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1501

３年B組金八先生
第１回

（TBS　H11年10月14日放送）

　
　桜中学では、空き教室を利用して地域のお年寄りが通える「デイケアセンター」
を開くことになった。金八先生は、生徒指導主任としてセンターと学校との調整に
忙しい。
　そんな矢先、３年B組の担任、中野先生が入院することになった。そこで、金八
先生が３Bの担任代行となるが・・・・・・。

VHS
96分

1502
３年B組金八先生

第２回
（TBS　H11年10月21日放送）

　桜中学に「デイケアセンター」がオープンする前夜、３年B組の入船力也が校舎
の窓ガラスを割る事件を起こした。理由を聞く金八だが、力也は「なんとなく」と
しか答えない。
　センターでも問題が起こる。ペット禁止のセンターに、老人がイヌを連れてきた
のだ。

VHS
47分

1503
３年B組金八先生

第３回
（TBS　H11年 10月28日放送）

　優等生の市村篤がバイク屋で事件を起こした。葬式花の一件で負い目を感じてい
た篤は、
とうとう不登校になってしまう。事情を知らない金八は、息子の幸作から「篤はパ
シリに使われていただけだ」と知らされる。

VHS
47分

1504
３年B組金八先生

第４回
（TBS　H11年 11月4日放送）

　篤は、健次郎の指示で葬式花を中野先生に届け、罪の意識から不登校になってし
まった。
それでも篤は、健次郎のことを話そうとしない。
　実は、健次郎に弱みを握られていたのだ。

VHS
47分

1505

３年B組金八先生
第５回

（TBS　H11年 11月11日放送）

　文化祭が近づき、他のクラスでは演目を決め練習に入っている。しかし３Bは、
みんなが勝手なことを言って決まらない。そんな中、健次郎は３Bの班長を集合さ
せ、空手部OBで空手を披露することを提案する。しかし、空手部の顧問・遠藤先生
が協力を拒む。

VHS
47分

1506
３年B組金八先生

第６回
（TBS　H11年 11月18日放送）

　金八の提案で３Bは、文化祭でソーラン節を演じることになった。しかしクラス
一丸にはほど遠く、相変わらずまとまりがない。指導をかって出た遠藤先生は、ス
パルタ方式で生徒をしごくが、女子や花子先生からは反発を買ってしまう。

VHS
47分

1507
３年B組金八先生

第７回
（TBS　H11年 11月25日放送）

　三者面談を前に進路についてのアンケートをとると、アスミは「芸能人になりた
い」と記入していた。そんな矢先、バーバラがモデルをしている写真が雑誌に掲載
される。バーバラが青山でスカウトされたと聞いたアスミは、青山に向かう。

VHS
47分

1508

３年B組金八先生
第８回

（TBS　H11年 12月2日放送）

  三者面談が始まった。しかし「高校へは行かず、フリーターになる」と言い張る
生徒が出て、進路指導は前途多難だ。
　一方、市村篤は中野先生の家を訪れ「本当のことを言ってほしい」と迫る。動揺
した中野先生は、思わず市村を殴ってしまう。

VHS
47分

1509

３年B組金八先生
第９回

（TBS　H11年 12月9日放送）

　最近、北先生の様子がおかしい。生徒たちが授業中騒いでいても、うわの空で注
意もしない。渋谷に遊びに行った祥夫たちは、ガングロのコギャルに声をかけてい
る北先生を偶然見かける。翌日、３Bの教室はその話題で騒然。ついに北先生に
「援交なのか？」と詰め寄って･･･。

VHS
47分

1510
３年B組金八先生

第１０回
（TBS　H11年 12月16日放送）

　３年B組で、クラス全員の和歌を使った合評会が行われた。それぞれの和歌を前
に、様々な意見が出され、和気あいあいと楽しい。
　しかし、「死」という言葉を使った和歌を前に、金八先生がある死刑囚の和歌を
紹介して、命の重さを諭す。

VHS
47分

1511

３年B組金八先生
第１１回

（TBS　H12年 1月6日放送）

　年末も押し迫ったある日、センターでもちつき大会が行われた。大いに盛り上が
り、皆楽しい時間を過ごす。しかし、その最中に老人がもちをのどに詰まらせ大騒
ぎとなる。３Bの生徒たちは、命について厳粛に考える。そして迎えた新学期の初
日、３Bの生徒は大問題を起こしてしまう。

VHS
96分

1512
中学生日記
一枚の絵

（NHK　H11年7月11日放送）

　体の弱い彩乃は要領が悪く、何をやっても人より遅くなってしまう。絵を描くこ
とだけは得意だが、それも周りの人は誰も知らないことだった。ある日クラスメー
トの早川が病院に彩乃の絵が飾られていたと言う。だが他の生徒たちは信じようと
しない。

VHS
30分

1513
中学生日記

決闘　～十五歳の夏～
（NHK　H11年7月13日放送）

　健太は中学三年生。所属する水泳部では、大会の補欠選手を決めるレースが迫っ
ていたが、健太は本気になれずにいた。そんな時、同級生の松村が水泳の名門･東
西学園を目指すと言い出す。自分より実力の劣る松村をバカにする健太だが、ひた
むきに努力する松村に「お前は逃げているだけだ」と言われ･･･。

VHS
30分

1514

月曜ドラマスペシャル
10周年記念特別企画
同窓会へようこそ
遅すぎた夏の帰郷

（TBS　H11年8月16日放送）

　旬一のもとへふるさとの倉敷から高校時代の同窓会名簿が届いた。上京して20年
間、一度も帰郷しなかった旬一は、名簿の中に、かつての恋人・祥子の名前を見つ
け、電話で同窓会の前日、会う約束をした。だが祥子の娘と名乗る夏生が姿を現
す。
出演：　豊川悦司　加藤あい　金子　賢ほか

VHS
96分

1515

平成11年度文化庁芸術祭参加作品
ディアフレンド

（TBS　H11年11月29日放送）

　保護司とともに老人ホームにボランティア活動に行った山室雄治は、一人の老人
とトラブルを起こしてしまう。後日、保護司に説得されて、謝りに言った雄治は、
その老人と一緒に旅をするはめになる。10年以上会っていない孫娘を訪ねる旅だっ
た。反目しあいながら旅を続ける2人。そして、孫娘に会えた老人は･･･。　　出
演：　緒方　拳　岡田准一　永作博美ほか

VHS
96分
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1516

金曜エンタテイメント
平成10年度文化庁芸術祭参加作品

うらぼんえ
（関西テレビ　H11年11月27日放

送）

　ちえ子は、夫・邦男の祖父の新盆に出るため、邦男の実家にやって来た。が、実
は邦男には愛人がいて妊娠までさせており、2人の中は冷えきっていた。身寄りの
ないちえ子に邦男の親族は離婚を迫る。その時･･･。「死者が帰ってくる」といわ
れるお盆にちなんだ幻想的なストーリー。
　出演：　清水美砂　伊原剛志　河原崎健三ほか

VHS
96分

1517

関西テレビ放送　開局40周年記念
ドラマ

けろりの道頓
秀吉と女を争った男

（関西テレビ　H11年1月2日放

　天正17年、河内の床屋・道頓は、秀吉から愛妾のお藻を召し出すように命じられ
る。道頓は、お藻への思いを断ち切れず右兵衛にある計画を打ち明ける。それは想
像もつかない程の大事業計画だった。
　出演：　西田敏行　財前直美　木村佳乃ほか

VHS
102分

1519

極道の妻たち
赤い殺意

（東映　H１１年度制作）

　高須組組長の息子・俊之と元OLの由紀は、グアムで二人きりの結婚式を挙げる。
　日本では、高須組主催による盆踊り大会が行われていたが、その席で組長が何者
かに殺害された。連絡を受けた俊之由紀は帰国するが、そこで待ち受けていたもの
は･･･。
　出演：　高島礼子　野村宏伸　かたせ梨乃ほか

VHS
106分

1520

火曜サスペンス劇場
検事　霞夕子
早朝の手紙

（日本テレビ　H11年8月24日放

　マンションの一室で男の死体が見つかり、屋上では男の妻が首をつって死んでい
た。警察は妻が夫を殺し、自殺を図ったとみるが、検事の夕子は妻の死体の状況に
不審を抱き、独自に捜査を始める。
　出演：　鷲尾いさ子　床嶋佳子　沖直未ほか

VHS
95分

1521
火曜サスペンス劇場

追跡６
（日本テレビ　H11年9月21日放

　東京郊外のｽｰﾊﾟｰで、詐欺の前科がある店員・桑田が殺された。刑事の由起子
は、その花が栽培されているという千葉県の郷ノ浦に向かう。
　出演：　丘みつ子　藤谷美紀　山本耕史ほか

VHS
95分

1523

からだ元気科
小さな命を奪う！

乳幼児突然死症候群
（日本テレビ　H11年4月30日放

送）

　乳幼児の死亡原因の4分の1を占める乳幼児突然死症候群。しかしこの病気につい
ては、病気そのものについても、発生原因も、ほとんどしられていない。
　この乳幼児突然死症候群の発生原因や予防法について、最新の情報を紹介する。

VHS
21分

1524

からだ元気科
あなたもタバコがやめられます！

禁煙外来　その実践的治療法
（日本テレビ　H11年10月15日放

送）

　肺ガンや心筋梗塞の原因にもなるタバコ。確実に体をむしばむことは知っていて
も、なかなか禁煙ができず挫折する人が多い。そんな人のために設けられた“禁煙
外来”。そこでは補助薬を使って、徐々にニコチンを減らす治療をしている。タバ
コをやめようとする人と、その人を支える先生にお話しを伺う。

VHS
20分

1525

カードキャプターさくら
さくらと不思議な魔法の本

(NHK H11年4月10日放送）

　木之本さくらは、小学4年生の女の子。ある日、お父さんの部屋で見つけた本の
中から不思議なカードが飛び出してきた。それは魔法のカード・クロウカードだっ
た。さくらはカードを守護する獣・ケルベロスに「カードキャプターになれ」と言
われてしまう。
（小学校4年生以上の漢字にはルビ）

VHS
25分

1526

カードキャプターさくら
さくらのすてきはお友達

(NHK H11年4月17日放送）

　さくらがカードキャプターになったことを、友達の知世に知られてしまった。で
も知世は驚かないばかりか「すてき」と言い出して、さくらを応援するという。
　そんな時、さくらの学校で不思議な事件が起きた。クロウカードのしわざらし
い。早速、夜の小学校へ乗り込むさくらたちだが･･･。　（小学校4年生以上の漢字
にはルビ）

VHS
25分

1527

カードキャプターさくら
さくらのドキドキ初デート
(NHK H11年4月24日放送）

　大好きな雪兎（ゆきと）さんにデートに誘われたさくら。ウキウキしながら出か
けると、雪兎さんが向かったのは水族館だった。2人で喫茶店に入り、かき氷を注
文していると、突然水槽が割れ、さくらは水中に引き込まれる。さくらを引き込ん
だのは、クロウカードなのか･･･。
（小学校4年生以上の漢字にはルビ）

VHS
25分

1531
天才テレビくんワイド

（ＮＨＫ　Ｈ11年11月18日放送）

　テレビを見ているおともだちと、テレビ戦士がゲームにちょうせんする。
　さあ勝つのはどのチームかな？
（漢字にはすべてルビ）

VHS
44分

1532

天才テレビくんワイド

（ＮＨＫ　Ｈ11年12月7日放送）

　こどもたちがピザ作りにちょうせんする。はたして、おいしいピザができるの
か。
　ほかにも、楽しいコーナーがたくさん。
（漢字にはすべてルビ）

VHS
44分

1533

学校へ行こう！
炎のファイヤースペシャル！

（ＴＢＳ　Ｈ11年9月21日放送）

　おなじみの「未成年の主張」には小学生も登場し、ほほえましい主張をしてくれ
る。また、「もてない先生救済企画」では、番組の呼びかけに集まった恋人候補か
ら1人が選ばれたが、彼女は先生を「頼りない」と評価。そこで先生はＶ６のコン
サートに出演することになった。
　他に、「芸能人の主張」「ハードボイルド刑事　ＣＯ森田」など。

VHS
96分

1534
筋肉番付

（ＴＢＳ　Ｈ11年11月13日放送）

　平成の怪物・西武ライオンズの松坂大輔が、ストラックアウトに初挑戦。果たし
て、その結果は･･･。
　その他、ＮＢＡの名プレイヤーたちが、９フーブスハイドに挑戦する。

VHS
47分

1535

筋肉番付

（ＴＢＳ　Ｈ11年11月20日放送）

　ピッチャーｽﾞ・マウンドからホームベース上の９枚のボードを抜く「ストラック
アウト」にはリトルリーグや社会人野球の実力派投手が挑戦する。テニスサーブ
で、ボードを抜く「サービスエース」には、テニスの名門高校夙川学園の二人が挑
戦する。パーフェクトを出すのはいったいだれか。アクションスターを目指すケイ
ン・コスギが本場中国で、少林寺拳法に挑戦。

VHS
47分

1538

発掘！あるある大事典
健康スペシャルＰａｒｔ５

あるある体力チェックで99年を健
康にすごそう

（関西テレビ　Ｈ10年12月27日放
送）

　今回のテーマは「体力」。
　近年、若者の体力低下が問題にされているが、体力の低下は、けがや病気に結び
つく。そこで番組では、オリジナルの体力測定法を紹介する。テレビの前で一緒に
行える体力測定で自分の弱点がわかり、同時にその強化法も教えてもらえる。

VHS
73分
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1539

発掘！あるある大事典
「ほめる」驚くべきパワー！

徹底解明！
（関西テレビ　Ｈ10年12月27日放

送）

　最近ほめてもらえなくて、キレる主婦や子供が急増している。実は人は、ほめら
れると脳から「やる気ホルモン」が出るという。ほめられることにより力が出た
り、やる気になったり、果ては美肌効果まであるとか。
　うまく人をほめるコツや、子供のやる気を引き出すほめ方を紹介する。

VHS
47分

1540

ウッチャンナンチャンの
炎のチャレンジャー

これができたら100万円!!
（テレビ朝日　H11年9月14日放

送）

　穴の開いたボートでゴールできれば･･･。
　ことわざや漢字の読みが全部正解すれば･･･。プールに浮かべたサーフボートに
立ちつづけることができれば･･･等。賞金の100万円を目指し、チャレンジャーたち
が奮闘努力する。

VHS
51分

1541
マルチ地獄の方程式

被害者＝加害者
（円ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ㈱　H11年度制

作）

　結婚を控えた和也と由里は、友人に誘われて「夢をかなえる説明会」に参加し
た。友人は、「浄水器を買って会員になり、その浄水器を売って会員を増やせば、
ねずみ算式に会員が増え、自分たちはどんどん儲かる」と言う。結婚資金をためる
ため、2人は会員になるが･･。

VHS
23分

1542
我が家の金融ビッグバン

（日本映画新社　H11年度制作）

　「金融ビックバン」といわれる金融システムの改革により、町には新しい金融商
品があふれている。しかし、これらの新しい金融商品やサービスの中には、高い利
益が得られる反面、損をしてしまう可能性のある商品もある。
　金融商品の仕組みや賢い利用の仕方をドラマで紹介する。

VHS
25分

1543

マミちゃんの新・甘い生活
新しい甘味料 その特徴とつきあ

い方
（毎日映画社　H11年度制作）

　甘いもの大好きなマミちゃんと甘味大王は、ダイエットにもいい新しい甘味料の
存在を知る。佐藤の代替として新しい甘味料をしようした食品が多く出回るように
なったが、その特徴を詳しく知るために、専門家が解説を交え、エリスリトールや
キシリトールについて分かりやすく紹介する。
　出演：　高橋真美　江良潤ほか

VHS
23分

1544

自然災害を知り育てる
平成の災害史　　字幕版

（毎栄・毎日映画社　H12年度制
作）

　有珠山の噴火、雲仙普賢岳の大火砕流、奥尻島の地震による大津波、阪神淡路大
震災、91年の19号台風･･･等。平成に入ってから日本列島を直撃した自然災害の様
子を映像で振り返りながら、毎年のように必ずどこかで起きる自然災害から尊い命
や財産を守る対策を考える。

VHS
25分

1545

河川災害の教訓　　字幕版

（毎栄・毎日映画社　H12年度制
作）

　河川の洪水氾濫は、人名はもとより、家屋や田畑、ライフラインなどに多大な被
害をもたらす。１９９８年の集中豪雨による河川の洪水氾濫の被災状況を当時の映
像で振り返り、災害対策や、水害から身を守る方法、被災地の注意等を行政や被災
者、専門家のインタビューを中心に具体的にまとめた。

VHS
24分

1546

風水害に備える
～貴方の命と財産を守るために～

字幕版
（毎栄・毎日映画社　H12年度制

作）

　台風を中心とした風水害の被害の実際を示しながら、どうすれば風水害から命や
財産を守ることができるのか。各地の家庭の皆さんや気象専門家の方たちとをスタ
ジオの映像画面で結び、その防災対策を具体的に考える。

VHS
21分

1547

世界遺産
屋久島Ⅰ　日本

（TBS　H11年1月17日放送）

　海からそそり立つ巨大な山並み、その威容はまさしく洋上のアルプスといわれ
る。切り立った峰々と、それを覆う太古の森。樹齢千年以上の屋久杉が今も息づく
屋久島の自然は、1993年世界遺産に登録された。

VHS
26分

1548

世界遺産
屋久島Ⅱ　日本

（TBS　H11年1月24日放送）

　亜熱帯の北限にあり、養生のアルプスといわれる特異な地形をもつ屋久島。標高
差二千メートルの植物分布。コケの上に発芽し、木の上に木が育つ屋久島の森。縄
文杉に着床したナナカマドの紅葉。亜熱帯に雪を降らせる季節風。世界にもまれな
生態系とともに屋久島の四季を紹介する。

