
 

 

聴覚障害者向け映像ライブラリー目録 

追 録 

 

平成３０年度分 

（２０１８年） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

とちぎ視聴覚障害者情報センター 
  



1 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-001 

ハートネットＴＶ 

シリーズ 相模原 

障害者施設殺傷事件 

言葉はなくとも  

重度知的障害の 

ある人たち 

相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で、１９人

が殺害され２７人が負傷した事件が起きた。容疑者は取り

調べの中で「意思疎通ができない人たちを刺した」と語っ

た。ネット上でも「知的障害者は怖い」「何を考えているか

分からない」などの声が上がった。知的障害者の思いを知

ろうと模索する人たちの活動を追う。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

 

平成 28 年 12 月 7 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2018-002 

ハートネットＴＶ 

シリーズ  

罪を犯した発達障害

者の再出発 第１回 

少年院の現場から 

 罪を犯した少年たちに立ち直るための教育を行う少年

院。罪を犯した少年の中には発達障害や、その疑いがある

人もいることが分かった。しかし発達障害は外見では判断

しづらく一般の少年と同じ教育が行われてきた。そこで国

は発達障害のある少年に対する指導方針を打ち出し配慮あ

る指導を促した。その成果と課題について考える。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

中野 淳／藤川 洋子 

平成 29 年 5 月 30 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2018-003 

ハートネットＴＶ 

シリーズ  

罪を犯した発達障害

者の再出発 第２回 

出所、そして社会へ 

 障害への支援や配慮が受けられないため罪を犯してしま

う人たちがいる。地域生活定着支援センターは、こうした

人たちの再犯を防ぐために活動している。中でも先進的な

取り組みをしている長崎県の地域生活定着支援センターの

取り組みを紹介する。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

藤川 洋子／伊豆丸 剛史／中野 淳 

平成 29 年 5 月 31 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

  



2 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-006 

ハートネットＴＶ  

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．３２  

共に挑み、走り続ける 

～陸上競技選手  

高田裕士 千明～ 

 アスリートの高田千明さん裕士さん夫妻。千明さんは視

覚障害者、裕士さんは聴覚障害者だ。国内ではトップアス

リートの二人だが、まだ国際大会で金メダル

は獲得していない。互いに高めあい、頂点を

目指す夫婦のブレイクスルーに迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：

佐沢静枝  

29 

ＮＨＫ 高田千明／高田裕士／風間俊介 

平成 27 年 6 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

DA2018-007 

ハートネットＴＶ  

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．４８  

“わたし”を 

あきらめない  

光と音をなくした 

２７歳 荒美有紀さん 

 盲ろう者の荒美有紀さんは２２歳の時、突然の病で光と

音を失った。一時は生きる意味を見失いかけるが、指点字

との出会いでコミュニケーションを取り戻す。今では、指

点字を通して自らの思いを発信し、同じ境遇の人たちのた

めに活動している。「見えなくても聞こえなくても、わたし

の人生をあきらめない」そんな荒さん

のブレイクスルーに迫る。（字幕・手

話付き 選択可能）手話表現者：佐沢

静枝  

29 

ＮＨＫ 荒美有紀／風間俊介／安藤桃子 

平成 28 年 2 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

DA2018-008 

ハートネットＴＶ 

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．３４  

キムさんの 

日本語教室 

 今回は、名古屋市でろうの外国人のための日本語教室を

開いている韓国出身のキム・ナムユンさんを訪ねる。結婚

して日本で暮らすことになったキムさんは韓国で手話通訳

をしていた。日本語が分からない頃、キムさんを助けてく

れたのは日本のろう者だった。「言葉を学び、誰かと通じ合

いたい。」ろうの外国人の思いに寄り添い、手話で日本語を

教えるバイタリティあふれるキムさんの毎日を追う。  

29 

ＮＨＫ キム・ナムユン 

平成 27 年 7 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



3 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-009 

ハートネットＴＶ 

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．８６  

つたえたい  

聞こえないママへ  

ダンサーＲＥＩＫＯ 

 今回の主人公は、ＡＩさんのコンサートツアーにも参加

したＲＥＩＫＯさん。彼女は幼い頃から、聞こえない母と

手話でコミュニケーションをしていた。小学生の頃にいじ

めにあい、心を閉ざした彼女に、再び人とつながる喜びを

くれたのがダンスだった。言葉はなくても気持ちは伝わる。

今、彼女は東京オリンピック、パラ

リンピックに向けて、手話を取り入

れたダンスを踊る。そんなＲＥＩＫ

Ｏさんのブレイクスルー。  

29 

ＮＨＫ ＲＥＩＫＯ／風間俊介／ＡＩ／ 

平成 29 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-010 

ハートネットＴＶ 

シリーズ  

戦後７１年 第２回 

わたしが見た 

“ろう者の戦争” 

