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1 

 

C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CB2017-001 

ブラタモリ  

＃２３ 小樽  

観光地・小樽発展の 

秘密は「衰退」にあり？ 

 今回の舞台は、運河の町・小樽。今や年間７５０万人の

観光客が訪れる観光地。明治以降、港町として大いに発展

した小樽だが、戦後は産業構造が変化したこともあり、急

速に衰退してしまった。では、どうやって今のような観光

地となる事ができたのか？その秘密は、急速な「衰退」そ

のものにあった。観光地として歩み出すきっかけを作った

のは、意外な人だった！  

45 

ＮＨＫ 出演：タモリ／桑子真帆／石川直章 

平成 27 年 11 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CB2017-002 

ブラタモリ  

＃２５ 日光東照宮 

日光東照宮は江戸の

テーマパーク？ 

 今回の舞台は日光。日光は都心から電車で約２時間の所

にあり、訪れる観光客は年間１０００万人以上で、江戸時

代から人気の観光スポットだ。江戸時代、日光を参拝する

人々の案内をした「堂者引き」の仕事を今も引き継ぐ春日

さんを案内人に、「江戸時代のテーマパーク」日光をブラブ

ラ散歩する。  

45 

ＮＨＫ 出演：タモリ／桑子真帆／春日武之／岸野稔 

平成 27 年 12 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CB2017-005 

ＴＨＥ世界遺産  

屋久島Ⅰ 日本 

 日本初の世界遺産に登録された屋久島は、島全体が巨大

な岩の塊だ。深い海の底からせり上がった岩がいくつもの

峰を形づくり、そこに長い時間をかけて巨木の森が育った。

森に降った雨は苔が蓄え、植物たちはその水を得て厳しい

環境の中で森を作り上げたのだ。屋久島には樹齢二千年以

上の老木が何本もある。なぜ屋久島の木は長寿なのか。そ

の秘密に迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：北田美千代 

25 

ＴＢＳ  

平成 25 年 10 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 
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分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CB2017-006 