VHS
26分

1549
九州遺産　望郷の歳月

～薩摩焼き・陶工たちの400年～
(南日本放送　H10年12月19日放

送）

　１５９２年文禄慶長の役。朝鮮出兵した多くの有力大名たちは優れた朝鮮陶工達
を自藩に連れ帰った。薩摩文化を融合させて、有田焼きや萩焼きと共に発展した
「薩摩焼」。伝統の技を受け継ぐことに情熱を燃やした陶工達には皆、望郷の想い
があった。

VHS
47分

1550
九州遺産　時を越えて
～長崎の洋館たち～

(長崎放送　H10年12月19日放送）

　幕末、明治と居留地があった長崎市には数多くの洋館が建てられた。その多くが
取り壊されてもなお、そこは異国情緒をかもし出している。時を越えて生きている
洋館たち。時代の中で培われた美しさ。そこには、いまだ語られぬ成功、ロマン
ス、そして悲劇があった。

VHS
48分

1551

九州遺産
赤瓦とうつぐみの島　竹富島
（琉球放送　H10年12月26日放

送）

　古き良き沖縄の町並みが残る竹富島。家々の赤瓦とさんご礁の白砂の道に象徴さ
れるその町並みは、11年前、文化庁より沖縄で唯一の重要伝統的建造物群保存地区
に選定された。建造物のほか、竹富島に継承される織物や伝統芸能を紹介する。

VHS
48分

1552
九州遺産

天孫降臨　霧島の四季
（宮崎放送　H10年12月26日放

　霧に浮かんだ山々が島のように見えることでこの名が付けられた。その神秘的な
美しさは天孫降臨の伝説を生み、神の住む山とさえ言われている。四季と共に表情
が変わる霧島とそこに生育する花木、動物を紹介する。

VHS
47分

1553

九州遺産　さいふ詣り　千年の旅
路

～大宰府往来～
（RKB毎日放送　H11年1月9日放

　大陸や朝鮮半島との接点であり、外国文化の窓口であった大宰府。学問一筋、右
大臣まで上りつめた菅原道真が、延喜元年この地に左遷された。道真をしのぶ「さ
いふ詣り」には、今もなおたくさんの参拝客がある。人々は何を求めてこの桜門を
くぐるのか。道真はなぜ天神様とよばれるようになったのか。

VHS
47分

1554
九州遺産　天主堂のある風景

～鉄川与助の軌跡～
（H11年1月10日放送）

　九州に今も残る明治から昭和初期にかけての多くの天主堂。建築したのはカト
リックでもなく、そのための特別な知識もなかった大工の「鉄川与助」であった。
仏教徒でありながら、天主堂建築にかりたてたものは何だったのだろうか。

VHS
47分

1555
九州遺産

九重連山の四季
（大分放送　H11年１月16日放

送）

　南北２２km東西２４kmの九重連山は、九州のほぼ中央に位置し、九州の屋根と呼
ばれる。度重なる噴火によって作られた荒涼で過酷な大地を、九重の自然が永井時
間をかけて肥沃な大地に変えていった。南国と北国の気候を合わせ持つ山々は九州
を代表する自然の宝庫だ。そこにはたくさんの珍しい高山植物が生育する。

VHS
47分

3 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1556

第一回草枕文学賞受賞作品
神様に一番近い場所
（熊本県民テレビ

　　　　　　　Ｈ10年7月7日放

　モラトリアム人間の若い女性主人公が、林業に従事する祖父と従弟の姿に触れ、
仕事とは何か、人生とは何かを考え始める。
　明治の文豪、夏目漱石の熊本着任100年を記念して創設された第一回「草枕文学
賞」の最優秀作品をドラマ化したもの。原作　吉井恵璃子

VHS
49分

1557

手話ビデオ
選んでつけようチャイルドシート

字幕入り
（情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　平成10年、自動車乗車中の子どもの死傷者数は、年間9,543人にまで増加した。4
年前と比べて、５０％増の数字だ。子どもの命を交通事故から守るため、平成12年
度よりチャイルドシートの使用が義務付けられたのである。
　チャイルドシートの選び方と取り付け方の基本についてＪＡＦの解説を交えて説
明する。

VHS
24分

1558

手話ビデオ
趣味講座　カメラ入門　字幕入り
（情報文化センター　Ｈ１２年度

制作）

　シャッターを押すだけで、だれにでも写真が撮れるコンパクトカメラ。最近は、
いろいろな機能がついて失敗することも少なくなったが、コンパクトカメラの特徴
と基本的な使い方を知れば、もっとすてきな写真を撮れる。コンパクトカメラの上
手な使い方を紹介する。

VHS
23分

1559

手話ビデオ
団体紹介ビデオ①　字幕入り

（情報文化センター　Ｈ12年度制
作）

　この番組は、全国規模で活躍している聴覚障害者の関係団体をシリーズでご紹介
する番組です。1回目は財団法人全日本聾唖連盟と、社団法人全日本難聴者・中途
失聴者団体連合会の2団体をご紹介します。事務所の様子、理事長へのインタ
ビュー等を収めましたので、ぜひご覧ください。

VHS
24分

1560

手話ビデオ
手話かみしばい　「くもの糸」

字幕入り
（情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　芥川龍之介原作の「くもの糸」。日本文学史上とても有名なこの作品を、ろう者
演劇の第一人者・井崎哲也氏が手話で語ります。作品中の難しいことばは、テレビ
でおなじみの是枝行子さんがやさしく解説。また、プロの画家の手による絵の数々
が、井崎氏の手話を彩ります。

VHS
26分

1561

クローズアップ現代
遺伝子組み換え食品と

　　　　　　　　　　　どうつき
あうか

（ＮＨＫ　Ｈ11年7月5日放送）

　遺伝子を組み換えた食品の輸入が始まって2年半。その安全性に問題はないとさ
れているが、消費者の中には根強い不安が残っている。特に、どの食品に組み換え
食品が含まれているのか、表示の義務がないために、消費者にはわからないことに
不満が高まっている。組み換え食品の広がっている現状と表示の問題について取り
上げ、問題点を整理する。

VHS
29分

1563

どうぶつ奇想天外！
宿命の対決！

イヌとネコどっちがすごい!?
(TBS H11年7月3日放送）

　人間に最も身近なペットのイヌとネコ。果たしてイヌとネコではどちらが優秀な
のか、さまざまな実験をして調べる。
　特集では、インドの町なかで生活している野良ウシについて紹介する。ヒン
ドゥー教ではウシは聖なるもの。そのウシが野良ウシになる理由と、そのウシに対
するインドの人々の考えを探る。

VHS
47分

1564

どうぶつ奇想天外！
日光猿軍団

東京観光バスツアー
（ＴＢＳ　Ｈ11年9月11日放送）

　いつも仕事に忙しい日光猿軍団が、休館日を利用して東京見物を行った。遊園地
や動物園を訪れ、大騒ぎ。
　特集は、北海道盲導犬協会の特集第3弾。盲導犬を引退する老犬と、彼に支えら
れた飼い主との別れをレポートする。

VHS
47分

1566

平成11年度文化庁芸術祭参加作品
君の手がささやいている　第三章
（テレビ朝日　Ｈ11年10月7日放

送）

　聴覚障害を持つ美栄子と健聴者の博文は、結婚し、出産、育児と夫婦力を合わせ
て乗り越えてきた。
　一人娘の千鶴が、小学校入学を間近に控えたある日、突然博文に仙台への転勤話
が。博文は、単身赴任を決意するが･･･。

VHS
99分

1568

金曜テレビの星
天国から地獄へ　転落人生劇場

借金返済タイムリミットスペシャ
ル

　これまで番組に出演した人の中から、借金額のベスト５を紹介し、番組出演後の
生活を紹介する。
　また借金を順調に返している人や完済した人から、上手な返済のコツ・節約方法
を学ぶ。

VHS
98分

1569

ザ・ノンフィクション
平成10年度芸術祭参加作品

残された使命
（フジテレビ　Ｈ10年11月1日放

送）

　脳腫瘍の手術では日本屈指の名医である岩田さんは、極めて悪性の脳腫瘍に侵さ
れ、三度の手術を受けて脳の3分の1を切除した。死を予知して残された命を、医者
として患者として父親として懸命に生きる岩田さんと彼を支える家族の姿を克明に
追う。

VHS
71分

1570

アトピー　喘息には負けない
家族たちの戦いが始まった!!

（テレビ東京　Ｈ11年8月31日放
送）

　治りにくいといわれるアトピー・ぜん息と家族一丸となって戦う姿を追う。
　ぜん息の子どもを対象にした合宿に参加した甘えん坊の男の子や、初めての海水
浴のために一生懸命アトピーを治す女の子が登場。またぜん息の息子のために、引
越しを決意した一家の姿も紹介する。

VHS
71分

1571

日曜ビッグスペシャル
リストラなんて怖くない！

汗と涙でつかんだ第二の人生奮闘
記！

（テレビ東京　Ｈ11年9月5日放

　リストラで仕事を失った一家の大黒柱。ある人はタクシードライバーを目指し、
何度も試験に落ちながらも家族に支えられ、ある人は妻と二人で、遠い南の島に移
住し、そしてある人は、家族で店を改行しようと努力する。家族のため、夢のため
に奮闘する一家のあるじの姿を紹介する。

VHS
96分

1572

ＥＴＶ特集
愛ちゃんのメル友闘病記

（ＮＨＫ　Ｈ11年7月12日放送）

　平間愛さんは、難病の筋萎縮性側索硬化症（ＡＬＳ）によって、ベッドで寝たき
りの生活をしている。しかし、パソコンのメールを使い、いろんな人と出会いコ
ミュニケーションをとっている。
　愛さんと愛さんのご両親、そしてメル友たちとの温かい人間関係、そして愛さん
の頑張る姿を紹介する。

VHS
44分

1573

夏のファミリースペシャル
14歳になりました

子どもたち7年ごとの成長記録
（ＮＨＫ　Ｈ11年8月11日放送）

　日本のさまざまな地域と環境の中で生きる子どもたちを、7年ごとに追い続ける
番組。
　7年前、自分の夢や家族への思いを語った７歳の子どもたちは、14歳になった。
思春期に入った彼らの本音を聞く。

VHS
59分

1575

課外授業ようこそ先輩
だれもがソングライター

シンガーソングライター　小椋佳
（ＮＨＫ　Ｈ11年3月11日放送）

　これまで1000曲を超える歌を作詞・作曲してきたシンガーソングライターの小椋
佳さん。
　小椋さんは母校の黒門小学校の5年生に作詞・作曲についての授業を行う。小椋
さんは、子供たちに歌うことの楽しさを知ってもらうことと、自分たちで歌を作る
ことの喜びを知ってもらいたいと授業に取り組む。

VHS
44分

4 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1576

課外授業ようこそ先輩
微生物は超能力者だ！

小泉武夫
（ＮＨＫ　Ｈ11年1月28日放送）

　発酵学の第一人者・小泉武夫東京農業大学教授が、母校の福島県小野新町小学校
に世界一臭いという缶詰や発酵食品を持参。納豆や甘酒等を酒造りの工程を見せ
て、微生物の偉大な働きと人間のかかわりを分かりやすく説明する。

VHS
44分

1577

課外授業ようこそ先輩
みんなで書いたラブシーン

脚本家　内館牧子
（ＮＨＫ　Ｈ11年2月25日放送）

　脚本家の内館牧子さんが、母校の大田区立雪谷小学校の6年生にラブレターやラ
ブシーンのシナリオを書いてもらいながら、恋愛のすばらしさを説いていく。
　シナリオの「好き」というセリフが読めないほど照れてしまうのに、書かれた作
品は大人顔負けで、先輩を驚かせる。

VHS
44分

1578
３年Ｂ組金八先生

第１２回
（ＴＢＳ　Ｈ12年1月13日放送）

　金八の体罰は記者が事件を聞きつけ、学校を巻き込む問題となった。学校側は体
罰を受けた生徒の親やＰＴＡ、関係者を呼び説明会を開く。
　一方、健次郎は３Ｂから仲間はずれにされてしまう。しかも明彦からは金をゆす
られるようになる。

VHS
47分

1579
３年Ｂ組金八先生

第１３回
（ＴＢＳ　Ｈ12年1月20日放送）

　幸作は大好きなちはると同じ高校を受験するので大喜びしていた。しかし受験の
当日、ちはるに「健ちゃんの力になってほしい」と頼まれショックを受け、受験ど
ころではなくなる。
　次の日幸作は、ちはるの気持ちを無視する健次郎に激怒し、飛びかかった。

VHS
47分

1580

３年Ｂ組金八先生
第１４回

（ＴＢＳ　Ｈ12年1月27日放送）

　好太が職員室に飛び込んできた。加奈恵がつきまとい、受験勉強に集中できない
のだ。金八は加奈恵に話をするが、なかなか分かってもらえない。
　一方、乙女と小田切の仲を誤解した遠藤が金八に告げ口をしたため、金八は冷静
さをなくし、乙女に詰め寄った。

VHS
47分

1581
３年Ｂ組金八先生

第１５回
（ＴＢＳ　Ｈ12年2月3日放送）

　今日は都立高校推薦入試の発表日。幸作の第一希望青嵐高校も発表で、金八は朝
から落ち着かない。
　センターでは、お年寄りたちが、生徒たちを励ますために節分の豆まきをしてく
れるが、そこに健次郎の姿はなかった。

VHS
47分

1582

３年Ｂ組金八先生
第１６回

（ＴＢＳ　Ｈ12年2月10日放送）

　ある夜、健次郎の兄・雄一郎が大森巡査から逃れようとしてケガをした。雄一郎
は病院に運ばれるが、母の麻美は秘密が公になることを恐れ狼狽（ろうばい）す
る。
　健次郎の抱えていた秘密を知った金八は、健次郎の父と母に健次郎の心の傷を訴
える。

VHS
47分

1583

３年Ｂ組金八先生
第１７回

（ＴＢＳ　Ｈ12年2月17日放送）

　相変わらず、雄一郎や両親の犠牲になっている健次郎。うそをつき続ける雄一郎
に怒りを覚える金八だったが、今は健次郎を支えることに専念することに決める。
　明彦が健次郎から金をゆすっていることを聞いた金八は、明彦を呼び出す。

VHS
47分

1584

３年Ｂ組金八先生
第１８回

（ＴＢＳ　Ｈ12年2月24日放送）

　合格発表の日。職員室には合否の連絡が続々と入る。そんな時、明彦は大きな
リュックを背負い、土手を黙々と歩いていた。
　大森巡査が明彦に声をかけると、行く先も目的も決めていないと言う。不審に
思った巡査は金八に連絡を入れた。

VHS
47分

1585
３年Ｂ組金八先生

第１９回
（ＴＢＳ　Ｈ12年3月2日放送）

　体験学習が始まった。ラーメン屋に学習に行った健次郎はそこで入院しているは
ずの雄一郎とばったり出会う。雄一郎の勝手な行動に健次郎の怒りを爆発。
　退院を控えた邦平と大西。しかし大西の容態が急変する。

VHS
47分

1586

３年Ｂ組金八先生
第２０回

（ＴＢＳ　Ｈ12年3月9日放送）

　卒業式も間近に迫り、お別れ会の計画を立てることになった３Ｂ。健次郎は全員
でソーラン節を踊って、みんなに見てもらうことを提案する。
　退院の決まった雄一郎は一人で暮らすことを望むが、母親の強い反対にあう。そ
してついに雄一郎は･･･。

VHS
47分

1587

３年Ｂ組金八先生
第２１回

（ＴＢＳ　Ｈ12年3月16日放送）

「アスミが最近家に帰ってこない」とアスミの母から相談を受けた金八は、早速ア
スミに事情をきく。アスミは男友達の家を泊まり歩いていたのだ。
　保健の本田は、性の大切さを教えるために、性についての授業を行うことを決め
る。

VHS
47分

1588

３年Ｂ組金八先生
第２２回　卒業直前スペシャル
（ＴＢＳ　Ｈ12年3月23日放送）

　桜中学恒例の３年生に贈る特別授業が始まった。先生たちは生徒にものを大切に
することを説いていく。
　身近なごみの問題を通して、地球規模の環境問題について考える３Ｂの生徒た
ち。

VHS
96分

1589

３年Ｂ組金八先生
卒業スペシャル 最終回

（ＴＢＳ　Ｈ12年3月30日放送）

　健次郎の審判の日が卒業式の3日後に決まり、健次郎はクラスの仲間と一緒に卒
業式に出られなくなった。金八は健次郎のことをクラスで話し合ってもらった。そ
の結果、卒業式前にクラス全員と健次郎との話し合いを持ちたいとの意見が出され
た。健次郎を教室に連れてきてくれるよう頼まれた金八は･･･。

VHS
109分

1590

GTO
GREAT1

（関西テレビ　Ｈ10年7月7日放
送）

　武蔵野聖林学苑にとんでもない教師がやってきた。鬼塚英吉25歳。かつて全国に
名をはせた暴走族のリーダーで、歩道暦83回のとんでもない男だが、生徒をクズ呼
ばわりするやつは絶対に許さない。こんな型破りな鬼塚が負かされたのは学苑始
まって以来の問題児ぞろいの2年4組だった。　　主演：　反町隆史　松嶋奈々子
中尾　彬ほか

VHS
58分

1591

GTO
GREAT２

（関西テレビ　Ｈ10年7月14日放
送）

　鬼塚の恥ずかしいＳＭの写真が学校の掲示板に貼り出された。「そんなことはし
てない」と、必死に弁明するが、鬼塚には冷たい視線が向けられた。
　写真を貼り出した犯人は菊地と分かったが、反省の色はなく、鬼塚を無視して教
室を出ていってしまう。成績トップの菊地の家に向かうが・・・。