 自らも聴覚障害のあるディレクターが、ろう者の戦争体

験を取材する。大阪にある聴覚障害者用の老人ホームで、

徴兵検査で不適格になり軍需工場に徴用された男性の話を

聞く。東京在住の女性は、戦時中満足に教育を受けられな

かったために日本語の読み書きや意味をつかむことが苦手

だと話す。これら取材映像を元に、視覚障害者を中心に障

害者の戦争について調べている盲教育史研究会の事務局長

と、３０年にわたり被爆ろう者の証

言を集めている手話通訳者、２人の

ゲストを交えて障害者の戦争につ

いて考えていく。  

29 

ＮＨＫ 岸博美／仲川文江 

平成 28 年 8 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-012 

ハートネットＴＶ 

デフリンピック特集 

早瀬憲太郎・久美 

夫妻の挑戦 

 ４年に１度開催される聴覚障害者のスポーツの祭典デフ

リンピック。このデフリンピックに２大会連続で挑むろう

者の夫婦がいる。自転車競技の日本代表・早瀬憲太郎さん

はロードレースに出場する。妻の久美さんは、前回、マウ

ンテンバイクに出場し銅メダルに輝いた。２人の目標は夫

婦そろってメダルを獲得することだ。夫妻はデフリンピッ

クに向けて毎週末、各地のレースに出場している。実戦で

経験を積むのが目的だ。二人三脚でデフリンピックに挑む

早瀬さん夫妻の姿を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／早瀬久美 

平成 29 年 7 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

 



4 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-014 

ココがズレてる 

健常者  

障害者１００人が 

モノ申す 

 障害者１００人と人気健常者タレントがガチバトル。健

常者の思い込みや勘違いに障害者がもの申す！障害者は気

の毒？義足だったら脚エステは受けられない？エレベータ

ーに車いすの人が乗ってきた

ら？最もズレてる健常者「Ｍ

ＺＫ」に選ばれるのは果たし

て誰か？  

45 

ＮＨＫ 
鈴木おさむ／千原ジュニア／平成ノブシコブシ／小島よし

お／カンニング竹山／中川翔子 

平成 28 年 12 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

光と音が薄れゆく中で

～グランドソフトボー

ルと駆け抜けた夏～ 

 目がほとんど見えない黒澤悠也君は、音だけを頼りにボ

ールを追う視覚障害者のための野球・グランドソフトボー

ルの選手。しかし、ここ数年、聴力も低下している。 

 グランドソフトの主将としてチ

ームを率い、さらに将来のために、

あん摩・マッサージ・はりの勉強に

励む姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 黒澤悠也 

平成 28 年 10 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-018 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

離れていても助けた

い ～熊本地震ＩＴ

を使った支援～ 

 熊本を襲った大地震で被災した聞こえない人は、避難所

で健聴者とうまくコミュニケーションできず避難所を離れ

た人もいる。その教訓を踏まえ、今、電話リレーサービス

をはじめ、ろう難聴者に役立つサ

イトができている。 

 サービスについて利用者の声を

含め紹介する。  

15 

ＮＨＫ 佐藤万美 

平成 28 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

壁があるから 

心がひらく  

ろう者が営む喫茶店 

 ろう学校卒業後、調理師の学校で資格をとった尾中幸恵

さん。しかしコミュニケーションができないからと、なか

なか就職できなかった。そんな尾中さんに４３歳の時、喫

茶店経営のチャンスが訪れた。 

 経営も軌道に乗り、今後はソムリ

エの資格にも挑戦するという。  

15 

ＮＨＫ 尾中幸恵 

平成 28 年 10 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 



5 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-020 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

