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C 趣味・教養  Culture 
 

CB 風土記・旅 

 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

CB2015-002 

 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ ＃７５ 

北九州市若松区  

１００年続いた 

シブすぎる銭湯 

 今回旅する場所は筑豊炭田の積み出し基地だった

北九州市若松区。タビのキーワードは「１００年続い

たシブすぎる銭湯」。昭和の情緒が多く残っている若

松区には今でもマキで焚くという１００年続く銭湯

「鶴の湯」がある。鶴の湯の５代目オーナーのヒサ子

さんは陽気で愉快な名物お母さん。 

 素敵な風情の数々に懐かしさを感じる若松区を旅

する。  

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

46 

九州朝日放送 前川清／Ｗエンジン・えとう窓口 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2015-003 

 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ ＃８３  

北九州市 

八幡西区・木屋瀬  

若くて強い女性たち 

 今回は北九州市八幡西区木屋瀬の古い通りを旅す

る。まず歩き始めてすぐに目にしたのは四代続く老舗

の麹屋。蒸しあがった麦をほおばりながら、独自の麹

菌を守るご主人の苦労話を伺う。続いて立ち寄ったの

はこちらも１００年以上続くという老舗の酒屋。この

酒屋には、一升の十倍もある一斗の酒瓶があるとい

う。 

 前川清とえとう窓口が人々と触れ合いながら北九

州市八幡西区を旅する。  

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

46 

九州朝日放送 前川清／Ｗエンジン・えとう窓口 

平成 25 年 12 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 
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C 趣味・教養  Culture 

CC 生活情報 

 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

CC2015-001 

 

私はだまされない！？ 

～悪質商法の被害を 

防ぐ鉄則集～ 

 高齢期を迎えたばかりで、まだまだ元気で判断力の

ある３人は、悪質商法に対して「私は、だまされな

い！」と自信満々。しかし、お金や孤独、住まいへの

不安を巧みに狙われ悪質商法の被害にあってしまう。 

 悪質商法の被害にあわないための鉄則を伝え、消費

者被害の未然防止を図る。  

24 

東京都消費生活 

総合センター 

 

石丸 謙二郎  

平成 26 年 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 

DA2015-050 

 

ＪＮＮルポルタージュ 

盲ろう者に生まれて… 

～見えない 

聞こえない１９歳 

“学びの軌跡”～ 

 森敦史さんは先天性の盲ろう者。生後半年ごろには視覚

と聴覚に障害があることが分かった。大半の盲ろう者が人

生の過程で重複障害になった人たちであり、敦史さんのよ

うな先天性の盲ろう者は極めて少ない。１９歳になった敦

史さんの希望は大学進学だ。大学に通うには、授業のほか

に登下校のサポートも欠かせない。だが現在の制度では、

授業の通訳や通学等のサポートを行う通訳介助者にかか

る費用はすべて自己負担だ。盲ろう者を支える制度の現状

をまじえながら、敦史さんの大学への挑戦を追う。 

 手話表現者：小野寺善子  

25 

ＴＢＳ 森敦史 

平成 23 年 7 月 17 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

  



4 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

 

DA2015-053 

 

五目ごはん  

～私たちの生きる道～ 

 「ユニバーシティライフ ～ろう・難聴学生の素顔～」

（２００６）に出演している５人の卒業生の現在を追った

ドキュメンタリー。仕事、結婚、育児など、それぞれが自

分の人生を歩んでいる。大学時代に学んだことや出会い、

経験が今につながっている。  
82 

Ｓｔｕｄｉｏ  

ＡＹＡ 

 

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

DA2015-054 

 

昭和を切り拓いた 

ろう女性から 

あなたへ 

 近年、聴覚障害者を取り巻く社会環境は少しずつ改善さ

れ、ろう・難聴女性の活躍の場も広がってきている。しか

しこれらはすべて、先輩たちが苦労して切り拓いてきたも

のだ。作品では、ろう・難聴女性の諸先輩のお話を伺い、

これからの時代を生きる若い人々に、「今後の自分の生き

方」を考えるきっかけを提供する。  
60 

Lifestyles of Deaf 

Women ・  

Studio AYA 

 