VHS
47分

1592

GTO
GREAT3

（関西テレビ　Ｈ10年7月21日放
送）

　みやびたちは、いつものぼるをいじめて楽しんでいた。それを知った鬼塚は、鬼
塚流の方法でみやびにいじめをやめさせようとする。ところが、みやびが教頭に告
げ口したことから、鬼塚は土下座をして謝らなければならないことになる。果たし
て鬼塚は謝るのか。

VHS
47分

1593

GTO
GREAT4

（関西テレビ　Ｈ10年7月28日放
送）

　担任を変えない限り授業には出ないと、みやびたちはボイコットを始めた。しか
し鬼塚は「出たくないやつは出なくていい」と意に介さない。理事長は二学期まで
に生徒を説得できなければ、鬼塚はクビだと条件を出した。
　みやびはさらに鬼塚を追い込むために、朋子を使ってわなを仕掛ける。

VHS
47分

1594

GTO
GREAT5

（関西テレビ　Ｈ10年8月4日放
送）

　冬月は、夏休み中の特別授業を勅使河原と受け持つことになった。勅使河原は東
大卒で、父親は文部省の高級官僚のため、近寄りがたいと感じていた冬月だった
が、以外に気さくで趣味も冬月と同じだと言う。
　勅使河原に好感をもちだす冬月だったが、それは勅使河原の周到な計画だった。

VHS
47分
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1595

GTO
GREAT6

（関西テレビ　Ｈ10年8月11日放
送）

　鬼塚に対していつも反抗的な村井。みやびと村井の態度には、何か訳があるらし
い。村井の母親のつばさと意気投合した鬼塚は、その事でつばさから、ある計画を
頼まれ実行する。しかし、つばさのトラックが故障してしまい、思わぬ事態
に･･･。

VHS
47分

1596

GTO
GREAT7

（関西テレビ　Ｈ10年8月18日放
送）

　知佳子の父親は教材販売の会社に勤めている。テキストを売り込むため教師に頭
を下げている父親を見かけた知佳子は、みっともない姿に失望する。気晴らしにと
みやびにそそのかされ援助交際をすることになった知佳子だが、テレクラで呼び出
した相手は、なんと鬼塚だった･･･。

VHS
47分

1597

GTO
GREAT8

（関西テレビ　Ｈ10年8月25日放
送）

　
　知佳子とえりかが職員室に呼び出された。鬼塚相手に援助交際をしたというの
だ。「こういう子は非行を繰り返す」と内山田は言い、２人を退学処分、鬼塚を懲
戒解雇にすると言った。鬼塚をクビにして喜ぶ内山田だが、二学期初日、鬼塚は知
佳子とえりかを連れて学校にきた。

VHS
47分

1598
GTO

GREAT9
（関西テレビ　Ｈ10年9月1日放

送）

　朋子が学苑を辞めると言い出した。本格的にアイドルになるためのレッスンを始
めるという。夢のような話に両親は大反対。周囲の説得に高校卒業まで我慢するこ
とにした朋子だが、鬼塚は「やるなら日本一を目指せ」と無理やり家から連れ出
す。

VHS
47分

1599
GTO

GREAT10
（関西テレビ　Ｈ10年9月8日放

送）

　鬼塚は1週間後の模試を生徒と受け、5科目の合計が、400点以上取らなければク
ビになることが決まった。鬼塚をクビにさせないため、冬月は自宅に鬼塚を泊め、
猛勉強させることにした。
　そのころ、みやびは死んだ恋人にそっくりの真一という青年に出会う。

VHS
47分

1600

GTO
GREAT11

（関西テレビ　Ｈ10年9月15日放
送）

　鬼塚が起こした暴力事件の責任をどう取るのか、文部省の高級官僚・藤堂が聖林
学苑に乗り込んできた。内山田は鬼塚一人に責任をかぶせることにした。
　しかし、暴力事件を知ったマスコミが学校に押しかけ、テレビのワイドショーで
も取り上げられてしまう。

VHS
47分

1601

GTO
FINAL GREAT

（関西テレビ　Ｈ10年9月22日放
送）

　藤堂は神南学園の理事長と結託して、聖林学苑を神南学園に吸収合併することに
成功した。一方冬月は、念願のスチュワーデスの試験に合格し連日研修に励んでい
た。
　そして、ついに聖林学苑の取り壊しの日がきた。そこに鬼塚が運転するトラック
が乗り込んできて･･･。

VHS
58分

1602

サラリーマン金太郎
超ド迫力！秋の2時間スペシャル
（ＴＢＳ　Ｈ11年10月3日放送）

　「サラリーマンをなめんじゃねえ！」の叫びとともに金太郎が帰ってきた！
　1年ぶりにナビリアから帰ってきた金太郎は、57億円の損失の責任をとって子会
社へ出向となる。そこはダメ社員の吹きだまりのような、倒産寸前の会社だった。
ダメ社員の立ち直りと、起死回生の一発をねらい、金太郎が立ち上がる。
　出演：　高橋克典　羽田美智子　保坂尚輝ほか

VHS
96分

1603

遠藤周作没後3年特別番組
スペシャルドラマ　夫の宿題

（毎日放送　Ｈ11年12月26日放
送）

　故遠藤周作さんの妻・順子さんが、夫との思い出をつづった同名作品をドラマ化
したもの。
　順子さんの目に映った作家・父・夫としての周作氏のありのままの姿や信仰のこ
と、長い闘病生活の中で痛切に感じた日本の医療問題にも触れる。
　出演：　竹中直人　竹下景子　余貴美子ほか

VHS
96分

1604

踊る大捜査線
歳末特別警戒スペシャル

（フジテレビ　Ｈ9年12月30日放
送）

　1997年。暮れも押し迫った湾岸署は、てんやわんやの忙しさ。そこに青島刑事が
復帰してきて、さらに大事件が発生してしまう。湾岸署は無事に年を越せるのか!?
管理職3人も、ますます元気に一味違った刑事ドラマを展開。
　出演：　織田裕二　柳葉敏郎　稲垣吾郎ほか

VHS
117分

1605

単独房の少女たち
おばちゃん院長律子の

　　　　　　人生なげたらあかん
（フジテレビ　Ｈ11年7月30日放

送）

　律子が院長を勤める少女院に、野崎教官が赴任してきた。反抗的な態度から独房
に入れられたヒナコを担当した野崎は、律子の指導法が甘すぎると反発し、少女院
の教官を辞めると言い出す。だが律子は、野崎を苦しめている過去を知った。

VHS
95分

1606
金曜エンタテイメント

女医レイカ
（フジテレビ　Ｈ11年8月6日放

送）

　首を絞め、遺体を刃物で切り刻む残忍な手口で女性が殺害された。その殺害方法
は、3年前、精神科医レイカがプロファイリングで解決した連続幼女殺人事件の犯
人の手口と似ていた。だが、その犯人は心神喪失の診断により精神病院に送られた
はずだった。しかし・・・。

VHS
95分

1607

金曜エンタテイメント
ほんとにあった怖い話

（フジテレビ　Ｈ11年8月27日放
送）

　視聴者から寄せられた実際に起こった怖い話を再現ドラマ化したもの。
　夜道で何かに遭遇してしまった少女の話をオープニングに、「深夜病棟」「社内
怪報」「白昼のベル」「夏の訪問」の4編が紹介される。
　出演：　黒木瞳　稲垣吾郎　中山美穂ほか

VHS
95分

1608

カンゾー先生

(東映　Ｈ10年度制作）

　太平洋戦争中、岡山県の田舎町の開業医・赤城風雨（カンゾー先生）の生き方、
肝臓病の原因をさぐるため、研究しようとして起こるさまざまな事件。その結果、
「一介の町医者に徹するべし、わしはこれを忘れていた」と再び走るカンゾー先生
の物語。
　出演：　柄本明　麻生久美子　世良公則ほか

VHS
130分

1609

鉄道員（ぽっぽや）

（東映　Ｈ11年度制作）

　北海道の幌舞線の駅長・佐藤乙松は、廃線と同時に定年を迎えることになってい
た。鉄道員として駅を守り続けるあまり、やっと授かった娘を死なせ、最愛の妻の
死に目にもあえなかった。
　ある日、乙松の前にかわいい少女が現れる。
　出演：　高倉　健　大竹しのぶ　小林念侍ほか

VHS
113分

1610

ドクタースランプ
アラレのびっくりパーン
（東映　Ｈ11年度制作）

　アラレちゃんたちは、山の上で、はるのせい・モコモコに出会う。モコモコたち
が、生きていくために必要な“太陽のかけら”が、ナシババに盗まれてしまった。
アラレちゃんたちは“太陽のかけら”をとりもどすため、ナシババのあじとに向か
う。

VHS
50分

1611

学校の怪談４

（東宝　Ｈ11年度制作）

　弥恵と兄の恒は、夏休みに従姉妹のあゆむの家に遊びに行く。ちょうどそのこ
ろ、あゆむの住む町には大型台風が上陸していた。その夜、弥恵たちはあゆむか
ら、昔、町の小学校に津波が押し寄せ、校舎もろとも海に飲み込まれた子供たちの
話を聞く。台風の過ぎ去った翌日、あゆむの同級生たちが次々と姿を消す。　　出
演：　豊田眞唯　広瀬斗史輝　皆川優紀ほか

VHS
100分
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1613

すこやかシルバー介護
痴ほう症のここが知りたい①
痴ほう症とはどんな病気か

（ＮＨＫ　Ｈ11年4月6日放送）

　痴ほう症について、精神科医の斎藤正彦先生が説明する。
　老化による物忘れと痴ほう症はどこが違うのか、ふだんはボケているのに他人に
会うとしっかりするのはなぜかなど、視聴者からの質問に答える。

VHS
30分

1615

こちら葛飾区亀有公園前派出所
「秘薬リョーツＧＰＸ」

（フジテレビ　Ｈ11年3月7日放
送）

　毒物の混じった川で泳いでも全く体に影響が出ない両津。その原因を探るため、
研究者が両津の体を調べる。その結果、両津の体には、どんな菌もよせつけない抗
体があることが分かる。その抗体を使えば、あらゆる病気に効果があるという。

VHS
25分

1616

テレビスポーツ教室
ビーチバレーの技術

（ＮＨＫ　Ｈ9年7月19日放送）

　アトランタオリンピックをきっかけに、日本でも注目されるようになったビーチ
バレー。現在では、ビーチバレー用のコートを設置させている海岸も増え、だれで
も気軽にたのしめるようになった。番組では、ビーチバレーのルールやゲームの進
め方を紹介する。

VHS
30分

1617

テレビスポーツ教室
フライングディスク

～アルティメット競技～
（ＮＨＫ　Ｈ11年10月23日放送）

　プラスチック製の円盤を使う競技、フライングディスク。いつでも・どこでも・
だれにでも楽しめる競技として、現在では世界選手権も行われている。
　フライングディスクの基本的な投げ方と、アルティメット競技を紹介する。

VHS
30分

1618

嗚呼！バラ色の珍生！
命をくれた母との再会
涙と大感動スペシャル

（日本テレビ　Ｈ11年3月25日放
送）

　自分を生んでくれた女性はどんな人なのか。今、どこでどうしているのか。
　幼いときに実母と離され、会えないままに大人になった依頼人たちの実母への思
いと、その子を置いていかざるを得なかった母の事情。
　番組の捜査によって、真実が明かされ、対面が実現する。

VHS
96分

1619

伊東家の食卓
総決算1999年裏ワザ№．1決定戦

超強力年末スペシャル
（日本テレビ　Ｈ11年12月21日放

送）

　人気番組「伊東家の食卓」、1年間の総まとめ2時間スペシャル。
　数多い裏ワザの中から、「これは！」とうならせるスペシャルな裏ワザを厳選し
ておくる。これ1本見れば、あなたも伊東家の達人に！

VHS
96分

1620

見ればなっとく！
激怒！　爆裂！　夫婦のモンダイ
（ＴＢＳ　Ｈ11年7月22日放送）

　それぞれにいろいろな悩みを抱える夫婦を紹介し、その解決方法を探る。
　その一つの方法として、人間の性格を９つに分けるエニアグラムを参考に、タイ
プ別の相互関係を調べ、どのような行動をすれば人間関係が円満にいくか考える。

VHS
46分

1621

発掘！あるある大辞典
血圧

その知られざる正体を徹底解明!!
（関西テレビ　Ｈ11年5月9日放

　健康状態を知る上での基本とも言える血圧。高血圧の恐怖とともに、最近では女
性や子どもの低血圧も問題になっている。ふだんから血圧を測る習慣をつけ、自分
の血圧がどの程度なのかを知って、正常な値に近づける努力が大切。
　番組では、正常値に近づけるノウハウを紹介する。

VHS
47分

1622

発掘！あるある大辞典
顔

（関西テレビ　Ｈ11年9月12放
送）

　自分の顔写真を見て驚いたことはないだろうか。意識してないときの顔は変な表
情をしているもの。またウソは顔に出るという。どこを見ればウソが見抜けるの
か。
　顔と表情の秘密を知って、自分の顔を見つめ直そう。

VHS
47分

1625

日立ふしぎ発見！
グァテマラを撮る

日本人写真家の生涯
（ＴＢＳ　Ｈ11年7月17日放送）

　中米にあるグァテマラの古都アンティグアは、世界遺産に指定されている美しい
街。この街に、明治時代、屋須弘平という日本人が写真館を開いていた。一体な
ぜ、彼らはこの街に暮らすことになったのか。また、この街で洗礼を受けクリス
チャンとなった彼は、多くのキリスト教関係の写真も残している。

VHS
47分

1626

日立ふしぎ発見！
ヴァージン・クイーン

エリザベスの恋
（ＴＢＳ　Ｈ12年7月31日放送）

　映画にもなったヴァージン・クイーン、エリザベス1世。国家と結婚したと言
い、生涯独身を貫いた彼女だったが、実は恋多き女性として有名だった。彼女の数
奇な運命と大英帝国の繁栄の歴史を追う。

VHS
47分

1627

日立ふしぎ発見！
アンコール王朝と王道の謎
密林に消えた神殿を求めて

（ＴＢＳ　Ｈ12年9月11日放送）

　アンコール・ワットで有名なアンコール王朝の遺跡群。カンボジアでは長く内戦
が続いたためその多くが放置されていたが、最近になって、ようやくそれらの遺跡
の調査が始まった。
　密林に埋もれている神殿や、整備されていた王道を探検する。

VHS
47分

1628

釣りバカ日誌イレブン

（松竹　Ｈ11年度制作）

　時代は平成不況の真っ只中。鈴木建設も順調とは言えず、スーさんは悩んでい
た。そんなスーさんの沖縄出張にハマちゃんが同行する事になった。もちろんハマ
ちゃんは仕事そっちのけで釣りが目的。しかし、スーさんはこの出張中に、会社の
リストラ策を決定しなければならなかった。
　出演：　西田敏行　三國連太郎　浅田美代子　ほか

VHS
112分

1629

知ってるつもり?!
作家　司馬遼太郎

（日本テレビ　Ｈ11年8月8日放
送）

　史上最大のベストセラー作家・司馬遼太郎。その発行部数は、一億冊を超え、司
馬の本は今なお売れ続けている。司馬の日本史に対する見方は、「司馬史観」とま
で言われ、それまでの日本史観を大きく変えるものだった。
　死の直前まで、日本の将来を憂えていたという司馬遼太郎の生涯に迫る。

VHS
47分

1630

知ってるつもり?!
漫画家　長谷川町子

（日本テレビ　Ｈ11年8月１日放
送）

　28年間も新聞に連載された漫画「サザエさん」。単行本も68巻を数え、子供から
大人まで皆に愛読されている。作者の長谷川町子さんは一生独身を通し、その私生
活はなぞに包まれていた。４コマ漫画に生涯をささげた彼女の素顔とは･･･。

VHS
46分

1632

時は静かに流れて
～長崎の少女と写真家の歳月～
（ＴＢＳ　Ｈ11年8月8日放送）

　清川志津香（45歳）は、3歳のとき病気で左目を失った。彼女の母は長崎で被爆
しており、志津香さんの病気も、その影響が考えられるという。戦後50年以上たっ
た今も、原爆の傷を背負って生きる彼女と、彼女の成長を見守ってきた写真家の姿
を追う。

VHS
49分

1633

ドキュメンタリー人間劇場
誰も知らない長嶋茂雄

（テレビ東京　Ｈ11年12月29日放
送）

　野球界の永遠のスーパースター、長嶋茂雄。選手時代から監督時代へと長嶋茂雄
は今なお日本中の注目を受け、プロ野球界の最前線を走り続けている。
　その長嶋茂雄と親交を結び、自身も長嶋の熱烈なファンの男たちが、天才と呼ば
れた男の胸の内を語る。

VHS
46分

1634

課外授業ようこそ先輩
手話はこころのメッセージ

ステージパフォーマー　丸山浩路
（ＮＨＫ　Ｈ11年5月16日放送）

　「手話ニュース」でおなじみの丸山浩路さん。母校である長岡の小学校で、6年
生とともに手話で校歌を歌うことにチャレンジする。
　“夢はみるもの、希望はかなえるもの”それが丸山さんから子ども達へのメッ
セージだ。

VHS
42分

7 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1636

ドラマ　蒼天の夢
～松陰と晋作・新世紀への挑戦～

　日本の夜明けを夢見、理想に燃え、多くの志士を育てた男・吉田松陰。そして、
その志を受け継いだのは、型破りな行動力を持った男・高杉晋作。
　幕末という激動の時代を駆け抜けた対照的な2人の英雄のその短い生涯を描く。
　出演：　中村橋之助　野村萬斎　天海祐希　ほか