心ひとつに ～ろう

の教師と聞こえる生

徒たちの合唱～ 

 長野県の山間にある松本市立大野川中学校。ここで、ろ

うの教師・篠原雅哉さんが聞こえる生徒に教えている。 

１０月、篠原さんのクラスは文化祭で合唱を披露すること

になり、篠原さんは指揮者を務める。

聞こえない先生と聞こえる生徒が一

緒に合唱に挑む姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 篠原雅哉 

平成 28 年 11 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる   

奄美の海で 

カツオ一本釣り 

 山下浩一さん（５１歳）は祖父からの代から漁師をして

いる。聞こえないハンデを乗り越え、聞こえる人と対等に

仕事をしている。「海では目の力が

重要」と語る山下さん。漁師とし

て誇りを持って生きる山下さんの

日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 山下浩一 

平成 28 年 11 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえないリーダー

の挑戦～国際大会を

成功に導くために～ 

 アジア太平洋デフバスケットボールクラブ選手権大会が

１１月に日本で初めて開催された。この大会の実行委員長

を務める穂満圭太さん（３３歳）。 

 穂満さんは外国人選手とのコミュニケーションやボラン

ティアのとりまとめなどの重責を担う。 

 日本で初めて行われるデフバス

ケの国際大会の成功を目指す穂満

さんの奮闘を追う。  

15 

ＮＨＫ 穂満圭太 

平成 28 年 12 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-023 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

もう一度学びたい 

～ろう者が通う 

日本語教室～ 

 愛知県名古屋市で、手話を使って、ろう者に日本語を教

えるキム・ナムユンさん。生徒は皆、仕事や育児をこなし

てきた日本人女性。 

 今なぜ日本語を学ぶのか、キム

さんとキムさんの教室に通う女性

たちを追う。  

15 

ＮＨＫ キム・ナムユン／高井玲子 

平成 29 年 1 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 



6 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

挑めば 

可能性は広がる  

弁護士 久保陽奈 

 重度の難聴のある弁護士・久保陽奈さん。民事事件を担

当し現在およそ４０の案件を抱えている。依頼者とは、さ

まざまなツールを使って打ち合わせをしている。 

 依頼人の思いに応えたい。その

ために自ら動き工夫し信念を持っ

て進む久保さんを追う。  

15 

ＮＨＫ 久保陽奈 

平成 29 年 1 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一人前を目指して 

～釧路の左官職人～ 

 コテ１本で壁を仕上げる左官職人。一人前になるまでに

５年から１０年かかる。 

 左官の世界で修業をつんでいるろう者・内藤秀之さん 

２７歳。ろう学校の先輩や親方の

指導の下、一人前の左官職人にな

るために励んでいる姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 内藤秀之／柏木洋平 

平成 29 年 2 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえなくても 

踊れるよ～ろうのダン

スインストラクター～ 

 切れの良いパフォーマンスを繰り広げるダンスユニット

「ネクパソ」。ダンサーは全員がろう者。 

 メンバーの１人ｅｍｉこと平野恵美さん３５歳。ダンス

の魅力を伝えたいと、ろうの子ど

もたちにダンスを教える。 

ろうのダンスインストラクター

ｅｍｉさんの日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 平野恵美 

平成 29 年 2 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

僕の音楽は難聴と 

ともに 宇崎竜童 

 歌手としてヒットを飛ばした宇崎竜童さん７１歳。宇崎

さんは妻の阿木燿子さんとのコンビで作曲家としても活躍

している。しかし、宇崎さんは３０代のころから両耳の難

聴に悩んでいる。 

 ３０年以上にわたり難聴に向

き合ってきた苦悩と音楽への思

いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 宇崎竜童／山田賢治 

平成 29 年 3 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

 



7 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

みんなで一緒に 

舞台を楽しみたい 

 聴覚障害のある観客向けに、セリフを字幕で見せるサー

ビスがある。演技にあわせてスタッフがパソコンのキーを

たたくと、モバイル端末にセリフが表示されるというもの

だ。聴覚に障害があっても、聞こえる人と一緒に演劇を楽

しめるこのサービスを提供するの

はＴＡ－ｎｅｔ。 

 代表の廣川麻子さんとスタッフ

の活動を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 廣川麻子／ＴＡ－ｎｅｔのメンバー 

平成 29 年 4 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-035 

ＮＮＮドキュメント’