藤田孝子／岩田恵子／大槻芳子 

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DD2015-001 

 

プロフェッショナル 

仕事の流儀 

言葉を超えて、 

人をつなぐ 

会議通訳者 

長井鞠子 

 高度な語学力と集中力、そして瞬発力が求められる

同時通訳者。中でも長井鞠子（ながいまりこ）さんは、

年間２００もの国際会議を任されるプロ中のプロだ。

石原元都知事をはじめ、世界中の要人からあつい支持

を集める。通訳に必要な日本語の力を研ぎ澄ますため

に和歌の稽古に取り組み、キャリア４０年の今も手書

きの単語帳作りを欠かさない。７０歳にしてなおトッ

プ通訳者として活躍する長井さんの姿を追う。  

48 

ＮＨＫ 長井鞠子 

平成 26 年 3 月 3 日 利用区分 B－3 字幕 

 

 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2015-001 

 

敬語おもしろ相談１ 

「敬語の心得」 

 知っているようで知らない敬語。日本語の敬語は使

い方が難しいといわれる。しかしそもそも敬語は相手

を思いやる気持ちを言葉で表した、いわば人間関係の

潤滑油。あなたも敬語を使いこなして、常識人として

の自分を示そう！ 

 第１回は「敬語の心得」。敬語を使う上での基本的

な心構え、考え方を説明する。  

5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 
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EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2015-002 

 

敬語おもしろ相談２ 

「敬語の基本」 

 第２回は「敬語の基本」。５種類あると言われる敬語

の種類とその使い分けを実例をまじえて説明する。  

5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-003 

 

敬語おもしろ相談３  

「敬語のＴＰＯ」 

～依頼の仕方～ 

 

文化庁 

平成 22 年 

 第３回は「敬語のＴＰＯ」。職場の先輩に仕事をお願

いするとき、どんなふうに言えば失礼にならないの

か。最近よく聞く「～させていただく」という言い方

は正しいのか、どんな時に使えばいいのか。実例をま

じえて説明する。 

神田京子 

5 

利用区分 A－3 字幕 

EA2015-004 

 

敬語おもしろ相談４ 

「間違いやすい敬語①」 

～尊敬語ＶＳ謙譲語Ⅰ～ 

 

文化庁 

平成 22 年 

 第４回は「間違いやすい敬語①」。上司に向かって「資

料、お持ちしますか？」と聞いた時、資料を持つのは

上司？自分？「お伺いする」は、敬語が二重になって

いるが使っていいの？…などなど、間違いやすい敬語

を解説していく。  

神田京子 

 

 

 

5 

利用区分 A-3 字幕 

 

 

 

EA2015-005 

 

敬語おもしろ相談５ 

「間違いやすい敬語②」 

～尊敬語あれこれ～ 

 

 

 

文化庁 

平成 22 年 

第５回は「間違いやすい敬語②」。駅のアナウンスで

「この電車は車庫に入りますので、御乗車できませ

ん」、これは不適切な表現。でも「御乗車はできません」

となるとＯＫな表現になる。「読みやすい」「分かりや

すい」の尊敬語は何か？など、間違いやすい敬語を解

説する。  

 

神田京子 

 

 

 

5 

利用区分 A－3 字幕 
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EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

 

 

 

EA2015-006 

 

敬語おもしろ相談６ 

「間違いやすい敬語③」 

～謙譲語ⅠＶＳ 

謙譲語Ⅱ～ 

 

文化庁 

平成 22 年 

第６回は「間違いやすい敬語③」。自分がへりくだるこ

とで、相手への敬意を表す「謙譲語」は、敬う対象や

意識する対象により２つに分かれる。使い方の難しい

謙譲語を解説する。   

 

 

神田京子 

 

 

 

5 

利用区分 A－3 字幕 

 

 

 

EA2015-007 

 

敬語おもしろ相談７ 

「場面で異なる敬語」 

～ウチとソト～ 

 