VHS
119分

1638

趣味講座　ビデオカメラ入門
～すてきな映像を撮るために～
(情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　家庭用ビデオカメラの普及により、ビデオ撮影は趣味以外でも記録や思い出のた
めに撮影する人が多い。しかし、同じアングルの映像が延々と続いたり、ズームの
使いすぎで何を撮りたいのか伝わらないなど、失敗映像を撮る人もいる。ビデオカ
メラの基礎を学ぶ。
　司会：　井崎哲也　出演：　関東聴覚障害学生懇談会

VHS
26分

1639

新入社員のためのマナー講座

（情報文化センター　Ｈ12年度制
作）

　社会に出る時は、だれもが身につけておきたい「社会人としてのマナー」。服
装・あいさつ・言葉づかいなどの一般的なマナーや、聴覚障害者ならではの注意
点、例えば、足音や食事の時の音、ノックの仕方などについて解説する。聴覚障害
者出演のドラマやイラストを盛りこみ、理解しやすい内容となっている。
　司会：　五十嵐美子　解説：　大石忠　出演：　日本ろう者劇団

VHS
30分

1640
団体紹介ビデオ②

社会福祉法人　全国盲ろう者協会
(情報センター　Ｈ12年度制作）

　団体紹介ビデオの2回目は、全国盲ろう者協会を紹介する。この協会の事業につ
いて、事務局の松谷さんにご説明いただく。またあわせて、盲ろうという障害や盲
ろう者のコミュニケーション方法、通訳、介助の実際等もご覧いただく。
　司会：　植野慶也

VHS
26分

1641

手話紙しばい
注文の多い料理店

（情報文化センター　Ｈ12年度制
作）

　二人の紳士が森の中を歩いていると、立派な西洋料理店があった。腹ペコの二人
は喜んで中に入るが、そこはとんでもない料理店だったのだ･･･。
　宮澤賢治原作の童話「注文の多い料理店」をテレビでおなじみの那須英彰さんが
演じる。一人四役の熱演にご注目！
　出演：　那須英彰　是枝行子

VHS
36分

1642

手話ビデオ
新入社員のためのマナー講座

字幕入り
（情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　社会に出る時は、だれもが身につけておきたい「社会人としてのマナー」。服
装・あいさつ・言葉づかいなどの一般的なマナーや、聴覚障害者ならではの注意
点、例えば、足音や食事の時の音、ノックの仕方などについて解説する。聴覚障害
者出演のドラマやイラストを盛りこみ、理解しやすい内容となっている。

VHS
30分

1643

手話ビデオ
趣味講座　ビデオカメラ入門

字幕入り
（情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　家庭用ビデオカメラの普及により、ビデオ撮影は趣味以外でも記録や思い出のた
めに撮影する人が多い。しかし、同じアングルの映像が延々と続いたり、ズームの
使いすぎで何を撮りたいのか伝わらないなど、失敗映像を撮る人もいる。ビデオカ
メラの基礎を学ぶ。
　司会：　井崎哲也　出演：　関東聴覚障害学生懇談会

VHS
26分

1644

手話ビデオ
団体紹介ビデオ②　字幕入り

社会福祉法人　全国盲ろう者協会
（情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　団体紹介ビデオの2回目は、全国盲ろう者協会を紹介する。この協会の事業につ
いて、事務局の松谷さんにご説明いただく。またあわせて、盲ろうという障害や盲
ろう者のコミュニケーション方法、通訳、介助の実際等もご覧いただく。
　司会：　植野慶也

VHS
26分

1645

手話ビデオ
手話紙しばい

注文の多い料理店
（情報文化センター　Ｈ12年度制

作）

　二人の紳士が森の中を歩いていると、立派な西洋料理店があった。腹ペコの二人
は喜んで中に入るが、そこはとんでもない料理店だったのだ･･･。
　宮澤賢治原作の童話「注文の多い料理店」をテレビでおなじみの那須英彰さんが
演じる。一人四役の熱演にご注目！
　出演：　那須英彰　是枝行子

VHS
36分

1646

日本の祭り　春編

（ＴＢＳ　Ｈ11年制作）

　日本各地の春のお祭り大全集。
　奈良県奈良市の「お水取り」、和歌山県和歌山市の「流しびな」、東京都調布市
の「だるま市」、栃木県日光市の「百物揃千人武者行列」ほか

VHS
35分

1647

日本の祭り　夏編

（ＴＢＳ　Ｈ11年制作）

　日本各地の夏のお祭り大全集。
　広島県山県郡の「壬生の花田植」、東京都千代田区の「山王祭」、大阪府大阪市
「住吉大社の御田植神事」、岩手県岩手郡の「チャグチャグ馬コ」、京都市東山区
の「祇園祭」ほか

VHS
36分

1648

日本の祭り　秋編

（ＴＢＳ　Ｈ11年制作）

　日本各地の秋のお祭り大全集。
　富山県婦負郡の「おわら風の盆」、青森県中津軽郡の「お山参詣」、熊本県熊本
市の「藤崎八幡宮例大祭」、鹿児島県大島郡の「秋名のアラセツ」、岩手県遠野市
の「遠野まつり」ほか

VHS
33分

1649

日本の祭り　冬編

（ＴＢＳ　Ｈ11年制作）

　日本各地の冬のお祭り大全集。
　埼玉県秩父市の「秩父夜祭」、島根県八束郡の「諸手船神事」、山口県防府市の
「小俣の笑い講」、長野県下伊那郡の「遠の霜月まつり」、奈良県奈良市の「春日
若宮おん祭」、東京都台東区の「羽子板市」、秋田県男鹿市の「なまはげ」ほか

VHS
34分

1650
向田邦子新春シリーズ

小鳥の来る日
（ＴＢＳ　Ｈ11年1月11日放送）

　昭和15年、東京池上の神林家は、母親の里子と娘3人の女所帯。父親の順造は、
17年前に家を出たきり、行方がわからない。そんなある日、順造がひょっこり現れ
る。次女の初子は、家族を捨てた父親をどうしても許せず･･･。

VHS
96分

1652

逮捕しちゃうぞ　ｔｈｅ　ＭＯＶ
ＩＥ

（ＴＢＳ　Ｈ12年12月30日放送）

　隅田川沿い、墨東署管内で交通制御システムが破壊され、銃器密輸事件が発生。
その黒幕は2年前行方をくらました元警部なのか？
　夏実と美幸、二人の女性警察官が爆弾テロ組織を相手に勇敢に立ち向かう。

VHS
77分

1653
ＴＯＫＩＯ　国分太一の

太一におまかせ
　租税教育用ビデオ。
　見知らぬ女子高生に、税金の大切さを教えることになった太一は･･･。

VHS
20分

1654

知ってるつもり?!
21世紀への伝言　人間を愛した人

たち
マザー・テレサ＆井深耶八重

（日本テレビ　Ｈ12年2月20日放
送）

　インドのスラム街で、貧しい人々のためにその半生をささげたマザー・テレサ。
　社会から締め出されたハンセン病患者の、看護と救済に障害をささげた井深八
重。
　苦難に満ちた日々を、常に感謝の気持ちを持って、微笑を絶やさなかった2人。2
人の人々に尽くした生涯を追う。

VHS
47分

8 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1655

知ってるつもり?!
20世紀伝説　命と対話した人々

ヘレン・ケラー＆中村久子
（日本テレビ　Ｈ11年11月21日放

送）

　目･耳・口が不自由という三重苦を背負ったヘレン・ケラーは、サリバンの導き
で福祉活動家として日本を訪れた時、中村久子という女性に出会った。
　久子は幼くして両手・両足を失いながらも、たくましく生きていた。
　ヘレン・ケラーと中村久子の2人の奇跡を追う。

VHS
47分

1656

知ってるつもり?!
きんさんぎんさんが見た

日本の100年
（日本テレビ　Ｈ12年7月23日放

送）

　長寿国日本を代表する元気なお年寄りとして、世界で最も有名な双子のきんさん
ぎんさん。女優の森光子さんや、スキーの萩原次晴さんらに、きんさんぎんさんの
エピソードをうかがいながら、生い立ちを詳しく紹介する。

VHS
47分

1657

知ってるつもり?!
天才伝説

フジ子・ヘミング
（日本テレビ　Ｈ12年9月17日放

送）

　近年、コンサートチケットを入手するのも難しいといわれる人気ピアニスト、フ
ジ子・ヘミング。天才少女として幼いときから注目され、留学先のドイツでも、そ
のピアノの才能を絶賛されるが、過酷な運命が彼女を襲う。ある日、突然聴力を
失ってしまったのだ。
　絶望の淵から奇跡のようによみがえった天才ピアニストの半生を追う。

VHS
46分

1658
徹子の部屋

弁護士　大平光代
（テレビ朝日　Ｈ12年5月5日放

　ベストセラーになった「だから、あなたも生きぬいて」の著者・大平光代さん。
現在は弁護士として活躍されているが、中学時代にひどいいじめにあい自殺にまで
追い込まれたという。ご自身の体験から何が大切かを話してくださる。

VHS
26分

1659

世界遺産　Ｓｐｅｃｉａｌ
地球の記憶

（ＴＢＳ　Ｈ11年1月2日放送）

　視聴者の「ベスト世界遺産」を、“水”をキーワードに選りすぐりのショットで
紹介する。
　マチュピチュの遺跡やチチカカ湖、南米ギアナ高地、ノルマンディーの海に浮か
ぶモン・サン・ミシェルなどが紹介される。

VHS
72分

1660

世界遺産
白川郷・五箇山の合掌造り集落

日本
（ＴＢＳ　Ｈ12年1月23日放送）

　日本建築の美ー合掌造りは、豪雪の地に、地のものだけで建て上げた風土に適し
た木造建築だ。かつて９０余りを数えた合掌造りの集落も、現在は世界遺産に登録
されている3か所だけとなった。この集落での屋根のふきかえ作業を通して、厳し
い自然を生き抜いてきた山の民がはぐくんだ知恵と技を知る。

VHS
25分

1661

世界遺産
イグアス国立公園

アルゼンチン　　ブラジル
（ＴＢＳ　Ｈ12年3月19日放送）

　南米大陸で最大の滝、イグアス。イグアス川の断がいには大小275の滝があり、
最大の滝は落差80メートルで、「悪魔の喉笛」と呼ばれている。滝の周囲は、ブラ
ジルとアルゼンチン両国にまたがる国立公園で、世界遺産に登録されており、多種
多様な動植物の宝庫となっている。

VHS
25分

1662

世界遺産
オリンピアの古代遺跡

ギリシャ
（ＴＢＳ　Ｈ12年9月10日放送）

　ゼウス神にささげる祭典として行われていた古代オリンピック。その競技が行わ
れたスタディオン。もともと長さの単位だったスタディオンという言葉は、やがて
競技場を指す言葉となり、現在のスタジアムの語源となった。古代ギリシャの文明
の粋を結集した建築と彫刻が遺された聖地オリンピアの遺跡は、1989年に世界遺産
に登録された。

VHS
25分

1663

美の巨人たち
1498年レオナルド・ダ・ビンチ作

最後の晩餐
（テレビ東京　Ｈ12年7月1日放

　1999年5月、20年の歳月をかけ、ルネサンス芸術の傑作「最後の晩餐」の修復が
終わった。この修復によって、絵の損傷の理由やユダが悪人として描かれなかった
事の意味、レオナルドがこの絵に託したメッセージなどが明らかにされる。

VHS
26分

1664

どうぶつ奇想天外！
はじめての犬　PARTⅡ

キャンプ場でハプニング続出!!
（TBS　H12年10月22日放送）

　初めて犬を飼うことになった家族の第2弾。　犬を連れて一家でキャンプに出か
けたが、そこでは、予想もしてなかったハプニングが続出する。
　特集は、渡辺満里奈が北の海で白いイルカと泳ぐことに挑戦する。

VHS
47分

1665

どうぶつ奇想天外！
史上空前！珍獣10種迷路トーナメ

ント!!
珍解答も連発

（TBS　H12年10月29日放送）

　珍獣10種迷路トーナメントでは、意外な結果が続出。解答者を困らせる。
　特集では、渡辺満里奈がカナダのイヌイットの狩りに同行し、自然とともに生き
る彼らの生活を紹介する。

VHS
47分

1666

どうぶつ奇想天外！
ハムスターもビックリ！
超カワイイペット東京!!

（TBS　H12年12月3日放送）

　最近大人気のハムスターをはじめ、珍しくてかわいいペットの数々を紹介。
　耳の不自由な人にさまざまな音を知らせて、生活の手助けをする聴導犬。その訓
練の様子を特集で紹介する。

VHS
47分

1667

NHKスペシャル　驚異の小宇宙・
人体Ⅲ

遺伝子DNA　第１集
生命の暗号を解読せよ～人の設計

図

　遺伝子はいわば体の設計図。それが解読されると、才能や性格、将来かかりやす
い病気等、これまで人の運命とされてきたことまで明らかになると言われている。
　人の設計図とはどんなものなのか。その驚異のメカニズムを探る。

VHS
49分

1668

NHKスペシャル　驚異の小宇宙・
人体Ⅲ

遺伝子DNA　第２集
つきとめよガン発生の謎～病気の

設計図
（NHK　H11年5月3日放送）

　日本人の死亡率の第一位をしめるガン。ガンは、遺伝子の異常で起こる病気だ。
現在、遺伝子の解明が進む中で、ガン発生のメカニズムや新たな治療法が次々と発
見されている。
　第２集では、4回もガンに侵されたアメリカの女性や最新の遺伝子治療を)紹介
し、ガン発生の謎に迫る。

VHS
49分

1669

NHKスペシャル　驚異の小宇宙・
人体Ⅲ

遺伝子DNA　第３集
日本人のルーツを探れ～人類の設

計図～
（NHK　H11年5月4日放送）

　人類の設計図DNA。その解読は、日本人のルーツを探る上での従来の常識をくつ
がえそうとしている。これまで日本人は、縄文人と弥生人から成り立つと考えられ
てきた。しかし最近の研究で、１つだと考えられてきた縄文の集団が、実は１つで
はないことが明らかになった。

VHS
49分

9 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1670

NHKスペシャル　驚異の小宇宙・
人体Ⅲ

遺伝子DNA　第４集
命を刻む時計の秘密～老化と死の

設計図～
（NHK　H11年8月9日放送）

　人間は昔から不老不死を夢見ていた。しかしどんなに研究しても、その夢をかな
えられなかった。人間が不老不死ではない理由は、細胞分裂の回数が決まっている
ためらしい。
　遺伝子に刻まれた命の時計のメカニズムを探り、不老不死を可能にするかもしれ
ない遺伝子科学の現状を追う。

VHS
54分

1671

NHKスペシャル　驚異の小宇宙・
人体Ⅲ

遺伝子DNA　第５集
秘められたパワーを発揮せよ～精

神の設計図～
（NHK　H11年8月10日放送）

　一卵性双生児の姿かたちがそっくりなのは、二人が同じ遺伝子を持つからだ。で
はもし離れ離れで育てられたら、双子はそっくりに育つのだろうか。また遺伝子は
姿だけでなく、性格にも影響を及ぼすという。では双子は性格もそっくり同じなの
だろうか。
　双子の不思議や遺伝子が影響を及ぼす性格傾向について調べる。

VHS
54分

1672

NHKスペシャル　驚異の小宇宙・
人体Ⅲ

遺伝子DNA　第６集
パンドラの箱は開かれた～未来人

の設計図～
（NHK　H11年8月11日放送）

 ギリシャ神話の「パンドラの箱」の物語は、「消して開けてはいけない」と言わ
れた箱を開けてしまったために、地上に災いが飛び出すというもの。２１世紀を前
に、遺伝子DNAの操作技術を手に入れた人類。遺伝子の組み換えによって、思い通
りの子供を生むことも可能になるという。人類にとって、遺伝子操作は、現代のパ
ンドラの箱になるのだろうか。

VHS
54分

1673

スーパーテレビ情報最前線
車椅子の花嫁の15年
運命が育てた夫婦愛

（日本テレビ　H12年7月31日放

　ファッションモデルとして活躍し、結婚を目前に控えて交通事故に遭い、車椅子
の生活となったひとみさん。「車椅子の花嫁」として取り上げられてから15年。
夫・伸行さんの支えもあって、今、彼女は家事を完璧にこなすかたわら、全国各地
での公演活動などに忙しい。

VHS
46分

1675

金曜テレビの星
奇跡を起こせ！

愛と勇気の動物救急病院　密着24
時

（TBS　H12年1月28日放送）

　聴覚障害者の生活に必要な音を知らせる聴導犬。日本ではまだまだ、数頭しか活
動していない。捨て犬から聴導犬を目指すゴールデンレトリーバー“らぶ太”の訓
練の様子を追う。
　ほかに、ラッコの赤ちゃんの誕生物語や離島の獣医さんの奮戦記、ネコの腎臓移
植など。

VHS
98分

1676

金曜エンタテイメント　特別企画
小さな留学生　1996～2000秋

（フジテレビ　H12年11月24日放
送）

　日本で懸命に生きる中国人留学生の姿を描き、全国に感動を呼んだドキュメンタ
リー。
　9歳の女の子・張素（ちょうそ）は父親の仕事で日本に来た。言葉も習慣も異な
る初めての外国・日本。来日の翌日から地元の小学校に通うことになった張素は、
初めての授業で泣いてしまう。しかし周囲の思いやりと張素のがんばりで、交流が
広がっていく･･･。