１３ 守ちゃんと 

よしえちゃん  

バリカンとガハハ女房 

 愛媛県西大洲にある理容室。ここは看板娘のよしえちゃ

ん７４歳と、難聴の守ちゃん７５歳の夫婦が経営するおし

ゃれスポット。よしえちゃんの日課はかまぼこ板に絵を描

くこと。店主の守ちゃんはきょう

もあしたも風任せ。バリカン片手

に人生を笑い飛ばす夫婦の物語。  

25 

南海放送  

平成 25 年 9 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-036 

ＲＳＫ地域スペシャル 

メッセージ 聴こえな

い子を救いたい 

～岡山かなりや学園～ 

 １９７５年、全国初の私立の難聴幼児通園施設「岡山か

なりや学園」が発足した。聞こえなくても会話ができ、将

来自立する力を育むことを目的にしている。０歳から６歳

までの難聴児を教育し、今までに４００人以上が卒園した。

学園出身のダンサーの女性や、通園中の児童の様子を紹介。

生後すぐに行われる聴力検査や、人

工内耳についても紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：荒井美香  

48 

山陽放送  

平成 29 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-037 

ＥＴＶ特集  

亜由未が 

教えてくれたこと 

 ＮＨＫ青森のディレクター坂川裕野さんの妹・亜由未さ

んは脳性マヒと知的障害を持つ重度障害者だ。相模原市で

起きた障害者殺傷事件をきっかけに、「障害者の家族は不幸

ではない」ことを伝えるため、坂川さんは亜由未さんの暮

らしを撮影することにする。そして今まで両親に任せてい

た亜由未さんの介助を１か月間してみることに。両親の苦

労、亜由未さんの双子の妹の思い

…。重度障害者とともに暮らす家

族の姿を描く。  

60 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

坂川裕野／坂川亜由未 

平成 29 年 7 月 22 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2018-038 

ハートネットＴＶ 

ＷＥＢ連動企画 

“チエノバ”  

これだけは 

知ってほしい！ 

聴覚障害の悩み 

 聴覚障害者といっても、全く聞こえない人から補聴器で

少し聞こえる人、生まれつき聞こえない人、途中で聞こえ

なくなった人などさまざまだ。しかし聴力に違いはあって

も、日常生活で不便を感じることに共通点は多い。番組で

は視聴者から寄せられた意見を紹

介しながら、聴覚障害者の抱える

悩みについて、ろう者のゲストと

共に考えていく。  

29 

ＮＨＫ厚生文化 

事業団 

善岡修／久保純子／荻上チキ 

平成 27 年 6 月 25 日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

 

  



9 

 