 

文化庁 

平成 22 年 

 第７回は「場面で異なる敬語」。同じ人に対する言葉

でも、「ウチ」と「ソト」で敬語の種類が変わる。「田

中部長」なら部長への尊敬表現だが、社外の人に言う

ときは「部長の田中」と言わないと失礼になる。敬語

の使い方の落とし穴「ウチとソト」について解説する。  

 

神田京子 

 

 

 

5 

利用区分 A－3 字幕 

EA2015-008 

 

災害がおきたとき   

みんなで 

支えあうために 

 私たちが暮らす日本は、昔から何度も自然災害の被

害に遭ってきた。大災害の時に、まず大切なことは自

分の身を守ること。そして家族の安全を確認したあと

に、地域住民相互の助け合いが重要になる。この作品

では、高齢者や障がい者等の災害時要援護者（避難行

動要支援者）の避難支援に役立てるための具体的な方

法を説明する。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現

者：森田明  

24 

藤沢市  

平成 26 年 利用区分 A－3 DVD 
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EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2015-009 

ＪＡ共済  

きずな町物語  

「作造さん、交通安全に

目覚める」の巻  

～交通事故に遭わない・ 

起こさないために～ 

 近年、高齢者の交通事故は増加傾向にある。原因の

１つは意識と行動のズレだ。加齢に伴い、視力や反射

神経などは衰えていくが、頭の中では若い頃のままの

感覚で運転をしてしまうことが多い。作品では、ドラ

マ仕立てで身近な事例を示しながら、高齢者の交通安

全について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：河合祐三子  

22 

ＪＡ共済  

平成 26 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2015-010 

ＪＡ共済  

きずな町物語  

「春子さん危機一髪」の巻  

～詐欺の被害に 

遭わないために～ 

 高齢者を狙った詐欺は後を絶たない。振り込め詐欺

や、もうけ話をかたった詐欺、医療費の還付金詐欺な

ど、次々に新しい手口が出てきている。高齢者を狙う

詐欺に遭わないための最大の対策は、家族同士や同じ

町に住む人々が互いに気を配り声を掛け合うこと。作

品では、ドラマ仕立てで詐欺の具体例を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：河合祐三子  

17 

ＪＡ共済  

平成 26 年 利用区分 A－3 DVD 

 

  



9 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2015-001 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

不思議な貯金箱 

 「エネルギーが分かれば世界が分かる！」を合言葉に、

でんじろう先生が科学マジックを通じて、科学の不思議

を紹介する。 

 「不思議な貯金箱」は、コインと磁石を使ったマジッ

クだ。  

3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2015-002 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

突然燃える紙！ 

 今回の科学マジックは「突然 燃える紙」。でんじろ

う先生がパワーを送ると突然紙が燃えだした。タネは黒

い液体の入ったフラスコと強力なライト。でも黒いもの

は光を通さないはず。さて、紙が燃えた理由は？  
3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2015-003 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

モグラを動かす 

不思議な力 

 今回の科学マジックは「モグラを動かす不思議な力」。

コイルと磁石を使ったマジックで、電磁誘導の仕組みを

紹介する。  

3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2015-004 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

曲がる水 

 今回のマジックは「曲がる水」。蛇口から流れる水を

でんじろう先生が念力で曲げる！タネは、わたしたちの

身近にある電気の力。プラスの電気とマイナスの電気を

使うことで、自由に水を曲げられるのだ。  
3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 



10 

 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2015-005 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

リモコンの秘密 

 今回は「リモコンの秘密」に迫る。私たちの生活に欠か

せないリモコンだが、どのような仕組みで機械を操作し

ているのだろう。携帯電話のカメラを使って、リモコンか

ら出ている光線の正体に迫る。  
3 

中京テレビ  

平成 27 年 1 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2015-006 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

放射線「Ｘ線」の性

質 

 今回のテーマは「放射線『Ｘ線』の性質」。飛行機の手

荷物検査や、健康診断に使われるＸ線。どうしてＸ線を使

うと、荷物や体の中身を見ることができるのだろう。  
3 

中京テレビ  

平成 27 年 1 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2015-007 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