VHS
97分

1680

Beautiful Life
ふたりでいた日々　１

（TBS　H12年1月16日放送）

　病気のため車椅子で生活していた杏子（きょうこ）は、ある日美容師の柊二
（しゅうじ）と出会う。第一印象最悪の二人だったが、それは杏子にとって奇跡の
ような恋の始まりだった。
　全国に感動を巻き起こした大ヒットドラマ。
　出演：　常盤貴子　木村拓哉　渡部篤郎　水野美紀　ほか

VHS
60分

1681

Beautiful Life
ふたりでいた日々　２

（TBS　H12年1月23日放送）

　図書館司書の杏子は、偶然知り合った美容師の柊二に心を引かれていた。しか
し、図書館にやってきた柊二に対し、つい悪態をついてしまう。
　病気で歩けなくなって以来、杏子は恋することに臆病になっていたのだ。

VHS
47分

1682

Beautiful Life
ふたりでいた日々　３

（TBS　H12年1月30日放送）

　柊二のヘアデザインが店のスタッフに盗まれた。杏子がデザイン画を、そのス
タッフに渡してしまったためだ。杏子は柊二の昔の彼女・真弓から激しく責められ
る。
　何とか柊二の役に立とうと、杏子と親友・サチは街へ出てヘアスタイルの写真を
撮る。

VHS
47分

1683

Beautiful Life
ふたりでいた日々　４

（TBS　H12年2月6日放送）

　トップスタイリストに昇格した柊二は、杏子に報告するため図書館へ行く。しか
し杏子は外国旅行へ出かけていたため休みだった。旅行に行くことなど聞いていな
かった柊二はショックを受ける。柊二は帰国してきた杏子と会うが、杏子の態度が
どこかよそよそしい。

VHS
47分

1684

Beautiful Life
ふたりでいた日々　５

（TBS　H12年2月13日放送）

　順調に付き合いだした二人だが、柊二の仕事が忙しくなり、ゆっくり会えない。
有名になっていく柊二に複雑な気持ちになる杏子。
　デートの帰り道雨に降られた二人は、ささいなことでケンカしてしまう。杏子は
「自分が車いすでさえなければ･･･」と思うのだが･･･。

VHS
46分

1685

Beautiful Life
ふたりでいた日々　６

（TBS　H12年2月20日放送）

　HOT LIPのライブでステージに上げられた杏子は、観客たちの好奇の目にさらさ
れた。その場から逃げ出そうとして悟ともみ合ううちにバランスを崩す杏子。
　杏子を助けようとした柊二は、客席に転落して腕を負傷してしまう。

VHS
47分

1686

Beautiful Life
ふたりでいた日々　７

（TBS　H12年2月27日放送）

　柊二の元に昔の恋人・さつきが現れた。結婚していたさつきだったが、様子がお
かしい。柊二との交際が家族に知られた杏子は、柊二を家に招くことになる。しか
し杏子の兄・正夫の柊二に対する反応が冷たい。正夫はさらに柊二を呼び出し、杏
子との交際をやめるよう忠告する。

VHS
47分

1687

Beautiful Life
ふたりでいた日々　８

（TBS　H12年3月5日放送）

　柊二がバイクの後ろに乗せていたさつきのことが気になる杏子は、巧から彼女の
勤務する画廊を聞きだしサチと訪れる。ところが店先でさつきに声をかけられて、
杏子は慌てて逃げようとして車道に転倒しケガをしてしまう。

VHS
47分

1688

Beautiful Life
ふたりでいた日々　９

（TBS　H12年3月12日放送）

　柊二の後輩の巧が店の顧客名簿を盗もうとした。ライバル店に持ち込もうとした
のだ。現場に居合わせた柊二は巧に店を辞めろと言って、激しい怒りをぶつける。
　杏子は病気が悪くなり、再検査を受けることになる。不安にかられた杏子は、一
人姿を消してしまう。

VHS
47分
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1689

Beautiful Life
ふたりでいた日々　１０

（TBS　H12年3月19日放送）

　杏子の病状が気になり、仕事も手につかない柊二。杏子と会っているときだけ
が、不安の和らぐときだ。そんな中で、サチが正夫の子を妊娠したとわかる。サチ
から聞かされて大喜びの杏子。しかし、正夫は杏子の容態が気になり、結婚を待っ
てくれるようサチに告げる。

VHS
47分

1690

Beautiful Life
ふたりでいた日々　１１

（TBS　H12年3月26日放送）

　正夫の計らいで一軒家を借りて暮らし始めた柊二と杏子。穏やかで平和な日々が
続く。杏子のために柊二は仕事を控えていた。しかし「仕事をしている柊二が見た
い」と杏子に訴えられ、ショーの仕事を手がけることになる。
　やがて杏子の容態が悪くなり、再び入院することになり・・・。

VHS
72分

1691

カネボウヒューマンスペシャル第
20弾

大地の産声が聞こえる
15歳いちご白書

（日本テレビ　H12年2月8日放

　中学3年のいちごは、両親と妹2人の5人家族。自然派の母の希望で郊外の農家に
引っ越すが、不便な生活にいちごは不満だ。その上、母の妊娠で、家事や妹の世話
などがいちごの肩にかかってきた。受験勉強も満足にできず、いらだついちご。い
ちごは「こんな家嫌い、家を出る」と言い出した。

VHS
97分

1692

2000年ドラマスペシャル
百年の物語

第一夜　愛と憎しみの嵐
（日本テレビ　H12年8月28日放

送）

　地主の一人娘・戸倉彩は、借金を抱えた戸倉の家を救うために、実業家・横山平
吉に嫁ぐ。しかし、平吉との結婚生活には夢も希望もなかった。小作の公太は、そ
んな彩を温かく見守る。激しい運命にほんろうされながらも、懸命に生きた女の物
語である。
　出演：　松嶋奈々子　原田龍二　黒木　瞳　ほか

VHS
122分

1693

2000年ドラマスペシャル
百年の物語

第二夜　愛は哀しみをこえて
（日本テレビ　H12年8月29日放

送）

　戦争で亡くなった横山平吉と彩の娘・純子は、小学校の教師となり、戦後の混乱
期を弟と無我夢中で生きていた。そんな時、純子は日系米軍士官のヒロセ・カズオ
と出会う。互いに引かれ合う2人だったが、やがてヒロセは朝鮮戦争で出兵するこ
とになった。
　出演：　松嶋奈々子　大沢たかお　ほか

VHS
117分

1694

2000年ドラマスペシャル
百年の物語

第三夜　オンリー･ラブ
（日本テレビ　H12年8月30日放

送）

　キャリアウーマンの千代は、4歳の時に母に捨てられて以来、人を愛することを
忘れた。ある日、千代にそっくりな女性の絵を持って、元ボクサーの進次が現れ
る。
　百年前、彩と公太が愛し合った運命的な事実を知る由もない2人は、千代の母に
会うためにアメリカへ向かう。
　出演：　松嶋奈々子　渡部篤郎　橋爪　功　ほか

VHS
117分

1695

金曜エンタテイメント
最後のストライク

炎のストッパー津田恒美
（フジテレビ　H12年7月28日放

送）

　津田はプロ野球・広島カープのエースストッパー。あるﾊﾟｰﾃｨに出席した折に、
コンパニオンの晃代に一目ぼれし結婚する。平成元年、ファイアマン賞を受賞し、
最優秀救援投手に輝いたが、翌2年、頭痛に悩まされ成績はガタ落ち。病院で悪性
脳腫瘍と診断される。
　出演：　岸谷五朗　石田ひかり　石黒　賢　ほか

VHS
96分

1696
さくや妖怪伝

（㈱トワーニ　制作）

　宝永4年。富士山の噴火により、地の底に封じ込められていた妖怪たちが地上に
あふれ出す。妖怪を倒すことを使命とされた咲夜（さくや）は、村正を使えば使う
ほど、咲夜の命は短くなってしまう。
　出演：　安藤　希　島田久作　松坂慶子　ほか

VHS
88分

1698

火曜サスペンス劇場
秋のスペシャル

外科医・有森冴子Ⅱ　「告知」
（日本テレビ　H12年8月15日放

送）

　総合病院の外科医・冴子は、患者の竹田に末期がんであることを告知した。数日
後、竹田が病院の屋上から転落死する。
　竹田の妻で元医師の香奈は、冴子が告知したために絶望して自殺したんだと泣き
叫ぶ。
　出演：　三田佳子　小柳ルミ子　かとうかずこ　ほか

VHS
95分

1700

金曜エンタテイメント
第44回江戸川乱歩賞受賞作

果つる底なき
（フジテレビ　H12年2月11日放

送）

　大手銀行に勤める伊木が、以前、融資担当をしていた時の取引先企業が倒産し
た。時を同じく、彼の公認の坂本が「伊木さんは、だまされていた」の言葉を残し
て亡くなった。坂本の死に疑問を抱いた伊木が真相を探るうちに、彼にも危険が
迫ってくる。
　出演：　渡辺　謙　管野美穂　段田安則　ほか

VHS
95分

1701

こどもにんぎょう劇場
さんねんねたろう

日本昔話
（NHK　H12年5月１5日放送）

　ず～っとむかし、小さな村に太郎という若者がいました。村人が「さんねんねた
ろう」と呼ぶほどいつもねています。でも本当は、ねながら考えていたのです。水
がなくてカラカラの村の田畑に池の水を引く方法を･･･。そしていい考えがうかび
ました。
　小学生の漢字　全部にルビ

VHS
15分

1702

こどもにんぎょう劇場
ごんぎつね　新美南吉

日本昔話
（NHK　H12年9月12日放送）

　ごんはいたずらの子ぎつね。きょうもいたずらをしに川までやってきました。川
では村の兵十（ひょうじゅう）というわかものがうなぎをとっていました。ごんは
兵十のすきを見て、うなぎを川ににがしてしまいました。しかし、そのうなぎは兵
十が病気のおっかあに食べさせようとしていた。大事なうなぎだったのです。
小学生の漢字、全部にルビ

VHS
15分

1703

こどもにんぎょう劇場
わらしべちょうじゃ

日本昔話
（NHK　H12年11月13日放送）

　むかしむかし、ある所に五平さんという、とても貧乏な若者がいました。ある
時、ゆめの中で「朝、最初に体についた物を大切にするがいい」という神様の声が
聞こえてきたのです。そして、最初についた物は、わら１本、さあどうなるので
しょう。
　小学生の漢字、全部にルビ

VHS
15分

1704

名探偵コナン
きのこと熊と探偵団（前編）

（日本テレビ　H12年11月6日放
送）

　コナン、博士、元太、歩美、光彦、哀の少年探偵団は皆でマツタケ狩りに来た。
マツタケ狩りの敷地は、金網で囲まれていて金網の向こう側は狩猟区になっていて
立入禁止になっていた。しかし、マツタケ狩りに夢中になった元太は金網を越えて
しまう。それに気づいた少年探偵団は、元太を探すが途中、光彦と哀は射殺された
男性の死体を発見する。

VHS
25分

1705

名探偵コナン
きのこと熊と探偵団（後編）

（日本テレビ　H12年11月13日放
送）

　男性の死体を発見した光彦と哀は、殺人犯にねらわれるはめになった。一方、元
太を発見したコナンたちは、今度は光彦と哀の姿が見当たらなくなったことに気づ
き2人を捜し始めるが･･･。

VHS
25分

1706

名探偵コナン
見事すぎた名推理

（日本テレビ　H12年9月11日放
送）

　居酒屋からの帰り道、小五郎と蘭、コナンは、偶然通りかかった道路沿いのア
パートで、アパートの住人・入江とその友人・中本が口論しているのを耳にする。
翌日、入江の死体が発見された。殺人を止められなかったことを悔やむ小五郎たち
だが、突然、探偵事務所に殺人の容疑者である中本が現れ、小五郎に自分の無実を
証明してほしいと頼む。

VHS
25分
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1707

ポケットモンスター
ポケモン！

きみにきめた！
（テレビ東京　H11年10月19日放

送）

　サトシは10歳の少年。サトシの住むマサラタウンでは、10歳になるとポケモンの
取りあつかい免許が与えられ、ポケモンマスターを目指し旅立つのだ。
　サトシはオーキド博士からピカチュウをもらい旅に出る。でもピカチュウはサト
シになついてくれない。　　　　　　教育漢字、小４からルビ

VHS
24分

1708

ポケットモンスター
たいけつ！

ポケモンセンター！
（テレビ東京　H11年10月26日放

送）

　オニスズメに襲われ大ケガを負ったピカチュウの傷を治すため、ポケモンセン
ターにやってきたサトシ。だが、センターのポケモンを誘拐しようとするロケット
団が現れる。
　ピカチュウとサトシは、ロケット団をやっつけられるか！？
　教育漢字、小４からルビ

VHS
24分

1709

ポケットモンスター
ポケモン、ゲットだぜ！

（テレビ東京　H11年1１月２日放
送）

　トキワの森にさしかかったサトシとピカチュウ。ここで、ついにサトシがポケモ
ンをゲットした。キャタピーとピジョンをゲットして喜ぶサトシ。
　だがそこへ、またしてもロケット団が現れ、ピカチュウがやられてしまう。サト
シは大ピンチに。後はキャタピーしかいない。キャタピーは勝てるのか？
　教育漢字　小４からルビ

VHS
24分

1710

伊東家の食卓
人気裏ワザをもう一度だけていね

いに
ご紹介されていただきますｽﾍﾟｼｬ

ﾙ！

　ハサミがなくても簡単にヒモを切る裏ワザ、水泳の帽子を簡単にかぶる裏ワザ、
30秒でビールを冷やす裏ワザ、畳のコゲを簡単に消す裏ワザ･･･など、人気の裏ワ
ザのやり方をもう一度知りたいというリクエストにこたえ、もう一度丁寧に紹介す
るす

VHS
50分

1711

伊東家の食卓
縄とびの二重とびが

グ～ンと上達する奇跡裏ワザ！
(日本テレビ　H12年7月25日放

送）

　ちょっと難しい二重とび。しかしあることをするだけで、簡単にとべるようにな
る奇跡の裏ワザがあった！　実際に二重とびの苦手な子供たちに実演してもらうと
その効果は絶大。
　そのほか、家庭でのクリスマスをすてきに演出する裏ワザやケーキを上手に持ち
運ぶ裏ワザなどを紹介。

VHS
50分

1715

TVチャンピオン
ヒーローをぶっ倒せ

悪役怪獣・怪人王選手権
（テレビ東京　H12年2月10日放

　地球は怪獣や怪人の魔の手によって何度も危機にさらされた。しかし怪獣・怪人
はヒーローによって倒され続けている。そんなはかない悪役の命に魅せられた人が
集結し、怪獣・怪人の知識を競い合う。

VHS
71分

1716

日立世界ふしぎ発見！
東照宮の謎

徳川埋蔵金伝説を追え!!
(TBS H12年8月5日放送）

　東照宮は徳川家康を祭る所でありながら、明智光秀の桔梗の紋が数多くある。東
照宮を開いたのは天海という僧で、彼は徳川三代にわたって幕府の行政を取りし
きっていた。しかし、天海の前半生は不明なことから、実は天海は光秀の成り代わ
りではないか･･･という説もある。

VHS
47分

1717

日立世界ふしぎ発見！
古代アメリカ文明

大地に描かれたミステリー
(TBS H12年9月30日放送）

　アメリカで次々と発見された不思議な地上絵。あるものは土を盛り上げて巨大な
ヘビを描き、またあるものは、地表の石を取り除いて絵を描いていた。これらは
いったいだれが、何のために描いたのか？
　古代アメリカに栄えたネイティブ・アメリカンの文明の秘密に迫る。

VHS
47分

1718

日立世界ふしぎ発見！
エジプトの砂漠で新発見

オアシスに眠るミイラの谷
(TBS H12年10月21日放送）

　これまでエジプトの遺跡は、いずれもナイル川の近くで見つかってきた。しか
し’96年、バハリヤ・オアシスという砂漠の中のオアシスから、200体ものミイラ
が発見された。発掘が進めば、１万体に上るミイラが発掘されると予想される。
　このミイラは、いつごろ、どんな目的で、なぜ砂漠のオアシスでつくられたの
か？

VHS
47分

1719

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産

豊穣の海・有明海
（RKB毎日放送　H12年2月27日放

送）

　有明海の干潟を「畑」と呼ぶ漁師がいる。干潟を掘り起こしていく根気さえあれ
ば、この海では一定の収穫が見込めるという。六騎（ろっきゅ）と呼ばれるこの漁
師たちは、熟練の技を要しながらも決して取りすぎることのない伝統漁法で海と共
生している。
　（字幕制作：福岡県聴覚障害者センター）

VHS
47分

1720

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産

おおいたの磨崖仏
（大分放送　H12年2月22日放送）

　大分県は石造物の宝庫。なかでも「磨崖仏（まがいぶつ）」は全国の8割が大分
に集中しており、規模の大きさやつくりの優秀さはほかに例を見ない。仏教文化の
浸透、荘園支配を通じて中央との結びつきも強かった地域で、平安時代後期から鎌
倉時代にかけて造られた。
　その悠久の歴史を持つ磨崖仏に焦点をあてる。
　（字幕制作：北九州市立ビデオライブラリー）

VHS
48分

1721

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産

珊湖に生きる
(琉球放送　H12年2月23日放送）

　外海からさんご礁の堤防で囲まれた海を「珊湖（イノー）」という。格好の漁場
となっている珊湖で、「サバニ」という小舟を繰り、素潜りを続ける海人（うみん
ちゅ）・漁師。また、海のかなたに幸せの桃源郷・ニライカナイがあると信じる浜
比嘉島の人たち。珊湖に生きる人々は海の神々と共に生きている。　（字幕制作：
熊本県聴覚障害者情報提供センター）

