
字幕（手話）入り DVD 

追 録 

 
平成２６年度分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とちぎ視聴覚障害者情報センター 

  



C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅                            

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CB2014-001 

地球絶景紀行  

～アンダルシアの 

ひまわり／スペイン～ 

ＢＳ－ＴＢＳ 

 大地を埋め尽くす一面のひまわりを求めて、スペインの

アンダルシア地方を巡る旅。洞窟の町・セテニルでは、天

然の洞窟をそのまま利用した家を紹介。そのほか大都市セ

ビリア、ひまわりの産地コルドバなどを巡る。 

46 

平成 25 年 8 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2014-002 

 

地球絶景紀行  

白い巨大湖  

バイカル／ロシア 

ＢＳ－ＴＢＳ 

 「シベリアの至宝」と呼ばれるバイカル湖を巡る旅。日

本海に面した港町・ウラジオストクからバイカル湖の玄関

口・イルクーツクへは約２０００㎞。さらにバイカル湖ま

では車で３時間だ。一面が凍りついた湖を見たあとは、地

元の漁師さんのお宅でバイカルの恵みを頂く。 

46 

平成 25 年 11 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2014-003 

 

ヨーロッパ水風景 

ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 文化の中心  

首都ソフィア  

高橋ひとみ 

 

 

ＢＳジャパン 

 ブルガリアの首都ソフィアは東西文化が入り交じり、ヨ

ーロッパとは違う独特の文化が育まれた町。世界有数のバ

ラの国として知られ、貴重なローズオイルの産地としても

有名だ。女優の高橋ひとみがソフィアの町を巡り、歴史的

建造物の教会や市場などを紹介。ブルガリアならではのヨ

ーグルトエステにも挑戦する。ワイン好きの高橋は、ブル

ガリアワインを楽しみながらブルガリアの食の数々を堪

能する  高橋ひとみ 

99 

平成 25 年 9 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2014-004 

 

ヨーロッパ水風景 

ﾌﾞﾙｶﾞﾘｱ 中世の都  

ｳﾞｪﾘｺ･ﾀﾙﾉｳﾞｫ 高橋

ひとみ 

 女優・高橋ひとみがブルガリアを巡る旅、今回はブルガリ

ア中央部のヴェリコ・タルノヴォへ。ブルガリア出身の力士・

琴欧洲関の実家を訪ね、琴欧洲の大好物だという郷土料理を

堪能。黒海沿岸の町ヴァルナでは、「ブルガリア夏の都」とい

われるリゾート地で、黒海の景色を満喫する。そして世界遺

産の町ネセバルでは、中世ビザンチン教会を訪ねる。  

99 

ＢＳジャパン 高橋ひとみ 

平成 25 年 10 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 

 

 



C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅                            

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CB2014-007 

金曜プレステージ 

祝！富士山決定記念 

この夏、日本人が一

番行きたい世界遺産 

２０１３ 

 一生に一度は行ってみたい世界遺産の数々。今回は日本

人に大人気の世界遺産３か所を３組の旅人が訪れる。フラ

ンスのモンサンミッシェルを訪ねるのは、仲良し女子友の

優香と浜口京子。ペルーのマチュピチュへは、船越英一郎

と平山あや。そしてカンボジアのアンコールワットへは、

高橋英樹と真麻親子が旅する。  

95 

フジテレビ 優香/浜口京子/船越英一郎/平山あや/高橋英樹/高橋真麻 

平成 25 年 7 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2014-009 

ＴＨＥ世界遺産  

知られざる天才の傑作  

カタルーニャ音楽堂と 

サンパウ病院 

 （スペイン） 

リュイス・ドメネク・イ・モンタネールの最高傑作といわ

れるカタルーニャ音楽堂。コンサートホール全体に宝石を

散りばめたかのような華麗な装飾を施した。広大な敷地に

いくつもの建物が機能的に配置され、まるで一つの街を思

わせるサンパウ病院。リュイス・ドメネク・イ・モンタネ

ールとは一体、何者だったのか？番組では知られざる天才

建築家に迫る。（TBSHP参照） 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

２５ 

TBS 

平成 22 年 5 月 23 日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2014-010 

 

ＴＨＥ世界遺産  

富士山― 

信仰の対象と 

芸術の源泉Ⅰ 

（日本） 

古くから日本人の心のより所となってきた富士山。四季

折々に見せる美しい景色は人々を魅了し続けている。しか

し、その素顔は「火の山」、宝永噴火の火口には今も噴火

の激しさを物語る溶岩が残っている。 

番組では、火口の内部など普段目にしない、火の山とし

ての富士山の姿を中心に、噴火が生んだ自然造形と富士山

信仰とのつながりについて紹介する。（TBSHP参照） 

【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】 

２５ 

TBS 

平成 25 年 6 月 23 日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2014-011 

ＴＨＥ世界遺産  

富士山― 

信仰の対象と 

芸術の源泉Ⅱ 

（日本） 

富士山に降る雨や雪の量は年間２４億トンとも言われて

いる。富士山はその水を吸収する“巨大ろ過装置”。水

は麓（ふもと）に湧き水となって現れ、かつて富士山を

目指した人たちはこの水で禊（みそぎ）をして山に向か

った。番組では富士が生む水の神秘的な現象やその水が

支えた富士山信仰について紹介する。また、その信仰者

が目指した修行の難コースにも迫る。（TBSHP参照） 

【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】 

２５ 

TBS 

平成 25 年 6 月 30 日 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 

DA2014-001 

 

ＪＮＮ 

ルポルタージュ  

光と音を失った 

女子大生  

―絶望から希望への

記録― 

 

ＴＢＳ 

大学生の荒美有紀さんは、視覚と聴覚の重複障害者で

ある「盲ろう者」。美有紀さんは難病を患い、２年前に

視覚と聴覚を失ったが、点字を猛勉強し大学に復学。 

一方で、３０年間、全くサポートを得られなかった盲

ろうの男性もいた。彼の人生には情報を受けることも

発信することもできない盲ろう者の困難さと支援の難

しさがあった。２人の経験から盲ろう者に対する支援

のあり方を考える。（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：小野寺善子 荒美有紀/福島智/堀江勇次 

25 

平成 25 年 7 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-002 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“たま手ばこ”の 

紙芝居①  

マボロシノハナ 

「たま手ばこ」は、ろう者の那須善子さんと聞こえる

樋口澄江さん・小泉京子さんの３人が作る、紙芝居と

手話語りのグループ。各地のろう学校やイベントに招

かれて公演を続けている。この「たま手ばこ」の公演

を２回にわたって紹介する。 

演目は「マボロシノハナ」。好奇心旺盛な子どもクロと

マシロは、ある日大きな川を渡って向こう岸に行く。

親から「行ってはいけない」と言われていた場所だ。

そこには楽しいことがいっぱいあったが、食いしん坊

のマシロが毒草を食べてしまい…。  

15 

ＮＨＫ 那須善子／樋口澄江／小泉京子 

平成 24 年 9 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-003 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“たま手ばこ”の 

紙芝居②  

ユメノシマ 

紙芝居と手話語りのグループ「たま手ばこ」の公演を、

前回に引き続き紹介する。 

今回の演目は「ユメノシマ」。好奇心旺盛な子ども、ク

ロとマシロはある日、洞窟に入った。親から「行って

はいけない」と言われていた場所だ。２人は、そこで

出会った海賊船の船長とともにユメノシマに出かけ

る。ユメノシマは、甘いお菓子でできた島だった。  

15 

ＮＨＫ 那須善子／樋口澄江／小泉京子 

平成 24 年 10 月 7 日 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 

 DA2014-

004 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

途上国の 

障害者とともに  

～アジア経済研究所 

森壮也さん～ 前編 

ＮＨＫ 

途上国の障害者の生活を向上させるためには、調査に

よる実態把握と研究が欠かせない。その研究者の１人

がろう者の森壮也さんだ。森さんは、日本貿易振興機

構「アジア経済研究所」主任研究員として、「障害と開

発」の分野で１０年間、調査・研究を続けている。森

さんに２回にわたって話を聞く。 

前編は、途上国で障害のある人の生活を障害のない人

の生活と同じように改善していくために必要となる

「障害と開発」の視点について伺う。 森壮也/善岡修 

15 

平成 24 年 10 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-005 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

