

１６年 

 

 

ＢＳ－ＴＢＳ 

平成 20 年 8 月 10 日 

これは聞こえない両親と聞こえる一人息子の１６年間に及ぶ物

語。親子でありながら息子とは住んでいる世界が違うとなかば

あきらめていた両親が、風の歌を聴かせたくて息子を宮古島へ

連れて行く。宮古島では両親がかつて参加したトライアスロン

が開催されていた。一生懸命頑張った人にだけ聴こえる風の歌。

両親の思いを息子は理解するのか。 

（番組の一部に放 送時から音声を消している場面があります）  

高島良宏／高島久美子／高島怜音 

101 

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 

DA2010-023  きらっと生きる   

わしらの太鼓はからだで

感じろ ～聴覚障害・石川

康文さん～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 2 月 20 日 

理容師の石川康文さんは、生まれつき聴覚に障害があり音は

ほとんど聞こえない。石川さんには理容師とは違うもう１つ

の姿がある。それは和太鼓のメンバーの姿だ。 

石川さんと仲間たちの太鼓にかける情熱を紹介する。 

29 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-024  爆笑問題の  

ニッポンの教養   

File－074   

私は ここに いる  

ＮＨＫ   

平成 21 年 6 月 9 日 

全盲ろうという障害を持ちながら、日本で初めて大学教授に

なった福島智氏。専門は障害学で、障害学とは、そもそも障害

とは何か？を考える新しい学問だ。爆笑問題の２人と福島先

生が、生きる意味や障害について語り合う。 

29 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-025   

福祉ネットワーク   

他人を信じて前に 

進め ～奈良フリースクー

ルの挑戦～ 

ＮＨＫ   

平成 21 年 4 月 9 日 

奈良県にある自然流自立塾ＮＯＲＡは、不登校や引きこもり

の若者が学校や社会に戻ることを目指して共同生活を送って

いるフリースクールだ。スクールをつくった佐藤透さんは、Ｎ

ＯＲＡに来る若者たち一人一人に全力でぶつかっている。フ

リースクールを通じて、一歩一歩成長していく若者たちの姿

を追う。 

29 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-026  福祉ネットワーク   

公開すこやか長寿   

石川県珠洲市  

ＮＨＫ   

平成 21 年 7 月 16 日 

石川県珠洲市で行われた「公開すこやか長寿」。今回は日本ヨ

ーガ光麗会の会長・番場裕之さんを迎え、ヨーガの基礎を学

び、身も心も健康になる方法を学ぶ。 ヨネスケ 

29 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-027  ろうを生きる  

難聴を生きる    

中途失聴者にとって

の手話  

～今求められる学習環境～ 

ＮＨＫ  

平成 21 年 2 月 8 日 

中途失聴の人が手話を覚えようとすると、まず学習の場のないこ

とで苦労する。自治体などで行っている手話講習会は、ろう者と

のコミュニケーションを前提に、聞こえる人を対象にしているこ

とが多いからだ。数少ない中途失聴者を対象とした講習会の模様

を通して、その必要性を考える。 

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 

DA2010-028  ろうを生きる  

難聴を生きる    

無くせ情報バリア  

 

ＮＨＫ  

平成 21年 2月 22日 

中園秀喜氏の著書「聞こえのバリア解消への提言」を通して、

聴覚障害者のバリアについて考える。特に病院や公共機関、交

通機関など、情報保障の必要性の高い場においても十分な保障

の行われていない現状について、その解決方法も含め、中園氏

本人か らお話を頂く。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-029 ろうを生きる  

難聴を生きる    

夢は七大陸最高峰制覇  

～大窪康之さん～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 4 月 5 日 

聴覚に障害を持つ大窪康之さんは、７大陸の最高峰すべての登

頂を目指し、平成２１年４月の時点で、キリマンジャロとビン

ソンマシフの登頂に成功している。大窪さんをスタジオにお招

きして、登頂時の映像も 交えながら今後の夢を語っていただ

く。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-030  ろうを生きる  

難聴を生きる    

ここが知りたい！  

ＮＨＫ  

平成 21年 4月 19日 

聴覚障害者と裁判員制度平成２１年５月から始まった裁判員

制度。裁判員は 20 歳以上の有権者からくじ引きで選ばれる。  

実際に聴覚障害者が専任された場合、どのように参加すること

になるのか、弁護士の田門浩氏に説明していただく。田門浩 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-031  ろうを生きる  

難聴を生きる    

ろう者が作る  

アクション映画  

ＮＨＫ   

平成 21 年 5 月 3 日 

ギャローデッド大学で映画製作を専攻したエミリオさんは、日

本など４か国のろう者が参加したアクション映画を製作して

いる。手話がパワーを持つ言語であることを世界中の人に知ら

せたいというエミリオさんの映画製作現場を紹介する。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-032  ろうを生きる  

難聴を生きる    

手話が結んだ国際結婚  

 

ＮＨＫ   

平成 21年 5月 17日 

栃木県に住む渡邊さん夫妻は、どちらもろう者。奥さんは台湾

で生まれ育ったが、２人はごく自然に手話でコミュニケーショ

ンしている。日本の手話と台湾の手話はとても似ていることが

２人の距離を縮めたという。日本の手話と台湾の手話で生活す

る２人の日常を紹介する。 

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 

DA2010-033  ろうを生きる  

難聴を生きる    

どう広めるか  

“ろうあヘルパー”  

ＮＨＫ   

平成 21 年 5 月 31 日 

大阪聴力障害者協会が始めた、ろうあヘルパー派遣事業は、ま

だ全国には広まりを見せていないのが実情だ。 

この協会の先駆的な取り組みを紹介し、ろうあヘルパーの普

及について考える。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-034  ろうを生きる  

難聴を生きる    

シリーズ人工内耳   

～大人のケース～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 6 月 14 日 

高度の聴力障害の人の聞こえを補う人工内耳。15 年前に保険

が適用され、今までに 6000 人が手術を受けた。現在も毎年 

500 人前後が手術を受けているという。人工内耳について医

療現場の現状を大人のケースと子どものケースでシリーズで

紹介する。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-035  ろうを生きる  

難聴を生きる   

人工内耳②   

～子どものケース～  

ＮＨＫ  

平成 21 年 6 月 28 日 

聞こえを得る治療手段として注目を集める人工内耳。術後の

ケアは大人と子どもでは大きく違いがあるという。人工内耳

の手術を受けた子どもに行う言語を獲得するためのトレーニ

ングなどについて紹介する。  

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-036  ろうを生きる  

難聴を生きる   

人形劇で広がる世界  

～デフパペットシアターひ

とみ ３０年のあゆみ～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 7 月 12 日 

ろう者と聴者が共に活動する劇団、デフパペットシア 

ターひとみ。人形劇を通じて、ろう者たちの活躍の場を 広げ

続けたひとみの活動の軌跡を追う。 

15 

 

 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-037  ろうを生きる  

難聴を生きる   

たたけ！体に響く伝統

の音  

小倉祇園太鼓聾
ろ う

鼓
こ

会 

ＮＨＫ   

平成 21 年 7 月 26 日 

北九州・小倉の夏を彩る小倉祇園太鼓。100 以上の山車が繰り

出し太鼓を打ち鳴らす。聾鼓会はろう者が中心となって結成

された。伝統の小倉祇園太鼓を守り続ける聾鼓会を取材する。  

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 

DA2010-038 ろうを生きる 

 難聴を生きる    

筑前琵琶に魅せられて  

～毛利英二さん～  

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 6 日 

福岡県の伝統楽器・越前琵琶は、千年の伝統を持つ琵琶に三

味線の要素を取り入れて、明治時代に博多で生まれた。その

越前琵琶に魅せられて、聞こえないながらもその制作に打ち

込むのが、ろう者の毛利英二さん。制作にまつわる苦労話や

越前琵琶に魅せられたきっかけを伺う。  

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-039 ろうを生きる  

難聴を生きる    

ろう文化を見つめて  

 

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 20 日 

平成 21 年 7 月に出版された書籍「『ろう文化』の内側か

ら」。この、アメリカのろう文化研究者の著作を翻訳したの

は、ろう者の森壮也さん・亜美さん夫妻。森壮也さんをスタ

ジオに迎えて、ろう文化とは何か、どう向き合っていけばよ

いのかを伺う。 

15 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-040  

 

石橋勝のボランティア 21 

手話狂言で伝える  

メッセージ   

～西川慧子さんの挑戦～ 

     

 

 

テレビ大阪  

平成 21 年 2 月 13 日 

主として科（しぐさ）と白（せりふ）によって表現されるこ

の芸能に挑戦を続けているのが西川慧子さんです。実は西川

さんは聴覚に障害があります。彼女たちが演じているのは、

手話で台詞を語る手話狂言なのです。「聞こえないことは個

性」そう語る西川さん。35 年も前、地元で初となるボラン

ティアサークルを立 ち上げ、手話の普及に尽力。今も彼女

を支える人々とともに、障害がある人たちのために幅広い活

動を続けています。（テレビ大阪 HP より）  

【字幕制作寄贈：福岡県聴覚障害者センター】  

石橋勝／新井晴み／西川慧子 

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DA2010-041  

 

ヒューマン 

ドキュメンタリー 

“私の家族” 

 

