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C 趣味・教養  Culture 

CC エチケット・生活情報 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CC2020-003 

動画で学ぶパワハラ

５ 

部下へのパワハラにより失うものは信用だけではなく、

職場全体の士気の低下や対外的なイメージの低下など、企

業にとって大きな損失を与える。良い例、悪い例を通して

学習する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

16 

厚生労働省  

 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

CE 趣味 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CE2020-010 

つくるということ 布からデザインして服をつくる、その優れた日本の作り

手と、美しい日本の原風景で生きる女性の姿を描く。日本

のブランド「ミナ ペルホネン」の協力のもと、ものづく

りに携わる人々の想いが映像から伝わってくる。ニューヨ

ークフェスティバル金賞、アジアテレビ賞（最優秀撮影賞）

など日本だけでなく、世界で称賛を浴び様々な賞を受賞し

た作品。 

14 

関西テレビ 蒼井優 

平成 29年 8月 4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 

DA2020-001 

ハートネットＴＶ 

ＮＨＫハート展 

手話・ままのめ 

 障害のある人がつづった詩に、著名人が作品を寄せるＮ

ＨＫハート展。知的障害を伴う自閉症のある岩元優真さん

（１４）にとって、詩は周囲の人に自分の言葉を伝えられ

る数少ない機会。二人三脚で奮闘する母との日常を独特の

表現で描く。聴覚障害のある駿河富子さん（６８）は、幼い

ころ言葉に傷つき、詩を書く中で自らの人生を取り戻して

きた。詩に込められたそれぞれの人生を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 白鳥久美子／中野淳 

令和元年 10月 22日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-002 

ハートネットＴＶ 

亜由未が教えてくれ

たこと ２０１９ 

 障害者と暮らす家族の本音、共に生きる幸せとは何か。

３年前の相模原障害者殺傷事件を機に、重度の障害者の妹・

亜由未さんにカメラを向けるＮＨＫディレクターの記録。

この夏、２年ぶりに亜由未さんと向き合う兄。妹の症状や

環境の変化、介助する親の老いなど、多くの問題を目の当

たりにしながら、家族とは何かを模索する。 

29 

ＮＨＫ  

令和元年 11月 20日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-003 

ハートネットＴＶ 

“世界最速の男” 

プロの舞台に立つ！ 

～聞こえないスノー

ボーダーの挑戦～ 

 スノーボードで、デフリンピック３連覇の絶対王者・原

田上選手。４０歳を超えた今、聞こえるトップ選手がしの

ぎを削るプロの世界に飛び込んだ。たった１人の聞こえな

いプロアルペンスノーボーダーとして、あえて厳しい世界

に挑む決意とは？ 

29 

ＮＨＫ 出演者：原田 上 

令和元年 6月 5日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-004 

ハートネットＴＶ 

もう一人の演者  

～舞台手話通訳  

米内山陽子さん～ 

 演劇の作品内容を手話で伝える舞台手話通訳者。俳優の

セリフ、演技、音楽など舞台上で起きる全てを１人で手話

で表現して伝えるのが役割だ。聞こえる人、聞こえない人

が共に演劇を楽しむために奮闘する、第一人者の米内山さ

んの挑戦を追う。  

29 

ＮＨＫ 出演者：米内山陽子 

令和元年 8月 6日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-006 

バリバラ  

震災から 

いのちを守る 

 東日本大震災から７年。災害時、障害者など支援が必要

な人たちへの対策は、どこまで進んでいるのか？南海トラ

フ地震で大きな被害が予想される高知市では、支援が必要

な人の個別計画の策定率はまだ１％未満。自力で避難計画

を作り始めた人もいる。 

 大阪では、「外出先で被災したらどうしよう？」という当

事者の声をもとに、ユニークなプロジェクトが始まった。

いざというとき、どう命を守るのかを考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

29 

ＮＨＫ 出演者：山本シュウ／大西瞳／玉木幸則 

平成 30年 3月 4日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

A2020-007 

バリバラ  

密着！ 

盲ろうライフ 

大阪市天王寺区にある盲ろうグループホーム・ミッキー

ハウスでは、２０代から６０代の盲ろう者１０人が生活し

ている。住人は支援者のサポートや通訳による情報保障を

得て、自分たちの生活を自分たちで決めている。まだまだ

課題も多いが、解決方法もみんなで話し合って決めていく。

その暮らしに密着した。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

 