VHS
48分

1722

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産

ほほえみの田の神さあ
（南日本放送　H12年2月24日放

送）

　南九州には人々が「たのかんさあ」と呼ぶ石の神様がいる。田んぼのほとりで
ちょこんと腰をおろし、稲の成長を見守り豊作をもたらす神様。その数およそ２０
００体といわれている。田んぼの一年を追いながら、その傍らにたたずむ「たのか
んさあ」と人々の暮らしを描く。
　(字幕制作：熊本県聴覚障害者情報提供センター）

VHS
47分

1723

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産　日向耳川紀行
歌人牧水が愛した故郷

（宮崎放送　H１２年2月25日放
送）

　日向の国、耳川のほとりで生まれた若山牧水。彼が愛した故郷耳川は、昭和初め
まで高瀬舟が行き交う日向の国最大の街道だった。時が過ぎ、耳川街道はなくなっ
ても、その豊かな自然の恩恵を受けて暮らす人々はいる。山の神に祈りをささげる
漁師、伝統漁法の川漁師。四季折々の耳川を紹介する。　　（字幕制作：福岡県聴
覚障害者センター）

VHS
47分

1724

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産

友朋の礎　唐寺
（長崎放送　H12年2月26日放送）

　長崎でひときわ異彩を放っている唐寺（とうでら）。特に極彩色の弁柄（べんが
ら）、色漆喰を使った建築様式は世界的にも希少な存在だ。中国盆をはじめとする
諸行事は華僑を含めた長崎の人々の交流そのものであり、380年の時空を超えて絶
えることがない。

VHS
48分
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1725

JNN九州沖縄7局共同企画
九州遺産

母なる海　不知火海
（熊本放送　H12年2月21日放送）

　熊本県南部に位置する不知火海は、夏冬の水温差が大きく、潮流は穏やかで、球
麿皮など陸水の流入する内海。そのため、魚介類の産卵育成に格好の場となってい
る。
　今も白い帆船が網を引く姿が見られる。母の懐のように穏やかな海、不知火を紹
介する。

VHS
48分

1726

劇的紀行
深夜特急　’９８

～飛光よ！ヨーロッパ編～
（名古屋テレビ　H10年1月6日放

送）

　残金も僅か、パスポートも盗まれた沢木。さまざまな思いを胸に旅を進めるう
ち、沢木の旅は、スペインの海沿いに続く。ジブラルタル、フラメンコで有名なア
ンダルシアのセビリア、そしてポルトガルへ。バスの中で出会う“かつてジプシー
といわれた人々”に、自分の旅を重ねあわせる沢木。旅はやはり人生に似ている。
いよいよユーラシアの果てだ･･･。

VHS
94分

1727

林家ペー＆パー子の
契約トラブル解決法！

（東京消費者生活総合センター
　　　　　　　　　　　　　H12

年度制作）

　大衆食堂「正直屋」の主人・春夫は大の世話好き。「正直屋食堂よろず相談所」
と呼ばれている。今日の相談は、言葉巧みに高い浄水器を買わされた主婦の契約の
トラブル。
　消費者契約法や、契約に関するトラブルの対処法をわかりやすく解説する。

VHS
29分

1728
十五才　学校Ⅳ

（松竹㈱　H12年度制作）

　懸命に学び、生きる人々の姿を描いて、日本中に大きな感動を巻き起こしてきた
山田洋次監督の『学校』シリーズ4作目。今回の物語は中学三年生の少年が主人
公。舞台を教室の外に移し、少年の冒険の旅を通して、学校や家庭を裏からあぶり
だすように描く。

VHS
120分

1729

生活ほっとモーニング
知って安心！

とっさの時の応急処置術
（NHK H12年7月21日放送）

　キャンプやハイキングの際、ケガや病気の応急手当てを知っていると心強い。ま
た、子供やお年寄りのいる家庭では、家の中でも事故やケガが心配だ。この番組で
は、出血の際の止血法、熱射病と日射病の見分け方と対処法、人工呼吸と心臓マッ
サージ等を指導している。

VHS
48分

1731

さよなら！
ムツゴロウとゆかいな仲間たち

ありがとう動物王国　命に恋して
20年

（フジテレビ　H13年3月18日放

　動物王国を取材してきた「ムツゴロウとゆかいな仲間たち」シリーズの最終回。
　ムツゴロウこと畑さんが思い出の地スリランカを訪れ、当時弟子入りした象使い
のサムさん一家と再会する。ほかに動物王国で撮影された懐かしい映像の数々も放
映される。

VHS
98分

1732

にんげんドキュメント
さよならレザン

～盲導犬とテノール歌手～
（NHK　H12年9月14日放送）

　全盲のテノール歌手、天野亨（あまのとおる）さん。公演旅行や歌のレッスンに
いつも同行するのは、盲導犬のレザンだ。5年間、いつも一緒に過ごしてきた天野
さんとレザン。しかしレザンは足を痛め、盲導犬を引退し、天野さんと別れなけれ
ばならなくなった。深い信頼関係で結ばれてきた天野さんとレザン、その別れの
日々を追ったドキュメンタリー番組。

VHS
43分

1733

ふたりの展覧会
～原田泰治と岡田清和～

（NHK H12年11月23日放送）

　日本各地のふるさとの風景画で知られる画家・原田泰治さんと、知的障害と聴覚
障害があるはり絵画家・岡田清和さん。このふたりの展覧会が、平成12年新潟市で
開かれた。二年前の出会いから展覧会を開くまでの過程を、詳しく紹介する。

VHS
44分

1734

きらっといきる
笑いでバリア無くしまっせ！

～手話落語家・福団治亭くいだお
れさん～

（NHK　H11年6月30日放送）

　聴覚に障害を持つ福団治亭くいだおれさんは、手話落語を始めて15年。「落語は
“話の芸”です。手話落語は、“手の芸”です」と語るくいだおれさん。くいだお
れさんの創作した手話落語や視覚障害者を交えての「バリアフリー落語」を紹介す
る。

VHS
30分

1735

きらっといきる
手話のアートで舞台をつくる

～劇団「あしたの会」のみなさん
～

（NHK　H12年5月12日放送）

　京都市の劇団「あしたの会」は、ろう者と健聴者がともに芝居を作っている劇
団。「ろう者が健聴者に合わせるのではなく、対等に生きる社会を」と、呼びかけ
る「あしたの会」から俳優の蒲原敏光（かまはらとしみつ）さん、金博茂（きむぱ
くむ）さん、山脇立嗣（やまわきたつし）さんを迎え、芝居にかける思いを聞く。

VHS
29分

1736

ｽｰﾊﾟｰﾃﾚﾋﾞ情報最前線　特別編
乙武洋匡24歳の誤算

僕はイイ奴なんかじゃない！
（日本テレビ　H13年1月22日放

送）

　『五体不満足』の出版によって、一躍日本中にその名の知れ渡った乙武洋匡さ
ん。しかし本の出版は予期しなかった影響を彼の生活にもたらした。世間の人から
常に注目され、「頑張っている障害者」と見られることへの戸惑い。そしてどこへ
行っても「五体不満足の乙武洋匡」と言われることへの不満。今新しい仕事に踏み
出した乙武さん24歳の本音に迫ったドキュメンタリー。

VHS
71分

1737

NHKスペシャル
戦争を知らない君たちへ

雨の神宮外苑～学徒出陣・56年目
の証言～

（NHK H12年8月14日放送）

　56年前、学業半ばにして戦地へ駆り立てられた学生がいた。
　大雨の降る中、神宮外苑で行われた「学徒出陣壮行会」に参加した人、見送った
人の証言を通し、戦争を語り継ぐ。

VHS
48分

1738

にんげんドキュメント
絵に生命を吹き込め

（NHK H12年5月4日放送）

　宮崎駿（はやお）監督率いるスタジオジブリは、『風の谷のナウシカ』『となり
のトトロ』などの傑作アニメを生み出してきた日本有数のアニメスタジオ。新作
『千と千尋の神隠し』の制作に追われるジブリで、若いアニメーターたちが絵に生
命を吹き込むために、ワンカットに全精力を傾ける姿を追う。

VHS
43分

1739

プロジェクトX　挑戦者たち
厳冬　黒四ダムに挑む

～断崖絶壁の輸送作戦～
（NHK　H12年6月27日放送）

　電力が経済復興のカギだった昭和30年代。関西地区はひどい電力不足に悩まされ
ていた。電力供給の切り札として黒四ダムを建設することになった。指揮にあたっ
たのは「大マムシ」の異名を取った筋金入りのダム屋・中村精（なかむらくわ
し）。資材60万トンを断崖絶壁の秘境・黒部に届けるために、標高２７００メート
ルの立山をブルドーザーで越えるという前代未聞の挑戦が始まった。

VHS
43分

1740

プロジェクトX　挑戦者たち
東京タワー　恋人たちの戦い

～世界一のテレビ塔建設・３３３
ｍの難工事～

（ＮＨＫ　Ｈ12年9月5日放送）

　世界一高い自立鉄塔・東京タワー。333ｍのタワーはわずか１センチの誤差も許
されない厳しい工事だった。その陰には、恋人のために命をかけて難工事に挑んだ
若者たちの姿があった。タワー完成の翌日に結婚しようと恋人にプロポーズした鳶
（とび）の若者。遠距離恋愛の恋人に日々ラブレターを送りつづけた現場監督。恋
と仕事にかけた若者たちの一途な姿を描く。

VHS
43分
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1741

プロジェクトＸ　挑戦者たち
ツッパリ生徒と泣き虫先生

～伏見工業ラグビー部・日本一へ
の挑戦～

（ＮＨＫ　Ｈ12年11月21日放送）

　全国的に校内暴力が問題になっていた昭和49年、京都一荒れていた伏見工業高校
に、新任教師が着任した。元ラグビー全日本代表として活躍した山口良治だった。
　身体ごと不良生徒たちにぶつかる山口と、反発しながらも徐々に心を開いていく
生徒たちの伝説の物語。

VHS
43分

1742

にんげんゆうゆう
青春まわり道①

夜間に来れてめっちゃよかった
（ＮＨＫ　Ｈ12年5月15日放送）

　定時制神戸工業高校に通う、「昼間仕事をしながら夜学ぶ」生徒たち。しかし、
仕事をしながら学ぶことは厳しく、心を開かず志半ばでやめていく生徒たちも多
い。そんな生徒の心を開かせるために同校の教諭、南悟（みなみさとる）さんが授
業に取り入れたのが、短歌だ。自分の仕事や日常、今の思いを書いた歌には、生徒
たちの素直な本音が書かれている。そんな短歌や授業を通して、生徒たちの行き方
を見つめる。

VHS
29分

1743

ＥＴＶ２０００
シリーズ大人たちが答える　第１

回
なぜ、人を殺してはいけないので

すか？
（ＮＨＫ　Ｈ12年8月7日放送）

　4人の大人がそれぞれの経験や立場から、人をころしてはいけない理由を語る。
　語り手は、ノートルダム清心学園理事長・渡辺和子さん、兵庫県立明石城西高
校・原実男さん、フリースペース「バクの会」代表・滝谷美佐保さん、国語作文教
育研究所所長･宮川俊彦さん。

VHS
44分

1744

ＥＴＶ２０００
シリーズ大人たちが答える　第2

回
なぜ、死んではいけないのです

か？

　昨今、若者たちの自殺が増えている。
　大人たちは「死んではいけない」と口をそろえて言う。しかし、若者たちに「な
ぜ、死んではいけないの？」と問われた時、大人たちはその問いに答えられるのだ
ろうか。
　4人の大人たちが、自分の経験を通し真剣に答える。

VHS
44分

1745

教育トゥデイ
国際化の中の教室

～新宿・大久保小学校～
（ＮＨＫ　Ｈ12年8月12日放送）

　多文化共生を目指す教室が、新宿区立大久保小学校にある。児童数159人のうち3
割が、外国籍か片親が外国人だという。
　日本語の話せない子供が、学力をつけていく様子や、教室の変化をドキュメンタ
リー映画監督の青池憲司さんの取材を通して、見つめる。

VHS
40分

1747

ティーンズＴＶ
サイエンス・ワンダーワールド

ヒトの体のつくり
（ＮＨＫ　Ｈ12年4月26日放送）

　現在注目を浴びている「再生医療」。これは病気やケガで失われた器官の再生を
促そうというものだ。番組では、ヒトの骨が再生していく様子や犬の食道が再生す
る様子などの貴重な映像を紹介しながら、最先端の医学を分かりやすく解説する。
　（対象：中学校～高等学校）

VHS
20分

1750

課外授業　ようこそ先輩
お菓子は夢のキャンパスだ！

パティシエ　熊坂孝明
（ＮＨＫ　Ｈ11年10月3日放送）

　講師は、本場フランスの味を伝え続けるパティシエ（洋菓子職人）の熊坂孝明さ
ん。砂糖の芸術家でもある熊坂さんが、母校の宮城県一迫町立金田小学校を39年ぶ
りに訪れ、子供たちが考えたデザインをもとに、世界にたった一つしかない洋菓子
を一緒に作る。
　熊坂さんが、子供たちに伝えたい事は、ものを作る楽しさと好きな事を継続して
ほしい事だ。
　（小学校5年生以上の漢字にルビ）

VHS
42分

1751

課外授業　ようこそ先輩
マジックは君を変える魔法だ！
サイキック・エンターティナー

Ｍｒ．マリック
（ＮＨＫ　Ｈ12年6月11日放送）

　舞台やテレビで大活躍のＭｒ．マリックが、母校の岐阜市立金華小学校の6年生
に授業をする。生徒一人ひとりが苦手と感じていることをあえて必要とするマジッ
クを教え、その成功を通して、苦手なことも前向きに取り組めば克服できるんだと
いう自身を

VHS
33分

1752

中学生日記
シリーズ恐喝

暴力の恐怖　前編
（ＮＨＫ　Ｈ12年12月3日放送）

　修学旅行の時、間違って近藤のシャツにジュースをこぼした横田は、その後、近
藤たち三人組にゆすられ暴力を受ける。金額も30万、100万とエスカレート。恐喝
に気づいた教師たちの勧めで、横田は警察に届けるがそれがバレて一層ひどいいじ
めにあう。
　出演：　いとうまい子　森孝子　藤田康雄　広瀬五朗　ほか

VHS
27分

1753

中学生日記
シリーズ恐喝

暴力の恐怖　後編
（ＮＨＫ　Ｈ12年12月10日放送）

　横田の担任の仲川先生は、横田の母親も中学の時いじめにあっていた事を知る。
そしてお金で解決するならと更に200万を出したという話に言葉を失う。そんな
折、横田が大ケガをして入院した。暴行を受けたらしい。近藤たちは、入院先まで
押しかけゆする。その現場を目撃した仲川先生は･･･。
　出演：　いとうまい子　要田禎子　金武美喜子　ほか

VHS
27分

1754

オヤジぃ。
第１話

「怒れ！　ガンコ親父」
（ＴＢＳ　Ｈ12年10月8日放送）

　小児科医の神埼完一は、だれかれかまわずに礼節や道徳を振り回す頑固オヤジで
長女・小百合の見合い相手にさえ説教をしてしまう。
　ある夜、次女のすずが2週間前に知り合ったばかりの男と結婚すると言い出し
た。
　出演：　田村正和　黒木瞳　広末涼子　水野美紀　岡田准一　及川光博　ほか

VHS
60分

1755

オヤジぃ。
第２話

「オヤジ撃沈」
（ＴＢＳ　Ｈ12年10月15日放送）

　すずの結婚相手の両親にあいさつに行った完一。だが「息子の結婚より仕事が大
事」という相手の態度に切れて、つい説教のを始めてしまう。
　完一の長男・正は予備校ですみかというガングロ女子高生につきまとわれる。そ
のすみかが男たちにからまれている所にたまたま行き合わせた完一とすずの婚約
者・博は･･･。

VHS
47分

1756

オヤジぃ。
第３話

「史上最悪の結婚式」
（ＴＢＳ　Ｈ12年10月22日放送）

　すずの結婚式が近づき何かと慌しい神崎家。完一もスピーチの練習に余念がな
い。だが小百合の表情はさえない。実は小百合は家族にも相談できないことで一人
思い悩んでいた。
　すずの結婚式当日。博がなかなか現れない。体裁を気にした博の両親は、結婚式
延期しようとするが、完一は「待ってください」と頭を下げる。

VHS
47分

1757

オヤジぃ。
第４話

「長女の正体」
（ＴＢＳ　Ｈ12年10月29日放送）

  博の本当の気持ちを聞くために博と会ったすずだが、博の煮え切らない態度にイ
ラ立ち、酒を飲んで帰宅する。一方、毎日のように繰り返される完一とすずの言い
合いの仲裁や正の甘えに小百合の怒りが爆発し、「もういい娘でいることに疲れ
た」といえを出てしまう。

VHS
47分

14 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1758

オヤジぃ。
第５話

「独裁者の涙」
（ＴＢＳ　Ｈ12年11年5日放送）

　完一は家を出た小百合を許そうとしないが、内心心配で小百合の勤務先の小学校
にでかけてしまう。そこで、学校に呼び出されていた真知子と出会い、真知子に小
百合の父親だと知られてしまう。一方、正は悩んだ末、医学部進学をやめ、やりた
いことを探したいと言い出す。完一は逆上し、正を追い出してしまう。

VHS
47分

1759

オヤジぃ。
第６話

「婚約者の秘密」
（ＴＢＳ　Ｈ12年11月12日放送）

　正が家を出てバラバラになってしまった神崎家。すみかは正を励まそうと映画館
に誘う。そこでなんと真知子とデート中の完一とバッタリ。お互いとりつくろう完
一と正だったが、結局ケンカ別れしてしまう。
　結婚式の件で博の家へ呼ばれた完一、美也子とすずだったが、その場で広しが何
と･･･。