 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 22 年５月７日 

小学生と中学生の３人の子どもを育てるある一家。家族の間

に血のつながりはない。子どもに恵まれなかった夫婦は１５

年前、ＮＰＯを通じて生後数か月の赤ちゃんと特別養子縁組

を行い、さらに２人 を迎え育ててきた。子どもたちには産

みの親が別にいることを隠さず伝えてきたが、最近１２歳の

長女 が「産みの母に会いたい」と言い始めた。親子とは？

家族のきずなとは何なのか?子どもが成長の節目を迎えた家

族の姿を通して見つめる。 

43 

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 

DA2010-042  

福祉ネットワーク 

うちの子どもは 

世界一 

ぼくと音楽の 

たのしい関係 

 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 22 年１月 27 日 

小柳拓人さん（１６歳）は自閉症で落ち着きがなく集団行動

や、家族とのコミュニケーションがうまくいかなかった。５

歳で音楽教室に通わせると通常、子どもが苦手とする「同じ

ことを反復練習する」 などといったことがピタリとはまり

みるみる上達。音楽を通して場面に応じた行動をすることを

次第に身につけていく。拓人さんの日常を紹介しながら、同

世代の若者たちや自閉症や発達障害について正しく理解し、

一人一人の個性を大切に生きるということを考える。 

29 

利用区分 Ａ－３ DVD 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

DC2010-001  ＪＮＮ九州沖縄  

ドキュメント ムーブ  

惣ちゃんは戦争に征った  

～三世代のシベリアの旅～ 

 ＲＫＢ毎日放送   

平成 21 年 9 月 2 日 

終戦直前の昭和２０年８月９日、ソ連が日ソ中立条約を破棄

して参戦。当時の満州にいた多くの日本兵が捕虜となり、シ

ベリアに抑留され、強制労働に従事させられた。当時シベリ

アに抑留された貞刈惣一郞氏が、６１年ぶりに長男・孫と一

緒にシベリアを訪れ、当時のこと、仲間への思いを語る。  

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DC2010-002  ＪＮＮ九州沖縄  

ドキュメント ムーブ  

蒼天の下で   

昭和２０年・ 小さな

森で起きた悪夢   

ＲＫＢ毎日放送   

平成 21 年 8 月 23 日 

昭和 20 年 3 月。現在の福岡県に位置し、旧日本軍が東洋

一と誇った太刀洗飛行場が、アメリカ軍の大空襲を受けた。

空襲は飛行場とその関連施設に限定されたものだったが、飛

行場以外に投下された一発の爆弾が、不運にも森に避難して

いた小学生の上に落下、３１名の児童が亡くなる大惨事とな

った。  

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DC2010-003  長崎原爆特集 あの日  

僕らの夢が消えた  

～被爆学校生徒たちの 64 年～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 8 月 8 日 

長崎県諫早市にある鎮西学院高校は原爆で 131 人の生徒が亡く

なったという悲しい歴史がある。原爆によって生徒たちが抱い

ていた夢や希望は一瞬で消え去った。生き残った当時の生徒た

ちは、その後どんな人生を送ったのか見つめる。 

48 

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 

DC2010-004   

少女たちの日記帳   

ヒロシマ   

昭和 20 年 4 月 6 日～ 

8 月 6 日  

 

ＮＨＫ   

平成 21 年 8 月 6 日 

昭和 20 年 8 月 6 日朝 8 時 15 分、広島県立第一高等女学校

の 1 年生 223 人は、爆心地から 600 メートルの所で建物疎

開の作業中に被爆し、全員が亡くなった。亡くなった１年生

が遺した日記帳には、女学校入学から 8 月 6 日までの 12 歳

の少女たちの日常が綴られており、現在、そのうちの 10 冊

が公表されている。 番組では、再現ドラマと生き残った人々

の証言を通して、少女たちの 120 日間の姿を描く。 

43 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 

DD 人間関係 

分類番号  タイトル名 内      容 分数 

DD2010-001   

ＳＢＳスペシャル  

家族の肖像  

～４７回目の  

ラストスパート～   

 

静岡放送  

平成 20 年 5 月 25 日 

浜松市に住む永井恒さんは、生まれつき耳が聞こえない。浜松

ろう学校中等部に在学していた時、校内マラソン大会で優勝し

たのを機にマラソンを始め、27 歳の時には、マラソンで聴覚障

害者の日本記録を樹立した。その後、一時は走ることから遠ざ

かっていた永井さんだが、息子の闘病を機に再び走り始め、今

は、全都道府県すべてのマラソン大会で優勝することを目指し

ている。残るはあと１県、岡山県での優勝だ。 

47 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DD2010-002  ＮＮＮドキュメント`０９ 

 こちら西伊豆、週末

診療所   

～医師偏在に挑む～  

静岡第一テレビ  

平成 21 年 7 月 27 日 

静岡県内には約３００人の眼科医がいる。しかし西伊 豆に眼

科はなかった。  西伊豆に週末だけの診療所を開設し、医師不

足と医師 の偏在に挑む１人の眼科医の取り組みを紹介する。 

26 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DD2010-003  生きる×２   

第２７９回   

失いたくない  

笑顔の記憶  

 

大分放送  

平成 21 年 8 月 2 日 

５７歳で若年性認知症と診断された足立昭一さん。それまで当

たり前だったことができない、今日が何月何日かわからなくな

る…。仕事大好き人間だった足立さんの生活は一変してしま

う。しかし足立さんは妻の由美子さんとともに完治を目指し、

いつか再び仕事をすることを熱望している。夫婦二人三脚で病

に立ち向かう二人の姿 を追う。 

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

 



D 記録・報道 Documentary  

DD 人間関係 

分類番号  タイトル名 内      容 分数 

DD2010-004  生きる×2  第 264 回   

平成 20 年度  

年間優秀作品   

声は消えても  

～心で奏でるｼﾝﾌｫﾆｰ～  

ＲＫＢ毎日放送  

平成 21 年 1 月 25 日 

福岡を拠点に活動している音楽家の田原泰徳さんは、７年前に

舌がんを患って声帯を摘出、声を失った。そしてそのために、

大学で専攻したホルンの演奏もできなくなってしまった。  し

かし田原さんは、筆談とジェスチャーを使い、様々な音楽活動

を通して、人々に音楽のすばらしさを伝えていく。田原さんの、

音楽を通した仲間たちとの触れ合いの日々を追う。 

25 

利用区分 Ｂ － ３ DVD  

DD2010-005 プロフェッショナル 

仕事の流儀 

人生によりそい、 

がんと闘う   

乳腺外科医 中村清吾 

ＮＨＫ 

平成 21 年 6 月 9 日 

乳がん治療のエキスパート中村清吾。彼の元には全国から乳

がんの女性が押し寄せる。乳がん患者は 40 代以 降の女性が多

い。大半が家庭や職場で重要な役割を果たしている女性たちだ。

子育てや仕事を抱えながら病気と闘う女性たちに、心から寄り

添う中村の姿を追う。 

48 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 

DD2010-006  

 

 

情熱大陸   

シェフ・パティシエ   

長江 桂子   

 

   

 

 

毎日放送  

平成 18年 10 月 22日 

フランス・パリの一ツ星レストランでシェフ・パティシエを務める

長江桂子（ながえけいこ）さん。お菓子の本場・パリでいま、最も

注目を集めるパティシエだ。日本人らしい繊細さと周囲も驚く努力

で、遅いスタート・女性・東洋人という３つのハンディを乗り越え

た長江のデザートは２年前、有名三ツ星シェフであるミッシェル・

トロワグロの目に留まり、「オテル・ド・ランカスター」でシェフ・

パティシエに抜擢された。自由で斬新なアイディアが評判の店だ。 

なぜ彼女のデザートはフランス人を魅了するのか…。番組では秋の

新作メニューの試作から完成までを取材、長江の発想法と同僚パテ

ィシエも舌を巻く高度な技術に迫る。（番組ＨＰ参照） 

【字幕制作寄贈：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

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 

EA2010-001  中学生日記   

少年は天の音を聴く  

シリーズ・転校生   

第１話  

 

 

ＮＨＫ   

平成 21 年 8 月 29 日 

主人公の岡山天音（おかやまあまね）君は、全国８１５名の応募

者から選ばれた漫画家志望の中学３年生。物語は、家庭の事情で

東京から名古屋に転校した天音が、ふとしたことから耳の聞こ

えない中学１年生の少女菜々子と出会うところから始まる。

菜々子に「天の音ってどんな音？」と尋ねられた天音は、自分の

名前に込められた母の願いを聞くことになる。 

29 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EA2010-002 TOYOTA   

Presents ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ！   

北海道士別市温根別町 

 ばん馬の出産のお手

伝い（前編）  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 5 月 3 日 

ばん馬とは木材の運搬や農耕地の開墾に欠かせない大型の農耕

馬。かつては北海道の開拓を支えたばん馬も、機械化の波に押さ

れ飼育している人は数少ない。士別市でばん馬を育てる北島さ

んの家には、出産を控えた雌馬・アグリランサがいた。ばん馬の

出産を４人の若者たちが手伝うことになった。「今、自分に何が

できるのか」…新たな一歩を踏み出す若者たちの姿を追う。 佐

藤隆太／山口智充 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EA2010-003 TOYOTA   

presents ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ！   

北海道士別市温根別町 

 ばん馬の出産の 

お手伝い（後編）  

ＴＢＳ  

平成 21 年 5 月 10 日 

ばん馬・アグリランサの出産を手伝うことになった若者たち。し

かし出産は難産となり、生まれた子馬はなかなか立たない。通常

１時間以内に立てないと、子馬は生き延びることができない。若

者たちは祈るようなまなざしで子馬を見つめるが…。 

佐藤隆太／山口智充 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EA2010-004 TOYOTA   

presents ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ！   

千葉県松戸市  

院内学級の 

子どもたち（前編） 

  

ＴＢＳ 

平成 21 年 6 月 7 日 

千葉県の松戸市立病院の小児科には、長期入院している子ども

たちのための院内学級がある。病気と闘う子どもたちに何かし

てあげたい…と、４人の若者たちが病院を訪れた。彼らは専門学

校でファッションを学ぶ学生たち。得意技である洋服作りで何

とか子どもたちを元気づけたいと考える。若者たちの熱意は子

どもたちに伝わるのか。 

佐藤隆太/山口智充 

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 

EA2010-005 TOYOTA   

Presents ﾜﾝｽﾃｯﾌﾟ！ 

千葉県松戸市 院内

学級の  

子どもたち（後編）  

ＴＢＳ 

平成21年6月 14日 

子どもたちのために完璧な服をつくろうと走り回る若者たち。し

かしそんな彼らに「目的が違ってないか」と声をかける人がいた。

そもそもの目的は何だったのか。それは「子どもたちを励ますこ

と」だったはず。先輩の叱咤に涙を流す若者たち。   

佐藤隆太／山口智充 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EA2010-006  

平成１９年度  

情報セキュリティ対

策 仕掛けられた罠  

 

（財）警察協会  

平成 19 年 

インターネットの世界では、次々に新しい犯罪が起きている。し

かし多くの人は、ワンクリック請求やフィッシングといった言葉

は知っていても、その内容を詳しくは知らなかったり、自分には

関係ないと思っていたりするのではないだろうか。  この作品

は、正しい情報を知り、被害に遭わないよう注意することが何よ

り大切だと警告している。  

23 

 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-007  平成２０年度  

情報ｾｷｭﾘﾃｨ対策 

ｱｸｾｽの代償   

あなたの知らないﾈｯﾄの 

裏側  

（財）警察協会  

平成 20 年 

あなたは、「ネットの裏側」という言葉から何を想像するだろうか。

この作品では、インターネットの世界で起きている犯罪の中でも、

掲示板などでの誹謗中傷（ひぼうちゅうしょう）行為や、個人情報

を盗まれ悪用された事例など、中・高生でも巻き込まれやすい犯罪

に焦点を当て解説している。  

27 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-008  天才？Ｄｒ．ﾊﾏｯｸｽ

の力で地球を救え！！  

スペシャル～  

 

 

 