29 

ＮＨＫ 出演者：山本シュウ／大西瞳／玉木幸則／田村裕 

平成 30年 9月 2日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2020-010 

バリバラ  

バリバラ進路相談室 

 障害や病気があって進路に悩む３人の相談者にバリバラ

メンバーが答えていく。１人目は発達障害がある中学２年

生。本にかかわる仕事がしたいが、勉強ができない環境に

悩んでいる。２人目は視覚過敏や脊髄の病気で何もできな

いと悩む高校１年生。３人目は聴覚障害で人工内耳を付け

ている大学４年生。児童養護施設の職員になる夢があるが、

聞こえない自分は子どもの負担になるのではないかと悩ん

でいる。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

29 

ＮＨＫ 
出演者：山本シュウ／大西瞳／玉木幸則／桂福点 

／ジミー大西 

平成 30年 10月 28日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-011 

バリバラ  

アンコール  

障害者×戦争 

 戦時中、障害者たちはどう生きたのか。当時の様子を聞

くために全盲の落語家 桂福点さんが戦争体験者を訪ねる。

重度の脳性まひの松田春廣さんは兵役免除の対象だった

が、２０歳になると徴兵検査を受けるよう通知が届いたと

いう。ほかに、視覚障害者が陸軍病院を慰問した話や脳性

まひの女性が経験したつらい出来事などを当事者の皆さん

から伺う。  

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

 

29 

ＮＨＫ 
出演者：山本シュウ／大西瞳／桂福点／福角幸子 

／高橋みなみ 

平成 30年 12月 30日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2020-012 

バリバラ  

グレースの 

アメリカ・ 

バリアフリー・ 

リポート 

 バリバラメンバーのグレースは、現在、イリノイ大学で

障害学を学んでいる。障害のために教授の声が聞こえなか

ったり、資料が見えないなどの問題があるが、必要なサポ

ートを受けるには、自ら状況を説明し要求しなければなら

ない。アメリカでは大学側に、学生個人の障害に関する情

報は知らされていないためだ。 

留学のもう１つの目的は、アメリカの障害者運動を体験

すること。自身も参加する障害者団体「アダプト」の活動

を紹介し、日本とアメリカの障害者運動の違いを考える。 

29 

ＮＨＫ 出演者：大橋グレース／山本シュウ／大西瞳／ＩＶＡＮ 

平成 31年 2月 10日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2020-013 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

目と耳と言語の壁を

越えて  

～アジア盲ろう者 

会議・前編～ 

 アジア７か国の盲ろう者が集う国際会議が２０１８年に

日本で開かれた。見えない、聞こえない、使う言葉も違う

彼らが課題を話し合う初めての試みだ。日本では盲ろう者

の団体が全国にあり、当事者同士が交流し楽しめる機会が

増えているが、アジアの多くの国では組織も支援制度もな

く多くの人が孤立している。厳しい現状を変えるため、知

恵を出し合った４日間のドキュメントの前編。 

15 

ＮＨＫ 出演者：福島智 

平成 30年 12月 1日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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DA2020-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

コミュニケーション

の壁を越えて  

～聴覚障害者と 

ともに闘う弁護士～ 

 耳が聞こえない弟がいる弁護士の藤木和子さんは、子ど

もの頃から、聞こえる人と聞こえない人の間にある溝を肌

で感じてきた。自身も周りから差別を受け、家庭ではコミ

ュニケーションの壁を感じてきた経験から「ＳＯＤＡ（ソ

ーダ）の会」を立ち上げた。聞こえる、聞こえないという違

いがあるきょうだいを持つ人たちが、それぞれの立場で感

じたことを率直に話し合える場だ。聴覚障害者と聴者をつ

なぐ架け橋になりたいと、さまざまな活動を行う藤木さん

の日々を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：藤木和子／小林寳二 

平成 31年 2月 2日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に“学ぶ” 