途上国の 

障害者とともに  

～アジア経済研究所 

森壮也さん～ 後編 

ＮＨＫ 

 途上国の障害者の生活を向上させるため現地調査

を続ける森壮也さんに、前回に引き続き話を聞く。後

編は、森さんたちが２００７年から始めたフィリピン

の障害者の生計調査から浮かび上がった障害者の深

刻な生活実態や、途上国における障害当事者団体の役

割、これからの国際協力について伺う。 森壮也／善

岡修 

15 

平成 24 年 10 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-006 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“海の魅力を 

伝えたい”  

水族館学芸員  

長谷部阿由美さん 

ＮＨＫ 

難聴者の長谷部阿由美（はせべ・あゆみ）さんは、静

岡県にある東海大学海洋科学博物館の学芸員。大学で

海の生物について学び、「多くの人に海の魅力を伝え

たい」と水族館に就職した。魚たちの泳ぎ方チェック

や水槽掃除、餌やりなどの日々の業務や、小中学校の

体験学習案内など、水族館の仕事に励む長谷部さんの

一日を追う。 長谷部阿由美 

15 

平成 24 年 10 月 28 日 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 

DA2014-007 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

地域のろう者に 

寄り添って  

～ＮＰＯ法人 

にいまーる①～ 

新潟市のＮＰＯ法人「にいまーる」は、ろう者の就労

支援と手話の普及に取り組んでいる。その運営に中心

となって取り組むのは、ろう者の臼井千恵さん。 

臼井さんは、地域活動支援センター「手楽来家（てら

こや）」をオープンさせた。「手楽来家」は、聞こえな

い人たちの就労支援に取り組む。中でも宅配便の会社

から受注するメール便の配達は現在３００通にのぼ

る。聞こえない人たちの仕事ぶりや支援を行うスタッ

フの活動を紹介する。２回シリーズの１回目。  

15 

ＮＨＫ 臼井千恵 

平成 24 年 11 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-008 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

築け！健聴者との 

ネットワーク  

～ＮＰＯ法人 

にいまーる②～ 

ＮＨＫ 

新潟市のＮＰＯ法人「にいまーる」の活動を、前回に

引き続き紹介する。「にいまーる」の臼井さんは、新潟

大学手話サークルや新潟市郊外の公民館での地元手

話サークル会員への手話指導や、新潟市のビジネス専

門学校で手話の講義を受け持っている。ビジネス専門

学校では、去年から手話のスピーチ大会が秋に行われ

るようになった。大会に向け、出場する学生への指導

にあたる臼井さんの姿を追い、大会のもようを紹介す

る。２回シリーズの２回目。 臼井千恵 

15 

平成 24 年 11 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-009 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえない学生が 

大学で学ぶために① 

情報保障 

ＮＨＫ 

 聴覚障害のある学生のために情報保障を行う大学

はしだいに増えてきているが、情報保障の量や質はさ

まざまだ。群馬大学を例に、２人のテイカーが連係し

て入力し教員の話のほとんどを文字化しようという

パソコンテイク、講義のライブ感まで伝えられる手話

通訳、聴覚障害のある学生に的確にアドバイスできる

支援室などのとりくみを紹介し、情報保障のありかた

について考える。２回シリーズの１回目。 金澤貴之/松

森果林 

15 

平成 24 年 11 月 25 日 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 

DA2014-010 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえない学生が 

大学で学ぶために② 

エンパワメント 

エンパワメントとは、学生自身が「問題を解決する方

法を考え、環境を変えていく力」を高めていくこと。

大学の情報保障を充実させるためにも、社会に出て働

く準備をする上でも、大学在学中のエンパワメントの

機会が重要だと言われる。宮城教育大学で開かれた

「聴覚障害学生エンパワメント研修会」に密着、情報

保障と並んで大切なエンパワメントについて考える。

２回シリーズの２回目。  

15 

ＮＨＫ 松崎丈／松森果林さん 

平成 24 年 12 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-011 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

ろう重複の子どもを地

域で育てる  

～ＮＰＯ法人“ 

つくし”①～ 

ＮＨＫ 

愛知県内で６つの事業所を運営するＮＰＯ法人「つく

し」は、ろう重複障害のある大人の支援とともに、学

齢期の子どもの支援を行っている。「つくし」の事業所

のひとつ「おれんじ」では、手話のできるスタッフが、

ろう学校への通学や子どもの土日の外出に付き添う。

「おれんじ」の活動を通して、ろう重複の子どもに対

する移動支援の意義を伝える。２回シリーズの 

１回目。 渡邊健二／貴田みどり 

15 

平成 24 年 12 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-012 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

ろう重複の子どもを地

域で育てる  

～ＮＰＯ法人 

“つくし”②～ 

ＮＰＯ法人「つくし」の事業所のうち、ろう重複の子

どもの放課後支援を行うのが、名古屋市の「つくしっ

こ」と豊橋市の「楓（かえで）」。放課後や土日の「活

動の場」を提供する取り組みだ。友だちと自由に遊ぶ、

友だちや職員の手話に触れる、そうしたことのひとつ

ひとつが、ろう重複の子どもの成長につながってい

く。「楓」の活動を通して、ろう重複の子どもに対する

放課後等デイサービスの意義を伝える。２回シリーズ

の２回目。  

15 

ＮＨＫ 渡邊健二／貴田みどり 

平成 24 年 12 月 16 日 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 

DA2014-013 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

全国中途失聴者・ 

難聴者福祉大会 

ｉｎ埼玉 

ＮＨＫ 

さいたま市で開かれた「第１８回全国中途失聴者・難

聴者福祉大会」。制度改革、メンタルヘルス、補聴の工

夫など、さまざまなテーマについて話し合う分科会

と、全体会が行われた。ニーズはあるのに福祉サービ

スを受けられない「中軽度難聴」の人への支援につい

て考えた「制度改革分科会」（障害の範囲とデシベルダ

ウン運動）を中心に、この大会を紹介する。  

15 

平成 24 年 12 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-014 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

写真家①  

鉄道の輝きを  

持田昭俊さん 

NHK 

 ろう者の持田昭俊さんは、２０１２年でプロ活動２

５周年となるベテランのカメラマンだ。持田さんは、

光と影をたくみに表現したＳＬの写真で知られてい

るが、それと並んで多くのファンを魅了しているのが

新幹線の写真。スピード感とフォルムの美しさを表現

するために、これまでさまざまな工夫を重ねてきた。

持田さんの撮影の様子を紹介しながら、鉄道写真への

こだわりを聞く。  持田昭俊 

15 

平成 25 年 1 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-015 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

写真家②  

その人らしさを  

齋藤陽道さん 

ろう者の齋藤陽道さんは、新人写真家の発掘をする「写

真新世紀」で優秀賞を取るなど、注目される若手カメラ

マンの１人。１年前に出版された写真集「感動」が評判

を呼んでいる。「感動」には障害のある人やお年寄りの写

真が並び、「その人でしかありえない日常」が描かれてい

る。視覚障害のある太鼓奏者を撮影する様子を紹介しな

がら、人物写真へのこだわりを聞く。  

15 

ＮＨＫ 齋藤陽道 

平成 25 年 1 月 27 日 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 

DA2014-016 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聴導犬のいる暮らし

（１）  

安心がそこにある 

東彩さんと 

“あみのすけ” 

 

NHK 

 東彩（あずま・あや）さんは、京都生まれ。１０年

前に結婚し、夫の転勤で埼玉県へ引っ越してきた。周

りの人がいろいろと教えてくれたそれまでと違い孤

独感が強く、また聞こえないことから仕事もうまくい

かず、聴導犬を利用することにした。聴導犬「あみの

すけ」は彩さんに、チャイムやファックスの着信音な

どさまざまな音を教えてくれる。去年９月に生まれた

ばかりの娘・史帆ちゃんの泣き声も知らせてくれる。

安心して暮らせるようになった東さん一家の日常を

紹介する。２回シリーズの１回目。 東彩 

15 

平成 25 年 2 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聴導犬のいる暮らし

（２）  

自信をくれた  

岸本淑子さんと 

“みかん” 