環境省  

平成 21 年 

自ら発明したタイムマシンで未来の地球にやって来たドクター・

ハマックスと仲間たち。100 年後の世界は地球温暖化の影響で荒

れ果てたひどい環境だった。未来の世界でプクというお魚ロボッ

トと出会ったドクターたちは現在の日本に戻り、未来の地球を救

うため地球温暖化を防ごうとＣＯ２の削減に取り組む。地球温暖

化のしくみや、身近なところでできるＣＯ２削減の工夫などをア

ニメを通して楽しく学ぶ。 

17 

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 

EA2010-009  はじめての金融ｶﾞｲﾄﾞ 

金融取引の基礎知識  

～トラブルの 

予防のために～  

 

金融庁 平成 20 年 

クレジットカードや振り込め詐欺など、金融取引に関係した犯罪

被害が後を絶たない。このＤＶＤでは３つの話を収録し、それぞ

れで金融取引の基礎知識や、金融に関するトラブルから身を守る

方法を解説する。収録されているテーマは「偽造盗難カードにつ

いて」「振り込め詐欺について」「多重債務について」の 3 編。 

33 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-010 ダメ。ゼッタイ。  

「薬物乱用ＳＯＳ」  

 

（財）麻薬・覚せい

剤乱用防止センター  

平成 17 年 

人のこころや体に恐ろしい悪影響を及ぼす覚せい剤や大麻など

の違法薬物。これらの薬を乱用すると、何がいけないのか。から

だや心にどんなことが起こるのか。なぜやめられなくなるのか。

薬物乱用の恐ろしさを、Q＆A 形式で解説。違法薬物以外にも最

近の脱法ドラッグ・ＭＤＭＡ・ガスパン遊びなどについても解説。

中・高校生向け。 

23 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-011 みんなで学ぼう！  

薬物乱用は 

「ﾀﾞﾒ｡ｾﾞｯﾀｲ｡」 

（改訂版）  

（財）麻薬・覚せい剤  

乱用防止センター  

平成 21 年 

薬物乱用の恐ろしさは、薬物が脳を破壊してしまうこと。一度破

壊された脳は元には戻らない。薬物乱用の恐ろしさや、やめられ

なくなること（依存症）の恐ろしさ 等を解説する。  

 

15 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-012  薬物乱用は  

「ﾀﾞﾒ｡ｾﾞｯﾀｲ｡」 

大麻(ﾏﾘﾌｧｲｱ)編  

（財）麻薬・覚せい剤  

乱用防止センター  

平成 21 年 

薬物乱用による心身への悪影響について解説。薬物乱用をすると

脳にどのような影響が出るのか。また、マウスを使った動物実験

で大麻の害についてもわかりやすく解説する。 

17 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-013  

Ｗｅｂ-ＴＡＸ-ＴＶ  

ジャンルで選べる  

税金ガイド   

国税徴収官の仕事  

 

国税庁   

国税徴収官（こくぜいちょうしゅうかん）の仕事は、滞納されて

いる税金を徴収する仕事だ。不測の事態で税金を納付できなくな

った人に分割納付などを認めてくれる一方で、納付する財産があ

るにもかかわらず納付しなかったり、財産隠しを行ったりする滞

納者に対しては、 差押えなどを行う。難しい内容も、ドラマ仕

立てなのでわかりやすい。 

20 

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 

EA2010-014  

Ｗｅｂ-ＴＡＸ-ＴＶ   

国税庁の海外協力   

 

国税庁 

税金の徴収を主な仕事にしている国税庁だが、その業務の一環と

して、開発途上国への税務行政支援も行っている。この作品では、

研修生の受け入れや職員の派遣など、さまざまな形で行われてい

る支援について、具体的 な内容を紹介する。 

16 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-015  地震だ！  

その時どうする？  

自分を守り、 

みんなで助け合おう。  

総務省消防庁  

平成 20 年 

日本に住んでいるわたしたちは常に地震に備えておくことが必

要だが、実際には何を準備し、理解していればいいのだろうか。

この作品は、ふだんから備えておくべきことと、地震発生時に取

るべき行動の両方について、過去の地震の被災者の声やデータを

基に、具体的に教えてくれる。  

19 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-016  今すぐできる！  

家庭防災   

家具等の転倒防止対

策 ふせごう  

 

 

総務省消防庁 

地震が起きた時、家庭でけがをしないために準備できることの１

つに、家具の転倒防止対策がある。実際、最近は DIY のお店な

どで、たくさんの転倒防止器具が売られている。しかし、いざ取

り付けようと思うと意外に難しく、また、正しく取り付けられて

いるのかチェックが難しいこと も多い。この作品では、そうし

た器具の取り付け方を、具体的にわかりやすく教えてくれる。  

21 

利用区分 Ａ－３ DVD 

EA2010-017  週刊こどもニュース  

特集  

“核”のない未来へ  

 

ＮＨＫ   

平成 21年8月15日 

1945 年 8 月 6 日、広島に原子爆弾が投下された。たった１発

の爆弾が広島の市内を一面の焼け野原に変え、多くの人が亡くな

った。さらに放射能の後遺症が、生き残った人々を長年にわたり

苦しめた。ゲストに原爆を経験した岡田恵美子さんとお孫さんの

幸葵さんを迎えてお話を伺う。 

35 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EA2010-018   

 

川の光  

 

 

ＮＨＫ   

平成 21年6月20日 

チッチとタータはクマネズミの兄弟。お父さんと一緒に 

仲よく川のそばで暮らしていました。ところが川の開発が 

始まり、チッチたちの住める所がなくなってしまいます。 

３匹は新しいすみかを求めて旅に出ます。旅の途中でドブ 

ネズミに襲われたり、親切な猫に助けられたり。寒い冬が 来る

前に３匹は新しい家を見つけられるのでしょうか。 

75 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-001   

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

農業とかかわる仕事   

 

 

ＮＨＫ  

平成 19年 4月 9日 

いろんな職業の情報を 10 分間で伝える『１０ｍｉｎ・ボックス

職業ガイダンス』。番組では、その職業に就くために必要な資格

や、就職の方法などを紹介する。今回は「農業とかかわる仕事」。

最近若い人たちからも注目を集めている農業。国もさまざまな制

度で就農者支援を始めている。農協の支援制度を利用し、４年前

から農業を始めた荒木さんの仕事を見ながら、農業について紹介

する。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-002 １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス   

森とかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 19年 4 月 23 日 

日本は国土の約３分の２を森林に覆われている。今回は森を舞台

に活躍する仕事を紹介する。林業作業士は森に木を植え、育て、

切り出す仕事。林業作業士になって４年目の安藤さんの姿を追

う。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-003 １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

ものを売る仕事  

ＮＨＫ  

平成19年6月11 日 

わたしたちの生活の周りにはさまざまなものを売る仕事が存在

する。今回はその中から、書店員の仕事を見ていきながら、もの

を売る仕事の魅力を紹介する。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-004  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス   

金融にかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 19年 6 月 25 日 

銀行や証券会社など金融にかかわる仕事は、わたしたちの生活に

欠かせないお金に関する仕事だ。今回は銀行員の仕事を紹介す

る。銀行員の仕事は窓口業務だけではない。企業にお金を貸して、

事業の支援をするのも大事な仕事だ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-005  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス   

企業をささえる仕事  

ＮＨＫ  

平成 19 年 7 月 9 日 

企業の中には営業・広報・企画開発・人事などさまざまな部署が

あり、それぞれが連携して仕事をしている。今回はその中から経

理の仕事を取り上げ、企業をささえる仕事を紹介する。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-006  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス   

食にかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 20 年 1 月 7 日 

料理人にケーキ職人、パン職人。近年趣味としてもブームになっ

たうどん職人など、食にかかわる仕事はさまざま。今回は和菓子

職人の仕事を取り上げ、必要な資格や修業の様子を紹介する。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-007  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス   

ﾌｧｯｼｮﾝにかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 20 年 1 月 21 日 

ファッションにかかわる仕事には、ファッションデザイナー、ヘ

アメイク、スタイリスト、ショップの商品を仕入れるファッショ

ンバイヤーなどがある。今回は、放送局を担当するヘアメイクさ

んに密着。その忙しい仕事ぶりを追う。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-008  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

道路やトンネルを作る  

ＮＨＫ  

平成 19 年 5 月 28 日 

道路やトンネルはわたしたちの生活に欠かせない。それらを造る

仕事にはさまざまな職種があるが、今回は「ライン引き」と呼ば

れる仕事を紹介する。「ライン引き」とは、道路に車線や制限速

度等の道路標示を描く仕事だ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-009  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

人やものを運ぶ仕事   

ＮＨＫ  

平成 20 年 9 月 12 日 

人やものを運ぶ仕事の中から、今回は電車の車掌の仕事を紹介す

る。車掌になって２か月目の栗橋さん。車掌の仕事は電車のドア

の開け閉めから、車内アナウンス、お客さんの安全確保とたくさ

んある。栗橋さんが工夫しながら仕事に取り組む姿を追う。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-010  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス 

建築現場で働く 

ＮＨＫ 

平成 20 年 9 月 26 日 

建築現場で働く仕事には、大工や鳶(とび)、鉄筋の組み立て工な

どがある。今回は左官の仕事を取り上げる。左官とは、こて一つ

で建物の壁を美しく仕上げる仕事だ。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-011  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

ものを作る仕事   

 

ＮＨＫ  

平成 20 年 10 月 10 日 

工場でつくられる製品にはさまざまな部品が使われている。その

部品づくりに欠かせないのが金型だ。金型とは金属でできた型の

こと。さまざまな材料をプレスして打ち出して、いろいろな形の

部品をつくることができる。 金型をつくる職人の仕事を見てい

く。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-012  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 職業ガイダンス   

動物にかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 20 年 10 月 24 日 

動物にかかわる仕事には、ペット専門の美容師トリマーや、獣医

師、盲導犬の訓練士などさまざまなものがある。今回は動物園の

飼育係を取り上げ、その仕事を見ていく。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-013  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

ｽﾎﾟｰﾂにかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 20 年 11 月 7 日 

スポーツにかかわる仕事には、プロスポーツ選手やトレーナー、

スポーツカメラマンなどさまざまなものがある。今回はスポーツ

クラブなどで運動の指導をするインストラクターの仕事を紹介

する。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-014  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

職業ガイダンス   

医療や福祉にかかわる

仕事  

ＮＨＫ  

平成 20 年 11 月 21 日 

医療や福祉にかかわる仕事には、医師や看護師、臨床工学士や介

護専門職などがある。今回は小児科医を紹介する。小児科医の仕

事は、小さな子供たちの病気を治すこと。地域の総合病院の小児

科医の忙しい１日を追う。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-015  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