美術館で活躍！ 

ＬＥＤ 

 今回のテーマは「美術館で活躍！ＬＥＤ」。私たちの身

近に使われているＬＥＤ照明は、家庭以外に美術館でも

大活躍している。実はＬＥＤ照明には、これまでの照明と

は異なるある特徴があり、それが美術館で重宝がられて

いるのだ。  

3 

中京テレビ  

平成 27 年 1 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2015-012 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１１）植物の進化の

謎と不思議をめぐって  

カワゴケソウの巻 

 カワゴケソウは、清流だけに生息する水中植物。しか

し、驚くことに７０００万年前には、陸上に生えるオトギ

リソウという植物だったという。新しい環境に適応する

ために、現在の形に進化したのだ。 

 進化の不思議に魅せられ、植物学の研究者たちはきょ

うも研究を続けている。（字幕・手話付き 選択可能）手

話表現者：後藤美幸  

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 

 

 

 

 



11 

 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2015-013 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１２）進め！ 

海洋の冒険者たち  

ウミガメの巻 

 絶滅危惧種に指定されているウミガメ。沖縄美ら海

（ちゅらうみ）水族館は、世界のウミガメ８種類のう

ち５種類を展示している。 

 ウミガメ担当の前田さんは、ウミガメを通して環境

の大切さを伝えたいと、ウミガメの卵の保護、飼育、

研究を続けている。（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 

EB2015-015 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１３）たまには外で

のんびりしたいんです 

ナマケモノの巻 

 東京都にある上野動物園のベテラン飼育員である

細田さんが考えた動物の見せ方の工夫について紹介

する。 

 ナマケモノ、オオアリクイ、アイアイなど、たくさ

んの動物を飼育してきて、いろんな改革をしてきた細

田さんだからこそわかる「動物も喜び、人も楽しい」

というその工夫とは？ 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河野光子  

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 
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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 

FC2015-001 

 

連続テレビ小説  

花子とアン  

総集編（前編）  

「こぴっと、青

春！」 

 「赤毛のアン」は昭和２７年に出版され、今も多くの人

に愛読されている。これは「赤毛のアン」の翻訳者・村岡

花子がアンと出会い、日本中の人々に夢と希望を届ける

までの物語。 

 明治２６年（１８９３年）山梨県甲府の貧しい農家の長

女として生まれたはなは、教育熱心な父の勧めで東京の

ミッションスクールに給費生として編入する。校風や英

語に戸惑いながら、英米文学に親しんでいくはなは、そこ

で生涯の腹心の友となる葉山蓮子と出会う。  

98 

ＮＨＫ 
吉高由里子／鈴木亮平／伊原剛志／室井滋／窪田正孝／

仲間由紀恵／吉田鋼太郎／黒木華／土屋太鳳 

平成 26 年 11 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 

FC2015-002 

 

連続テレビ小説  

花子とアン  

総集編（後編）  

「想いよ、届け！」 

 失恋したはなは仕事でもミスが続き甲府へ帰るが、幼

なじみの朝市の尽力でめでたく英治と結婚。息子の歩を

授かる。一方、九州の石炭王と結婚した蓮子は、宮本龍一

と駆け落ちしてしまう。 

 関東大震災、息子の死、そして第二次世界大戦と続く困

難の中、はなはスコット先生から託された「赤毛のアン」

の翻訳に打ち込んでいく。  

89 

ＮＨＫ 
吉高由里子／鈴木亮平／伊原剛志／室井滋／窪田正孝／

仲間由紀恵／吉田鋼太郎／黒木華／土屋太鳳 

平成 26 年 11 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2015-009 

 

 

 

  

 