 岸本淑子さんと夫の宗也さんは、ともに耳が聞こえ

ない。聴導犬「しん」とともに暮らしている。最初の

聴導犬「みかん」は、１２年前に岸本家にやってきた。

当時、淑子さんはたいへんな人見知りだったが、「みか

ん」と生活するようになって、家族が驚くほど変わっ

ていった。自分に自信が持てるようになったのだ。「み

かん」は、２０１２年７月に亡くなった。岸本さんが

「みかん」とともに過ごした日々を振り返る。  

15 

ＮＨＫ 岸本淑子 

平成 25 年 2 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-018 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

デフリンピック 

２０１３  

雪辱を誓って  

～男子サッカー～ 

前編 

 ２０１３年７月２６日～８月４日、ブルガリアのソ

フィアで、第２２回夏季デフリンピックが開かれた。

デフリンピックは、４年に１度開かれる、ろう者のス

ポーツの祭典だ。金メダルを目指して練習に打ち込む

男子サッカーのメンバー。代表候補合宿の様子や、

日々の生活の中でトレーニングを重ねる選手の姿を

追う。２回シリーズの１回目。  

15 

ＮＨＫ  

平成 25 年 3 月 3 日 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 

DA2014-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

デフリンピック 

２０１３  

雪辱を誓って  

～男子サッカー～ 

後編 

 前回のデフリンピックで１２位と低迷した男子サッ

カー。チームはその悔しさを胸に練習を重ね、去年は

アジア大会で初優勝した。今回の大会の派遣が決まれ

ば、アジアチャンピオンとしてデフリンピックに挑む

ことになる。２月に鹿児島で行われた代表候補合宿や、

仕事をしながらサッカーに打ち込む代表候補選手の日

常の姿を伝える。２回シリーズの２回目。  

15 

ＮＨＫ  

平成 25 年 3 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-020 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえる仲間と 

最高のダンスを  

高木里華さん 

高木里華さんは、手話パフォーマー。３８歳でＯＬを辞

め、専門学校でダンスを学んだ。それまでにない、手話と

ダンスを融合させた表現をしたいと思ったからだ。以来

１０年間、もとの曲の歌詞を自然な手話に移し替える翻

訳と、ダンスを取り入れたリズミカルな動きを追求して

きた。高木さんは、今、聞こえる仲間とともに、手話パフ

ォーマンスの公演をしている。聞こえない人と聞こえる

人が助け合うことで、よりすばらしいパフォーマンスが

できると語る高木さんの思いと、ろう学校でのワークシ

ョップの様子を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 高木里華 

平成 25 年 3 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-021 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話のすすめ  

中途失聴した人へ 

佐々木あやみさん 

佐々木あやみさんが聴力を失ったのは２７歳。子ども

向けのショーで、司会と歌の仕事をするのが好きだっ

た佐々木さんにとって大きなショックだった。しかし、

「中途失聴者のための手話教室」にめぐり会い、通じ

る喜びを知って元気を取り戻した。佐々木さんは、気

軽に手話を学んだり話せたりする場を作ろうと、「しゅ

わっとつばさ」という団体を立ち上げた。中途失聴者、

ろう者、聞こえる人が気軽に参加し会話を楽しむ様子

を紹介しながら、中途失聴した人にとっての「手話」

について伺う。  

15 

ＮＨＫ 佐々木あやみ 

平成 25 年 3 月 24 日 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 

DA2014-022 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

もっとループを  

～よりよい聞こえの

ために～ 

「ヒアリングループ（磁気誘導ループ）」は、補聴器や

人工内耳に明瞭な音を送り込むためのしくみのひと

つ。マイクでひろった音声をアンプで増幅し、輪にし

た電線に流す。海外では、ホールや駅などの公共施設

をはじめ、タクシーの中などにも設置されているが、

日本では、ほとんど普及していない。音楽会の会場に

ループを設置する試みなどを紹介しながら、ループ普

及の活動を続ける東工大教授の中村健太郎さんに、ル

ープの可能性について聞く。  

15 

ＮＨＫ 中村健太郎 

平成 25 年 3 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-023 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“進化する字幕”を 

～要約筆記サークル

「まごのて」～ 

名古屋市の要約筆記等研究連絡会「まごのて」は、「名

古屋難聴者・中途失聴者支援協会」と連携して、情報

保障の取り組みを続けてきた。モットーは「進化する

字幕」。ユーザーの意見を聞き情報保障をする「場」を

広げ、やりかたを工夫してきた。たとえば、字幕付き

プラネタリウム上映では、名古屋市科学館の学芸員の

解説に合わせて字幕を出すが、わかりやすい要約、読

みやすい行数や字数、色、字を出す位置などを工夫し、

職員のアドリブにもリアルタイムで対応する。字幕付

きプラネタリウム上映を中心に、「まごのて」のさまざ

まなチャレンジについて紹介する。  

15 

ＮＨＫ 荒川清美 

平成 25 年 4 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック 

２０１３ 初参加！

自転車競技 

 ろう者のスポーツの祭典「デフリンピック」に初参

加する自転車競技。自転車競技日本代表エースとして、

チームをまとめる役割を期待されている得利（とくよ

し）雄介さんの日々の生活や日本代表候補者の合宿に

密着。自転車競技チームの挑戦を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 得利雄介 

平成 25 年 4 月 14 日 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 

DA2014-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢はドラフト 

～プロ野球独立リーグ  

野呂大樹選手～前編 

野呂大樹選手は、プロ野球独立リーグ「新潟アルビレ

ックス・ベースボール・クラブ」の１番バッター。難

聴の野呂選手の夢は、ドラフトに指名されてＮＰＢ

（日本野球機構）入りをすること。その夢に向けた挑

戦を追う。 

15 

ＮＨＫ 野呂大樹 

平成 25 年 4 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

夢はドラフト 

～プロ野球独立リーグ 

野呂大樹選手～後編 

 独立リーグ３年目を迎えた野呂選手の今期の目標

は、ドラフトに指名されてＮＰＢ（日本野球機構）入

りすること。彼の武器である俊足を生かした盗塁技術

を磨くために、相手投手のくせを見抜いたり、ノート

につけるなどの研究を重ねている。  

15 

ＮＨＫ 野呂大樹 

平成 25 年 5 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

ふわっと高く 

舞い上がれ！ 

～棒高跳び・ 

竹花康太郎さん～ 

 デフリンピックでメダルを期待されている、棒高跳

びの竹花康太郎さん。前回大会は４位、去年の世界ろ

う者陸上の世界大会では銀メダルを獲得している。竹

花さんは、横須賀市立ろう学校の先生で、陸上部の監

督も務めている。学校での練習の様子や、４月に行わ

れた公式試合の様子を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 竹花康太郎 

平成 25 年 5 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

団体金メダルを 

目指して～卓球女

子・ 

川﨑瑞恵さん～ 

デフリンピック卓球女子日本チームの新しいホープ

として期待されている、高校３年の川﨑瑞恵選手。川

﨑さんは、埼玉県の普通高校、秋草学園高等学校に通

っている。 

毎日の学校でのハードな練習や、代表選手の強化合宿

の様子を中心に、川﨑選手の意気込みを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 川﨑瑞恵 

平成 25 年 5 月 19 日 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 

DA2014-029 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

補聴器の使いこなし術 

最近の補聴器の発達はめざましく、不快なハウリング

や騒音などの特定の周波数の音の抑制が可能になって

いる。しかし、補聴器を自分仕様に調整するアフター

ケアが必要になる。これから補聴器を買おうとする初

心者クラスに向けて、補聴器の使いこなし術を紹介す

る。 

15 

ＮＨＫ 松森果林／中川辰雄 

平成 25 年 5 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-030 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