楽しさをもう一度！ 

～高卒認定試験サポ

ートプロジェクト～ 

 新宿にある「ろう・難聴高校生の学習塾」。ここでは新た

なプロジェクトとして「高卒認定試験」の問題を解説した

動画配信を始めた。不登校、中退といった事情で十分な学

習ができない人に自宅などで勉強してもらおうというも

の。このプロジェクトで講師役を務めるのは聞こえない大

学生たち。その中には自分自身が、かつて不登校でつらい

経験をした人もいる。「進学をあきらめないで」。聞こえな

い先輩たちが届けるメッセージだ。 

15 

ＮＨＫ 出演者：斉藤くるみ／波戸海沙 

平成 31年 3月 23日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-014 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

目と耳と言語の壁を

越えて  

～アジア盲ろう者 

会議・後編～ 

 目と耳の両方に障害があるアジアの盲ろう者が、それぞ

れの国の課題を話し合う会議が日本で開かれた。アジア各

国の厳しい現状、孤立する盲ろう者をどうすれば支えられ

るのか。アジアの盲ろう者がどうしたら連携して声をあげ

られるのか。さまざまな角度からアジアの盲ろう者の未来

を話し合った４日間のドキュメントの後編。 

15 

ＮＨＫ 出演者：福島智 

平成 30年 12月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

異言語脱出ゲームに

挑戦セヨ！ 

 聞こえる人と聞こえない人が力を合わせて謎をクリアし

ていく「異言語脱出ゲーム」。ゲームを作っている「異言語Ｌ

ａｂ．（いげんごラボ）」代表の菊永ふみさんはろう者だ。自

身も経験した、ろう者や難聴者を取り巻くコミュニケーショ

ンの壁。ゲームを通してコミュニケーション方法はいろいろ

あることを分かってもらい、きちんと向き合うことでいろい

ろな人が関わり合える機会をたくさん作りたいと語る。人と

つながりたい気持ちが菊永さんを突き動かす。菊永さんと仲

間たちの挑戦を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：菊永ふみ 

平成 31年 3月 30日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-018 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

皆で楽しもう！ 

全力応援・２０２０ 

２０２０東京オリンピック・パラリンピックを、聞こえな

い人も聞こえる人と一緒に楽しむための特集。陸上・円盤投

げの日本記録保持者である湯上剛輝選手ら、オリンピック出

場を期待されるデフアスリートを紹介する。その他、大会の

ボランティアや、将来もっと多くのデフアスリートたちが活

躍するための指導者の育成など、聞こえない人たちの最新の

取り組みを追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：佐々木琢磨／湯上剛輝／伊賀﨑俊／後藤佑季 

平成 31年 4月 6日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に山を 

楽しもう！ 

 登山を楽しむ聴覚障害者が増えている。しかし聞こえない

ために必要な情報を事前に得られなかったり、とっさの危険

を察知できず事故にあうケースも出ている。手話通訳士の細

井裕子さんは、登山の経験を生かし聴覚障害者向けの登山講

座を開催している。聞こえなくても山を楽しみたい！聴覚障

害者たちとそれをサポートする人たちの姿を追う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：細井裕子 

令和元年 5月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-020 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

２０２０へ！ 

湯上剛輝  

世界に挑む  

～円盤投げ  

日本最強の王者～ 

前編 

 重さ２キロの円盤をいかに遠くまで飛ばすかを競う円盤

投げ。２０１８年に日本記録を塗り替え、頂点に登りつめた

湯上剛輝選手。日本人初の聞こえないオリンピック選手にも

っとも近い選手だ。聞こえないハンディを強みに変えてつか

んだ日本記録の栄冠。試行錯誤を繰り返し、ひたすらに夢の

大舞台を目指す姿を２週にわたって紹介する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 6月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

２０２０へ！ 

湯上剛輝  

世界に挑む  

～円盤投げ  

日本最強の王者～ 

後編 

 陸上・円盤投げ日本最強の湯上剛輝選手。日本初の聞こ

えないオリンピック選手誕生という高まる期待に、これま

で経験したことのない深刻なスランプに苦しむ。これまで

も工夫とひたむきな努力の積み重ねで道を切り開いてきた

湯上選手。復活の糸口をつかめるのか…。 15 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 6月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