長州ファイブ 

 幕末期に幕府の禁を破ってイギリスへ命がけの密航を

果たし、後に近代日本の幕開けに大きな足跡を残した長

州藩の５人の若者の運命を描く壮大な歴史ドラマ。ペリ

ー率いる黒船の来航以来、尊皇攘夷の気運が勢いを増す

幕末の日本。西欧に人材を派遣し見聞を広め、学問や技術

を習得することが必要と、伊藤博文、井上馨、井上勝、遠

藤謹助、山尾庸三の５人は、イギリスの最新技術や知識を

日本に持ち帰るため、遥かなる異国の地、イギリスを目指

して危険な航海に旅立った。山尾庸三は帰国後、ろう者の

人材教育に熱心に取り組み、明治１３年（１８８０年）に

楽善会訓盲院を設立した。 

字幕制作：（社福）山口県聴覚障害者福祉協会  

協力：山口県字幕サークルＥライン  

116 

グローカル・ 

ピクチャーズ 

松田龍平／山下徹大／北村有起哉／三浦アキフミ／前田

倫良／原田大二郎／榎木孝明／寺島進／泉谷しげる 

平成 18 年 利用区分 B－3 字幕 

FD2015-010 

 

 

四つの終止符 

 ろうあ者の青年・晋一は、母・辰子と祖父・進と慎まし

く生活していた。ある日、晋一が買った薬を飲んで辰子が

死んでしまう。警察は、晋一による毒殺だと断定し、しつ

ような取り調べを続ける。進や晋一を慕う石母田幸子（い

しもださちこ）は、彼を救おうと奔走するが…。 

 ろうあ者を取り巻く差別的な状況を鋭く描いた一作。 

 ※作品中に、現在では不適切な表現や発言があります

が、作品の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリ

ジナルのまま字幕制作しています。  

107 

劇団ＧＭＧ映画制作

委員会 現鼓舞指座 

 

平成 2 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 

 



14 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

HA2015-006 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

傷つく全身の血管 

 現在糖尿病の患者数は約９５０万人。予備群を含める

と２０００万人を超えると言われる。糖尿病はあまり自

覚症状もなく、気付いたときには病状が進行しているこ

とが多い。進行するとさまざまな合併症を併発し、失明や

足の指の切断、人工透析等に至ることもある。番組では４

回にわたり、糖尿病の合併症を防ぐポイントをお伝えす

る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 羽田勝計／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 6 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-007 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

神経障害  

足をチェック 

 ２回目のテーマは「神経障害 足をチェック」。糖尿病

の合併症の１つ神経障害は、足のしびれや痛みが起こる。

神経障害を完全に治す薬はまだないため、進行させない

ことが重要だ。神経障害の起こるしくみや最新の検査方

法、また神経障害を起こさないための血糖値の数値目標

などを解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 羽田勝計／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 7 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-008 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

腎症 早期発見の 

検査あり 

 ３回目のテーマは「腎症 早期発見の検査あり」。近年、

糖尿病の合併症である糖尿病腎症を発症して人工透析に

至る人が急増している。糖尿病腎症は高血糖により腎臓

の機能が損なわれる合併症で、最終的には腎不全から死

に至ることもある。重症化を防ぐには何より早期発見が

第一だ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 羽田勝計／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 7 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 



15 

 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

HA2015-009 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

網膜症  

視力を保つには 

 ４回目のテーマは「網膜症 視力を保つには」。糖尿

病網膜症は糖尿病患者の３～４割に起きる合併症。失明

などの重い視力障害に至ることもあるが、早期発見・治

療で多くの場合、視力低下を食い止めることができる。

そのためには、網膜症の進行度合いに合わせた検査が必

要だ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 山下英俊／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 7 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-010 

 

きょうの健康  

耳・鼻・のどの病気 

最新情報  

子どもの難聴 

 日本では１，０００人に１人の割合で難聴の赤ちゃん

が生まれている。日本耳鼻咽喉科学会の福島邦博専門医

の話では、先天性難聴の半分は遺伝子によるものが原

因、残りは感染症や妊娠中のトラブルが原因だという。

最近では新生児スクリーニングで早期に難聴を発見し

療育すれば、コミュニケーション能力を得ることができ

るようになった。また最近利用者が増えている人工内耳

について、実際に手術を受けた６歳の子どもの例を紹介

する。  

15 

ＮＨＫ 福島邦博／浜中博久／久田直子 

平成 27 年 1 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-011 

 