モバイル型遠隔情報

保障システムとは？ 

 モバイル型遠隔情報保障システムは、教室と、パソ

コンの文字通訳をする情報保障者をスマートフォンで

つなぐ。そして先生の声を遠隔地の通訳者が文字に起

こして、インターネットを利用して教室にあるスマー

トフォンに表示する。教育現場での情報保障のあり方

を変える可能性を持つこのシステムを紹介する。 

15 

ＮＨＫ 松森果林／三好茂樹 

平成 25 年 6 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

デフリンピック２０１３ 

めざせ二連覇  

～ハンマー投げ 

森本真敏さん～ 

 ハンマー投げの森本真敏さんは、前回のデフリンピ

ックにはじめて参加し、金メダルを獲得した。森本さ

んは、現在プロバスケットボールチームを運営する会

社が立ち上げた財団法人に所属し、自らの記録を更新

するために努力を続けている。普段の練習を通して、

森本さんの思いを伝える。 

15 

ＮＨＫ 森本真敏 

平成 25 年 6 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-032 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

初のメダルを！ 

～バスケットボール

女子チーム～ 

 前々回のメルボルン大会に初出場を果たし、前回の

台北大会では６位に終わったバスケットボール女子チ

ーム。今回は初のメダルを目指して大会に臨む。代表

合宿や選手の日常を追いながら、メダルを目指すバス

ケットボール女子チームを紹介する。  
15 

ＮＨＫ 大庭紀美／宮永順子 

平成 25 年 6 月 16 日 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 

DA2014-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

手話狂言の心を伝える

～日本ろう者劇団の

海外公演・前編～ 

 日本ろう者劇団は、日本の伝統を伝える狂言をろう

者が手話で演じる手話狂言に力を入れている。手話狂

言を演じる廣川麻子さんを紹介し、これまでの海外公

演でも「日本人の心を感じられた」と評判になってい

る手話狂言の魅力を伝える。  

15 

ＮＨＫ 廣川麻子 

平成 25 年 6 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

新たな表現を求めて 

～日本ろう者劇団の

海外公演・後編～ 

 言語の違いや、聞こえる聞こえないに関係なく、観

客を楽しませることに力を入れてきた日本ろう者劇

団。劇団員の砂田アトムさんは、手話でさまざまな演

技をする「一人芝居」というパフォーマンスを演じる。

彼の日常を紹介しながら、新たな表現を模索する劇団

の姿を伝える。  

15 

ＮＨＫ 砂田アトム 

平成 25 年 6 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

世界の頂点を目指せ 

～水泳 今村可奈さん・ 

金持義和さん～ 

 デフリンピックでメダルが有望視されている２人の

水泳のアスリートを取り上げる。大会初出場ながら、

背泳ぎでろうの世界記録を狙う大阪体育大学２年の金

持義和さんと、水泳チーム全体のキャプテンを務める

今村可奈さん。２人の練習風景を追いながら、デフリ

ンピックにかける思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 金持義和／今村可奈 

平成 25 年 7 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-036 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

障害者差別を 

解消するために  

～第 61 回全国 

ろうあ者大会ｉｎ山形～ 

 山形で開催された第６１回全国ろうあ者大会。平成

２５年は、障害者総合支援法が施行され、さらに障害

者差別解消法が国会で成立した。障害者への差別をな

くし権利を守るために、今後何が必要なのか。基調講

演やパネルディスカッションの模様を伝える。  
15 

ＮＨＫ 松本正志 

平成 25 年 7 月 14 日 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 

DA2014-037 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

よっしゃ！手話で 

笑わせたろか  

～手話落語家・喜楽

舎馬次郎の世界～ 

 ４代目桂福團治の門下に４２歳で入り、９年前に独

立したろう者の遅咲きの芸人が喜楽舎馬次郎（きらく

やうまじろう）さん。「手話の分からない人も身振りや

しぐさで笑わせたい」と語る馬次郎さんの活動や芸を

２回シリーズで伝える。 
15 

ＮＨＫ 喜楽舎馬次郎（馬場元紀）／村松裕子 

平成 25 年 7 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-038 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

喜楽舎馬次郎 

～手話落語の世界～ 

 手話落語家・喜楽舎馬次郎（きらくやうまじろう）

さんを紹介するシリーズ２回目。馬次郎さんの芸は、

小話や現代落語、古典落語など多岐にわたる。日々の

努力から生み出された数多くの作品のうち「凧（た

こ）」と、古典落語「長短」の２作品をご紹介する。  

15 

ＮＨＫ 喜楽舎馬次郎（馬場元紀） 

平成 25 年 7 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-039 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック・ 

メダリストに聞く 

～前編～ 

 デフリンピックの夏季大会に、日本からは１４９人

の選手が参加し、金メダル２個、銀メダル１０個、銅

メダル９個、あわせて２１個のメダルを獲得した。今

回から２回にわたって、デフリンピックのメダリスト

たちの活躍ぶりを紹介する。今回は、男子水泳の金持

義和さんと茨隆太郎さんに話を伺う。  

15 

ＮＨＫ 金持義和／茨隆太郎／竹花康太郎／佐藤麻梨乃 

平成 25 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-040 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック・ 

メダリストに聞く 

～後編～ 

 デフリンピック夏季大会のメダリストたちを紹介

する２回目。今回は、シングルスで金・ダブルスで銀・

団体で銅メダルを獲得した上田萌選手をはじめとす

る卓球女子の４人の選手、そしてハンマー投げの森本

真敏選手に話を伺う。 
15 

ＮＨＫ 
上田萌／佐藤理穂／川﨑瑞恵／有馬千寿子／森本真

敏／早瀬久美 

平成 25 年 9 月 8 日 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 

DA2014-041 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

災害に備える 

～映画「生命の 

ことづけ」から学ぶ

～ 

 早瀨憲太郎監督の映画「生命のことづけ―死亡率２

倍 障害のある人たちの３・１１―」では、東日本大

震災での障害者の死亡率が住民全体の死亡率と比べる

と２倍だった事実が語られている。早瀨監督と日本障

害フォ―ラム・藤井克徳さんとの対談を通して、災害

時に生きのびるためにはどうしたらよいかを考える。 

15 

ＮＨＫ 早瀨憲太郎／藤井克徳 

平成 25 年 9 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-042 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

災害に備える 

～情報を得るために～ 

 東日本大震災では、聴覚障害者の防災において、さ

まざまな課題が浮き彫りになった。その一つとして、

緊急情報が聴覚障害者に十分に伝わらなかったことが

挙げられる。「みやぎ被災聴覚障害者情報支援センタ

ー」（みみサポみやぎ）の活動を通して、災害時の情報

入手について考える。  

15 

ＮＨＫ 佐藤昭子／渡辺征二／渡辺勝子／宮本まどか 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-043 

 

バリバラ  

就労・障害者の悩み 

 企業に課せられる障害者の雇用率が２％にアップし

た。しかし企業には「任せる仕事がない」「経営が厳し

くて雇えない」など悩みの声がいっぱい。また、障害

者自身の「面接でどこまで言えばいい？」「介助つきだ

と就職できない？」などの質問に、経営者や雇用アド

バイザーなど障害者雇用の専門家が回答する。  

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／玉木幸則／大橋グレース 

平成 25 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-045 

大改造！！劇的 

ビフォーアフター  

ＳＥＡＳＯＮⅡ物件 251 

空回りする家  

音の匠とリフォームの

匠が協力 難聴者が 

住み易い理想の住宅を 

 ２年前に妻を亡くし、ひとり暮らしの依頼者は、難

聴の為ほとんど耳が聞こえない。そのため困るのは誰

かが訪ねてきたとき。奥に細長い間取りのせいで回転

灯に気付かないことがあると言う。果たして「匠」は

どんなリフォームを施すのか。  101 

朝日放送 所ジョージ／柳家花緑／桜庭ななみ／江口ともみ 

平成 25 年 8 月 4 日 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 

DA2014-046 

 

 

手話で生きる 

 

熊本放送 

 熊本で活躍する画家の乘冨秀人さんはろう者だ。手

をモチーフに、印象的な作品を描き続けている。乘冨

さん一家は妻も息子も全員ろう者、家の中には手話で

の会話があふれている。「絵を描くことと、手話の大切

さを伝え続けることが自分にできること」と語る乘冨

さん。手話とともに生きる乘冨さん一家の生活を追う。  

49 

平成 25 年 12 月 30 日 利用区分 A－3 DVD 

DA2014-047 

みらいのつくりかた 

ＹＵＭＩＥ 

難聴の 

プロボディボーダー 

 