命や財産を守る仕事   

 

ＮＨＫ  

平成 20 年 12 月 5 日 

わたしたちの命や財産を守る仕事には、警察官や消防士、海上保

安庁職員などがある。今回は消防士の仕事を取り上げる。消防士

は火災が発生したら、すぐ現場に急行し消火にあたる過酷な仕事

だ。消防士は日ごろから厳しい訓練をこなして、いざというとき

の出動に備えている。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-016  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

職業ガイダンス   

子どもの成長にかかわる

仕事  

ＮＨＫ  

平成 21 年 1 月 9 日 

保育士や幼稚園教諭、小学校教諭など子供の成長にかかわる仕事

はさまざま。今回は通信教育会社の幼児向け教材開発の担当者の

仕事を通じて、子供にかかわる仕事を見ていく。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-017  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

ﾒﾃﾞｨｱにかかわる仕事  

ＮＨＫ  

平成 21 年 1 月 23 日 

メディアにかかわる仕事の中でもテレビ制作には多くの職種の

人々がかかわっている。出演者のほかに、番組を演出するディレ

クター、撮影をするカメラマン、セットを作成する大道具。今回

は明かりを使って番組の演出を助ける照明の仕事を紹介する。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-018  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

情報化社会をささえる仕事  

ＮＨＫ  

平成 21 年 2 月 6 日 

わたしたちを取り巻く情報化社会。今やインターネットや携帯電

話は生活の必需品だ。今回はそんな情報化社会を支える仕事の一

つ、携帯電話会社の通信エンジニアの仕事を紹介する。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

019  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

地方公務員  

ＮＨＫ  

平成 21 年 2 月 20 日 

わたしたちの納めた税金を使ってさまざまなサービスを提供す

る公務員。中でも地方公務員は、わたしたちの生活の身近な存在

だ。ある地方都市の市役所に勤務する地方公務員の仕事を紹介す

る。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

020  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

職業ガイダンス   

国際的な仕事  

ＮＨＫ  

平成 21 年 3 月 6 日 

飢えに苦しむ世界の人々を支援する組織・ＷＦＰ（国連世界食糧

計画）。ＷＦＰでは、さまざまな国の人々が集まり一緒に仕事を

行う。職場では、日常会話も仕事の会議もすべて英語だ。今回は

国際的な組織で働く仕事を紹介する。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

021  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

体と健康  

（保健体育・生活指導）  

たばこの害 

知ってますか？  

ＮＨＫ   

平成 18 年 3 月 20 日 

高校３年生の３人に１人が喫煙経験があるという。しかし喫煙は

成長期の子どもたちにとってさまざまな悪影響を与える。また若

い人ほど、ニコチンへの依存が高まる傾向もあるという。たばこ

の悪影響について学ぶ 10 分間。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

022  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

体と健康  

（保健体育・生活指導）  

未成年の飲酒 

～体の影響～  

ＮＨＫ   

平成 18 年 3 月 22 日 

未成年者の飲酒は法律で禁じられている。それは若い人ほどアル

コール依存症になりやすいからだ。成長期の脳はアルコールの悪

影響を強く受ける。また急性アルコール中毒の恐ろしさも紹介す

る。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-

023  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

体と健康  

（保健体育・生活指導）  

薬物依存の怖さ 

知っていますか？  

ＮＨＫ   

平成 18 年 5 月 16 日 

シンナーや覚せい剤、大麻、コカインなどの違法薬物。一度これ

らの薬物に依存してしまうと回復することは難しい。番組では、

薬物中毒から回復するための施設の様子を紹介し、薬物依存症と

闘う人たちの姿から、禁止薬物の恐ろしさを学ぶ。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

024  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

体と健康  

（保健体育・生活指導） 

朝ごはんって大事なの？ 

ＮＨＫ   

平成 18 年 5 月 30 日 

最近、朝ごはんを食べない人が増えている。だが朝ごはんは 1 日

の活動のエネルギーとなる大切なもの。朝ごはんを食べた人と食

べない人では、食べた人のほうがテストの成績がよいという調査

もある。青少年にとっての朝ごはんの大切さを学ぶ。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

025 

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

体と健康 

（保健体育・生活指導） 

 睡眠不足の危険  

知っていますか？  

ＮＨＫ   

平成 18 年 6 月 13 日 

塾にテレビ、ゲームやメールなどで夜型生活の子どもが増えてい

る。睡眠時間が短くなると、日中の生活に影響が出たり治療が必

要になることもある。一度崩れた睡眠のバランスを取り戻すには

どうすればよいのか。病院 で治療を受ける A くんの姿を追いな

がら、睡眠の大切さを学ぶ。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

026  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

体と健康  

（保健体育・生活指導)  

ダイエットの危険  

ＮＨＫ   

平成 18 年 6 月 27 日 

若い女性たちにとってダイエットは大きな関心事。しかし成長期

の若者にとって、行きすぎたダイエットはたいへん危険なもの。

心と体のバランスが崩れ、拒食症になってしまうこともある。拒

食症から回復しつつある女性の証言を交えながら、ダイエットの

危険と安全なダイエット法について学ぶ。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材  

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-

027  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 体と健康  

（保健体育・生活指導）  

健康的な食事 

～栄養ﾊﾞﾗﾝｽ～  

ＮＨＫ   

平成 18年 7月 11 日 

最近、生活習慣病にかかる子どもたちが増えている。偏った食事や

運動不足、ストレスがその原因と言われている。高脂血症や高血糖

など大人がかかるような病気にならないために、バランスのとれた

食事とはどんなものかを学ぶ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

028  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

生活指導  

“がんばれる体”の 

ための食事  

ＮＨＫ   

平成 21 年 5 月 30 日 

一流のスポーツ選手たちを支える力強い体。それをつくるのはバラ

ンスのとれた食事だ。プロバスケットボールの選手や、オリンピッ

クを目指す選手たちの食生活から、バランスのとれた食事について

学ぶ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

029  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

生活指導   

大麻の怖さ 

知っていますか？  

ＮＨＫ   

平成 21 年 6 月 6 日 

法律で禁止されている薬物・大麻（たいま）。大麻を与えられたネズ

ミは仲間をかみ殺すほどの攻撃性を示すこともある。薬物依存から

の回復施設に入所する人々のインタビューを交えながら、大麻の恐

ろしさを学ぶ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

030  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 消費者教育   

カード社会  

 

ＮＨＫ  

平成 19 年 2 月 6 日 

現金を持っていなくても買い物ができるクレジットカード。しかし

使い方を誤ると自分の支払い能力を超えた借金を背負ってしまうこ

とになり、「多重債務」という状態になってしまう人もいる。クレジ

ットカードの仕 組みを学び、上手な使い方を考える。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-

031  

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

消費者教育   

消費者の権利  

ＮＨＫ  

平成 19年 2月 20日 

物を売り買いする行為は法律上の「契約」にあたる。最近では悪質

商法の被害が後を絶たないが、消費者の被害を食い止めるために「ク

ーリングオフ」等の制度がある。契約の基本と悪質商法の手口を紹

介し、消費者の権利に関して学ぶ。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-032  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

消費者教育   

携帯電話の落とし穴  

ＮＨＫ  

平成 20 年 11 月 21 日 

わたしたちにとって生活の一部となった携帯電話。しかし掲示板

での人間関係のトラブルや、出会い系サイトをきっかけにした犯

罪など、新たな問題も出てきた。番組では実際の事例を通じて、

携帯電話との賢いつきあい方を学ぶ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-033  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

消費者教育  

電子マネー  

 ＮＨＫ   

平成20年12 月5日 

携帯電話や定期券と一緒になった電子マネー。現金を持っていな

くても買い物ができる便利な機能だ。今、急 速に普及している

電子マネーの仕組みを学ぶ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-034   

１０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

 生活指導   

  

ＮＨＫ  

平成 21年7月 11 日 

ネット社会の中で現代の生活はネットとは切り離せなくなって

いる。中でも携帯電話は生活の一部となっている。番組では携帯

メールにともなうトラブルと、ネットを悪用したいじめの２つの

事例を通じて、ネット社会でのマナーについて考える。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-035 １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ 

ボランティア  

 

ＮＨＫ  

平成 19 年 9 月 10 日 

人や社会のために自ら進んで行うボランティア。災害ボランティ

アや高齢者・障害者のためのボランティアなど、活動内容はさま

ざまだ。番組では中高生のボランティアサークルを取り上げ、ボ

ランティアのやりがいを紹介する。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-036  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

さまざまな家族の形  

いつまでも親子  

ＮＨＫ   

平成 20 年 1 月 7 日 

里親制度とは、実の親と暮らせない子どもを自治体が認定した里

親の元で育てる制度。現在日本では約 3000 人の里子が里親の元

で暮らしている。一組の里親と里子のきずなを通じて、家族の形

について学ぶ。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-037  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

さまざまな家族の形  

旅立ちの日を前に   

～児童養護施設～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 2 月 6 日 

いろいろな事情で、親と一緒に暮らせない子どもたちが共同で生

活する施設が児童養護施設だ。基本的には 18 歳になると施設を

出て独立しなければならない。番組では、旅立ちの日を控えた１

人の高校生の姿を追う。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

EB2010-038  １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

女性と男性①   

新しい夫婦の形 

 ～主夫～  

ＮＨＫ   

平成 21年9月12日 

以前は結婚後は女性が家事を担当し、男性が外で働くという家庭

が多かった。しかし最近は家事や育児を担当する「主夫」と呼ば

れる男性が増えている。そんな主夫の１人、畑中さんの日常を追

いながら、女性と男性の役割について考える。  

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-039 １０ｍｉｎ．ﾎﾞｯｸｽ  

女性と男性②   

働く女性の選択  

～ﾜｰｸﾗｲﾌﾊﾞﾗﾝｽ～  

ＮＨＫ   

平成 21 年 9 月 19 日 

仕事も家庭も充実した毎日を送りたい…そんな女性たちが増え

ている。ワークライフバランス、仕事と生活のバランスのとれた

暮らし方を模索する、ある夫婦の姿を通じて、新しい女性の選択

について考える。 

10 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

EB2010-040   

 

「実践読話学習 

のためのビデオ」 

ﾄﾞﾘﾙ編（DVD 版） 

 

 

読話塾 

平成 22 年 

このビデオでは、入門編で読話練習をした、「あいさつの言葉」

や「くだものの名前」などのテーマで取り上げる事ができなかっ

た言葉や、さらに新しいテーマの単語の読 話練習をする。  レ

ッスン１．あいさつの言葉の読話  

２．果物の名前の 読話  

３．野菜の名前の読話  

４．草花の名前の読話  

５． 花木の名前の読話  

６.台所用品の名前の読話（パッケージ より）  

40 

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 

FB2010-001   

 