VHS
47分

1760

オヤジぃ。
第７話

「入院患者は見た」
（ＴＢＳ　Ｈ12年11月19日放送）

　度重なる心労でついに完一が入院。オヤジの一大事に子供たちも様子を見にやっ
て来た。しかし見舞いに来た真知子と美也子が鉢合わせしそうになったり、自分の
担当医に食ってかかったりと完一が休む暇はない。しかもその病院には小百合の秘
密が隠されていたのだ。

VHS
47分

1761

オヤジぃ。
第８話

「浮気白書」
（ＴＢＳ　Ｈ12年11月26日放送）

　完一の病院に急患の男の子が運び込まれる。その子の母親が真知子だとは知らな
い完一は、姿を現さない母親に腹を立てる。一方、真知子は、完一の病院と聞いて
迎えに行くことができず、小百合に迎えを頼む。その夜、真知子のところに飲みに
行った完一は、昼間の急患の子の母親批判をして、真知子に冷たくされてしまう。

VHS
47分

1762

オヤジぃ。
第９話

「涙の授業参観」
（ＴＢＳ　Ｈ12年12月3日放送）

　完一は小百合のクラスの親が、小百合が担任を続けるなら子供を学校に通わせな
いと言っているのを聞き、小百合の勤める学校にどなり込む。しかし小百合はすで
に辞表を提出していた。
　完一は教室で一人たたずむ小百合に最後の授業をするように言い、小百合は完一
たちを相手に最後の授業を行う。

VHS
47分

1763

オヤジぃ。
第１０話

「神崎家崩壊」
（ＴＢＳ　Ｈ12年12月10日放送）

　昔の恋人との再会以来、様子のおかしい美也子に、完一は気づかない。そんな最
中、小百合が家に戻ってきた。「正も家に戻してほしい」と美也子が頼むが、完一
はＯＫしない。一方、エステの会社入社するためにサラ金で借金したすずは、返済
のメドが立たず、美也子にお金を借りようとするが･･･。

VHS
47分

1764

オヤジぃ。
最終回

「いちばん大切な人」
（ＴＢＳ　Ｈ12年12月17日放送）

　家を出た美也子を完一は捜そうとしなかった。その完一を動かしたのは、「世界
で一番大切なのはお母さんでしょ」というすずの一言だった。
　完一は、かつて美也子にプロポーズした海岸へ美也子を捜しに行く。

VHS
60分

1765

やまとなでしこ
第１話

（Ｈ12年10月9日放送）

　神野桜子（じんのさくらこ）27歳、職業スチュワーデス。「合コンの女王」との
異名をとる彼女の夢は大金持ちと結婚すること。金持ちを捕まえるためなら手段は
選ばない。ある日桜子は医者との合コンで馬主のバッジを付けた中原欧介（なかは
らおうすけ）と出会う。馬主のバッジは資産数億円という真の大金持ちあかし。桜
子の目が輝いた！
　出演：　松嶋奈々子　堤真一　西村雅彦　森口瑶子　筧利夫　ほか

VHS
47分

1766

やまとなでしこ
第２話

（Ｈ12年10月16日放送）

　桜子が目を付けた欧介は実は貧乏な魚屋だった。そんなことは知らず桜子は欧介
に猛アタックをかける。一方欧介も7年前に別れた恋人そっくりの桜子に一目ぼ
れ。互いに真実を隠したまま２人はデートに出かける。欧介の大学時代からの親友
の佐久間と粕屋は、金持ちとしか付き合わないという桜子の正体を知り慌てる
が･･･。

VHS
47分

1767

やまとなでしこ
第３話

（Ｈ12年10月23日放送）

　
　欧介が魚屋だと知った桜子は、医師の東十条のプロポーズを受け入れる。東十条
の両親にも気に入られた桜子だが、「入籍の直前まで更なる大金持ちを探し続け
る」と合コンに精を出し、なみや若葉たちスチュワーデス仲間をあきれさせる。レ
ストランに魚を届けに行った欧介は、桜子の婚約披露ﾊﾟｰﾃｨに出くわして･･･。

VHS
47分

1768
やまとなでしこ

第４話
（Ｈ12年10月30日放送）

　過労で倒れた桜子は、寝ずに看病してくれたのは東十条と思い込み、あらためて
東十条の愛を感じる。しかし桜子は、入院中にもかかわらず、2人の男と時間差
デートをする。同じ店でナースと合コンしていた欧介は、そんな桜子を目撃し、や
け酒を飲む。

VHS
47分

1769

やまとなでしこ
第５話

（Ｈ12年11月6日放送）

　中学時代の同窓会に誘われた桜子。「同窓会も成功率の高い合コンよ」と金持ち
を探しに出席した。そこで高級ブランドの洋服デザイナーになった宮脇と再会し意
気投合する。そんな時、合コンに着ていく服のために生活を切り詰めていた桜子の
部屋が漏電で出火。命より大事な洋服が燃えてしまうと部屋に取りに戻ろうとした
時、欧介が現れた。

VHS
47分

1770
やまとなでしこ

第６話
（Ｈ12年11月13日放送）

　火事で焼け出された桜子は佐久間の家に居候することになった。佐久間の妻・真
理子は桜子と欧介にきちんと話をさせようと画策。2人は一緒に食事をすることに
なる。食事の席で桜子に「あなたも結局顔で女を選んでる」と言われた欧介は、
「君の本性を知って、愛せる男がいるのか」と口走ってしまう。

VHS
47分

1771
やまとなでしこ

第７話
（Ｈ12年11月20日放送）

　欧介の魚屋「魚春」が立ち退きを迫られた。原因は桜子の婚約者・東十条が新し
く建てる病院用地のためだ。佐久間は病院建設を待ってもらうように桜子に頼む
が、桜子の反応は冷たい。借金の返済を迫られた欧介は、馬主のご隠居から聞いた
情報を元に、競馬でもうけようとするが･･･。

VHS
47分

1772
やまとなでしこ

第８話
（Ｈ12年11月27日放送）

　東十条との結婚が間近に迫る桜子は、挙式やハネムーンの準備に忙しい。
　しかし桜子は、欧介の母・富士子に言われた「お金では買えないたった一つのも
の」が何かを知るために、欧介と行動を共にする。

VHS
47分

1773
やまとなでしこ

第９話
（Ｈ12年12月4日放送）

　桜子は東十条から、早く父親に会いたいとせかされる。東十条には父は外国航路
に出ていると説明するが、本当は漁師だ。
　東十条の両親からも熱望され、桜子はしかたなく田舎から父を呼ぶが･･･。

VHS
47分

1774
やまとなでしこ

第１０話
（Ｈ12年12月11日放送）

　桜子は「佐久間夫婦を式に招きたい」と言う東十条と一緒に、佐久間家を訪れ
る。そこに柏屋、花房、欧介、若葉も偶然集まった。桜子に、妻の真理子とのなれ
そめを聞かれた佐久間は、「失いかけたときに、その大切さに気づく」と語る。そ
の言葉を聞いた桜子は･･･。

VHS
47分
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1775

やまとなでしこ
最終話

（Ｈ12年12月18日放送）

　ようやく本当に大事なものに気づいた桜子。しかしそれを手に入れることはでき
ない･･･。いつもと様子の違う桜子に周囲は心配する。一方、再び数学の道を目指
すことにした欧介。数学に没頭する彼の姿に、欧介が遠くへ行ってしまったと若葉
は寂しさを隠せない。
　そしてとうとう欧介が数学者としてアメリカへ行く日がやってくる。

VHS
62分

1776
GTO

DRAMA　SPECIAL
（関西テレビ　H11年6月29日放

送）

　代理教員として張り切って女子高に赴任した鬼塚英吉。しかし生徒たちのワナに
はまり、奴隷「ランプの精」に。
　そんな時、冬月あずさの父親が北海道から上京してきて鬼塚は大ピンチに。
　出演：　反町隆史　松嶋奈々子　藤木直人　窪塚洋介　ほか

VHS
94分

1777

御法度

（松竹　H11年製作）

　時は幕末。京の市中を見回る新撰組は厳しい規則で知られていた。「局中法度」
と呼ばれ、破ったものには死を伴う厳罰が待っていた。その新撰組に美ぼうの少年
が入隊。あやしいまでの美しさと不思議な魅力に満ちたその少年に、鉄の結束を
誇った新撰組の隊士たちはほんろうされていく。司馬遼太郎の原作を大島渚監督が
映像化した話題作。
　出演：　ビートたけし　松田龍平　浅野忠信　武田真治　ほか

VHS
101分

1778

Gamera　３
邪神覚醒

（大映　H11年製作）

　世界各地でギャオスが大量発生し、その原因を鳥類学者の長峰が探っていた。一
方、4年前のガメラとギャオスの戦いで両親を失った少女・綾奈は伝説の祠（ほこ
ら）でなぞの生命体と出会い、イリスと名づけて育て始める。目的は、両親を殺し
たガメラへの復しゅうだった。
　出演：　中山忍　前田愛　山咲千里　藤谷文子　ほか

VHS
108分

1779

長崎ぶらぶら節

（東映　H12年製作）

　なかにし礼の同名小説を市川森一の脚本で映画化した作品。監督　深町幸男。
　丸山芸者の愛八は、五十歳を目前にしながらも、歌と三味線の腕は丸山随一。気
風もよく、幕下力士や貧しい花売りの子などを身銭を切ってかわいがっていた。長
崎の豪商古賀十二郎は愛八の歌のうまさにひかれ、長崎の忘れられている歌探しを
しないかと誘う。
　出演：　吉永小百合　高島礼子　いしだあゆみ　渡哲也　ほか

VHS
116分

1780

あぶない刑事
フォーエヴァー

THE　MOVIE
（東映　H10年製作）

　国際テロ組織NET＜ネット＞が、タンカーを乗っ取り、横浜市に100億円を要求し
てきた。
　あぶない刑事の2人が、横浜を舞台にバトルを展開。手りゅう弾にもバズーカ砲
にも負けない2人の活躍は、横浜を救うことになるのか?!
　出演：　館ひろし　柴田恭兵　浅野温子　仲村トオル　ほか

VHS
106分

1781

東京映画作品
名もなく貧しく美しく

（東宝　S36年製作）

　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･･･。
　出演：　高峰秀子　小林桂樹　草笛光子　原泉　ほか

VHS
113分

1782

浅見光彦シリーズ⑮
志摩半島殺人事件

（TBS　H13年3月19日放送）

　志摩半島へ海女の取材に出かけた浅見光彦は、作家袴田啓二郎の殺人事件に遭遇
する。そして間もなくルポライターの野村が殺される。
　小さな漁村で起きた２つの殺人事件。調べていくと、そこには20年前からの因縁
があった。
　出演：　沢村一樹　宮本真希　高橋克実　大島さと子　ほか

VHS
96分

1783

松本清張賞受賞作
陰の季節　２

「動機」
（TBS　H13年1月29日放送）

　警察署内で一括保管していた警察手帳30冊が何者かに盗まれた。手帳の盗難や紛
失を防ぐための一括保管制度が裏目に出たのだ。制度を推進した二渡警視は窮地に
立たされる。時を同じくして1人の婦警が失そう。彼女は手帳盗難と関係があるの
か。一体だれが、何の目的で大量の手帳を盗んだのか？二渡警視の失しの捜査が始
まった。
　出演：　上川隆也　麻木久仁子　伊藤四郎　石倉三郎　ほか

VHS
96分

1784

金曜エンタテイメント
おばさんデカ

桜乙女の事件帖⑨
（フジテレビ　H12年12月29日放

送）

　おばさんデカの桜乙女は、疑問に思ったことはとことん追求する粘り強さが持ち
味。今回は、一見無関係に見える２つの殺人事件を乙女が解き明かす。乙女を警察
から追い出そうとするおじさんデカたちとのやり取りも、ますます磨きがかかり見
ものだ。
　出演：　市原悦子　石橋蓮司　布川敏和　ほか

VHS
96分

1785

サントリーミステリー大賞スペ
シャル

午前三時のルースター
（朝日放送　H12年11月25日放

送）

　中西慎一郎は、バンコク市街を写すテレビ画面の中に、父・準の姿を発見した。
準は、4年前、宝石の加工工場を建設するためタイに行ったまま、行方不明になっ
ていた。慎一郎は、旅行会社の長瀬とともに、父を捜しにタイに向かうが、いきな
り銃でねらわれる。
　出演：　高橋克典　永作博美　西村雅彦　生田斗真　ほか

VHS
95分

1786

土曜ワイド劇場
温泉医者殺人事件カルテ①

宗谷本線終着駅の女
(朝日放送　H13年1月20日放送）

　稚内の兜沼診療所の医師、あんかつこと安野勝次。あんかつ先生の別名は温泉医
者（ポッカヤ）。この静かな町で鹿児島から旅行に来ていた若い女性が殺される。
　3年前に起きたひき逃げ事件との関連が疑われるなか、再び殺人事件が起きた。
　出演：　西郷輝彦　菅井きん　日野正平　河合美智子　ほか

VHS
95分

1787

水曜女と愛とミステリー
海の沈黙

（テレビ東京　H13年3月21日放
送）

　コンビニの社長夫婦が殺された。警察は、お手伝いの秋本つね子を殺人の被疑者
として逮捕する。耳の不自由なつね子の取調べに、手話通訳士の京子が派遣される
が、つね子は何も答えようとしない。やっとつね子の手が動いた。「あなたには、
私のことは分からない」
　出演：　松下由樹　蟹江敬三　南田洋子　名古屋章　井崎哲也　ほか

VHS
96分

1788

水曜女と愛とミステリー
四つの終止符

（テレビ東京　H13年1月17日放
送）

　町のスナックで働く幸子は、聴覚障害者の晋一に弟に接するように優しく接して
いた。
　ある日、晋一は病気の母親に蜂蜜を買ってきたが、それを食べた母親が亡くな
る。死因は蜂蜜に混入していたひ素と判明し、晋一は逮捕される。幸子は、同僚の
お時と彼の無実を証明しようとする。真犯人はだれなのか。
　出演：　かたせ梨乃　高橋かおり　河相我聞　西村和彦　ほか

VHS
97分

1789

それいけ！アンパンマン
あざみちゃんとホラーマン

ばいきんまんとチェロヒキーさん
(日本テレビ　H12年12月1日放

　あざみちゃんは、みんなとなかよくなりたいのに、すなおになれず、みんなとと
もだちになることができない。でも、ホラーマンにあい、ホラーマンのやさしいこ
ころで、すなおになる。ほか、ばいきんまんとチェロヒキーさん。
　全文ひらがな（一部漢字にルビ）

VHS
24分
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1790

それいけ！アンパンマン
ウーロンさんとジャスミンさん
ドキンちゃんとつららちゃん
(日本テレビ　H12年12月8日放

送）

　カバオくんのおべんとうをたべようとしたばいきんまんは、ウーロンさんにやっ
つけられる。しかえししようと、ばいきんまんはジャスミンさんに「ウーロンさん
にいじめられた」とウソをついて･･･。つららちゃんは、おんがくのめいじん。す
てきなおんがくをきいたドキンちゃんは、つららちゃんにおしえてもらうため、へ
んそうしてあそびにいく･･･。
　全文ひらがな（一部漢字にルビ）

VHS
24分

1791

こちら葛飾区　亀有公園前派出所
ボーナス争奪戦５

（フジテレビ　H12年12月3日放
送）

　ボーナス前になると、いつも“つけ”で買い物をする両津。しかしいざ支払う時
になるとお金が惜しくなり、いつも借金を踏み倒してきた。プラモ屋、酒屋、八百
屋、だがし屋、ラーメン屋･･･。商店街の各店と両津の間で、両津のボーナスをめ
ぐる激しいバトルが繰り広げられる。はたして、両津はボーナスを守りきれるの
か。
　（小学校教育漢字使用　全ルビ）

VHS
26分

1792

こちら葛飾区　亀有公園前派出所
とんでもボディジャック

（フジテレビ　H12年12月10日放
送）

　警察官でありながら大会社の社長でもある、両津の後輩、中川。今日もハリウッ
ドの有名な女優“キャメロン・ロバーツ”と食事に行くという中川を見て、両津は
「できることなら中川の体と入れ替わりたい」と願う。そんなある日、ひょんなこ
とから本当に中川の体と両津の体が入れ替わってしまった。両津は･･･、中川
は･･･、そして中川の会社はどうなるのか。
　（小学校教育漢字使用　全ルビ）

VHS
26分

1793

こちら葛飾区　亀有公園前派出所
寺井、執念の追跡！

（フジテレビ　H12年12月17日放
送）

　交番で、一人昼寝をしていた両津。目が覚めると、交番の中が何者かにあらされ
ていた。どうやら空き巣のしわざらしい。そこへ帰ってきた寺井が、部長からあず
かっていｔが功労賞の金バッチがなくなっていることに気づいた。責任感の強い寺
井の、執念の追跡が始まった。寺井は金バッチを取り返すことができるのか。
　(小学校教育漢字使用　全ルビ）

VHS
26分

1797

釣りバカ日誌　１２

（松竹　H13年製作）

　故郷山口県での悠々自適の生活を夢見て、釣り同好会会長の高野常務が早期退
職。伝助は、高野を訪ねる旅行に一之助から誘われる。
　日本海で釣り三昧すべく、伝助は使い果たした休暇を獲得しようと画策する。
　西田敏行　三國連太郎　浅田美代子　宮沢りえ　ほか

VHS
112分

1798

みんな生きている
きみはきみでいい

（NHK　H12年11月28日放送）

　萩野彩ちゃんは11歳。元気で明るい女の子だが、自閉症という障害があるため旭
川市立近文小学校のたんぽぽ学級に通っている。体育や給食の時間は5年1組の皆と
一緒だ。
　3年たった今、彩ちゃんは自分の思っていることを少しずつ声に出して伝えられ
るようになった。

VHS
15分

1799

みんな生きている
風を感じよう

（NHK　H12年7月11日放送）

　岡山市立中学2年の網澤正泰くんは、生まれた時の無呼吸が原因で脳の神経に傷
がつき、手足を自由に動かせないハンディを負った。
　しかし将来はコンピュータ関係の仕事に就きたいと、マイコン部に入部。一方
で、車いすバスケットも始めた。自分の目標をしっかりもって精一杯頑張る網澤く
んの姿を紹介する。

VHS
15分

1800

西村京太郎　トラベルミステリー
津軽・陸中殺人ルート

妻を誘拐された亀井刑事が連続殺
人犯に?!