ＴＨＥ世界遺産  

屋久島Ⅱ 日本 

 屋久島は南の島なのに、標高二千メートル近い峰では雪

が降る。また、川が１００本以上あり、その１つ１つがま

るで滝のようだ。永田岳山頂付近では、梅雨の時期にわず

か１０日間だけヤクシマシャクナゲが満開になり、その様

子はまさに天空の花園だ。驚きに満ちた屋久島の自然につ

いて紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝 

25 

ＴＢＳ 

平成 25 年 10 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

CB2017-007 

世界遺産  

真っ白に変身！ 

天守閣のヒミツ  

姫路城（日本） 

 ２０１５年３月に５年半におよぶ平成の大修理を終えた

姫路城。傷んだ瓦はすべて作り直され、漆喰も塗り直され

た城は、建造当時の真っ白な姿を取り戻した。築城から４

００年もの間、巨大な木の建築が地震にも負けず立ち続け

た鍵は、城を貫く大きな柱にあった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

25 

ＴＢＳ 

平成 27 年 7 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

CB2017-008 

世界遺産  

潮が引くと現れる 

ナゾの道 ヒミツが

いっぱい嚴島神社 

 松島、天橋立と共に、日本三景の一つである安芸の宮島。

平清盛が社を築いたといわれる嚴島神社は、平成８年、世

界遺産に登録された。 

 平安時代、人々が創意を尽くして生み出した、寝殿造り

の粋を極めた新しい美。朱塗りの社殿はまるで海に浮かん

でいるようで、古くから「神の島」とよばれてきた。海の上

に建てられた神社には、どんな工夫があったのか。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河野光子 

25 

ＴＢＳ 

平成 28 年 9 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

CB2017-009 

極上のクルーズ紀行 

Ｓｐｅｃｉａｌ  

ＡＭＡＳＯＮＡＴＡ 

高橋克典が巡る 

ドナウ川 歴史探訪ク

ルーズ ハプスブルク

家を彩った２人の女性  

マリア・テレジアと 

エリザベート  

Ｂｕｄａｐｅｓｔ 

 最新鋭の豪華クルーズ船アマソナタ号で、リバークルー

ズの旅に出発。穏やかな川の両岸の景色を見ながら、ハン

ガリーからドイツまでの４か国を７泊８日で巡る。前編は、

ブダペストのイルミネーションクルーズとウィーンへ出港

するまでを紹介する。  46 

ＢＳ－ＴＢＳ 出演：高橋克典 

平成 28 年 6 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



3 

 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CB2017-010 

極上のクルーズ紀行 

Ｓｐｅｃｉａｌ  

ＡＭＡＳＯＮＡＴＡ 

高橋克典が巡る 

ドナウ川 歴史探訪ク

ルーズ 女帝マリア・

テレジアの絢爛豪華な

宮殿秘話  

Ｂｒａｔｉｓｌａｖａ

→Ｗｉｅｎ 

 極上のドナウ川クルーズ紀行スペシャル。今回はハプス

ブルク家の中興の祖、女帝と呼ばれたマリア･テレジアの足

跡を訪ねる旅。 

 ブラチスラバ城やシェーンブルン宮殿など、マリア・テ

レジアの絢爛豪華な宮殿秘話をお届けする。  46 

ＢＳ－ＴＢＳ 出演：高橋克典 

平成 28 年 6 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CB2017-011 

極上のクルーズ紀行 

ＰＡＣＩＦＩＣ  

ＶＥＮＵＳ 一度は

見ておきたい日本の

絶景 ～南西諸島・

島巡りクルーズ～ 

横浜→神戸→喜界島

→沖縄本島 

 日本の海を巡るなら、安心で快適な日本船がおすすめ。

今回は、「ぱしふぃっくびいなす」で巡る南西諸島の島巡り

クルーズを紹介する。前半は、横浜から沖縄本島までの旅

を紹介する。  46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 28 年 7 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CB2017-012 

極上のクルーズ紀行 

ＰＡＣＩＦＩＣ  

ＶＥＮＵＳ 一度は

見ておきたい日本の

絶景～美しき南西諸

島～宮古島→与論島 

 日本を代表する客船「ぱしふぃっくびいなす」での船旅。

後編では、宮古島から与論島を巡る。コバルトブルーの海、

島の人々の温かいおもてなし、美しい自然の中で育まれた

特有な文化と歴史。ゆったりした時間の流れる、極上の船

旅の魅力を紹介する。  

46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 28 年 7 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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C 趣味・教養  Culture 

CC エチケット・生活情報 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CC2017-001 

その情報、 

誰のもの？  

～情報社会と 

権利侵害～ 

 授業で「情報の正しい取り扱い方」をテーマにグループ

発表することになった中学生の春たち。春の描いたイラス

トの「マモルル」とともに、「著作権」や「複製」などにつ

いての基礎知識や、情報社会での権利侵害の考え方につい

て学ぶ。（視聴対象：中学生～高校生） 

 

25 

東京都消費生活 

総合センター 

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 字幕 

 

C 趣味・教養  Culture 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CE2017-001 

美の巨人たち  

松本竣介 

「水を飲む子ども」 

 １３歳で聴力を失い「静寂の詩人」と呼ばれた松本竣介。

彼の作品「水を飲む子ども」は、寂しげな表情の少年を描

いた透明感のある作品だ。だが繊細な表情と裏腹に、少年

の手は奇妙なほど大きくごつごつと描かれている。なぜ竣

介はこのように描いたのか。 

【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 

テレビ東京  

平成 20 年 9 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2017-007 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

限界に挑め 密着！

人工内耳アスリート 

＜前編＞ 

 水泳、自転車、長距離走の３種目を行う競技「トライア

スロン」。中でも最も長い距離２２６．２ｋｍを競うのが「ア

イアンマンレース」だ。 

 そのレースに挑む加藤伸一さん（５５）は３２歳のとき

に両耳を失聴した。 

 加藤さんの限界に挑む挑戦を追う。  

15 

ＮＨＫ 加藤伸一 

平成 27 年 10 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-008 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

限界に挑め 密着！

人工内耳アスリート 

＜後編＞ 

 トライアスロンのアイアンマンレースに第二の人生をか

ける加藤伸一さん。加藤さんの夢は６０歳のときに年代別

世界チャンピオンになることだ。 

 北海道で開かれたアイアンマンレースに出場した加藤さ

んの挑戦を追う。  

15 

ＮＨＫ 加藤伸一 

平成 27 年 10 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-009 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