D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2018-002 

映像’１５  

わが家にやってきた

脱走兵  

ベトナム反戦運動・

４７年目の真実 

 １９６０年代半ば、ベトナム戦争が泥沼化する中、米軍

では戦場に行くのを拒否して脱走する兵士が現れていた。

日本では、反戦団体「ベ平連」が、脱走兵を援助するグルー

プを立ち上げ、一般市民に脱走兵をかくまうよう協力を求

めた。当時、放送局でカメラマンをしていた小山帥人（お

さひと）さんは１人の脱走兵を自宅にかくまった。それか

ら４７年。あの脱走兵は今どうしているの

か。小山さんは消息を尋ねる旅に出る。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：野口岳史  

49 

毎日放送 小山帥人／フィリップ・キャリコート 

平成 27 年 8 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

DD2018-003 

映像’１５  

白い炎  

放火殺人 

２０年の真実 

 娘にかけた保険金目当てに放火し、娘を殺害したとされ

た青木惠子さん。無実の訴えに警察・検察・裁判所は耳を

貸さなかった。放火なのか自然発火なのか、実験を重ね反

論する弁護団。２０年前、大阪で起きた女児死亡火災の真

実に迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：小野寺善子  

49 

毎日放送 青木惠子／桜井昌司 

平成 27 年 12 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

DD2018-008 

目撃者ｆ  

降りそそぐ刃  

～検証 平成２９年

７月九州北部豪雨～ 

 平成２９年７月、九州北部を豪雨が襲い、甚大な被害を

もたらした。中でも、観測史上最大雨量を記録したのが福

岡県朝倉市だ。被害を拡大させたのは、いくつかの要因が

重なったからではないかと専門家は分析する。あの日、一

体、どんな現象が起きていたのか、さま

ざまなデータから探る。（字幕・手話付

き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

26 

福岡放送  

平成 29 年 7 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 



10 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2018-009 

目撃者ｆ  

泥なんかに 

負けんばい！  

～被災地で出会った

６人家族～ 

 平成２９年７月５日から６日にかけて、福岡県と大分県

を中心とした九州北部で集中豪雨が発生、死者・行方不明

者が４０名を超える災害となった。中でも被害のひどかっ

た地域の一つ、福岡県朝倉市。この作品では、朝倉市の東

部にある真新しい新築住宅を土砂で壊され、避難生活を余

儀なくされた石井さん一家６人が、

力をあわせて生活再建に向けて歩き

出す姿を追う。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：江副悟史  

26 

福岡放送  

平成 29 年 8 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-001 

１０ｍｉｎ． 

ボックス  

職業ガイダンス  

空港で働く ～グラ

ンドハンドリング～ 

 空港で飛行機を時間どおりに安全に出発させるために働

く人たちを「グランドハンドリング」と呼ぶ。入社６年目

の原田さんの仕事を通して、グランドハンドリングの仕事

を見ていく。グランドハンドリングの仕事は、燃料の補給、

コンテナの積み降ろし、飛行機の誘

導、機内掃除などで、１機あたり５０

人以上のスタッフが関わっている。  

10 

ＮＨＫ 原田知幸 

平成 22 年 1 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

EB2018-002 

１０ｍｉｎ． 

ボックス  

職業ガイダンス  

接客の仕事 

 接客態度が決め手になるとも言われる旅館業界。そこで

働く入社３年目の仲居の宮崎香奈さんを通して接客の仕事

を見ていく。朝、従業員のミーティングでその日担当する

客を確認し、チェックインからチェ

ックアウトまでお世話する仲居の

仕事。ほかにも備品の手入れ、フロ

アの掃除など意外に重労働だ。  

10 

ＮＨＫ 宮崎香奈 

平成 22 年 2 月 6 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 

EB2018-003 

１０ｍｉｎ． 

ボックス  

職業ガイダンス  

アニメに 

かかわる仕事 

 アニメづくりを支えている、絵の職人・アニメーター。

仕事を始めて３年目の齊藤洋平さんを通してアニメーター

の仕事を見ていく。１０分間のテレビアニメに必要な絵は

およそ１３００枚。それを３～４人で分担し、演出家の注

文に忠実に原画を完成させる。鉛筆

で１枚１枚描かれる手がきの世界。

アニメーターの指先から人々を魅了

する名場面が生みだされるのだ。  

10 

ＮＨＫ 齊藤洋平 

平成 22 年 2 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

EB2018-004 

ＮＨＫ高校講座  

ビジネス基礎  

ビジネスと 

コミュニケーション 

 社会人の自覚とは何だろう？番組では「健康管理」「時間

管理」「みだしなみ」「名刺の渡し方」「電話の

取り方」など、ビジネスマナーのイロハにつ

いて、わかりやすく解説する。（字幕・手話付

き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

10 

ＮＨＫ  

平成 28 年 2 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2018-005 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

子どもを産むって？ 

～妊娠・出産～ 

 「もし恋人から性行為を求められたらどうしますか？」

高校生を対象にした調査では、男女ともに第１位の答えは

「そのときにならないと分からない」だった。性行為は妊

娠や出産につながる行為だ。高校生であっても、避妊の方

法や妊娠のしくみ、子育てについて知ることはとても大切

だ。番組では、ある母親が男の子を産むまでの道のりを見

ながら、妊娠と出産について考える。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／南野忠晴 

平成 29 年 5 月 18 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 

EB2018-006 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

子どもの不思議に 

迫る  

～乳幼児期の発達～ 

 ほかの多くの動物と異なり、人間の赤ちゃんは体も脳も

未成熟のまま生まれてくる。しかし生まれたあと、赤ちゃ

んは自ら育つ力を発揮して成長していく。人見知りや「魔

の２歳」と言われるイヤイヤ期のしくみなどを学びながら、

乳幼児期の子どもの成長について学ぶ。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／南野忠晴 

平成 29 年 5 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2018-007 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

誰がどう 

育てればいいの？ 

～子育て環境と 

地域～ 

 待機児童問題や児童虐待など、子育てをめぐる社会問題

は後を絶たない。原因の１つには母親だけに子育てを押し

つけている現状がある。今回は、誰がどのように関われば

安心して子育てができるのかを考える。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／大日向雅美 

平成 29 年 6 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2018-008 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