テレビ東京 

平成 24 年 10 月 18 日 

プロボディボーダーのＹＵＭＩＥさん（甲地 由美恵）

は、１９７５年、２歳の時、両耳の聴力を失った。海

は人種差別も無く、全ての人に平等で、厳しくもあり、

やさしくもあるというＹＵＭＩＥさん。海を通して生

きる喜びを見つけたというＹＵＭＩＥさんが、自身の

人生について語る。（字幕・手話付き 選択可能）手話

表現者：後藤美幸 甲地由美恵 

3 

 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-048 

 

生きるを伝える 

井戸端手話の会 

主宰 松森果林 

テレビ東京 

 小学４年で右耳を失聴。中学から高校にかけて左耳

の聴力も失った松森さん。「耳が聞こえなくなったあな

たは障害者」と言われ、その言葉の重さにショックを

受け、死ぬことも考えた。そんな絶望の中、何事にも

前向きになれたきっかけと、「生きる」ことのテーマを

話す。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：後藤

美幸 松森果林 

4 

平成 22 年 12 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-049 

 

生きるを伝える 

デフラグビー 

日本代表 柴谷晋 

 柴谷さんがラグビーを始めたのは中学１年生の時。

高校でもラグビーに打ち込み、大学２年生の時、フラ

ンスにラグビー留学したが、突発性難聴を患いラグビ

ーから距離を置くことになった。しかしデフラグビー

の存在を知り、ラグビーへの思いがよみがえった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：後藤美幸  

4 

テレビ東京 柴谷晋 

平成 22 年 8 月 28 日 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 

DA2014-050 

２４時間テレビ  

ニッポンって…？ 

この国のかたち  

松本潤と耳の不自由な

子どもたち 

心をひとつに刻む 

タップダンス 

 日本テレビの「２４時間テレビ愛は地球を救う」の

中の企画として、嵐の松本潤が、ろう学校の生徒とタ

ップダンスを武道館で披露する。 

 音が聞こえない子どもたちが、どうやってタップを

合わせるのか、子どもたちと松本潤の練習から本番ま

でを紹介する。 

23 

日本テレビ 松本潤／ＨＩＤＥＢＯＨ／立川ろう学校の生徒たち 

平成 25 年 8 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-051 

 

サラリーマンライフ 

～ろう者と聴者が共

に働く職場づくり～ 

 近年、ろう・難聴者の企業への就職は年々増え、職

業分野も多様化している。ろう・難聴者と共に働く職

場環境づくりに取り組んでいる会社を取材し、ろう・

難聴者と聴者がコミュニケーションを図ることがで

き快適に働くことができる職場環境とは何か、そし

て、その環境をどのように整えているかを紹介する。 

今村彩子監督作品。 

46 

Ｓｔｕｄｉｏ  

ＡＹＡ 

 

平成 20 年 利用区分 A－3 DVD 

DA2014-052 

 

交通事故裁判 

～手話ができなく 

なったことを 

言語障害として認め

て欲しい～ 完全版 

 名古屋に住む大矢貴美江さん（ろう者）は、交通事

故で手にケガを負い、手話でコミュニケーションを図

ることが困難になった。ろう者が手話で話すことが困

難になったら言語障害にあたるが、保険会社は言語障

害として認めなかった。手話ができなくなったことを

言語障害として認めて欲しいと、大矢さんは裁判を起

こした。今村彩子監督作品。 

27 

Ｓｔｕｄｉｏ  

ＡＹＡ 

大矢貴美江／大矢達哉 

平成 22 年 利用区分 A－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 

DD2014-004 

 

ＮＨＫスペシャル 終わ

りなき 

被爆との闘い  

~被爆者と医師の 68 年~ 

ＮＨＫ 

広島・長崎に原爆が投下されて６８年がたつが、今こ

の時になって、被爆した人たちに白血病へ移行する可

能性もあるＭＤＳという新たな病気が広まっている。

被爆者の命を救うため患者に向き合い、病状を記録し、

その病気のメカニズムの解明に取り組んできた広島・

長崎の医師の日々に密着する。  

58 

平成 25 年 8 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2014-005 

プロフェッショナル 

仕事の流儀 天職

は、生涯かけて全う

せよ うなぎ職人金本兼

次郎 

ＮＨＫ 

金本兼次郎さんは江戸時代から続く老舗うなぎ屋の５

代目。８５歳になった今もちゅう房に立ち、弟子たち

に技を伝えている。うなぎ職人として７０年間、職人

としての仕事と技を追求してきた金本兼次郎さんの姿

を追う。 金本兼次郎 

48 

平成 25 年 4 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2014-006 

 

プロフェッショナル 

仕事の流儀  

「風立ちぬ」 

１０００日の記録 

宮崎駿スペシャル 

ＮＨＫ 

長編アニメの製作から引退することを宣言した宮崎駿

さん。その最後の作品となった「風立ちぬ」の製作現

場に密着する。「風立ちぬ」は宮崎さん得意のファンタ

ジーではなく、激動の時代をリアルに描く作品。ゼロ

戦開発者を描くことへの批判、己の体力の衰え…さま

ざまな苦悩が立ちはだかる。企画から映画誕生の瞬間

まで、そのすべてを記録した。 宮崎駿／鈴木敏夫 

73 

平成 25 年 8 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2014-009 

 

 

目撃者ｆ  

亡き母と娘の約束 

はなちゃんのみそ汁 

安武はなちゃんは、毎朝お父さんと一緒に台所に立ち

おみそ汁を作る。はなちゃんのみそ汁は、今は亡きお

母さんが教えてくれたもの。３３歳で亡くなったお母

さんは、一人娘にできるだけのことをしてあげたいと、

幼い娘に包丁を握らせ料理を教えた。お母さんとの約

束を守り続けるはなちゃんとお父さんの日常を描く。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河合祐三子  

27 

福岡放送 安武はな／安武信吾 

平成 24 年 8 月 26 日 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 

DD2014-010 

 

目撃者ｆ  

ボクたち山留生  

～自然の中で 

春夏秋冬～ 

福岡県八女市星野村では山村留学生を受け入れてい

る。期間は１年間。街の小学生が親もとを離れ、テレ

ビもゲームもない生活を送る。 

山間部の豊かな自然の中で学んだ山村留学生の子ども

たちの１年間の記録。（字幕・手話付き 選択可能）手

話表現者：野口岳史  

27 

福岡放送 石川信男 

平成 25 年 4 月 28 日 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 

EA2014-002 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版）  

たばこ、やめてね！ 

（小学校１、２年生用） 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

平成 18 年 

タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学校

１・２年生対象）。体の中に流れている血は、体中に酸

素や栄養を運ぶ大切なもの。しかし、タバコを吸うと

血の流れが止まってしまい、体に悪い影響を与える。 

タバコの害を低学年に分かりやすく解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

6 

利用区分 A－3 DVD 

EA2014-003 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

タバコのけむりは 

あぶないよ！！ 

（小学校３、４年生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学

校３・４年生対象）。タバコの煙を吸うと体の中の酸素

が足りなくなり、頭がボーッとして考えられなくなっ

たり、疲れやすくなったり、体の成長に悪影響が出る。

タバコの煙の恐ろしさを解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  
11 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 年 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 

EA2014-004 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

タバコって 

本当はどんなもの？ 

（小学校５、６年生用） 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

平成 18 年 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学

校５・６年生対象）。タバコの煙の中には体に有害な物

質が２００種類以上含まれ、発がん性物質は６０種類

以上入っている。タバコの煙に潜む有害な物質につい

て解説する。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：

森田明  

13 

利用区分 A－3 DVD 

EA2014-005 

 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

考えてみよう 

タバコと健康 

（中学生・高校生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（中学

生・高校生用）。世界的に見ると喫煙率が高い日本では、

最近ようやくタバコ対策が進み始めている。しかし、

なかなかやめられないタバコ。理由はニコチン依存症

という病気だ。ニコチン依存症の仕組みと怖さを解説

する。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  
15 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2014-006 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