ＡＩ×手話  

夢のプロジェクト 

実現へ 

 今、聞こえない人の生活にＡＩを役立てる研究が進めら

れている。大学、企業、自治体が共同で進めている手話自

動翻訳システムの開発。そのプロジェクトの中心メンバー

は、北海道大学大学院情報科学研究院でＡＩの研究をする

山本雅人教授。聴覚に障害があり、人工内耳を使っている

後藤佑季さんが研究の最前線を取材した。 

15 

ＮＨＫ 出演者：後藤佑季／山本雅人／表史彦 

令和元年 6月 29日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-023 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“自由”を描く！ 

～難聴のアーティス

トの挑戦～ 

 難聴のアーティスト八幡欽子さん。内面のすべてを作品

に込める新たな境地にたどり着くまでには数々の困難があ

った。人生の中で味わう苦しみや悲しみ、そして喜びも自

分の心に正直に表す。その飽くなき情熱で新たな表現に挑

む八幡さんの創作の現場を見つめた。 

15 

ＮＨＫ 出演者：八幡欽子 

令和元年 7月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

いざ水中世界へ！ 

～ダイビング 

スクールの挑戦～ 

 ダイビングを始めるには講習を受ける必要がある。講習

内容は難しい用語も多く、聴覚障害者の大きな壁になって

いた。イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんは、シュノー

ケリングを体験して以来、海の魅力に引き込まれる。聴覚

障害者を受け入れてくれるダイビングスクールが少ない

中、神奈川県葉山町の手話による講習を行うダイビングス

クールで、水中世界を目指す姿を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：関田昌広／杉本聖奈 

令和元年 8月 3日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！  

～手話放送 

プロジェクト～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話をつけて放送する手話放送プロ

ジェクト。ニュースや福祉番組を除いて、これまでになか

った試み。エンターテインメントとして楽しめるよう、さ

まざまな演出にチャレンジするプロジェクトの裏側を紹介

する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：渡辺直美／壇蜜／廣川麻子／長嶋愛 

令和元年 8月 17日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

農業×旅行者＝ 

ワンダフルライフ！ 

～屋久島・ 

ゲストハウスの夏～ 

 日本で初めて世界自然遺産に登録された屋久島。この地

でゲストハウスを営むろう者の中村一郎さん。ここでは長

期滞在の外国人旅行者に農作業を手伝ってもらっている。

言葉が違っても豊かにつながりあえるゲストハウスのひと

夏を紹介する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：中村一郎 

令和元年 9月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-028 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～おはなしの 

くに編～ 

 ハートネットＴＶでは、今回「おはなしのくに」２作に

手話をつけて放送。渡辺直美さんふんする「きんたろう」

と熊の相撲対決は、手話でどう表現されるのか。壇蜜さん

出演の「つるのおんがえし」で、鶴の鳴き声や機織りの音

はどう手話になるのか。聞こえない人も、聞こえる人もみ

んなで見てほしい、ＮＨＫ初の手話エンターテイメント番

組。  

29 

ＮＨＫ 渡辺直美／壇蜜／馬場博史／山岸侑子／竹村祐樹 

令和元年 8月 21日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

 

DA2020-029 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～ドキュメント 

７２時間編～ 

 

 「いろんな番組を手話で楽しみたい」という、ろう者・難

聴者の声から、ＮＨＫ初の手話エンターテインメントに「ハ

ートネットＴＶ」が挑戦。今回は、「ドキュメント７２時間

～海が見える老人ホーム～」に手話をつけて放送。吹石一

恵さんのナレーションや、人々の人生が垣間見える一言は

どう表現されるのか？シンガーソングライター・松崎ナオ

さんが歌う７２時間テーマ曲「川べりの家」と、手話パフ

ォーマーのコラボレーションも！  

29 

ＮＨＫ 江副悟史／佐沢静枝／寺澤英弥／後藤佑季 

令和元年 8月 28日 利用区分 A－3 DVD 字幕 



9 

 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-030 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～昔話法廷編～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話がつく「手話で楽しむみんなの