きょうの健康  

耳・鼻・のどの病気 

最新情報  

高齢者の難聴 

 高齢者に多い、老化によって起こる加齢性難聴。加齢

性難聴は、小さい音が聞きづらくなるほか、高い音から

聞き取りにくくなっていくことが特徴だ。会話が聞こえ

づらくなることから、周囲の人とのコミュニケーション

が減り、認知症のきっかけになることもある。高齢者が

聞こえづらくなったら、早めに専門医を受診することが

大切だ。  

15 

ＮＨＫ 福島邦博／浜中博久／久田直子 

平成 27 年 1 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 

 



16 

 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

HA2015-012 

 

きょうの健康  

大人の中耳炎と難聴 

 子どもだけでなく大人にも多い中耳炎は、痛くないか

らと放置しておくと難聴になる恐れがある。高齢者が、

老化による難聴と思って放置しておき、炎症が内耳にま

で波及して失聴する例もあるという。６０歳代から多く

なる滲出性中耳炎は、薬で治療してもよくならない場合

は、鼓膜チューブを入れる手術で改善することもある。

回復が困難な難聴に進行する中耳炎には、慢性中耳炎、

真珠腫性中耳炎、好酸球性中耳炎などがあるが、いずれ

も聞こえづらくなったらまず受診することが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 小川郁／桜井洋子 

平成 27 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-013 

 

チョイス＠病気に 

なったとき  

耳鳴りのチョイス 

 耳鳴りに悩んでいる人は多いが、その原因はさまざま

だ。番組では、「難聴からくる耳鳴り」「失聴にもつなが

る突発性難聴による耳鳴り」「聴神経腫瘍からくる耳鳴

り」「ストレスからくる耳鳴り」の４つを取り上げ、そ

れぞれの事例で選ばれた治療の「チョイス」について解

説する。 

 スタジオにＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンターの

石井正則さんを迎えて、詳しい解説を伺う。  

 

44 

ＮＨＫ 石井正則 

平成 27 年 6 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

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 

 

 

 

 

JB2015-005 

 

 

 

妖怪ウォッチ 

妖怪がいる！  

恐怖の交差点 

 

 

 

 

テレビ東京 

平成 26 年 1 月 8 日 

 ケータが森で見つけた怪しいガシャガシャマシン。そ

のマシンから聞こえてくる怪しい歌にのせられて１０

０円を入れてみると「ウィスパー」と名乗る奇妙な妖怪

が現れた！ウィスパーはケータの執事になると言いだ

して…。 

 最近おかしな事故が起きている交差点をケータが「妖

怪ウォッチ」で照らしてみると、そこには地縛霊の「ジ

バニャン」がいた！ 

 大人気の「妖怪ウォッチ」第１話・第２話、ついに登

場！  

 

 

 

 

 

24 

利用区分 B－3 字幕 

JB2015-006 

妖怪ウォッチ  

超有名なアイツ  

なんでそれ 

言っちゃうの！？  

フミちゃんの憂鬱 

 あこがれのフミちゃんにトイレの大に入っていると

ころを見られてしまったケータ。しかもフミちゃんはそ

れをみんなに言いふらしてしまう。いつもは、そんなこ

とをしないフミちゃんが一体なぜ？なんと、フミちゃん

には秘密を暴露させる妖怪「バクロ婆」が取りついてい

たのだ！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 1 月 15 日 利用区分 B－3 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



18 

 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2015-007 

 

 

妖怪ウォッチ  

３年Ｙ組ニャンパチ

先生 やってきた 

熱血教師！  

妖怪モノマネキン 

妖怪ハナホ人 

熱血教師・ニャンパチ先生が、３年Ｙ組にやってきた。

熱い心でビシッと生徒たちを指導しようと意気込むニ

ャンパチ先生だが、クラスは問題だらけ！副担任のコマ

さん先生が抑えるが…。 

妖怪モノマネキン 

 フミちゃんが、最近極めたという先生のモノマネを披

露した。ところが、とんでもなく似てない上に、超下品

な仕草をしている！フミちゃんには、妖怪「モノマネキ

ン」が取りついていた！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 11 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-008 