タバコか健康か  

～あなたはどちらを

選びますか？～ 

（一般・大学生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（一般・

大学生用）。日本では年間およそ１１万４千人、世界で

は５００万人がタバコが原因で死亡していると推計さ

れる。タバコによって体にどんな変化が起き、どんな

病気を発症しやすくなるのか解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  
19 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 年 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 

EA2014-007 

見直そう  

わたしたちのくらし 

地球温暖化防止に 

向けた取組、 

始まっています 

地球温暖化の進行によって起こる様々な影響や、温暖

化を防ぐための身近な省エネ方法などを、さかなクン

がわかりやすくクイズ形式やドラマ形式で解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 
38 

環境省 さかなクン 

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

EB 教材  

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EB2014-006 

サイエンス 

チャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１）めざせ！ 

森の中の快適生活！ 

オランウータンの巻 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

平成 19 年 

 東京にある多摩動物公園では、ボルネオオランウー

タンを飼育している。オランウータンは熱帯雨林に住

み、ほとんど木の上で生活する。多摩動物公園では飼

育方法や環境を工夫して、オランウータンの持つ行動

力を引き出す試みをしている。スカイウオークと呼ば

れる地上１５メートルの空中散歩の様子や、個性豊か

なオランウータンの生活を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

14 

利用区分 A―3 DVD 

EB2014-007 

サイエンス 

チャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（２）開校！イルカ

の子育て教室  

バンドウイルカの巻 

千葉県にある鴨川シーワールドは、バンドウイルカの

繁殖で実績を持つ。珍しいイルカの出産シーンや、群

れで行う子育てや健康管理の様子を見ながら、水族館

で暮らすイルカの生態を学ぶ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：荒井美香  14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 

 

 

 



E 教育・教材 Education 

EB 教材  

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EB2014-008 

 

サイエンスチャンネル  

赤ちゃんがいっぱい 

（３）よみがえれ！ 

むらさきの花 

ノハナショウブの巻 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

平成 19 年 

 神奈川県箱根町にある仙石原湿原は、神奈川県唯一

の湿原。１９３４年に湿原の一部が国の天然記念物に

指定された。当時、湿原一面に咲いていたノハナショ

ウブが指定の決め手になったのだ。しかし、今湿原で

ノハナショウブを見ることはできない。地元では、湿

原の保護とノハナショウブ復活のための取り組みが続

いている。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河合祐三子 

  

14 

利用区分 A－3 DVD 

EB2014-009 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（４）クロとハナの 

動物夫婦物語 

クロサイの巻 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 広島県の安佐（あさ）動物公園では多くのクロサイ

が飼育されている。密猟のため野生のクロサイが激減

している中、クロサイの繁殖は動物園の大事な役目だ。

安佐動物公園は多くの繁殖に成功したことで有名な動

物園。クロサイの赤ちゃんがたくさん生まれる秘けつ

を飼育員さんに伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

14 

  

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2014-010 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（５）美ら海のサン

ゴの海を抱きしめて 

サンゴの巻 

 沖縄の海を彩るサンゴ礁。サンゴは岩や植物のよう

に見えるが実は動物だ。卵から生まれて分裂を繰り返

しながら、大きな群体に成長していく。美しく貴重な

サンゴだが、１９９８年に世界中の海で白化現象が起

きて、沖縄でも多くのサンゴが死んでしまった。沖縄

にある美ら海（ちゅらうみ）水族館を訪ね、サンゴの

研究と復活に取り組む様子を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 



E 教育・教材 Education 

EB 教材  

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EB2014-011 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（６）夢いっぱい！

未来へつなぐ観察日

記 マレーバクの巻 

 「夢を食べる動物」といわれるバク。神奈川県のよ

こはま動物園ズーラシアでは、マレーバクの親子が飼

育されている。妊娠中から超音波検診を行い、おなか

の中の赤ちゃんの様子を写真に記録して貴重なデータ

を集めてきた。かわいい赤ちゃんの映像と共に、マレ

ーバクの子育ての記録を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：荒井美香  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

  

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 

FB2014-001 

 

 

日曜劇場 とんび 

第一話 

昭和４７年、トラック運転手のヤスと妻の美佐子の間

に男の子が生まれた。名前は、小林旭からとって「旭」

と名付けられ大切に育てられていた。ある日、美佐子

と３歳になった旭がヤスの仕事場を訪れた。そこで旭

が、タオルを届けようとヤスのもとへ駆け出すと、プ

ラットホームに不安定に積まれた木箱にタオルが引っ

かかってしまい、旭の上に積荷が崩れ落ちてくる。  

93 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 1 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2014-002 

 

 

日曜劇場 とんび 

第二話 

６歳になり保育園に通う旭をたえ子が迎えに行くと、

旭は周りの子どもたちのお迎えに母親が来る姿を見

て、どこか寂しそうな表情を見せていた。母親がいな

いことで寂しそうに見える旭のために、ヤスは銭湯の

番台のおばちゃんから「旭に母親を作ってやれ」と見

合いをすすめられる。  

47 

ＴＢＳ 
内野聖陽/佐藤健/常磐貴子/麻生祐未/野村宏伸/柄本明/

吹石一恵 

平成 25 年 1 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 



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 

FB2014-003 

 

 

日曜劇場 とんび 

第三話 

旭は野球が大好きな少年に育った。ヤスはたえ子から

父親らしくキャッチボールぐらいやってやれと冷やか

されるが照れて拒む。そんな時、旭の小学校が選抜チ

ームを作って他校と野球の試合をすることになった。

ヤスは、旭の練習に付き合おうとするが旭は照雲と練

習していた。  

47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 1 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2014-004 

 

 

日曜劇場 とんび 

第四話 

ヤスに内緒で母親の事故の真相について聞いてまわる

旭。たえ子から事故の真相をそろそろ話した方がいい

のではと言われ悩むヤス。そんな時、ヤスの元に、た

え子の元夫と娘が訪ねてきて、たえ子と会えるように

協力してほしいと頼まれる。  
47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 2 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2014-005 

 

 

日曜劇場 とんび 

第五話 

ヤスは照雲から、父親の海雲ががんで先が長くないた

めに、父親の意識のあるうちに旭に会いに来てほしい

と頼まれる。ヤスは旭に見舞いに行くよう頼むのだが、

「今は野球の練習が大事だから」と断られる。そんな

旭の態度にヤスは腹を立てる。  
47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 2 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

FB2014-006 

 

 

日曜劇場 とんび 

第六話 

家から通える地元の国立大学を受験すると言っていた

旭が東京の大学を受験したいと言い出す。最初は応援

するつもりだったヤスだが、「東京に行ったら戻って来

ないのではないか」とクズから言われショックを受け

る。そしてある夜、旭と口論になったヤスは「東京の

大学に行くなら勝手に行け！金は出さない」と言い放

ってしまう。  

47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 2 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2014-007 

 

 

日曜劇場 とんび 

第七話 

 東京の大学の法学部で法律を学んでいる旭が、将来

は雑誌の編集者になりたいと電話をかけてきた。 

 旭は弁護士になるものだと思っていたヤスは、「編集

者になることは認めない」と激怒して電話を切ってし

まう。そんな時、旭がバイト先でけがをしたと連絡が

入るが、ヤスは東京に行こうとしなかった。  

47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 2 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2014-008 

 

 

日曜劇場 とんび 

第八話 

 ある日ヤスは、「ヤスの父親の息子」と名乗る男から、

父親が会いたがっていると聞かされるヤス。父親とは

５０年近く音信不通で、まさか生きているとも思って

いなかったヤスは、何の感情も湧かず再会することを

悩む。 

 しかし、たえ子から自分の幼少の頃の話を聞いたヤ

スは、東京へ行くことを決意する。  

47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 3 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 

 



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 

FB2014-009 

 

 

日曜劇場 とんび 

第九話 

 ヤスは旭から「結婚したい人がいるから会ってほし

い」と相談される。その女性が慶応大卒の美人と聞き、

上機嫌で町中の人に自慢して回るヤス。 

 しかし旭が連れてきた女性・由美は、旭より年上で

離婚経験があり、子どももいることを知って、ヤスは

結婚に猛反対する。  

47 

ＴＢＳ 
内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

平成 25 年 3 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2014-010 

 