見て笑える芸を  

森﨑さんの手話漫談 

 ９年間で７１万人が夢中になったブログがある。出演す

るのは、ろう者の森﨑興蔵さん。日常の出来事を表情豊か

な手話で描く手話漫談が人気だ。 

 手話は身体全体で表現するもの。その面白さを知ってほ

しいという森﨑さんの姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 森﨑興蔵 

平成 27 年 10 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-014 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

難聴が生んだ 

ものまね 

 ものまねで有名なタレントのコロッケさんは、実は１４

歳のころから右耳がほとんど聞こえない。家庭が貧しく、

病院に行かなかったため中耳炎を悪化させたのだ。 

 ふさぎこんでいたコロッケさんを前向きにさせたのが、

ものまねとの出会いだった。 

 難聴と向き合いながら、ものまね界をけん引してきたコ

ロッケさんのこれまでの人生を伺う。  

15 

ＮＨＫ コロッケ／山田賢治 

平成 27 年 11 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



6 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2017-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

会話が見える！  

～人をつなぐ音声認

識アプリ～ 

 人の声を文字に変換する音声認識技術をスマートフォン

やタブレットでも使えるようにしたアプリケーション。あ

る企業では朝礼や会議などで活用され、聴覚障害のある社

員が聞こえる社員と同じ情報を得られるようになったと好

評だ。 

 音声認識アプリの可能性を探る。  

15 

ＮＨＫ  

平成 27 年 12 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

笑顔のそばに 

卓球があった  

～ろう者卓球日本一 

伊藤優希１７歳～ 

 聴覚に障害のある高校３年生の伊藤優希君。伊藤君はア

ジア太平洋ろう者競技大会の卓球競技の日本代表選手だ。 

 初めて日の丸を背負って戦う国際試合で頂点を目指す伊

藤君の挑戦と、彼を支える友達の姿を追う。  15 

ＮＨＫ 伊藤優希 

平成 27 年 12 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

響け！ぼくらの 

“琉球聾太鼓” 

 沖縄で活動する聴覚障害者の太鼓グループがある。 

 和太鼓に加え沖縄ならではのエイサー太鼓や琉球空手の

演舞を組み合わせてオリジナルの楽曲を演奏している。リ

ーダーは牧志正人さん。 

 牧志さんの太鼓に込める思いを伺う。  

15 

ＮＨＫ 牧志正人 

平成 28 年 1 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢をかなえるために 

～プロ野球山田 

遥楓選手～前編 

 西武ライオンズから５位指名を受けてプロ入りした山田

遥楓（やまだはるか）選手は１９歳。２年目の今年は、１軍

昇格を目指している。しかし彼は、右耳が全く聞こえない。

プロの世界では、時にそれが大きなハンディーとなり、危

険なプレーにつながる。山田選手の挑戦の日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 出演：山田遥楓 

平成 28 年 4 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

夢をかなえるために 

～プロ野球山田 

遥楓選手～後編 

 西武ライオンズ、山田遥楓選手の挑戦の日々を追う後編。

球団の春季キャンプで、ひときわ大きな声でチームを引っ

張る山田選手。コーチの指示は、相手の右側に立って左耳

で聞くようにするなど工夫して練習に参加している。  
15 

ＮＨＫ 出演：山田遥楓 

平成 28 年 4 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



7 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2017-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