日曜劇場  JIN -仁-   

第一話  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 10 月 11 日 

東都大学付属病院の脳外科医・南方仁。ある日、仁のもとに大

けがをした身元不明の男が運ばれてくる。手術後に病室から逃

げ出したその男を追って、仁は階段から転落し気絶してしまう。

そして気がついた仁は江戸時代 にタイムスリップしていた。  

大沢たかお/綾瀬はるか/中谷美紀/内野聖陽/小出恵介/桐谷健太/

武田鉄矢/麻生祐未/小日向文世 

93 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-002  

日曜劇場  JIN -仁-   

第二話  

ＴＢＳ  

平成 21年 10 月 18日 

仁は謎の男の正体が坂本龍馬だと知り、驚く。そのころ、江戸

の町では伝染病のコロリが、猛威をふるい始めていた。ｺﾛﾘの根

絶を切望する医師の緒方洪庵は、佐分利から仁の存在を聞き、

橘家を訪れて、コロリの治療法を教えてほしいと仁に願い出る。 

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-003  

日曜劇場  JIN -仁-   

第三話  

ＴＢＳ  

平成 21 年 10 月 25 日 

仁はコロリの実態を見て病と闘う決意をする。点滴の必要性を

感じた仁は、専用の道具を作ってもらえるように西洋医学所の

緒方に依頼。また勝の働きかけで幕府もコロリ対策に動き出す。

そんな中、ついに仁がコロリに感染し、危篤に陥ってしまう。 

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-004  日曜劇場  JIN -仁-  

 第四話  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 11 月 1 日 

ある日、龍馬が行き先も告げずに仁を連れ出した先は吉原だっ

た。龍馬は吉原の鈴屋の呼び出しと言われる最上級のおいらん・

野風に思いを寄せていた。その野風はなんと、仁が現代に置い

てきた恋人の未来と瓜二つだった。 

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-005   

日曜劇場  JIN -仁-   

第五話  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 11 月 8 日 

吉原のおいらん野風の願いで、先輩のおいらんである夕霧の病

と対峙することになった仁。夕霧は梅毒の末期の状態にあった。

梅毒の特効薬であるペニシリンを作り出す決意をした仁は、西

洋医学所で緒方らとともに青カビからペニシリン抽出の作業を

始める。 

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-006  日曜劇場  JIN -仁-   

第六話  

 

ＴＢＳ  

平成 21年 11 月 15日 

江戸の町では、仁の神がかり的な医術が『南方大明神』という

護符が作られるほど評判になっていた。そんな仁のうわさを聞

き、漢方医学の総本山・医学館の奥医師の多紀が仁に面会を求

めてきた。仁は龍馬と恭太郎とともに医学館に出向く。  

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 



E 教育・教材 Education  

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FB2010-007   

日曜劇場  JIN -仁-   

第七話  

ＴＢＳ  

平成 21 年 11 月 22 日 

ある日、茶屋の娘茜が油をかぶってやけどを負ってしまう。診察

した仁は治療は皮膚移植しかないと判断。皮膚移植をするために

は大量のペニシリンが必要となるため、仁はペニシリンの生産を

緒方に願い出る。緒方は快く引き受けてくれるのだが…。 

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-008   

日曜劇場  JIN -仁-  

 第八話  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 11 月 29 日 

仁は漢方と西洋医学を融合させた医療を目指し「仁友堂」を開

院した。ある日、仁は龍馬に連れられ吉原に行く。すると野風

から初音という女郎の診察を頼まれる。初音は客の子を妊娠し

て中絶していた。その処置が原因で敗血症を引き起こしていた

のだ。  

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-009  

日曜劇場  JIN -仁-   

第九話  

 

ＴＢＳ 

平成 21年 12 月 6日 

野風に身請け話が浮上。女郎は身請け話を断わることはできな

い。一方「仁友堂」では、皆が協力して医療器具を作るなどして

いた。そんな中、仁は「を組」の大親分と出会い、ささいなこと

で言い争いになる。そして火事の時には駆けつけると約束してし

まう。  中村敦夫 

47 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-010   

日曜劇場  JIN -仁-   

第十話  

  

ＴＢＳ  

平成 21 年 12 月 13 日 

野風の身請け話が決まり、野風の強い希望で仁は身請けに際して

の診察をすることになる。野風の胸のしこりに気づいた仁だった

が、体には何も問題がないという診断結果を出してしまう。野風

が身請けされないと、未来が生まれないのではないかと考えたか

らだった。 

52 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FB2010-011 日曜劇場  JIN -仁-   

最終話  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 12 月 20 日 

突然刺客に襲われて、仁と龍馬はがけから転落。そのまま龍馬の

姿は消えてしまった。仁は龍馬はタイムスリップしたのだと考え

ていた。そんな中、佐分利が野風の乳がんを一緒に調べさせてほ

しいと言い出す。佐分利はかつて乳がんの研究をしていたことを

明かす。  

69 

利用区分 Ｂ－３ 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 

FC2010-001   

 

 

ＮＨＫスペシャ

ル  

氣骨の判決   

 

 

ＮＨＫ  

平成 21 年 8 月 16 日 

昭和１７年、首相の東條英機は戦争に勝つためには軍部の方針に従

う議会が必要と考え、衆議院を解散し総選挙を行った。選挙では政治

団体・翼協の推薦を受けなかった候補者に対し、露骨な選挙妨害が行

われた。その結果、落選した候補者は各地で選挙のやり直しを訴え

た。各地で軍部の方針に従った判決が続出する中、鹿児島二区を担当

した吉田判事は、真実を見極めるため地道な証人尋問を続ける。政府

や軍部からの圧力がかかる中、吉田が下した判決とは。 

小林薫/麻生祐未/田辺誠一/石橋蓮司/山本圭/国村隼/京野ことみ/篠井英介 

89 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2010-002  

 

土曜プレミアム  

裁判員制度 スペ

シャルドラマ サ

マヨイザクラ  

 

フジテレビ  

平成 21 年 5 月 30 日 

相羽圭一は食品会社に勤めていたが、会社の不正を告発しようとし

ていじめに遭い退職。今はフリーターでネットカフェに寝泊まりし

ていた。そんな圭一が殺人事件の裁判員に選任された。同い年の被告

人は１０年前に幼女に暴行し、今度は３人の主婦を刺殺したという。

弁護人は被告人が近隣住民から長年いじめを受けていたことを訴

え、死刑回避をはかる。圭一は、人を裁くことに悩むが…。  

伊藤淳史/加藤ローサ/大杉漣/劇団ひとり/塚本高史/いとうあいこ/左

時枝/斉藤洋介 

109 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2010-003  

 

テレビ東京  

開局 45 周年記念  

ﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ  

白旗の少女  

 

 

テレビ東京  

平成 21 年 9 月 30 日 

昭和 52 年、沖縄に住む比嘉富子は偶然手にした写真集の中に、白

旗を掲げて投降する少女の写真を見つける。それは太平洋戦争中に

沖縄で、米軍カメラマンが撮影した６歳の自分だった。昭和 20 年４

月１日、米軍が沖縄に上陸し日本軍との激 しい地上戦が始まった。

家族と逃げ惑ううち、富子は１人はぐれてしまう。生きるために食料

を探すのだが、それは想像を絶する困難だった。地獄のような日々の

中、富子はガマで暮らす老夫婦と出会い…。６歳の富子が体験した真

実の物語。黒木瞳/八木優希/鈴木杏/大平うみ/勝地涼/神谷涼太/石黒賢/菅

原文太 

112 

利用区分 Ｂ－３ 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 

FC2010-004  松本清張  

生誕 100 年記念  

ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾗﾏ  

「火と汐」  

 

ＴＢＳ  

平成 21 年 12 月 21 日 

京都の鴨川のほとりで女性の絞殺死体が発見された。殺されたのは

東京に住む芝村美弥子。そしてほぼ同時刻に、美弥子の夫健介が乗る

ヨットが三浦半島沖で事故に遭っていた。この事故と事件につなが

りがあると直感した警部の熊代は、執拗に事実を掘り下げていく。果

たして犯人の鉄壁のアリバイは崩せるのか？ 

寺尾聰/山本耕史/渡部篤郎/西田尚美/清水美砂/萬田久子 

105 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2010-005  テレビ東京  

開局 45 周年記念  

新春ﾜｲﾄﾞ時代劇    

柳生武芸帳  

テレビ東京  

平成 22年 1月 2日 

上・中・下の三巻からなる柳生武芸帳は、江戸城、柳生家、京の薮左

中将のもとに保管されていた。三巻そろうと、徳川幕府を崩壊させる

ほどの秘密を解くことができるという。江戸城大奥から中の巻が盗

み出されたことから、武芸帳をめぐる争奪戦が始まる。 

高橋英樹/反町隆史/速水もこみち 

358 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FC2010-006 阪神・淡路大震災   

15 周年特集ﾄﾞﾗﾏ  

その街のこども  

 

 

 

ＮＨＫ  

平成 22年 1月 17日 

２０１０年１月１６日の午後、その２人は同じ新幹線から新神戸の

駅に降り立った。１人は、広島へ出張の途中、思わず下車してしまっ

た中田勇治。もう１人は、１７日の朝行われる「追悼のつどい」に出

ようとやってきた大村美 夏。偶然知り合った２人は、１５年前この

地で震災に遭い、今はどちらも東京で暮らしていた。そして２人に

は、１５年間胸に秘めてきた震災の記憶があった。 森山未來／佐藤

江梨子 

73 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



F 映画・ドラマ Fiction  

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FD2010-001   

仮面ライダー  

ディケイド   

オールライダー

対  

大ショッカー  

 

東映  

平成 21 年 

世界の崩壊を防ぐためにさまざまな世界を渡り歩いてきた仮面ラ

イダーディケイド・士（つかさ）は、とうとう本来の自分の世界に

たどり着く。そこで妹・小夜（さよ）と再会した士は、ついに自分

の使命を思い出す。士はすべてのライダーを集め最強の 1 人を決

めるライダートーナメントを開催する。士の真の目的とは…？新旧

オールライダーが総出演のライダーバトルが、いま幕を開ける！ 

井上正大/村井良大/森ｶﾝﾅ/戸谷公人/荒井萌/大滝龍宇一/GACＫT/石

橋蓮司/大杉漣 

67 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FD2010-002   

座頭市物語  

 

 

角川映画  

昭和 37 年 

１９６２年制作のシリーズの第一作。下総で新勢力のやくざ・笹川

と対立する飯岡助五郎は、盲目だが居合抜きの名人、座頭市を客と

して迎える。市は釣り場で江戸から来た浪人、平手造酒と知り合い

友情を感じるようになるが、実は平手は笹川が雇った用心棒だっ

た。  勝新太郎／万里昌代／天知茂 

96 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FD2010-003   

 