テレビ！」。今回は、Ｅテレで話題となったドラマ「昔話法

廷」に手話をつけて放送。「さるかに合戦」をモチーフに、

カニの親子を殺した猿が法廷で裁かれる。死刑を求めるカ

ニの子ども、涙声で謝罪する猿のセリフを、ろう者たちが

手話で表現する。ＮＨＫ初の手話つきドラマ、果たしてそ

の仕上がりやいかに？手話のできる芸人・河本準一さんを

ナビゲーターに迎えてお送りする。  

29 

ＮＨＫ 
河本準一／小林聡美／小澤征悦／今井彰人／數見陽子／ 

高島良宏／竹村祐樹 

令和 2年 2月 19日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-031 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～サンドのお風呂 

いただきます編～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話がつく「手話で楽しむみんなの

テレビ！」。今回は、サンドウィッチマンが各地の家庭風呂

をいただきながら人々と触れ合う、湯けむり人情バラエテ

ィー「サンドのお風呂いただきます」。会話のテンポが速く、

音楽も効果音も盛りだくさん。にぎやかだから面白いバラ

エティーを、どうやって手話で表現する？？新たな魅力を

帯びた「サンドのお風呂いただきます」をお届け！  

29 

ＮＨＫ 
砂田アトム／中川恵美／サンドウィッチマン／カミナリ／

江副悟史 

令和 2年 2月 26日 利用区分 A－3 DVD 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 

EB2020-001 

アクティブ１０  

公民  

“ＡＩ”で社会は 

どう変わる？ 

 現代社会のさまざまな問題を「なぜそんな問題が起きる

のか」「どうして解決できないのか」などの視点で岡崎体育

とダルさんが考える。中学校の社会科（公民分野）の内容。 

 第１回のテーマは「情報社会」。いろんなところで目にす

る「情報社会」という言葉だが、実際にはどんな社会を言

うのだろう？ＳＮＳやＡＩなど、情報社会の特徴を見なが

ら考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

 

10 

ＮＨＫ 出演者：岡崎体育 

平成 30年 9月 28日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2020-002 

アクティブ１０  

公民  

グローバル化、 

キミには関係ない？ 

 たくさんの人、モノ、金、情報が国境をこえて移動する

「グローバル社会」。“世界の一体化”が進むことで、自分

たちの身の回りでどんな変化が起きているか、課題は何か

を考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

 

10 

ＮＨＫ 出演者：岡崎体育 

平成 30年 10月 5日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2020-003 

アクティブ１０  

公民  

少子高齢社会で 

日本はどうなる？ 

 少子高齢化による家庭や地域社会、社会保障などへの影

響を紹介し、自分たちの身の回りではどんな変化が予想さ

れるかを考える。ピンチをチャンスに変えるアイディアは

あるのか！？ 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝 

  

10 

ＮＨＫ 出演者：岡崎体育 

平成 30年 10月 12日 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 

EB2020-004 

アクティブ１０  

公民  

対立から合意を 

目指すには 

 「対立」を「合意」に導く「効率と公正」という考え方を

紹介する。そして、過疎化と世界環境汚染、２つの例を参

考に、自分たちの身の回りの課題について考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

 

10 

ＮＨＫ 出演者：岡崎体育 

平成 30年 10月 19日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2020-005 

アクティブ１０  

公民  

憲法はだれのもの？ 

 憲法は何を守っている？内容を変えることはできるの？

日本国憲法の成り立ちや、基本的な原則を理解した上で、

外国の例と比較しながら、日本の憲法の特徴や、改正する

ことの重みを考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥  

 

10 

ＮＨＫ 出演者：岡崎体育 

平成 30年 10月 26日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2020-006 

アクティブ１０  

公民  

“人権”って 

なんだ？ 

 「基本的人権」は憲法で保障されている。しかし、人権を

侵害する事件は今もなくならない。ハンセン病患者への差

別やインターネットの炎上被害など、具体例を参考に、人

権と人権侵害について考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥  

 