緊急報告・熊本地震 

聴覚障害者は今 

 熊本の地震で被災した聴覚障害者の置かれている現状

と、今現在得られる支援情報について緊急報告する。（この

番組は、平成２８年４月２３日に生放送されたものです）  15 

ＮＨＫ 出演：松﨑丈 

平成 28 年 4 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

伝えたいことがある 

学生ディレクター 

小渡佑希子 

 聴覚障害者の手がけた作品が集まる「さがの映画祭」で、

大賞を含む３冠に輝いたドキュメンタリー映画「ゆいまー

る寺子屋」。聞こえない中高生が通う学習塾を描いている。

制作したのは、沖縄大学の学生・小渡佑希子（おどゆきこ）

さん。重度の難聴で、この塾の卒業生でもある小渡さんの、

塾への熱い思いが込められている。  

15 

ＮＨＫ 出演：小渡佑希子 

平成 28 年 5 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

道を拓く  

盲ろう者と盲導犬 

 盲ろう者として、日本で初めて盲導犬の使用を認められ

た門川紳一郎さん（５１歳）。歩く喜びを手にしたものの、

初めての試みゆえ、さまざまな課題に直面する。相棒ベイ

スとの試行錯誤の日々を見つめる。  

15 

ＮＨＫ 出演：門川紳一郎 

平成 28 年 7 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一歩踏み出し 

たどり着いた頂上  

登山家 田村聡 

 ２０１６年５月、エベレストの登頂に成功した田村聡さ

ん（５１歳）。田村さんは生まれつき耳がほとんど聞こえな

い。ろう者の登頂は、日本人で初めての快挙だ。３回目の

チャレンジで登頂に成功した田村さんに、どんな苦労を乗

り越え成功したのか、お話を伺う。  

15 

ＮＨＫ 出演：田村聡 

平成 28 年 7 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-036 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話と口話  

～ろう教育 

１３０年の模索～ 

 手話は、聴覚に障害のある子どもたちにとって自然に身

につけることができる言語だ。けれども日本では、十数年

前まで、多くのろう学校で手話は禁止されていた。それま

での約１００年間、日本のろう教育が、アメリカから入っ

た口話教育を主流にしてきたからだ。今回は、日本のろう

教育のたどった歴史を見つめる。  

15 

ＮＨＫ  

平成 28 年 7 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



8 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2017-040 

ファミリーヒストリー  

斉藤由貴 

 アイドル歌手としてデビューし、今は女優として映画や

テレビ、舞台で大活躍する斉藤由貴さん。そのルーツには

壮絶な物語があった。由貴さんの母方の祖父母は聾者だ。

祖父・水島吉男さんは１１歳で東京聾唖学校に入学。卒業

後は帯の裁縫所で働き、３６歳で独立して自分の店を持っ

た。多くの聴覚障害者を自分の店に雇い、また、日本聾唖

協会横浜部会を立ち上げ委員長にも就任した。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：荒井美香  

45 

ＮＨＫ 出演：斉藤由貴／今田耕司／田中清 

平成 28 年 11 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

DA2017-041 

報道特集  

盲ろう児教育の現場 

 視覚と聴覚の両方に障害のある「盲ろう者」。年齢を重ね

る中で障害が重複する例が多く、大半が大人だ。子どもは

少なく学齢期の盲ろう児は推定で約６００人といわれる

が、公的な調査は実施されていない。番組では、盲ろう児

たちが学ぶ学校の様子を紹介しながら、盲ろう児教育が抱

える課題に迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

27 

ＴＢＳ  

平成 27 年 10 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

DA2017-042 

ハートネットＴＶ 

笑顔のそばに 

卓球があった  

～ろう者卓球日本一 

伊藤優希１７歳～ 

 広島県立広島南特別支援学校に通う３年生、伊藤優希君

は卓球の日本代表に選ばれた。伊藤君は２０１５年１月に

行われた「全日本・全国ろうあ者卓球選手権大会」で史上

初の男子シングルス２連覇を達成している。伊藤君が卓球

を始めたのは、小学校５年生の時だ。  

29 

ＮＨＫ 伊藤優希 

平成 27 年 11 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2017-043 

ハートネットＴＶ 

静かでうるさい 

居酒屋 

 東京の大久保にある居酒屋「ふさお」はいつもお客さん

でいっぱいの人気店。店主自慢の串揚げを片手に盛り上が

るお客さんたちだが、よく見ると普通の店と様子が違う。

店で飛び交うのは「手話」だ。ろう者の夫婦が営むこの店

では手話が「公用語」。ここには憩いを求めてやってくるろ

う者も、そして手話の魅力にひかれて来る聞こえる人もい

る。  

29 

ＮＨＫ 吉岡富佐男／吉岡かつ江 

平成 28 年 2 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

  