姿三四郎   

一九四三年三月

作品  

 

 

東宝  

昭和 18 年 

明治１５年。柔術家を目指して会津から上京した姿三四郎は、心明

活殺流指南・門馬三郎に入門する。この日門馬らは、修道館柔道の

矢野正五郎を闇討ちしようとしていた。警視庁武術世話係の座を門

馬と矢野は争っていたのだ。しかし闇討ちは失敗、その様子を見た

三四郎は矢野に弟子入りする。若き柔術家の成長を描く、黒澤明第

一回監督作品。 

大河内伝次郎/藤田進/轟久起子/月形竜之介/小杉義男/志村喬/花井蘭

子/青山杉作 

79 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FD2010-004  

 

 

小早川家の秋 

 

 

東宝 

昭和 36 年 

造り酒屋の大だんな・小早川万兵衛は、婿の久夫に店を任せ毎日出

歩いている。行き先は昔の女・つねのところだ。万兵衛の気がかり

は亡くなった長男の嫁・秋子のことで、再婚をすすめるのだが、秋

子は承諾しない。次女の紀子も見合いはしたものの決めかねてい

る。そんな中、突然万兵衛が心筋こうそくで倒れてしまい…。小津

安二郎監督と原節子の最後のコンビ作。中村鴈治郎/原節子/新珠三

千代/小林桂樹/浪花千栄子/司葉子/杉村春子/加東大介 

104 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 



F 映画・ドラマ Fiction  

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FD2010-005  

 

 

きけ、わだつ

みの声  

 

東映  

平成 7 年 

現代の大学生・鶴谷は神宮でのラグビーの試合中、見知らぬ学生た

ちに出会う。彼らは太平洋戦争のさなか、学徒出陣した大学生たち

だった。気づくと鶴谷は 1943 年 10 月 21 日、神宮外苑で行われ

た学徒出陣の壮行会の列の中にいた。横にはラグビー場で出会った

大学生・勝村の姿が。家族への愛、夢、希望、国家への思い…さま

ざまな思いを秘めながら、戦場に散った学徒たちを描く。  

織田裕二/緒形直人/仲村ﾄｵﾙ/風間ﾄｵﾙ/鶴田真由/もたいまさこ/石坂浩

二/遠藤憲一/的場浩司 

130 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FD2010-006  

 

 

劔岳 点の記  

 

 

東映  

平成 21 年 

明治 40 年。死の山、霊山として恐れられ登ってはならないとされ

た立山連峰・劔岳。そこは日本地図、最後の空白点でもあった。陸

軍陸地測量部の測量手・柴崎芳太郞は、上官によりこの前人未踏の

山の初登頂を命ぜられる。ベテランの案内人宇治長治郎を得た柴崎

は劔岳に挑むが、時を同じくして日本山岳会の小島烏水らも初登頂

を狙っていた。 

浅野忠信/香川照之/松田龍平/宮崎あおい/仲村ﾄｵﾙ/役所広司 

140 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FD2010-007   

時雨の記  

 

 

東映 

平成 10 年 

明和建設の専務・壬生は、２０年ぶりに、あるホテルで堀川多江を

見かける。多江は、仕事で出席した葬儀の席でひと目ぼれした女性

で、今は独り鎌倉で暮らしていた。この再会を機に壬生は、「残りの

人生を２人で生きていこう」と多江に迫り、最初は戸惑っていた多

江も、少しずつ 気持ちを動かしていく。 渡哲也／吉永小百合 

117 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

FD2010-008   

ホーム・ 

スイートホー

ム  

 

 

シネマエンジ

ェル  

平成 12 年 

元ｵﾍﾟﾗ歌手の山下宏は痴呆が始まり、部屋でも街でもところかまわ

ず歌いだし、徘徊する毎日。宏に振り回される家族は悩んだ末に、

ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ「おばんでがんす」の前に宏を置き去りにする。「おばん

でがんす」のﾒﾝﾊﾞｰは、身元のわからない宏をどうするかもめるが、

やがて女所帯に一人やってきた宏に、ﾒﾝﾊﾞｰの間に微妙な空気が 漂

い始める。時にﾕｰﾓﾗｽに時にしんみりと、老いの姿を見つめる。 

神山繁/酒井美紀/喜多嶋舞/横山道乃/風吹ｼﾞｭﾝ/小林稔侍/中村梅雀/

笹野高史 

113 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 



F 映画・ドラマ Fiction  

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FD2010-009  ホーム・ スイート 

ホーム２  

日傘の来た道 

 

シネマエンジェル  

平成 15 年 

東京の大手商社に勤める正岡秀清。ある日、姉から一人暮らし

の父がぼけ始めたと電話があった。厳しかった父に反発し家を

出た秀清は、２人の子どもの教育や家のﾛｰﾝを抱えており、父

の介護のため郷里に戻るか悩む。だが父の徘徊(はいかい)がひ

どくなり、父の介護のため、戻ることにする。だが、父の介護

は簡単にはいかず…。老いと介護の問題を描くﾎｰﾑ･ｽｲｰﾄﾎｰﾑｼﾘ

ｰｽﾞ第二弾。柴田恭兵/石田えり/原日出子/秋野大作/財津一郎/織

本順吉/平淑恵/横山道乃 

114 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

 

 

FG サスペンス 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

FG2010-001 夏樹静子・ 

作家 40 年  

記念ｻｽﾍﾟﾝｽ特別  

企画「W の悲劇」  

 

 

ＴＢＳ  

平成 22年 1月 11 日 

かつての知り合いである和辻摩子から、正月を北海道の別荘で過

ごそうと誘いを受けた一条春生。別荘には和辻製薬の社長である

与兵衛ら、和辻家の面々が顔をそろえていた。元旦のディナーの

後、摩子が与兵衛を殺してしまったと告白したことから事件は始

まる。 

菅野美穂/香川照之/真矢みき/中村橋之助/谷村美月/成宮貴寛/池内

淳子/津川雅之/江守徹/武田鉄矢/小日向文世/宮藤官九郎 

122 

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 

HA2010-001   

ここが聞きたい！  

名医にＱ   

子宮がん  

 

ＮＨＫ  

平成 21 年 3 月 21 日 

子宮がんと呼ばれているがんには、子宮頸がんと子宮体がんの

２種類があり、現在は、その発症原因が全く異なることがわか

っている。この２つのがんについて、原因、症状、治療方法を

解説する。 

横浜市立大学附属病院准教授 宮城悦子   

国立がんセンター中央病院医長 加藤友康   

琉球大学医学部附属病院准教授 戸板孝文 

59 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-002  ここが聞きたい！  

名医にＱ   

あなたの疑問に  

答えます！  

子宮がん  

 

ＮＨＫ  

平成 21 年 3 月 28 日 

子宮がんに関する視聴者からの質問に、３人の専門医がわかり

やすく答えてくれる。また、子宮がんの手術後に起きるリンパ

浮腫の予防や改善のためのセルフマッサージについても実演指

導してくれる。 

横浜市立大学附属病院准教授 宮城悦子    

国立がんセンター中央病院医長 加藤友康   

琉球大学医学部附属病院准教授 戸板孝文  

59 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-003  ここが聞きたい！  

名医にＱ  

あなたの疑問に 

答えます！ 動脈硬化  

ＮＨＫ  

平成 21 年 7 月 25 日 

命にかかわる病気を引き起こす「動脈硬化」。この動脈硬化の起

きる仕組みや早期発見のための検査方法などを紹介するととも

に、番組宛てに寄せられた質問に、専門医が答えていく。 

山科章／木村壮介／古森公浩 

59 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-004  きょうの健康   

決定版！  

内臓脂肪大研究   

どこが違う？  

皮下脂肪と徹底比較  

ＮＨＫ   

平成 21 年 6 月 29 日 

脂質異常、糖尿病、高血圧、がん…。これらさまざまな病気の

リスク因子となるのが肥満だ。一口に肥満といっても、からだ

につく脂肪には皮下脂肪と内臓脂肪の２種類があり、それぞれ

引き起こす病気も異なる。東京逓信病院の宮崎滋さんを迎えて

お話を伺う。 

15 

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 

HA2010-005  きょうの健康   

決定版！  

内臓脂肪大研究   

危険な生活習慣病  

ＮＨＫ   

平成 21 年 6 月 30 日 

高血圧、高脂血症、高血糖などで判定されるメタボリッ 

クシンドローム。動脈硬化を引き起こし、危険な生活習慣 

病の引き金となる危険な状態だ。番組ではメタボリックシ 

ンドロームの判定基準や、メタボリックシンドロームが引き起

こす病気について解説する。 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-006  きょうの健康  

決定版！  

内臓脂肪大研究   

こんな病気にも注意  

ＮＨＫ   

平成 21 年 7 月 1 日 

肥満が引き起こす病気といえば、糖尿病や高血圧が頭に浮かぶが、

実はそれ以外にも肥満はさまざまな病気の原因となっている。痛

風やある種類のがんなど、内臓脂肪との関係が明らかな病気もあ

る。脂肪と病気の意外な関係について解説する。  

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-007  きょうの健康   

決定版！  

内臓脂肪大研究   

リスクを減らす生活  

ＮＨＫ   

平成 21 年 7 月 2 日 

危険な生活習慣病やがんなどにならないためにも、適正な体重

をキープすることが大切だ。そのためには食生活や運動など生

活の見直しが必要になる。どのくらい減量すれば健康なからだ

が維持できるのか、減量のための具体的な方法を紹介する。  

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-008 きょうの健康    

Ｑ＆Ａ 決定版！  

内臓脂肪大研究  

ＮＨＫ   

平成 21 年 7 月 3 日 

前回までの内容を受けて視聴者から寄せられた質問に、東京逓

信病院の宮崎滋さんが答える。ビール好きな人の減量のポイン

トや高血圧の人のお風呂の入り方、男性と女性の肥満の違いな

ど。  

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-009  きょうの健康   

インフルエンザ  

最新情報 これは新型？  

インフルエンザとかぜ  

ＮＨＫ 

平成 21 年 9 月 14 日 

世界中で人々が新型インフルエンザに感染し、中には重症化し

て死亡するケースも出た。新型インフルエンザの平成 21 年 9

月現在での最新情報を、専門家が解説する。 

川名明彦 

15 

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 

HA2010-

010  

きょうの健康    

インフルエンザ  

最新情報 予防と治療   

わたしたちにできること  

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 15 日 

新型インフルエンザは重症化すると合併症を起こす危険性もあ

るが、季節性のインフルエンザと新型インフルエンザの違いは

どこにあるのか。また、新型インフルエンザの予防と治療につ

いて専門家が解説する。  

川名明彦 

15 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

HA2010-011  きょうの健康    

インフルエンザ 

最新情報 Ｑ＆Ａ    

ＮＨＫ  

平成 21 年 9 月 18 日 

前回、前々回と伝えた新型インフルエンザについて、新型イン

フルエンザの検査方法や使用する薬、もしかかった場合にどう

するかなど視聴者からの質問に専門家が答える。 

川名明彦 

15 

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 

JB2010-001  それいけ！  

アンパンマン   

ぼく、アンパンマンです！  

 