どんな親に 

なりたい？  

～親子共に育つ～ 

 突然泣き出したり機嫌が悪くなったり、子育ては大変と

いうイメージがある。しかし子育てをとおして親自身も成

長していく。恵泉女学園大学の大日向先生に、安心して親

になるための心構えを伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／大日向雅美 

平成 29 年 6 月 8 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 

EB2018-009 

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７話  

太陽系の広がり－太陽

系のいろいろな天体－ 

 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７話は太陽系のいろいろな天体について。 

 昔から人々は、彗星は悪いことが起こる兆しだと恐れて

いた。しかしイギリスの天文学者ハレーは、万有引力の法

則を使って、彗星が再び現れる年を予言することに成功す

る。彗星がどこからやってくるのか、ユータとアストロペ

ディアは彗星のふるさとへと旅立つ。 

（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 

EB2018-010 

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８話  

星は生きている 

－恒星－ 

 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８話は恒星について。永久に輝き続けるよ

うに思われる恒星も、生き物と同じように死んでいく存在

だ。恒星の一生は重さによって異なる。太陽と同じくらい

の恒星は１００億年くらい光り続ける。太陽よりも軽い恒

星は、数百億年も光り続ける。では太陽よりも重い恒星は

どんな一生を送ることになるのだろうか。 

（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 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

EB2018-011 

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９話  

星の川、星の渦 

－天の川銀河－ 

 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９話は天の川銀河について。天の川が星の

集まりだと発見したのはイタリアの物理学者、天文学者、

哲学者でもあるガリレオ・ガリレイ。銀河系の形や大きさ

はどのように解明されたのか。そこには途方もなく緻密な

努力があった。 

（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 

 

 

 



14 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-012 

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１０話  

群れをなす銀河－銀河

と宇宙の大規模構造－ 

 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１０話は宇宙の大規模構造について。 

 銀河は私たちの銀河系以外にも存在している。さまざま

な銀河の形や銀河の集まりを紹介しながら、宇宙の大規模

構造に迫っていく。  

（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 

EB2018-013 

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１１話  

膨張する宇宙  

－宇宙の歴史－ 

 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１１話は宇宙の歴史について。 

 エドウィン・ハッブルは、１９２９年に「宇宙は膨張し

ている」と発表した。ハッブルが解明した膨張の理由は何

か。宇宙の誕生と未来に迫る。  

（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 

EB2018-014 

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１２話  

宇宙を見つめる目  

－進化する天体観測－ 

 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１２話は進化する天体観測について。 

 ４００年前、天体観測を大いに発展させた人物がガリレ

オ・ガリレイ。それから今日まで続く、さまざまな観測と

その進化の歴史を紹介する。  

（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 
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分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-015 

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１３話  

未知への挑戦  

－宇宙の謎－ 

 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１３話は宇宙の謎について。 

 宇宙にはいまだ知られていないことが数多くある。正体

の不明なダークマターとダークエネルギー。これらが宇宙

の物質とエネルギーの９６％を占めて

いるという。 

（字幕・手話付き 選択可能） 

手話表現者：森田明  

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 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2018-005 

 

学校の怪談３ 

 舞台はとある地方の小学校。この学校では昔亡くなった

タイチという少年の幽霊が出るといううわさがあった。タ

イチは、運動会の二人三脚で転んだ生徒に目をつけるとい

う。教師の八橋が、タイチが潜むといわれる鏡を発見して

しまい…。 

 妖怪たちが暴れ回る鏡の世界に、取り込まれてしまった

生徒たちと八橋先生。果たして彼らは、この恐ろしい世界

から逃げ出せるのか？ 平成９年、金子修介監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

97 

東宝 
西田尚美／前田亜季／黒木瞳／佐戸井けん太／野田秀樹／

野村宏伸 

平成 9 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 
字幕 
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H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

HA2018-001 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

〝化学工場〟肝臓 

 ７月２８日は世界肝炎デー。「沈黙の臓器」と呼ばれる肝

臓について、その働きや肝臓病の最新治療法まで、横浜市

立大学大学院教授の中島淳さんに詳しく伺う。 

 １回目は「化学工場 肝臓」と題して、肝臓の働きや肝

臓病の検査について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・
字幕 

HA2018-002 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

脂肪肝に要注意 

 肝臓病についてお伝えする２回目は「脂肪肝」について。

脂肪肝というとお酒の飲みすぎが原因と思われがちだが、

食べ過ぎなどでも脂肪肝になる。脂肪肝を放っておくと、

一部の人では肝炎から肝硬変、そして肝臓がんへと進行す

る場合がある。脂肪肝の検査や改善方法について解説する。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-003 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