9 

 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EA2017-004 

ＪＡ共済  

小学生向け交通安全

教育ＤＶＤ 基本編 

 子どもたちに交通ルールの大切さを学んでもらう映像教

材。 

 小学生のマモルくんが交通警察のおまわりさんと一緒

に、さまざまな交通ルールをクイズ形式で学んでいく。「こ

うつうあんぜんランド」を舞台に、町の中の危険を発見す

る「きけんはっけん！ストリート」や安全に道を歩く方法

を学ぶ「どちらがあんぜん？ストリート」などを回る。小

学１～３年生対象。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

27 

ＪＡ共済  

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

EA2017-005 

ＪＡ共済  

小学生向け交通安全

教育ＤＶＤ 発展編 

 交通安全ラボのロボット・ミッションくんをガイドに、

実際の事故をモデルにした事例を紹介して、交通ルールの

大切さを学ぶ。 

 自転車で人をはねたらどうなる？自転車も交通標識を守

らないといけない？自転車に乗る時のマナーは？など、た

めになる知識を紹介する。小学４～５年生対象。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

25 

ＪＡ共済  

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

EA2017-006 

ＪＡ共済  

小学生向け交通安全

教育ＤＶＤ  

保護者編 

 保護者を対象に、どのようにして子どもたちに交通ルー

ルを身につけさせるのかを紹介する。 

 信号が点滅したら走り出したり、横断歩道以外の道を横

断したり。ついやってしまいがちな行動も、子どもがまね

したら事故につながるおそれがある。子どもの交通事故を

防ぐための、さまざまな注意点を解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

14 

ＪＡ共済  

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

  



10 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2017-001 

サイエンスチャンネル  

ユータと 

不思議な宇宙の書  

アストロペディア 

 第１話 天空を見つ

める人びと －宇宙と

暦（こよみ）－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。 

 第１話は「宇宙と暦（こよみ）」。大昔の人々はどのよう

にして、移りゆく季節や時間をとらえたのか。月の満ち欠

けから作られた「太陰暦」や、太陽や星の運行から定めた

「太陽暦」など暦の歴史を振り返る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥  

14 

独立行政法人科学技

術振興機構 

 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2017-002 

サイエンスチャンネル 

 ユータと 

不思議な宇宙の書  

アストロペディア  

第２話 丸い大地の上

で－地球と万有引力－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。 

 第２話は「地球と万有引力」について。地球は丸いのに、

下側にいる人々が落ちないのは、地球に引力があるからだ。

大昔の人々は地球は平らだと考えていた。地球が球体であ

ると考えたのは、紀元前４世紀の哲学者アリストテレスだ。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：武井誠  

14 

独立行政法人科学技

術振興機構 

 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2017-003 

サイエンスチャンネル 

ユータと 

不思議な宇宙の書  

アストロペディア  

第３話  

レボリューション －

天動説から地動説へ－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。 

 第３話は「天動説から地動説へ」。昔、人々は地球の周り

を、天体が回っていると考えていた。２世紀の天文学者プ

トレマイオスが考えた太陽系（天動説）から千年以上を経

て、コペルニクスの宇宙像（地動説）が導き出された。 

（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 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 



11 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2017-004 

サイエンスチャンネル 

ユータと 

不思議な宇宙の書  

アストロペディア  

第４話 月とともに 

－月と地球－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第４話は「月と地球」。地球の一番近くにある

天体・月。月の直径は地球の４分の１で、衛星としてはか

なり大きい。月の誕生については、いくつもの説があるが、

最も有力なのが「ジャイアントインパクト説」だ。 

（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 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2017-005 

サイエンスチャンネル 

ユータと 

不思議な宇宙の書  

アストロペディア  

第５話輝ける恵みの星 

－太陽－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第５話は「太陽」。 

 自分で熱を発生し光を放つ強大な星である太陽につい

て、内部構造や熱を発するしくみなどについて学ぶ。北極

と南極に現れるオーロラも太陽の影響だ。人類がこれから

も地球上で生きていくためには、植物や水を大切にして太

陽のエネルギーを有効に利用することが大切だ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

14 

独立行政法人科学技

術振興機構 

 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2017-006 

サイエンスチャンネル 

ユータと 

不思議な宇宙の書  

アストロペディア  

第６話  

太陽系惑星ツアー 

－惑星－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第６話は「惑星」。 

 太陽系に存在する惑星、水星・金星・地球・火星・木星・

土星・天王星・海王星について、その大きさや内部構造な

どそれぞれの特徴について学ぶ。 

 アストロペディアとユータは４６億年前の太陽系へ向か

う。そこはガスやチリが渦巻いて太陽も光り始めたばかり。

その小さなチリが集まって惑星ができあがったのだ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥  

14 

独立行政法人科学技

術振興機構 

 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

  