 

 

妖怪ウォッチ  

３年Ｙ組ニャンパチ

先生 大きな心  

風邪とともにトゲニャン  

妖怪砂夫 

「風邪とともにトゲニャン」 

 特訓を終えて帰ってきたジバニャンを見ると、なんと

体の色が変わりトゲトゲの姿になっていた！どうやら、

カゼをひいたジバニャンが「トゲニャン」になってしま

ったのだ。 

「妖怪砂夫」 

 今日はカンチの誕生日パーティー。でも、カンチのパ

パとママは仕事で忙しくて、去年も今年もケータとク

マ、カンチの３人でのパーティーになってしまった。そ

んな中、カンチは何を聞いても「だよねー！」と言って

素直に聞き入れる。カンチには妖怪「砂夫」が取りつい

ていたのだ！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 11 月 21 日 利用区分 B－3 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 

 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2015-009 

名探偵コナン  

意外な結果の 

恋愛小説（前編） 

 コナン、蘭、園子は、ホテル暮らしをしている世良の

部屋を訪れた。そのホテルで、有名恋愛小説家・火浦の

助手が殺害される。コナンと世良は、関係者の供述から

犯人は火浦だとにらむが…。  
25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2015-010 

名探偵コナン  

意外な結果の 

恋愛小説（後編） 

 被害者の荷物から、消印が２０年前のはがきが見つか

る。差出人は火浦で、あて名は太田順と書かれていた。

太田順は、火浦の小説のヒロインの名だった。コナンと

世良は、高木刑事の何気ないひと言から事件のアリバイ

トリックを見破る。  

25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2015-011 

 

名探偵コナン  

自首したお笑い芸人

（前編） 

 落ちていた財布を交番に届けに来たコナン。そこへお

笑い芸人のドドンパ六助が、所属事務所の社長・天藤秀

樹を殺したと自首して来た。だが、捜査を進めていくと、

供述内容の矛盾が発覚し、ドドンパによる殺害は不可能

だとわかった。 

 ドドンパは、なぜ犯人になろうとしたのか。真犯人は

誰なのか。コナンの推理が始まる。  

25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2015-012 

 

名探偵コナン  

自首したお笑い芸人

（後編） 

 ドドンパの都合が良すぎるアリバイに違和感を覚え

たコナンは、ドドンパへの疑いを強める。そんな中、警

視庁に犯人を名乗る女性から電話がくる。コナンは、事

件当時のドドンパの足取りをたどりながら、巧妙なアリ

バイトリックを見破る。  

25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

 

 



20 

 

X 手話 

XE 教育・教材 
 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XE2015-001 

 

知ることから 

始めましょう  

～聴覚障害・盲ろう

の基礎～ 

 ２０１６年４月に施行される障害者差別解消法で

は、障害を理由とした差別を解消するために合理的配

慮が求められている。 

 「聴覚障害・盲ろうとはどんな障害か」「何に不便を

感じるのか」「必要な支援、配慮は何か」ということを

当事者の経験から学ぶとともに、聴覚障害・盲ろうに

ついて基礎的な知識を学ぶ。  

 

50 

聴力障害者 

情報文化センター 

五十嵐由美子／前田晃秀／藤鹿一之／森せい子 

平成 27 年 利用区分 A－3 DVD 

 

XJ 子ども物・アニメ 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XJ2015-001 

 

手話かみしばい 

「うらしまたろう・

三枚のおふだ」 

 有名な日本のむかしばなしを、魅力的な手話語りと

美しいイラストで送る。 

 「うらしまたろう」浜で子どもたちにいじめられて

いた亀を助けたうらしまたろう。たろうは亀につれら

れて、海の底の竜宮城へ行き楽しい日々を送るが…。 

  