日本テレビ  

平成 21 年 8 月 28 日 

クリームパンダとメロンパンナの２人が、パン工場で見つけた

ベビーベッドやおしゃぶり。ジャムおじさんやバタコさんに聞

くと、それらはアンパンマンが赤ちゃん のとき使っていた物だ

という。アンパンマンが赤ちゃんだった！？どんな赤ちゃんだ

ったかは、お話を見てのお楽しみ。 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-002  それいけ！  

アンパンマン   

ばいきんまんとﾏｼｭﾏﾛさん   

ちびぞうくんと  

シチューおばさん  

日本テレビ  

平成 21 年 2 月 6 日 

子どもたちがサッカーをしている所に、マシュマロさんが通り

かかった。サッカーボールと間違えられたマシュマロさんは、

みんなと友達になる。そこへアンパンマンがクッキーを届けて

くれるのだが、マシュマロさんが１人で食べてしまい、みんな

がっかり。でも、代わりにマシュマロさんが、レインボーマシ

ュマロをごちそうし てくれる。ほかに１話。  

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-003  それいけ！  

アンパンマン   

がんばれｸﾘｰﾑﾊﾟﾝﾀﾞ！  

クリスマスの冒険  

 

日本テレビ  

平成 21 年 12 月 25 日 

こどもたちは、クリスマスのプレゼントを入れてもらう靴下を

編むために、みんなで編み物の国へでかける。ばいきんまんと

ドキンちゃんも、変装して参加している。ところが、ばいきん

まんは、またまた悪いことを思いついてしまう。みんなは、無

事に靴下を編み上げて、サンタさんにプ レゼントをもらえるの

かな？  

51 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-004  世界名作劇場   

フランダースの犬 16 

１０サンチームの  

写生帳  

 

日本アニメーション 

アロアからもらった帳簿を使い終えてしまったネロは、町で画

用紙と鉛筆が売られているのを見て欲しくてたまらなくなりま

す。そんな時、たまたま町で出会ったミッシェルさんの仕事が

忙しいことを知ったネロは、ミッシェルさんの仕事を手伝うこ

とを思いつきます。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-005  世界名作劇場   

フランダースの犬 17  

丘の上の木の下で 

 

日本アニメーション 

画用紙を手に入れたネロは、うまくかこうと緊張してしまい、

なかなか絵をかくことができません。そんなネロに、アロアは

「絵をかきたくなるまで待てばいい」とアドバイスします。ネ

ロが画用紙に最初にかいたのは、パトラッシュでした。 

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 

JB2010-006  

世界名作劇場   

フランダースの犬 18 

いたずらっ子のｸﾛ  

 

日本アニメーション 

ヌレットおばさんの所に、一人娘のミレーヌが里帰りしてきま

す。おばさんと大事な話があるというのです。けれど、クロが

話の邪魔ばかりするので、おばさんがきつくしかってしまいま

す。つまらなくなったクロは、ネロたちについて森に入り込み、

夜になっても帰らず…。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-007   

世界名作劇場   

フランダースの犬 19  

金物屋が村に  

 

日本アニメーション 

おじいさんはパトラッシュを譲ってもらう代わりに、金物屋に

お金を払う約束をしていました。ところが約束の日に、おじい

さんと金物屋がうまく会えなかったことから、金物屋がネロの

家に押しかけてきます。そこには、パトラッシュだけが留守番

をしていて…。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-008  世界名作劇場 

フランダースの犬 20  

どこまでも  

 

日本アニメーション 

金物屋に連れ去られたパトラッシュを捜すネロ。でも、アント

ワープの町では見つけられません。その上、おじいさんは疲れ

から体調を崩してしまいます。それでもパトラッシュを捜さず

にいられないネロは、とうとう夕方から、1 人で出発します。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-009   

世界名作劇場   

フランダースの犬 21  

船で来たお客さま  

 

日本アニメーション 

イギリスに住んでいるアロアの叔母さんのソフィアと、いとこ

のアニーが遊びにやってきます。しつけの行き届いているアニ

ーの様子を見て、コゼツさんは、アロアをイギリスのソフィア

の家に預け、イギリスの学校に 通わせようと考えます。アロア

は、イギリスに行ってしまうのでしょうか？  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-010   

世界名作劇場   

フランダースの犬 22  

イギリスからの贈物  

 

日本アニメーション 

アロアがイギリスに行くのは勉強のためだと聞いたネロは、寂

しくても我慢しようと思い、イギリス行きを望んでいないアロ

アを怒らせてしまいます。アロアは、家族もネロも、みんなが

自分をじゃまにしていると思ってしまったのです。 

アロアとネロは、仲直りできるでしょうか？  

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 

JB2010-011   

世界名作劇場   

フランダースの犬 23  

アロアの誕生日  

 

日本アニメーション 

コゼツ家では村の子どもたちを招待してアロアの誕生日パーテ

ィーを開いていました。ネロもプレゼントの花を持ってやって

きました。おいしい料理を食べて大満足のこどもたち。みんな

でかくれんぼをすることになりました。でもその時、大変なこ

とが起きてしまったのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-012  世界名作劇場 

フランダースの犬 24  

アロアの絵  

 

日本アニメーション 

村じゅうの人が参加して牧草刈りをすることになりました。その

日、ネロはアロアの絵を描く約束をしていましたが、おじいさんの

代わりに牧草刈りをすることにし ました。アロアはネロの仕事が

早く終わるようにネロの手伝いをしますが…。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-013  世界名作劇場   

フランダースの犬 25  

アロアがいない  

 

日本アニメーション 

ネロと会うことを禁止されたアロアは、寂しい日々を送ってい

ました。そんなある日、コゼツからイギリスの叔母さんの所に

行くように言われたアロアは、黙って家を飛び出してしまいま

した。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-014  世界名作劇場   

フランダースの犬 26  

さようならアロア  

  

日本アニメーション 

アロアがイギリスに旅立つ日が近づきました。その日、ネロは

アロアを見送るため港に向かいますが、途中でハンスに呼び止

められアロアの忘れ物を取りに村へ行くように頼まれました。

船の出航の時間は、もう迫っています。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-015  世界名作劇場   

フランダースの犬 27  

アロアのいない  

クリスマス  

日本アニメーション 

アロアがイギリスに旅立ってから１ヶ月。もうすぐクリスマス

だというのに、アロアから手紙がないのでネロは元気がありま

せん。そんなネロの様子を見て心配したヌレットおばさんは、

ネロのためにクリスマスパーティーを開くことにしました。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-016  世界名作劇場   

フランダースの犬 28  

親切な貴婦人  

 

日本アニメーション 

牛乳を運んでいた荷車が壊れてしまいました。道の真ん中で立

往生していると、親切な貴婦人が、馬車で牛乳を運んでくれた

のです。牛乳を運び終わった後、ネロは教会で貴婦人と再会し

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 

JB2010-017  世界名作劇場   

フランダースの犬 29  

ルーベンスの  

２枚の絵  

日本アニメーション 

貴婦人から教えてもらったルーベンスの絵を見に教会に向かっ

たネロ。でも、絵には厚い幕がかけられていました。しかも絵

を見るには銀貨が必要だったのです。お金がないネロには絵を

見ることができませんでした。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-018  世界名作劇場   

フランダースの犬 30  

雪の中の約束  

 

日本アニメーション 

貴婦人と再会したネロは、いっしょにルーベンスの絵を見る約

束をしました。ところが約束の日の朝、おじいさんが胸を押さ

えて倒れてしまったのです。ネロは貴婦人と会えるのでしょう

か。そして絵を見ることができるのでしょうか。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-019  

世界名作劇場   

フランダースの犬 31  

ネロの決意  

 

日本アニメーション 

森の中でケガをしたミッシェルおじさんを見つけたネロ。ミッ

シェルおじさんは、ノエルじいさんから風車の修理に使うカシ

の木を切ることを頼まれていました。ミッシェルおじさんのお

見舞いに訪れたノエルじいさんからネロ は将来どんな仕事に

就きたいのか聞かれました。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-020 世界名作劇場   

フランダースの犬 32 

大きなカシの木  

 

日本アニメーション 

自分 1 人の力でカシの木を切り倒そうと決心したネロ。ミッシ

ェルおじさんを看病しながら、ないしょで木を切り始めました。

小さなネロにとって大きな木を切り倒すことは大変なことで

す。でもネロは必死に木を切り続けました。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-021 世界名作劇場   

フランダースの犬 33  

こころの手紙  

 

日本アニメーション 

ヌレットおばさんの元へ娘のミレーヌから手紙が届きました。

手紙には「村を出て、いっしょに暮らしてほしい」と書かれて

いました。ネロが心配なヌレットおばさんは、ミレーヌに断り

の手紙を送ろうとしましたが…。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-022 世界名作劇場   

フランダースの犬 34  

ヌレットおばさん  

 

日本アニメーション 

ヌレットおばさんの引っ越しの日がやってきました。引っ越し

を手伝うため、おじいさんは家に残り、ネロは 1 人で牛乳運び

の仕事に向かいます。仕事を終えたネロが帰り道を急いでいる

と、クロがネロとパトラッシュを待っていました。 

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 

JB2010-023  世界名作劇場   

フランダースの犬 35  

お帰りアロア  

 

日本アニメーション 

アンドレからアロアが帰ってくることを知らされたネロは、急

いで港へ向かいました。しかし、船から降りる乗客の中にアロ

アの姿はありませんでした。アロアはいったいどうしたのでし

ょう。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-024  世界名作劇場   

フランダースの犬 36  

アロアのくすり  

 

日本アニメーション 

病気のためイギリスから帰ってきたアロア。アロアはアントワ

ープの病院で、高熱にうなされ、村の風車やネロと遊ぶ夢を見

ました。その様子を見た医者のバートランド先生は、アロアを

村に帰したほうがいいとコゼツに言いまし た。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-025  世界名作劇場   

フランダースの犬 37  

うれしい知らせ  

 