12 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2017-010 

学校の怪談  転校生・アキが通う小学校には、「旧校舎のトイレに花子

さんがいる。」といううわさが流れていた。ある日、アキの

妹・ミカが、学校に忘れ物を取りに行くと、突然サッカー

ボールが現れ、旧校舎の中へとミカを誘い込む。アキは、

ミカを捜しに行くが…。 平成７年平山秀幸監督作品。（上

映会使用の際は事前届け出が必要です）  

101 

東宝 出演：野村宏伸／遠山真澄／熱田一／塚田純一郎／岡本綾 

平成 7 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 
字幕 

 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

HA2017-001 

団塊スタイル  

あきらめないで！ 

聴力の老化 

 年齢と共に聞こえにくくなる加齢性難聴。６０代後半で

急増し、７０代では半数近い人が発症する。加齢性難聴の

原因、日常生活で配慮すること、進行を遅らせるための 

生活習慣を紹介する。  

44 

ＮＨＫ 出演：国井雅比古／風吹ジュン／藤田弓子／内田育恵 

平成 28 年 1 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2017-002 

きょうの健康  

乳がん徹底解説  

早期発見 

 「乳がん徹底解説」と題して、４回にわたり乳がんにつ

いて解説する。 

 第１回目は「早期発見」について。現在、乳がんになる人

は増加しており、年間８万人以上が発症している。乳がん

は早期発見と適切な治療で治る可能性が高いため、初期の

段階でがんを見つけることはとても大事だ。早期発見のポ

イントをがん研有明病院の岩瀬拓士医師に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 岩瀬拓士 

平成 28 年 11 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



13 

 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

HA2017-003 

きょうの健康  

乳がん徹底解説  

手術と乳房再建 

 第２回目は「手術と乳房再建」について。乳がんの完治

を目的とした手術には、乳房を温存する方法と完全に切除

する方法がある。また最近は、乳房再建が保険適用となり、

全摘してから再建をする人も増えた。各手術の適用の範囲

やそれぞれのメリットとデメリット、乳房再建方法の種類

について、がん研有明病院の岩瀬拓士医師にお話を伺う。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 岩瀬拓士 

平成 28 年 11 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2017-004 

きょうの健康  

乳がん徹底解説  

個別化する薬の治療 

 第３回目は「個別化する薬の治療」について。乳がんの

主な薬物療法には「ホルモン療法」「化学療法」「分子標的

療法」がある。乳がんはタイプにより効く薬や組み合わせ

が決まっている。その人のがんのタイプに合わせて、薬を

組み合わせて治療するのが「個別化」だ。乳がんの薬物療

法について、がん研有明病院の大野真司医師にお話を伺う。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 大野真司 

平成 28 年 11 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2017-005 

きょうの健康  

乳がん徹底解説  

再発したときの治療 

 第４回目は「再発したときの治療」について。乳がんは

術後の生存期間が比較的長いがんだが、早期から転移を起

こしやすいため、手術でがんを取り除いても再発の可能性

がある。再発したときの治療法について、がん研有明病院

の大野真司医師にお話を伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 大野真司 

平成 28 年 11 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

  

 



14 

 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

HA2017-006 

ハートネットＴＶ 

リハビリ・介護を 

生きる  

おひとりさまの 

自分介護（１） 

要介護になっても 

ひとりで暮らす 

 少子高齢化が進む中、単身世帯が増えている。今や７５

歳以上の男性の１０人に１人、女性では４人に１人が「お

ひとりさま」で暮らす時代。要介護状態になってもひとり

暮らしは可能なのか？おひとりさまに関する著作のある中

澤まゆみさんを迎え、介護保険や在宅医療を活用した「お

ひとりさま介護」の現実を見ていく。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

荒木由美子／中澤まゆみ 

平成 26 年 5 月 14 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

HA2017-007 

ハートネットＴＶ 

リハビリ・介護を 

生きる  

おひとりさまの 

自分介護（２）やが

てくる時のために 

 既婚未婚や家族の有無にかかわらず、多くの人に訪れる

のが老後のひとり暮らし。中でも近年特に増えているのが、

高齢女性のひとり暮らしだ。単身高齢者にとって、介護や

お葬式、お墓のことなど不安はつきない。おひとりさまの

暮らし方を模索するＮＰＯ法人ＳＳＳネットワーク代表の

松原惇子さんをゲストに、きたるべきおひとりさまの老後

を考える。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

荒木由美子／中澤まゆみ／松原惇子 

平成 26 年 5 月 15 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

HA2017-008 

認知症キャンペーン 

認知症介護  

家族の悩みに 

こたえます 

 認知症の高齢者を介護する家族の負担は大きい。認知症

の夫に寄り添いながら介護を続ける８０歳の女性や、妻の

介護でストレスを募らせる男性などを紹介しながら、家族

の悩みを解決する方法を考える。国立長寿医療研究センタ

ーの遠藤英俊さんが、認知症について解説し、視聴者から

の質問にもアドバイスを頂く。（この番組は、平成２７年７

月１４日に生放送されたものです。）  

49 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

遠藤英俊／城戸真亜子／柴田理恵 

平成 27 年 7 月 14 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

  