一度は検査！ 

肝炎対策 

 肝臓病徹底解説の３回目はウイルス性肝炎について。肝

臓がんの原因の７０％がＣ型肝炎で、１０～２０％がＢ型

肝炎だ。Ｂ型肝炎は母子感染や性交渉で感染し、Ｃ型肝炎

は輸血などで感染する。この２つのウイルス性肝炎は、一

度は検査することが勧められている。ウイルス性肝炎の検

査や治療について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 26 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 

HA2018-004 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

肝臓がん最新治療 

 肝臓病徹底解説の４回目は「肝臓がん最新治療」をお送

りする。 

 肝臓がんは肝細胞がんと肝内胆管がんがあるが、今回取

り上げるのは肝臓がんの９５％を占める肝細胞がん。肝細

胞がんの原因と経緯、その最新治療について専門家に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-005 

きょうの健康  

命を守る！  

胃がん徹底解説  

胃がんへの分岐点 

シリーズ「命を守る！胃がん徹底解説」の１回目は「胃

がんへの分岐点」。胃がんの一番の原因はピロリ菌感染で、

胃がんにかかる人は５０歳代から急増する。中年になる前

にピロリ菌に感染しているかどうかを調べ、除菌治療を受

けることで、胃がんを未然に防ぐことができる。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 杉山敏郎／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 5 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-006 

きょうの健康  

命を守る！  

胃がん徹底解説  

手術とその後の対応 

 シリーズ「命を守る！胃がん徹底解説」の２回目は「手

術とその後の対応」。胃がんは、大きさや深さ、広がりの程

度によって治療法が異なる。早期がんの場合には内視鏡治

療、進行すると手術になる場合が多い。それぞれの治療方

法や手術後の注意点などを専門家に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 片井均／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 5 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-007 

きょうの健康  

命を守る！  

胃がん徹底解説  

治りにくいがんと 

抗がん剤 

 シリーズ「命を守る！胃がん徹底解説」の３回目は「治

りにくいがんと抗がん剤」。胃がんは治せる可能性の高いが

んだが、転移していたり切除の難しいがんの場合は、がん

の進行を遅らせる抗がん剤治療が中心となる。抗がん剤の

種類や、個々の薬の副作用等について専門家に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛   

15 

ＮＨＫ 杉山敏郎／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 5 月 11 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 

HA2018-008 

きょうの健康  

うつ病 信頼できる

最新治療  

軽症のうつ病 

シリーズ「うつ病 信頼できる最新治療」の１回目は「軽

症のうつ病」。軽症のうつ病だと、頑張れば日常生活が維持

できるため治療が遅れがちだ。しかし、治療をせずに放置

することで重症化することもある。うつ病は重症でも早期

の治療で治せるので、早めに治療することが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 渡辺衡一郎／岩田まこ都／黒沢保裕 

平成 29 年 4 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2018-009 

きょうの健康  

うつ病 信頼できる

最新治療  

中等症・重症のうつ病 

 シリーズ「うつ病 信頼できる最新治療」の２回目は「中

等症・重症のうつ病」。うつ病は適切な治療で後遺症もなく

完全によくなる病気だが、そのためには、家族や周囲の理

解と援助が欠かせない。周囲は、治療の過程で病状が一進

一退を繰り返しても、一喜一憂せずに、患者を支えていく

ことが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 杉山暢宏／岩田まこ都／黒沢保裕 

平成 29 年 4 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2018-010 

きょうの健康  

うつ病 信頼できる

最新治療  

子どものうつ病 

 シリーズ「うつ病 信頼できる最新治療」の３回目は「子

どものうつ病」。子どもの対象になるのは６歳から１８歳

で、特に１３～１４歳以降は患者が急激に増え、発症率も

大人と同じくらいになる。子どものうつ病の特徴と、周囲

の大人（家庭・学校）の支援方法についてお話を伺う。  

15 

ＮＨＫ 齊藤卓弥／岩田まこ都／黒沢保裕 

平成 29 年 4 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 
字幕 

HA2018-011 

きょうの健康  

うつ病 信頼できる

最新治療  

高齢者のうつ病 

 シリーズ「うつ病 信頼できる最新治療」の４回目は「高

齢者のうつ病」。高齢者は、環境的にも体質的にもうつ病に

なりやすい。また高齢者特有の症状があったり、検査法や

治療法も異なっている。高齢者のうつ病について、その特

徴をおさえながらお話を伺う。  

15 

ＮＨＫ 渡辺衡一郎／岩田まこ都／黒沢保裕 

平成 29 年 4 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 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 