日本アニメーション 

部屋の窓から外を見ていたアロアは、ネロの姿を見つけると思

わず外に飛び出しました。アロアがネロと会っているところを

見たコゼツは、ネロがアロアを呼び出したのだと思いネロをし

かったのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-026   

世界名作劇場   

フランダースの犬 38  

ネロの大きな夢  

 

日本アニメーション 

アントワープで開かれる絵のコンクールに出品することを決意

したネロ。ネロは夜遅くまで絵をかき続けたせいで寝坊してし

まいました。おじいさんを追って町へと走るネロ。そんなネロ

を見つけたアロアは、馬車でネロを送るようにハンスに頼みま

した。でも、そのせいでアロアは学校に遅れてしまったのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-027  世界名作劇場   

フランダースの犬 39  

心をつなぐ二つの旗  

 

日本アニメーション 

馬車が壊れてしまい、ネロと登校することになったアロア。 

でも張り切りすぎて途中で歩けなくなってしまいました。おじ

いさんにおぶわれて何とか町に着いたアロアでしたが、毎日町

まで歩いているネロの大変さがわかったのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-028   

世界名作劇場   

フランダースの犬 40  

おじいさんの口笛  

 

日本アニメーション 

コゼツのだんなから、おじいさんが町で働いていることを知ら

されたネロは町に向かいます。町の市場につくと、小さな八百

屋を手伝うおじいさんの姿がありました。おじいさんが、自分

にないしょで働いていたことにショックを受けるネロでしたが

…。  

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 

JB2010-029 世界名作劇場   

フランダースの犬 41  

なつかしい長い道  

 

日本アニメーション    

ジェハンおじいさんが病気で寝込んでしまいました。ネロは教会

で「おじいさんが早く元気になりますように」と祈るのでした。そ

して、おじいさんにゆっくり休んでもらおうと、牛乳運びもパトラ

ッシュとともに一生懸命に頑張るのでした。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-030  

世界名作劇場   

フランダースの犬 42  

となりに来た人  

 

日本アニメーション 

ヌレットおばさんが以前住んでいた隣の空き家に、男の人が引

っ越してきました。ネロは「どんな人だろう。ヌレットおばさ

んのように優しい人かな」とわくわくしながらあいさつに行き

ました。でも、お隣さんに会って、ネロはがっかりしたのでし

た。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-031  

世界名作劇場   

フランダースの犬 43  

アロアのおてつだい  

  

日本アニメーション 

牛乳運びの仕事が減ったために、ネロは波止場で荷物運びをす

ることになりました。しかし、ネロはおじいさんに心配をかけ

まいと、おじいさんにないしょで働きます。そのことを知った

アロアは、ネロとおじいさんのために何かお手伝いをしようと

思うのでした。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-032 世界名作劇場   

フランダースの犬 44  

おじいさんへの  

おみやげ  

日本アニメーション 

つらかった波止場の仕事も、ジョルジュとポールに手伝っても

らい、ようやく終わりました。ネロは１週間分の手間賃をもら

いました。おじいさんのために特別においしいスープを作ろう

と、そのお金で、いちばん上等のお肉を買って帰るのでした。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-033  世界名作劇場   

フランダースの犬 45 

ひとりぼっちのネロ  

 

日本アニメーション 

優しかったおじいさんは、もう二度と帰ってこないのだと、お

じいさんを思い出しては、悲しむネロでした。そんなとき、ジ

ョルジュも遠くの町に働きに行くことになり、ネロの家で、ジ

ョルジュの送別会を開くことになりました。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-034   

世界名作劇場   

フランダースの犬 46  

おじいさんの顔  

 

日本アニメーション 

コンクールに風車の絵を出すと決めていたネロでしたが、なか

なかうまくかけません。そんなとき、アロアがかいたおじいさ

んの絵を見て、ネロははっと気づくのでした。「今、おじいさん

の絵ならきっとかける」と。そして、夜の更けるのも忘れて、

かき続けるのでした。 

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 

JB2010-035 世界名作劇場   

フランダースの犬 47  

風車小屋の火事  

 

日本アニメーション 

ある日、ネロは沼の中から びしょぬれになったお人形を見つけ

ました。これはアロアのお人形に違いないと思ったネロは、そ

の夜、乾かしたお人形を持って、アロアに届けに行くのでした。

ところがその晩、風車小屋が火事になったのです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-036 世界名作劇場   

フランダースの犬 48  

なくなった仕事  

 

 

日本アニメーション 

アロアにお人形を届けに行っただけなのに、風車小屋に火をつ

けたと疑われたネロ。とうとうジェスタスさんからも、牛乳運

びの仕事を断られてしまいました。薬草を売りに行っても、思

ったほどお金にならず、パン１個を買うのがやっとだったので

す。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-037 世界名作劇場   

フランダースの犬 49  

描けたよおじいさん  

 

日本アニメーション 

コンクールに出すネロの絵がとうとう完成しました。絵の中のお

じいさんもパトラッシュも、まるで生きているよ うでした。ポー

ルとアロアの応援を受けて、ネロが公会堂に絵を出しに行くと、受

け付けの前にはたくさんの人が並んでいました。  

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-038 世界名作劇場   

フランダースの犬 50  

発表の日  

 

日本アニメーション 

ミッシェルおじさんが森の家にいっしょに行こうと、ネロを迎え

に来ました。しかし、ネロはクリスマスまで待ってほしいと言うの

で す。その日、絵のコンクールの発表があるのです。そして、い

よいよ発表です。ネロは１等をとれるでしょうか。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-039 世界名作劇場   

フランダースの犬 51 

二千フランの金貨  

 

 

日本アニメーション    

コンクールの結果を目にし、会場を後にしたネロとパトラッシ

ュは、もはや食べる物を買うお金もなく、疲れきっていました。

大雪の中、パトラッシュが何かを見つけました。それは、金貨

が入った袋でした。その袋には「コゼツ」の文字が入っていた

のです。 

26 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-040 世界名作劇場   

フランダースの犬 52

天使たちの絵  

 

日本アニメーション 

パトラッシュのそばから姿を消したネロ。パトラッシュはネロ

を捜すために、アロアの家を飛び出しました。ネロの足はいつ

しかアントワープの教会に向かっていました。そこには、ネロ

が夢にまで見たルーベンスの絵が飾られているのです。 

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 

JB2010-041 ちびまる子ちゃん 

春だ桜だお花見だ！ 

２０周年前祝ｽﾍﾟｼｬﾙ 

「みんなのお花見」の巻 

「お姉ちゃんの誕生

日」 の巻 

フジテレビ 

平成 21 年 3 月 22 日 

「みんなのお花見」 まる子のクラスでお花見が行われた。まる

子はおばあちゃんから、桜の木には神様が宿ると聞いていたが、

お花見の最中に次々と不思議なことが起こる。「お姉ちゃんの誕

生日」お姉ちゃんの誕生日の前の日に、お姉ちゃんとお母さん

がケンカをしてしまう。まる子やおじいちゃんは心配するが、

お姉ちゃんもお母さんも仲直りしない。そんな２人を見てまる

子は悲しくなってしまった。  

49 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-042 ちびまる子ちゃん  

「まる子とハチ」の巻  

 

フジテレビ   

平成 21 年 8 月 9 日 

夏のある日、まる子はナナという犬を連れたおばあちゃんと出

会う。ナナはもうすぐ赤ちゃんを産むと聞いたまる子は、毎日

のようにナナとおばあちゃんに会いに行く。赤ちゃんは無事に

生まれたが、ナナは病気になってしまった。 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

JB2010-043 名探偵コナン    

怪盗キッドＶＳ  

最強金庫 前編  

読売テレビ   

平成 21 年 6 月 13 日 

怪盗キッドから鈴木次郎吉に鈴木邸にある最強金庫を開けると

予告状が届いた。しかしいつもの横書きの予告状ではなく縦書

き、しかも文章も古めかしい。次郎吉は偽物と思い、警察に捜

査協力はしなかった。  

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD  

JB2010-044 名探偵コナン    

怪盗キッドＶＳ  

最強金庫 後編  

 読売テレビ   

平成 21 年 6 月 20 日 

最強金庫にはタバコ１本の重さにも反応するセンサーがついて

いる。しかも金庫の開け方を知るのは次郎吉ただ１人のため、

キッドに開けることは不可能だと次郎吉は言う。しかしコナン

は、いつもとは違う次郎吉の態度 に違和感を持つ。 

25 

利用区分 Ｂ－３ DVD 

  



JC 外国の童話 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

JC2010-001 手話かみしばい   

「星の銀貨・  

王様の耳はロバの耳」 

 <手話ビデオ字幕つき>  

 

聴力障害者  

情報文化センター   

平成 22 年 

「星の銀貨」 昔、ある所に小さな女の子がいました。女の子はひとりぼ

っちでした。持っているものは今着ている服とパン１つだけです。女の子

が歩いていると、女の子のﾊﾟﾝや服をほしがる人が次々に現れます。女の

子は…。「王様の耳はロバの耳」昔、ある所に、いつも大きな帽子をかぶ

っている王様がいました。ある日、王様の髪の毛を切りに来た床屋が、王

様の帽子をとると大きな耳が現れました。床屋は王様から、決して人には

言うなと言われますが…。 野崎誠／佐沢静枝 

21 

利用区分   

X 手話  

XD 記録・報道 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

XD2011-001  

どんなところ？  

情文センター  

  

 

聴力障害者  

情報文化センター   

平成 22 年 

情文センターは、昭和５５（１９８０）年、聴覚障害者やその

ご家族から「テレビを見ても聞こえないので楽しめない。字幕

をつけてほしい」という要望を受け、テレビや映画に字幕を付

ける公的機関として設立されました。その後、現在では聴覚障

害者向け字幕制作だ けでなく、さまざまな事業を行っていま

す。このＤＶＤでは、情文センターの設立から、現在の事業内

容など実際の映像を交えてご紹介します。野崎誠／佐沢静枝 

25 

利用区分   

XJ 子ども物・アニメ 

分類番号 タイトル名 内      容 分数 

XJ2010-001  

手話かみしばい   

「星の銀貨・  

王様の耳はロバの耳」  

<手話ビデオ>  

 

聴力障害者  

情報文化センター   

平成 22 年 

「星の銀貨」 昔、ある所に小さな女の子がいました。女の子は

ひとりぼっちでした。持っているものは今着ている服とパン１

つだけです。女の子が歩いていると、女の子のパンや服をほし

がる人が次々に現れます。女の子は…。「王様の耳はロバの耳」

昔、ある所に、いつも大きな帽子をかぶっている王様がいまし

た。ある日、王様の髪の毛を切りに来た床屋が、王様の帽子を

とると大きな耳が現れました。床屋は王様から、決して人には

言うなと言われますが…。  野崎誠／佐沢静枝 

2 

利用区分   

 

 