「三枚のおふだ」山にクリ拾いに行った小僧さん。

ところが山にはこわ～い鬼ばばが暮らしていた。和尚

さんからもらった三枚のおふだを使って、うまく鬼ば

ばから逃げられるか？ 

 手話語り：那須英彰  

33 

聴力障害者 

情報文化センター 

 

平成 27 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 



21 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-001 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１４回  

可能／必要の表現 

 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「できる」「大丈夫」「できない」「難

しい」「跳べる」「跳べない」「厳しい」「簡単」  

○学習ステップ２「必要ない」「行くべき」「大切」「判

断」「決める」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 7 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-002 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１５回  

～する／～されるの表現 

 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「見る」「見られる」「あげる」「もら

う」「怒る」「怒られる」 

○学習ステップ２「頼む」「頼まれる」「断る」「断られ

る」「助ける」「助けられる」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部１」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 14 日 利用区分 A－3 DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-003 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１６回  

比較の表現 

 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「比較する表現」「こちらのほうがよ

い」「どちらでもよい」「良い」「悪い」 

○学習ステップ２「同じ」「違う」「変わる」「相変わら

ず」「間違い」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部２」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 21 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-004 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１７回  

強い／弱いに 

関する表現 

 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「弱い」「普通」「まあまあ」「最高／

最低」「緊張する」 

○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまらない」「将

棋」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん ダンス１」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 28 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-005 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１８回  

学校生活に関する表現 

 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「大学」「高校」「中学校」「小学校」

「勉強」「寂しい」 

○学習ステップ２「放課後」「テスト」「受験」「暇」 

○手話で語る絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん ダンス２」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 4 日 利用区分 A－3 DVD 

 



23 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-006 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１９回 

買い物の表現 

 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「買う」「売る」「買い物」「値上げ」

「バーゲン」「“他”と“以降”」 

○学習ステップ２「商売」「商店街」「デパート」「付い

ていく」「会う／ばったり会う／すれ違う」 

○手話で語る絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』

練習の様子 大橋ひろえさん 金子真美さん 西田夏

奈子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 11 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-007 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２０回  

健康／医療の表現 

 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「病気」「かぜ」「診断を受ける」「薬」 

○学習ステップ２「入院」「退院」「医師」「病院」 

○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』

千葉での公演の様子」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 18 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-008 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２１回  

旅行に関する表現 

 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「電車」「バス」「車」「船」 

○学習ステップ２「旅館」「ホテル」「地図」「案内」 

○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「早瀬憲太郎監督作品 映画

『生命のことづけ』」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 25 日 利用区分 A－3 DVD 



24 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-009 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２２回  

仕事に関する表現 

 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「会社員」「公務員」「理髪店」「料理

人」 

○学習ステップ２「契約」「残業」「アルバイト」「出張」 

○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観

音様』前編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 1 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-010 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２３回  

スポーツに関する表現 

 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「野球」「サッカー」「バレーボール」 

○学習ステップ２「練習」「トレーニング」「準備体操」

「運動不足」 

○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観

音様』後編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 8 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-011 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２４回  

レジャーに関する表現 

 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｢動物園」「水族館」「博物館」「美術館」 

○学習ステップ２「ハイキング」「海水浴」「スキー」 

○しゅわしゅわワールド「手話通訳学科のある専門学校 

世田谷福祉専門学校 高島良宏さん 飯泉菜穂子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 15 日 利用区分 A－3 DVD 

 

 

 

 



25 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-012 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２５回  

いろいろな行事の表現 

 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「節分」「クリスマス」「お盆」 

○学習ステップ２「入学式」「卒業式」「入社式」 

○しゅわしゅわワールド「手話サークルが開く子ども手

話体験教室 手話サークルすみだ」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-013 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２６回  

手話で話しかけられたら 

 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。 

○場所を尋ねられた時の練習 ○値段を尋ねられた時

の練習 ○食堂での会話練習 ○ホテルのフロントで

の会話練習 ○電車の中での会話練習 

○手話で語る絵本「おつきさまこんばんは」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 29 日 利用区分 A－3 DVD 

 