JB2018-014 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、東海道線

駅弁の旅」の巻 

「３年４組に 

宇宙人が？」の巻 

「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻 

 たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見て、自分もほしく

なったまる子。おじいちゃんと一

緒に駅弁を買いに行き、止まって

いた電車で駅弁ごっこをしてい

た。その時、電車が発車して…。 

「３年４組に宇宙人が？」の巻 

 クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は地球人に変装し

ているかも…と知ったまる子。お姉ちゃんと全然似ていな

い自分は、もしかしたら宇宙人かもしれないと考える。 

25 

フジテレビ 【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】  

平成 28 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-015 

ちびまる子ちゃん 

「何度も楽しい 

新聞紙」の巻 

「まる子、 

ブルマのゴムに振り

まわされる」の巻 

「何度も楽しい新聞紙」の巻 

 お父さんから新聞紙で作るおもちゃを教えてもらったま

る子は、その日の新聞紙を全部使っ

てしまい、家族に怒られる。次の日、

寒かったまる子は温まるために新聞

紙を体に巻くが…。 

「まる子、ブルマのゴムに振りまわされる」の巻 

 まる子はブルマのゴムがゆるくなってしまい、お母さん

に新しいブルマを買ってもらう。次の日、まる子は体操服

を洗濯するのを忘れ、予備のブルマをはいて登校した。し

かしそれはお姉ちゃんのブルマで、ゴムもゆるゆるだった。  

25 

フジテレビ 【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】  

平成 28 年 10 月 16 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 

JB2018-016 

名探偵コナン  

待合室の７人 

突然降りだした雨を避けるため、コナンたちは駅舎に駆

け込んだ。そこには５人の先客と駅長と駅員のあわせて７

人がいた。台風の影響で電話も通じず、駅で一晩過ごすこ

とになるコナンたち。客たちは駅にある温泉に入ることに

する。小五郎が温泉から出てくる

と、上着のポケットから「今夜ここ

で人が殺されます」と書かれた紙

切れが出てくる。  

25 

読売テレビ 【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

平成 28 年 6 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-017 

名探偵コナン  

曇柄寺が隠す秘密 

米花金融から現金を奪った犯人が交通事故で死亡する。

しかし奪われた現金は見つからなかった。そのころ小五郎

は曇柄寺（どんがらじ）の住職・足立了全から、「寺の建て

替え工事を中止しろ」と脅迫電話があったと相談を受ける。

調べを進める中で、小五郎は犯人は

曇柄寺に現金を隠したのではないか

と推理するが…。   

25 

読売テレビ 【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

平成 28 年 6 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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X 手話 

XC 趣味・教養 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XC2018-001 

手話で知りたい  

成年後見制度の基礎 

～大切な財産を 

守るために～ 

 認知症が進み判断能力が衰えて、必要のない家のリフォ

ームや高額な商品購入の契約をしてしまう高齢者が多い。

その人たちの大切な財産を守る制度が成年後見制度だ。こ

の作品では、ろうの弁護士・田門浩さんに成年後見制度の

基礎をやさしく解説していただく。ミニドラマで具体的事

例などを紹介。ドラマでは日本ろ

う者劇団の江副悟史さんが８０

歳の老人を演じる。 

（手話・字幕つき）  

20 

聴力障害者 

情報文化センター 

田門浩／佐沢静枝／江副悟史 

平成 30 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 

X 手話 

XE 教材 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XE2018-001 

きこえづらいって 

どんなこと？  

～難聴について 

知ろう～ 

 耳が聞こえない人、聞こえづらい人たちを、難聴者とい

います。難聴者はどんなふうに聞こえるのか、難聴者と話

すときにどんなことに気をつけたらよいのかなど、難聴者

とのコミュニケーションについ

て学びます。小学校３～４年生向

け。（手話・字幕つき）  

16 

聴力障害者 

情報文化センター 

所智子 

平成 30 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 

 