10 

ＮＨＫ 出演者：岡崎体育 

平成 30年 11月 2日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2020-007 

オンマイウェイ  

相手に伝えるためには

何が必要なんだろう？ 

 今回の主人公は紙芝居師の山田一成さん。ただ物語を読

み聞かせるだけでなく、観客を巻き込んでいくのが山田さ

んの特徴だ。そんな山田さんが今回挑戦するのは、外国人

に日本の銭湯の魅力を紙芝居で伝えること。果たして外国

のお客さんに紙芝居で銭湯の魅力を伝えられるのか。山田

さんの挑戦を追う。  

10 

ＮＨＫ 出演者：ｍｉｗａ／山田一成 

平成 29年 10月 27日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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F 映画・ドラマ Fiction 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

FB2020-001 

今日から俺は！！ 

１ 

 転校を機に憧れのつっぱりになることを決めた三橋貴志

は、髪を金髪に染めて転校初日を迎える。ところが教室で、

同じくつっぱりデビューを果たしたツンツン頭の伊藤真司

と出くわし言い争いに。果たしてこの２人、どうなるの

か！？ 

 時は「つっぱり」という言葉が全盛期の８０年代初頭。

悪知恵天下一でひきょう者の三橋と、男気あふれる伊藤の

コンビが繰り広げる、笑いありアクションありの大人気つ

っぱりドラマ！  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 10月 14日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-002 

今日から俺は！！ 

２ 

 ある日、風紀委員の赤坂理子に難癖をつけられた三橋。

ところがなぜか理子のことが頭から離れなくなり、父から

「それは恋では？」と指摘されるが猛烈に否定する。その

後、ひょんな成り行きで道場破りから理子の実家の赤坂道

場を守るため、武道対決をすることになった三橋と伊藤。

紅校の番長・今井も巻き込んで道場破りと戦うのだが…。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 10月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-003 

今日から俺は！！ 

３ 

 理子にフラれた今井はやけになって開久高校の生徒とケ

ンカし勝つが、仕返しに合う。その危機を救ったのは三橋。

しかし開久高校には智司という最強の男がいる。仕返しを

狙う智司は三橋を捜すために軟高の生徒を襲い伊藤も犠牲

になる。三橋と伊藤と今井が開久高校と大乱闘を起こす。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 10月 28日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



13 

 

 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

FB2020-004 

今日から俺は！！ 

４ 

 今井に明美という彼女ができた。初めて女子とつきあう

今井は有頂天になる。三橋は、そんな今井が気に入らない。

そんなとき、明美が他の男と会っているところを目撃した

三橋は、今井が二股をかけられてることを知り喜ぶ。しか

し明美が今井に近づいたのにはある理由があった。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 11月 4日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-005 

今日から俺は！！ 

５ 

 原宿を訪れた佐川は、東京のヤンキーにボコボコにされ

気絶する。気を失う前に佐川は「お前なんか千葉の三橋さ

んと伊藤さんにぶっ殺されるぞ」と言い残す。その言葉に

興味を持った東京のヤンキー４人が、遊び半分で千葉のヤ

ンキー退治に繰り出してくる。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 11月 11日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-006 

今日から俺は！！ 

６ 

 ある事が原因で三橋は１週間、担任の椋木のしもべにな

ることになった。三橋に尽くされる椋木を見て、椋木の同

僚・坂本はうらやましくなる。そんなとき、坂本は街中で

偶然ヤクザの剛田を助けた。剛田は命の恩人の坂本に尽く

すことを決めた。剛田は坂本の推薦で軟高の生徒指導を受

け持ち、坂本に反抗する生徒たちを暴力で指導する。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 11月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-007 

今日から俺は！！ 

７ 

 理子の下駄箱に手紙を忍ばせる今井を見かけた三橋。中

を開けて読んでみると理子を誘い出す内容だった。三橋は

理子になりすまして今井を驚かせようと、呼び出し場所の

トイレに向かう。しかし、実はそれは今井が仕掛けたワナ

だったのだ。まんまと引っかかってしまったことに気づき、

怒る三橋。やられたら１００倍にして返す男の復讐が始ま

る。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 11月 25日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



14 

 

  