15 

 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

HA2017-009 

認知症キャンペーン 

認知症介護  

わたしたちに 

できること 

 厚生労働省の推計では、２０２５年には団塊の世代が７

５歳を超え、認知症の人は７００万人、６５歳以上の５人

に１人が認知症になるとされている。とても怖い病気とい

う印象が強い認知症だが、実際は２０年３０年かけて穏や

かに進行する病気で、早期発見可能だ。病気を正しく理解

することで、よい経過をたどることもできる。番組では、

鳥取大学医学部教授の浦上克哉さんをお迎えして、認知症

のイロハを学ぶ。また地域で展開されている「認知症カフ

ェ」などの取り組みを紹介する。  

49 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

綾戸智恵／浦上克哉／風見しんご 

平成 27 年 7 月 14 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

HA2017-010 

きょうの健康  

夏の急病を防げ！ 

熱中症対策 

 日本医科大学付属病院高度救命救急センター長の横田裕

行さんをお迎えして、熱中症対策について伺う。熱中症は

室内にいてもなることが多い。夏は、室内の温度が外の気

温以上に高くなることがあるので、室温の管理や水分補給

をしっかり行わないと、室内でも十分熱中症になる可能性

が高い。  

15 

ＮＨＫ 横田裕行 

平成 28 年 7 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2017-011 

きょうの健康  

夏の急病を防げ！ 

食中毒対策 

 夏は、食中毒を引き起こす細菌が増えやすい時期だ。い

つも無意識にやっていることが、実は食中毒の原因になる

こともある。食中毒を防ぐ三原則は「つけない・増やさな

い・やっつける」だ。日本医科大学付属病院・部長（救急診

療科）の宮内雅人さんに、食中毒の対策について伺う。  

15 

ＮＨＫ 宮内雅人 

平成 28 年 7 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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H 医療・健康 Health 

HB 性・育児 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

HB2017-001 

すくすく子育て  

発達障害？ 

と思ったとき 

 発達障害は発達の過程で見られる行動や認知の障害だ。

「自閉症スペクトラム」「注意欠陥多動性障害（ＡＤＨＤ）」

「学習障害（ＬＤ）」の３つのグループに分けられ、それぞ

れ特有の行動特性がある。発達障害は生まれつきの障害で

育て方は関係ない。お茶の水女子大学副学長で小児科医の

榊原洋一さんと明星大学教育学部教授の星山麻木さんを迎

えて、診断や療育について詳しく伺う。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

榊原洋一／星山麻木 

平成 27 年 10 月 13 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 
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J 子ども物・アニメ Junior 

JA 童話 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JA2017-001 

おはなしのくに  

アラジンとまほうの

ランプ 

 魔法使いに指示されてアラジンは古ぼけたランプを手に

入れた。こすると魔人が現れて望みを何でもかなえてくれ

る魔法のランプだ。おかげでアラジンは大金持ちになり、

お姫様と結婚した。ある日、魔法使いが来てそのランプを

奪い、城ごとお姫様をさらってしまった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

15 

ＮＨＫ 出演：肝付兼太 

平成 17 年 1 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

JA2017-002 

おはなしのくに  

かえるのえんそく 

 大阪のかえるは京都見物を、京都のかえるは大阪見物を

したいと思い、天王山のてっぺんでバッタリ出会う。それ

ぞれのお国自慢が始まり、とうとうどっちが日本一かこの

山の上から見てみようということに。手をつないで２匹は

向き合い「せ～の」と山の下を眺めるが…。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：武井誠  

10 

ＮＨＫ 出演：林家たい平 

平成 25 年 5 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

JA2017-003 

おはなしのくに  

スーホーの白い馬 

 モンゴルの草原に暮らす少年スーホーは、生まれたばか

りの白い子馬を見つけ、大事に育てる。子馬はスーホーと

兄弟のように仲良く暮らし、美しい白馬に育った。そんな

ある日、モンゴルの王様が競馬を開催し、白馬とスーホー

はみごと一等になった。ところが… 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：五十嵐由美子  

10 

ＮＨＫ 出演：木南晴夏 

平成 25 年 10 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 
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J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2017-033 