日曜劇場 とんび 

最終話 

 

 

ＴＢＳ 

 ヤスは積荷の下敷きになりそうになった子どもを助

けようとして、代わりに下敷きになり、救急車で病院

に運ばれる。事故の知らせを受けた旭は急いで搬送さ

れた病院へ向かう。  

内野聖陽／佐藤健／常磐貴子／麻生祐未／野村宏伸／

柄本明／吹石一恵 

74 

平成 25 年 3 月 17 日 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 

FC2014-001 

 

テレビ未来遺産  

報道ドラマ 生きろ 

～戦場に残した伝言～ 

戦中最後の沖縄県知事島田叡の実話を、ドラマとドキ

ュメンタリーで構成した作品。昭和２０年１月、内務

省からの異動で赴任し、６月２３日の沖縄戦終結の日

までの５か月を、沖縄県民と共に生き抜いた島田沖縄

県知事。島田は沖縄住民を守るため様々な改革に着手

した。その結果、１０万人の命を救ったとされている。

戦時下の沖縄で人々にひたすら「生きろ」と説き続け

た島田知事の生涯。  

110 

ＴＢＳ 緒形直人／的場浩司／西郷輝彦／石橋凌 

平成 25 年 8 月 7 日 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 

FC2014-002 

 

 

連続テレビ小説  

あまちゃん  

総集編 前編 

「おら、この海が 

好きだ！」 

2008 年夏、母・春子に連れられて東京から北三陸にや

って来た 16 歳のアキは、そこで初めて祖母の夏に会

う。アイドルを目指す美少女・ユイ、夏の海女仲間、

北三陸鉄道の職員たちといった個性豊かな人々に囲ま

れて、北三陸になじんでいくアキ。海女を目指すと宣

言したアキだったが、なぜかユイとアイドルユニット

を結成。さらには東京の芸能事務所にスカウトされて

…。「じぇじぇじぇ」や「まめぶ」など、さまざまなブ

ームを巻き起こした朝ドラの総集編。  

88 

ＮＨＫ 
能年玲奈/宮本信子/小泉今日子/橋本愛/有村架純/福士蒼

汰/尾美としのり/杉本哲太/松田龍平/小池徹平/蟹江敬三 

平成 25 年 10 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

FC2014-003 

 

 

連続テレビ小説  

あまちゃん  

総集編 後編 

「おらたち、 

熱いよね！」 

2009 年夏、１７歳のアキは上京し芸能プロダクション

に入る。そこでアキは、母・春子が２５年前に上京し

たときの秘密を知る。東京でアイドルを目指すアキだ

が、プロダクションを首になったり、女優デビューし

たりと次々と思わぬ出来事が起きる。 

ついに２０１１年３月１２日にコンサートを開けるこ

とになるが、その前日、東北地方を大地震が襲う。東

日本大震災だった。地元に帰ったアキはそこである決

心をする。  

90 

ＮＨＫ 

能年玲奈/宮本信子/小泉今日子/橋本愛/有村架純/福士蒼汰/尾美

としのり/杉本哲太/松田龍平/小池徹平/蟹江敬三/薬師丸ひろ子/

古田新太 

平成 25 年 10 月 14 日 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 

FD2014-011 

 

 

東京映画作品  

名もなく貧しく 

美しく 

 戦後の混乱期を生き抜いた一組のろうあ者夫婦の姿

を描く。道夫と秋子は、「二人で助け合わなければ生き

ていけない。助け合って普通の人に負けないように…」

と、必死で生きてきた。やがて子供にも恵まれ、幸せ

をかみしめる二人だったが…。松山善三監督作品。（上

映会使用の際は事前届け出が必要です）  

113 

東宝 高峰秀子／小林桂樹／草笛光子／原泉 

昭和 36 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-012 

創立３５周年 

記念映画  

東京映画作品  

父と子  

続・名もなく貧しく 

美しく 

 一郎は、父道夫と、事故で亡くなった母秋子との間

に生まれた。両親が聴覚障害者であるために、就職や

結婚など差別に直面し苦しんでいた。そんなある日、

初めて一郎の人間性を認めてくれる人物が現れ、やが

て彼の娘との縁談を持ち出された。松山善三監督作品。

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

115 

東宝 
小林圭樹／北大路欣也／内藤洋子／大空真弓／加東大

介／乙羽信子 

昭和 42 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-022 

 

 

あの夏、いちばん 

静かな海。 

 聴覚障害者の茂は、ひょんなことからサーフィンを

始め、夢中になって練習に励んだ。それを優しく見守

る恋人の貴子も聴覚障害者だった。茂の腕前は次第に

上達し、サーフィン大会に出場するまでになった。 

北野武監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要

です）  

101 

オフィス北野 真木蔵人／大島弘子／河原さぶ 

平成 3 年 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 

FD2014-023 

 

 

 

はだしのゲン 

１９４５年８月６日、広島に原子爆弾が投下された。

小学２年生の中岡元（ゲン）は奇跡的に助かったが、

自宅は倒壊し、目の前で父と姉、弟の進次が焼死した。

放射能を含んだ黒い雨による汚染や、被爆した人々の

お化けのような悲惨な姿は、この世のものとは思えな

いほど恐ろしい。そんな中でもゲンは母を支え、けな

げに生き抜くのだった。真崎守監督作品。（作品の中に

原爆投下直後の惨状を描いたシーンがあります。）  

84 

中沢啓治  

昭和 58 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-025 

 

Ｇｉｖｅ ａｎｄ Ｇｏ 

ハーフの青年ケニーは、ふとしたきっかけで耳が聞こ

えない少女・夏希と出会う。夏希はバスケットの好き

な活発な少女なのだが、障害があることで世間や家族

との軋轢があり、心の葛藤を抱いている。２人の周囲

の人々との心の触れ合いをバスケットボールを通じ

て描く青春ストーリー。 

71 

ギブアンドゴー 

製作委員会 

 

橋本愛／ＪＵＮ／斎藤亜美 

平成 21 年 利用区分 A－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 

HA2014-002 

 

きょうの健康 

正しく向き合う認知症 

早めの受診がかぎ 

 

ＮＨＫ 

認知症は、脳の病気やけがにより記憶力や判断力が低下

し、日常生活に支障をきたす。認知症を起こす原因として

最も多いアルツハイマー病の場合、まず物事を順序よく

実行できなくなり、料理や仕事などが進めにくくなる。 

認知症のさまざまな症状や早期発見の方法を伝える。 

濱中博久／久田直子／齋藤正彦 

15 

平成 25 年 8 月 5 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2014-003 

 

きょうの健康 

正しく向き合う認知症 

進行を遅らせる治療 

 

ＮＨＫ 

認知症の多くを占めるアルツハイマー病は、治療を受け

る時期が早いほど進行を遅らせることが可能になる。診

断は主に、問診で日頃の症状や困ったことなどを確認

し、認知機能テスト、画像検査、その他さまざまな検査

で行う。アルツハイマー病と診断された場合の治療の方

法等を解説する。 濱中博久／久田直子／齋藤正彦 

15 

平成 25 年 8 月 6 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2014-004 

 

きょうの健康 

正しく向き合う認知症 

周囲と一緒に生活を 

ＮＨＫ 

認知症の人は、自信をなくしていたり、大きな不安を抱い

ていたりする。本人の状態に理解を示して無理のないコ

ミュニケーションを図るとともに、認知症とはどのよう

な病気なのかを理解して、本人や周囲の人が心身ともに

苦痛のない生活を続けることの大切さを伝える。 

濱中博久／久田直子／齋藤正彦 

15 

平成 25 年 8 月 7 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2014-005 

 

きょうの健康 

正しく向き合う認知症 

介護の負担を減らす 

認知症の症状である「もの盗られ妄想」「興奮や暴力」

「徘徊」に対する対応の方法を紹介し、自宅での介護の

負担が大きくなり過ぎ、介護をする人が心身の健康を保

てなくなることがないよう、家族全員が協力して介護の

負担を分散することの大切さを解説する。 
15 

    ＮＨＫ 

平成 25 年 8 月 8 日 

 

濱中博久／久田直子／齋藤正彦 

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 

JB2014-001 

 