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

FB2020-008 

今日から俺は！！ 

８ 

 ３年生に進級した三橋は、新入生からアイドル的な扱い

を受け調子に乗る。そんな中、血の気の多い１年生が三橋

にケンカを売ってくるが、人気を失いたくない三橋は、そ

の相手を佐川に押し付ける。一方的にやられる佐川を助け

ようとして理子が加勢。そのことで理子がウラ番であると

のうわさが立ってしまい、テッペンを狙う１年生の標的に

なってしまう。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 12月 2日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-009 

今日から俺は！！ 

９ 

 三橋と伊藤のせいで、開久がなめられることに我慢なら

ない相良。しかし、頭の智司は三橋・伊藤とのケンカに腰

を上げない。いらだつ相良は、三橋と伊藤を潰す作戦を実

行する。それが発端となり相良のクーデターが勃発し、智

司に替わって相良が開久の頭となった。頭となった相良は、

早速、動き出した。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 12月 9日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2020-010 

今日から俺は！！ 

１０ 

 今井がヤクザに襲われ意識不明の重体になった。怒りに

震える三橋と伊藤だが、今度は伊藤が襲われ大けがをする。

そんな時、三橋は「つっぱりをやめて東大を目指す」と宣

言する。失望した伊藤は三橋と絶交し、１人でヤクザの事

務所に乗り込もうとするが…。  

47 

日本テレビ 
出演者：賀来賢人／伊藤健太郎／清野菜名／橋本環奈／ 

仲野太賀／矢本悠馬／ムロツヨシ 

平成 30年 12月 16日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-011 

紅の豚  深紅の飛行艇を操る豚のポルコ・ロッソは、かつて人間

だった頃、イタリア空軍のエースだった。今はアドリア海

の小島に隠棲し、空中海賊（空賊）を退治した賞金で暮ら

している。エンジン整備のためミラノに向かって飛んでい

たポルコは、空賊の雇ったカーチスと遭遇し撃墜されてし

まう。ピッコロ工房で艇を改修したポルコは、エンジニア

のフィオとともにカーチスとの決闘に臨む。平成４年、宮

崎駿監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

93 

スタジオジブリ  

平成 4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 作品名 内    容 分数 

HA2020-009 

きょうの健康 

そのめまい耳の 

トラブル！？ 

まさか？ 

メニエール病 

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿

病等の全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今

回は耳の異常から起こるめまいについて３回シリーズで紹

介。１回目は「まさか？メニエール病」。メニエール病は、

めまいのほかに耳鳴りや難聴、耳がつまった感じを伴うの

も特徴で、進行すると耳が聞こえなくなることもあるため

適切な治療が必要だ。特徴や治療の流れについて専門家に

伺う。 

15 

ＮＨＫ 室伏利久／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31年 3月 11日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2020-010 

きょうの健康 

そのめまい耳の 

トラブル！？ 

気になる短いめまい 

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿

病等の全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今

回は耳の異常から起こるめまいについて３回シリーズで紹

介。２回目は「気になる短いめまい」。耳に異常があって起

こるめまいの中で最も多いと言われている「良性発作性頭

位めまい症」について、症状や治療方法を専門家に伺う。 

15 

ＮＨＫ 室伏利久／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31年 3月 12日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

HA2020-011 

きょうの健康 

そのめまい耳の 

トラブル！？ 

激しいめまい 

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿

病等の全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今

回は耳の異常から起こるめまいについて３回シリーズで紹

介。３回目は「激しいめまい」について。内耳の奥にある前

庭神経に異常があると起こる前庭神経炎は、強いめまいと

吐き気を生ずるため飲食が困難になり、入院での治療とな

るケースが多い。症状や治療について専門家に伺う。 
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X 手話 

XC 趣味・教養 

分類番号 作品名 内    容 分数 

XC2020-001 

手話ｄｅクッキング 

飾り巻き寿司を 

作ろう！ 

新しい生活様式の推奨で自宅での過ごし方が見直されて

いる。家で過ごす時間を楽しむ工夫のひとつに料理がある。

今回は、自宅でできる飾り巻き寿司の作り方を紹介。飾り

巻き寿司は華やかな見た目だけはなく、食材であるすし飯

やのりには身体によい効果もある。初心者でも作れる「桃

の花」と「カエル」の作り方を紹介。 
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