名探偵コナン  

小五郎、怒りの 

大追跡（前編） 

 小五郎がアイドル歌手・リサのボディーガードをするこ

とになった。だがリサのライブ会場に怪しい男が現れて、

リサを連れ去ってしまう。しかし連れ去られたのは、リサ

と間違われた蘭だった。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

読売テレビ  

平成 28 年 5 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2017-034 

名探偵コナン  

小五郎、怒りの 

大追跡（後編） 

 蘭に顔を見られた犯人たちは、冷蔵庫に蘭を閉じ込め、

粗大ゴミを不法投棄する穴に埋めてしまう。早く助けない

と、空気がなくなって蘭の命が危ない。蘭を助けるために、

小五郎は犯人たちにワナをしかける。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

読売テレビ  

平成 28 年 5 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2017-035 

ちびまる子ちゃん 

「さくら家の洗濯大

騒動」の巻  

「まる子、パーッと

したい」の巻 

「さくら家の洗濯大騒動」の巻 雨が続いて洗濯ができな

いさくら家。やっと晴れの日が来て、まる子とお父さんた

ちで洗濯をすることになるが、途中で雨が降りだして…。 

「まる子、パーッとしたい」の巻 大人には老人会や飲み

会など「パーッとする会がある」と聞いてうらやましがる

まる子。子どももパーッとしたいと考えるが、「パーッとす

る」とは何なのか分からず調べ始める。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

フジテレビ  

平成 28 年 6 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2017-036 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、後ろ姿を

磨きたい」の巻 

「成績が上がる魔法

の机」の巻 

「まる子、後ろ姿を磨きたい」の巻 後ろ姿美人になれる

というサラランシャンプーのコマーシャルにあこがれるま

る子。どうすれば後ろ姿美人になれるのか。 

「成績が上がる魔法の机」の巻 まる子はテストで３０点

をとってしまう。杉浦君は同じテストで９０点。いい点の

秘密はかっこいい学習机だという。なんとその机には、自

動鉛筆削り機に温度計、万年カレンダーまで付いていた。

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

25 

フジテレビ  

平成 28 年 7 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2017-037 

ポコニャン！  

シッポがある 

おとうとニャン 

 パパとママと一緒に山に遊びに来たミキ。「ポコニャー

ン」という鳴き声に誘われて林の中を進むと、ネコのよう

なタヌキのような不思議な生き物が現れた。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 5 年 4 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2017-038 

ポコニャン！  

ようちえんに 

行くニャン 

 幼稚園に行くユウたちを見て、自分も行きたくなったポ

コニャン。ミキに「人間じゃないと行けない」と言われた

ポコニャンは、人間の男の子に化けて幼稚園に体験入園す

ることになる。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

10 

ＮＨＫ  

平成 5 年 4 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

  



20 

 

X 手話 

XC 趣味・教養 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XC2017-001 

手話どうぶつ図鑑２ 

～海や水辺の 

いきものたち～ 

 手話のおにいさんと一緒に水族館に行こう。今回の動物

は、クジラ、イルカ、アザラシ、サメなど全部で１２種類！

それぞれの動物についての豆知識を、手話のおにいさんが

楽しくお話ししてくれる。昨年制作した「手話どうぶつ図

鑑」の第二弾。（すべての漢字にルビ付き）  

30 

聴力障害者 

情報文化センター 

江副悟史 

平成 29 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

 

X 手話 

XH 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XH2017-001 

聴覚障害者の 

みなさんへ  

見直しましょう 

食生活 ～糖尿病 

予防のために～ 

 糖尿病は従来、中高年に多い病気だったため成人病とい

われていた。しかし、その原因は生活習慣が大きく関与し

ていることがわかり、名前も生活習慣病と変わった。 

 糖尿病の早期発見と生活の中でできる予防について、医

師と管理栄養士に伺う。  

30 

聴力障害者 

情報文化センター 

片倉和彦／重田亜裕子／佐沢静枝（手話ワイプ）／森せい

子 

平成 29 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 