忍たま乱太郎  

気にする 

次屋三之助の段 

NHK 

無自覚な方向音痴・次屋三之助は、裏山で迷子になり

ケガをする。忍術学園に戻った三之助は、保健委員の

三反田数馬に手当てをしてもらうが、治療中、数馬に

「影がうすい」と言ってしまう。悪いことを言ったと

気にする三之助だったが…。  

10 

平成 25 年 6 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-002 

 

忍たま乱太郎  

北石照代は人気者の段 

NHK 

忍者のパートをクビになってしまった北石照代。落ち

込んでいるところに現れた、乱太郎、きり丸、しんべ

ヱに就職できないことをからかわれ、つい見えをはっ

てしまうが…。  

10 

平成 25 年 6 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-003 

 

忍たま乱太郎  

風魔の恥の段 

NHK 

風魔流忍術学校の卒業生で暗殺などを請け負う評判の悪

い２人組、安中茂作（あんちゅうもさく）と安野壌（あん

のじょう）。２人は、忍術学園学園長を暗殺しようと学園

長のいおりに忍び込む。そこに喜三太がやってきて…。  

10 

平成 25 年 6 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-004 

 

忍たま乱太郎 

しんべヱを帰せの段 

NHK 

最近、しんべヱが実家に帰りたがらない。その理由は、

「高級料理を食べあきた」からだという。しんべヱの

妹・カメ子から手紙をもらったシゲは、しんべヱを実

家に帰そうとするが…。  

10 

平成 25 年 6 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-006 

それいけ！ 

アンパンマン  

こむすびまんと 

かぜこぞう  

あかちゃんまんと 

ｱﾙﾐはくしゃく 

『こむすびまんとかぜこぞう』パン工場へ向かうこむ

すびまん。ばいきんまんにお昼ごはんのおむすびを取

られてしまうが、突然、強風が吹いて…。 

『あかちゃんまんとアルミはくしゃく』アルミはくし

ゃくの城に招待されたあかちゃんまん。しかし、アル

ミのお城は強風にあおられ飛ばされてしまう。  

25 

日本テレビ  

平成 25 年 11 月 1 日 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 

JB2014-007 

それいけ！ 

アンパンマン  

しょくぱんまんと 

シチューおばさん 

ポッポちゃんと 

でんでん一座 

『しょくぱんまんとシチューおばさん』学校で子ども

たちにシチュー作りを教えることになったシチューお

ばさん。そこに変装したばいきんまんが現れて…。 

『ポッポちゃんとでんでん一座』ポッポちゃんは、し

ろかぶくんに助けられたお礼に、でんでん一座を手伝

うことになるが…。  

25 

日本テレビ  

平成 25 年 11 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-008 

 

名探偵コナン  

みんなが見ていた 

（前編） 

読売テレビ 

コナンたちがマンションの３階で下りのエレベーターを

待っていると窓付きのエレベーターが昇ってきた。コナ

ンたちがいる３階を通過する瞬間、中に乗っていた男が

拳銃で自らのこめかみを撃ち抜いた。駆けつけた警察は

自殺と判断するが、コナンは他殺だと考えた。  

25 

平成 25 年 9 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-009 

 

名探偵コナン  

みんなが見ていた 

（後編） 

読売テレビ 

コナンと平次は、動いているエレベーター内で男が自

らのこめかみを撃ち抜く現場をエレベーターの窓越し

に目撃する。警察は自殺と判断するがコナンと平次は

他殺と断定する。調査の結果、３人の容疑者が浮かび、

コナンと平次が真犯人のトリックを解明していく。  

25 

平成 25 年 9 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-010 

 

名探偵コナン  

能面屋敷に鬼が踊る

（前編） 

能面美術館のスタッフ３人が館長を殺すことを計画

し、実行しようとした当日、小五郎がコナンと蘭とと

もに美術館を訪れた。小五郎のもとに館長の命が狙わ

れているという匿名の手紙が届いたからだ。 

秘密がもれたのかと困惑する３人だが、計画どおり館

長を殺すための行動に出た。  

25 

読売テレビ  

平成 25 年 11 月 2 日 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 

JB2014-011 

 

名探偵コナン  

能面屋敷に鬼が踊る

（後編） 

能面美術館が火災を起こし、美術館の別館の部屋に閉

じ込められたコナンたち。火はどんどん迫ってくる。 

コナンたちは屋根の所にある高窓から脱出し本館へ移

動した。そしてコナンたちは美術館の中庭で絶命して

いる館長を発見する。 

誰がどうやって館長を殺したのかコナンの推理が始ま

る。  

25 

読売テレビ  

平成 25 年 11 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

 

X 手話 

XE 教育・教材 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

XE2014-001 

 

大学を目指すあなたへ 

～大学選びのポイント

～ 

ろう・難聴高校生が大学進学を目指す際の大切なポ

イントを解説し、先輩のろう・難聴大学生から経験や

メッセージを聞く。また、現在の日本の障害学生支援

の一例として、同志社大学の障がい学生支援制度と

日本社会事業大学の聴覚障害者大学教育支援プロジ

ェクトを紹介する。 
45 

聴力障害者 

情報文化センター 

斉藤くるみ/日置淑美/矢田直人/土橋恵美子/白澤麻弓/

日本社会事業大学生/同志社大学生/森田明/荒井美香 

平成 26 年 利用区分 Ａ － ３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014-007 

ＮＨＫみんなの手話 

第７回  

時間の表現 

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「時間に関する表現」「正午」「午

前」「午後」「一日」「２４時間」 

○学習ステップ２「時間の経過に関する表現」「早

い」「遅い」「時間が過ぎる」「時間がかかる」 

○手話で語る絵本「あなたがだいすき」 

○しゅわしゅわワールド 

「松山大学 聴覚障害体験授業 モコゲーム」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」  

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 5月 19日 利用区分 A－３ DVD 

ZF2014-008 

ＮＨＫみんなの手話 

第８回  

 現在／過去／ 

未来の表現 

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「体を軸にした時間のイメージ」

「過去」「現在」「未来」「最近」 

○学習ステップ２「今日」「明日」「昨日」「今

月」「先月」「来月」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド 

「香川県丸亀市さぬき福祉専門学校教員 阿部忍」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 5月 26日 利用区分 A－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014-009 

ＮＨＫみんなの手話 

第９回  

動きを表す表現 

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「動きの表現」「歩く」「座る」 

「立つ」「登る」「下りる」 

○学習ステップ２「開ける」「閉める」「読む」「書

く」「走る」「泳ぐ」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド 

「福島県会津若松市役場設置手話通訳の仕事  

課長 斎藤綾子さん  前編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 6月 2日 利用区分 A－３ DVD 

ZF2014-010 

ＮＨＫみんなの手話 

第１０回  

食べ物／味覚の表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「食べ物に関する表現」「ラーメン」

「カレー」「焼肉定食」「寿司」 

○学習ステップ２「味覚に関する表現」「甘い」「お

いしい」「まずい」「苦い」「渋い」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド 

「福島県会津若松市役場設置手話通訳の仕事  

課長 斎藤綾子さん  後編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 6月 9日 利用区分 A－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014-011 

ＮＨＫみんなの手話 

第１１回  

形容の表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「形容に関する表現」「多い」 

「少ない」「髙い」「低い」「固い」「柔らかい」 

○学習ステップ２「上手」「下手」「きれい」「汚

い」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド 

「みんなの手話 撮影の舞台裏」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 6月 16日 利用区分 A－３ DVD 

ZF2014-012 

ＮＨＫみんなの手話 

第１２回  

気持ちの表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「気持ちに関する表現」「悲しい」「笑

う」「怒る」 

○学習ステップ２「ホッとする」「安心する」「寂しい」

「恥ずかしい」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド 「手話カフェ」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 6月 23日 利用区分 A－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014-013 

ＮＨＫみんなの手話 

第１３回  

思考に関する表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「思考に関する表現」「わからな

い」「納得」「なるほど」「へえ」 

○学習ステップ２「迷う」「混乱する」「思いつ

く」「なんだ」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド 「デフリンピック」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25年 6月 30日 利用区分 A－３ DVD 

 

 

 

 