（テレビ朝日　H12年9月30日放

　亀井刑事は妻を誘拐され、ある男の言うままに旅行をさせられる。しかし亀井刑
事の行く先々で殺人事件が発生し、亀井刑事は連続殺人犯として逮捕されてしま
う。
　亀井刑事の無実を証明するため、十津川警部が必死の捜査をする。
　高橋英樹　愛川欽也　根津甚八　黒沢あすか　浅野ゆう子　ほか

VHS
119分

1802

見えます、心の音が･･･
難聴のダンサー　夢への旅立ち

（九州朝日放送　H13年3月29日放
送）

　西畑絵里さんは、重度の難聴があるが九州女子高校を卒業後、筑波大学体育専門
学群へ進み、関東地区の大学の中でも強豪といわれる筑波大学のダンス部に入部。
言葉がうまく話せないので体で相手に伝えたいと無音でソロの創作ダンスを発表。
親元を離れて寮で暮らす絵里さんの日常を追う。

VHS
25分

1803

平成12年度文化庁芸術祭参加作品
君の手がささやいている

第四章
（テレビ朝日　H12年10月5日放

送）

　聴覚障害者の美栄子が、事故に遭いそうになったのを目撃した娘の千鶴は、母が
心配で友達とも遊ばず母の買い物に付き合う。娘の不安に気づかなかったことが美
栄子には、ショックだった。そして自分は夫や娘に幸せを与えることはできないと
悩む。
　出演：　武田真治　管野美穂　高樹沙耶　舞　木内みどり　本田博太郎　ほか

VHS
93分

1804

きらっといきる
あなたの手から思いが伝わる

聴覚障害者のホームヘルパー　廣
田しづえさん

（NHK　H12年7月21日放送）

　大阪で聴覚障害者の訪問介護をしている廣田しづえさん。ご自身も聴覚に障害が
ある。四年前にヘルパー1級の資格を取り、活躍中の廣田さんの様子をVTRで紹介し
ながら、なぜヘルパーになったのか、将来の夢などについてお話をしていただく。

VHS
29分

1805

きらっといきる
ぼくらはアメフト日本一！

聴覚障害のアメフト部員・西村隆
幸くん

（NHK　H12年6月23日放送）

　大阪産業大学付属高等学校３年の西村隆幸くんは、聴覚障害がありながらアメフ
ト部のレギュラー。ポジションは、コーナーバックだ。
　1999年アメフト高校日本一になったこのチームの練習風景や、部員仲間との交流
などを詳しく紹介する。

VHS
29分

1806

生活情報
補聴器最新情報

～デジタル補聴器～
（聴力障害者情報文化センター）

　最近、急速に普及しているデジタル補聴器について、そのしくみと長所・短所を
紹介する。
　また、デジタル補聴器の場合も、購入後の調整がとても大切だが、うまく調整で
きないうちにしようをあきらめてしまう人も多いという。そこで、使いこなせるよ
うになるためのノウハウについても紹介する。
　出演：　山田美奈子　片山和幸　松島敏一

VHS
22分

1807

趣味講座
楽しいスケッチ
～水彩画入門～

（聴力障害者情報文化センター）

　水彩画を上手に描くポイント、ご存知ですか？
　筒井博講師が実際に指導しながら、分かりやすく楽しく一枚の静物画を仕上げて
生きます。

　講師：　筒井博　平塚かずみ　佐沢静枝（日本ろう者劇団）

VHS
25分

1808

団体紹介ビデオ③
全国難聴児を持つ親の会

（聴力障害者情報文化センター）

　難聴時を育てている家族が主体となって活動している難聴時を持つ親の会。
　親の会主催の親子キャンプや、難聴学級見学、座談会の様子などを紹介するとと
もに、全国難聴児を持つ親の会の稲田会長からメッセージをいただく。
　出演：　難聴児を持つ親の会

VHS
29分
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1809

手話かみしばい
かぐや姫・ももたろう

（聴力障害者情報文化センター）

　日本で一番古い物語といわれる「竹取物語（たけとりものがたり）」を元にした
「かぐや姫（ひめ）」。ある日おじいさんが竹林の中で不思議（ふしぎ）な竹を見
つけると中にはかわいい女の子が･･･。「ももたろう」はだれもが知っている日本
昔話（にほんむかしばなし）の１つ。ももから生まれたももたろうが、犬・サル・
キジを従えて、悪い鬼どもを退治に行く。
　出演：　五十嵐由美子　井崎哲也　是枝行子

VHS
33分

1810

金田一少年の事件簿
魔術列車殺人事件

（日本テレビ　H13年3月25日放
送）

　警視庁に届いた“地獄の“傀儡師（くぐつし）”と名乗る人物からの脅迫状。一
（はじめ）たちは死骨ヶ原に向かう列車の中で最初の殺人事件に遭遇する。幻想魔
術団のメンバーが次々と殺害される「死のマジック」。一にも魔の手が忍び寄
り･･･。
　出演：　松本潤　鈴木杏　内藤剛志　ほか

VHS
94分

1811

こどもにんぎょう劇場
幸福な王子

（NHK　H12年12月18日放送）

　ある町にとてもすばらしい王子様の像がありました。金色の体に宝石の目をした
王子様です。心やさしい王子様は貧しい人々を見ると、助けてあげずにはいられま
せんでした。ともだちのツバメにたのんで、町の人々を助けてあげた王子様でした
が･･･。
　オスカー･ワイルド原作。　（小学校教育漢字使用・全ルビ）

VHS
15分

1812

手話ビデオ
生活情報  補聴器最新情報

～デジタル補聴器～
（聴力障害者情報文化センター）

　最近、急速に普及しているデジタル補聴器について、そのしくみと長所・短所を
紹介する。また、デジタル補聴器の場合も購入後の調整がとても大切だが、うまく
調整できないうちに使用をあきらめてしまう人も多いという。そこで、使いこなせ
るようになるためのノウハウについても紹介する。
　出演：　山田美奈子　片山和幸　松島敏一

VHS
22分

1813

手話ビデオ
趣味講座  楽しいスケッチ

～水彩画入門～
（聴力障害者情報文化センター）

　水彩画を上手に描くポイント、ご存知ですか？
　筒井博講師が実際に指導しながら、分かりやすく楽しく一枚の静物画を仕上げて
生きます。

　講師：　筒井博　平塚かずみ　佐沢静枝（日本ろう者劇団）

VHS
25分

1814

手話ビデオ
団体紹介ビデオ③

全国難聴児を持つ親の会
（聴力障害者情報文化センター）

　難聴児を育てている家族が主体となって活動している難聴児を持つ親の会。
　親の会主催の親子キャンプや、難聴学級見学、座談会の様子などを紹介するとと
もに、全国難聴児を持つ親の会の稲田会長からメッセージをいただく。
　出演：　難聴児を持つ親の会

VHS
29分

1815

手話ビデオ
手話かみしばい

かぐや姫・ももたろう
（聴力障害者情報文化センター）

　日本で一番古い物語といわれる「竹取物語(たけとりものがたり)」を元にした
「かぐや姫(ひめ)」。ある日おじいさんが竹林の中で不思議(ふしぎ)な竹を見つけ
ると中にはかわいい女の子が・・・。「ももたろう」はだれもが知っている日本昔
話(にほんむかしばなし)の１つ。ももから生まれたももたろうが、犬・サル・キジ
を従えて悪い鬼どもを退治に行く。
　出演：　五十嵐由美子　伊崎哲也　是枝行子

VHS
33分

1816

いい旅・夢気分
九州人気名湯めぐり

湯布院ＶＳ黒川・阿蘇
(テレビ東京　H12年5月24日放送)

　阿蘇からは地獄温泉・清風荘を紹介。湯治客向けのこの宿には「あだ討ちの湯」
や男女混浴の泥風呂がある。その他、とっておきの名湯を紹介する。
　レポーターは、三原じゅん子、石野真子
　(字幕制作・寄贈　福岡県聴覚障害者センター)

VHS
45分

1817

九州沖縄一本勝負
受け継がれる思い

～佐賀・バス乗っ取り事件その後
～

　１７歳の少年によるバスジャック事件の被害者、塚本達子さん。幼児教育者とし
て子供たちとそのお母さんのための教育活動に専心されていました。その遺志をつ
いだ地元お母さん達の活動を取材した番組。
　(字幕制作・寄贈　熊本県聴覚障害者情報提供センター)

VHS
25分

1818

橋田壽賀子
2000年ドラマスペシャル

想いでかくれんぼ
(テレビ朝日　H12年3月4日放送)

　料亭の主人悠太は、新しい店を出すための資金提供をしてくれる社長の娘サキと
遅い結婚をすることになった。ところが婚約祝いの晩、長い時間店先にたたずんで
いた女性が、高熱の子供を抱えて飛び込んでくる。
　(字幕制作・寄贈　福岡県聴覚障害者センター)
　出演：　渡哲也　江角マキコ　神田正輝　中田喜子　ほか

VHS
94分

1819
手話時事用語　２００１

おだまきの会
(おだまきの会)

　　「財政構造改革」「リベンジ」など、手話で表せますか？　ニュースや新聞の
ことば、カタカナことばや流行語などの時事用語を解説付きで分かりやすく取り上
げています。最新2001年度版。これで手話ニュースもばっちりです。
　(寄贈：おだまきの会)

VHS
29分

1820
知ってるつもり?!
巨人軍V９伝説

（日本テレビ　H12年3月19日放
送）

　1965年から巨人が成し遂げた９年連続日本一。この偉業は、王、長嶋、柴田など
のV９戦士と呼ばれた男たちにより達成されたが、彼らを支えた牧野茂ヘッドコー
チの功績も大きい。
　日本球界にドジャース戦法を取り入れた牧野茂の功績を振り返る。

VHS
47分

1821

知ってるつもり?!
ヒトラー暗殺計画

独裁者を狙った男たち
（日本テレビ　H12年7月30日放

　20世紀の世界を破壊と殺りくの世界に変えた男、アドルフ・ヒトラー。人類を恐
怖の時代に導いたこの独裁者から、世界を救おうとして彼の命を狙った者は多い。
その暗殺計画は分かっているだけで４２。だが、幸運と偶然は常にヒトラーの味方
をした。ヒトラーの最後の暗殺者は、独裁者自身だったのである。

VHS
47分

1822

ぶ・ら・り　途中下車の旅
アロハー　潮風を楽しみなが

ら・・・
HAWAII の旅

（日テレ　H13年12月15日放送）

　阿藤快が旅人で、ハワイのオアフ島とマウイ島を紹介する。
　マウイ島では、有名なレストラン「パシフィコ」で、美しい眺望とお料理を楽し
む。オアフ島では、ウクレレメーカーの老舗（しにせ）カマカウクレレ工房を訪ね
たり、魚市場で珍しい魚を見つけたりする。また、ハワイ在住の有名な画家クリス
チャン・ラッセンの自宅を案内してもらう。

VHS
25分

1824

NNNドキュメント’０２
大失業時代　はたらきたい
おじさん達のネットワーク

（札幌テレビ　H14年2月24日放

　長年の不況を受け中高年の失業が激増している。家族やローンを抱え人生の半ば
で職を失ったおじさんたち。再就職を目指しても仕事は簡単には見つからない。そ
んなおじさんたちの草の根ネットワーク「はたらきたいみんなのネットワーク」の
活動を通して、大失業時代を懸命に生きる中高年の姿を追う。

VHS
26分

1825

どうぶつ奇想天外！
２００１年春

超感動スペシャル
（TBS　H13年3月25日放送）

　新レギュラーの深谷愛が、ハリウッドのユニバーサル・スタジオで、アニマルス
テージを楽しむ。特集の第１弾は、加藤晴彦が北海道盲導犬協会を再訪し、老犬
ホームのミッキーを見舞う。また、盲導犬候補生たちの訓練の様子も伝える。特集
の2つ目は、環境汚染が原因で絶滅の危機にあるケープペンギンの姿を追う。

VHS
97分
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1826

どうぶつ奇想天外！300回記念
イヌVSサル実験対決!!

羽仁進のマザーアフリカ　ほか
（TBS　H13年5月27日放送）

　番組では数々の実験を行ってきたが、中でも人気の高いイヌとサルの実験の名場
面を振り返る。優れているのはどっちか？千石先生は、オーストラリアで希少価値
の高い“もっともめずらしいどうぶつ”に遭遇。オーストラリアの動物保護の実態
を探る。特集は、羽仁進監督のマザーアフリカ。草原に出てきたばかりのチーター
の親子に密着取材。

VHS
47分

1827

どうぶつ奇想天外！
今夜は1時間イヌ大特集！
特集　捨て犬を阻止せよ！
（TBS　H13年6月10日放送）

　全国の視聴者から寄せられたお便りをもとに、ｽｰﾊﾟｰドッグとｽｰﾊﾟｰドッグ予備軍
が紹介される。中にはサーフィンやスケボーを楽しむワンちゃんも登場し、出演者
を驚かせる。特集は、後を絶たない捨て犬の問題。イギリスのロンドンでの捨て犬
問題を取材し、今後の捨て犬対策を考える。

VHS
47分

1828

NHKスペシャル
ことばを覚えたチンパンジー

アイちゃんの子育て日記
（NHK　H13年5月5日放送）

　愛知県犬山市にある京都大学霊長類研究所で、ことばを覚えたチンパンジーのア
イが、平成１２年４月にアユムを出産。子どもの知能やコミュニケーションの能力
が、どう発達していくのかを調べる世界初の研究がスタートした。この春満１歳に
なったアユムの成長の記録から、ヒトとチンパンジーをつなぐ新事実も紹介する。

VHS
49分

1829

にんげんゆうゆう
シリーズ　ろうの世界の豊かさを

伝えたい①
言葉のバリアを超えて

（NHK　H13年9月5日放送）

　12年前の「遥かなる甲子園」に続き、ろう者を主人公にした映画「アイ・ラブ・
ユー」を撮った大澤豊監督がゲスト。ありのままのろう者像を描くのが、この映画
の狙いで、ろう文化やろう者の価値観を正しく把握するためには、日常の交流が大
切と、ご自身の経験から話される。

VHS
29分

1830

にんげんゆうゆう
シリーズ　ろうの世界の豊かさを

伝えたい②
あなたに届け私の思い

（NHK　H13年9月6日放送）

　ゲストに忍足亜希子さんを迎え、二度目の主演映画「アイ・ラブ・フレンズ」の
一部を紹介しながら、この映画にかけた思いや役づくりについて伺う。映画の題名
どおり、仲間は大切で、励まし合い助け合うことは、ろう者とか聴者とかは全く関
係なく人間として大切だということ、今後の抱負を熱く語られる。

VHS
29分

1831

スーパーテレビ情報最前線
僕は噂の身体障害者

痛快！　お笑い青春記
（日本テレビ　H13年7月9日放

　車イスのお笑い芸人・ホーキング青山。ホーキングの芸人生活８周年記念ライブ
に向けた日々に密着した取材は、彼の障害があるがゆえの苦労、家族との結びつき
の強さ、毒舌の裏に隠された優しさを伝えてくれる。

VHS
47分

1832

金曜エンタテイメント
砂の中のダイアモンド

～障害とともに生きる小さな命～
（フジテレビ　H13年7月20日放

送）

　障害を持つ子どもたちの心温まるドキュメンタリー。生まれつき右手の指がない
穂乃花ちゃんは、９歳の女の子。指のことなどまったく気にせず育ってきたが、あ
る日壁にぶちあたる。その時お母さんは･･･。ダウン症の友美ちゃんは、プロの
ミュージシャンとして音楽活動を続ける。バンドの中には優しい恋人も。練習を積
み重ねて迎えた初めてのコンサートは？

VHS
97分

1833

テレメンタリー２００１
道の途中

～１６歳・難聴のボクサー～
（名古屋テレビ　H13年6月24日放

送）

　愛知県立豊橋ろう学校に通う藤本貴昭君(16歳）は、先天性高度感音難聴のため
両耳が聞こえない。だが普通小学校でいじめにあい、強くなりたい一心で５年生の
時からボクシングを始めた。夢はプロボクサー。しかし心の中で何かが変わり始
め、目標を見失いかける。苦悩の末、彼は強く生きるために再びボクシングを始め
た。　（教育漢字　中学生以上にルビ）

VHS
25分

1834

君の手がささやいている
最終章

（テレビ朝日　H13年12月26日放
送）

　生まれながらに聴覚障害をもつ美栄子は、博文と結婚し、やがて生まれた娘・千
鶴も無事6年生に成長した。今までは、案でも話してくれた娘の親離れに美栄子は
戸惑い、娘の気持ちを理解しようとして千鶴の日記を手にする。それが原因で千鶴
は家出するのだが･･･。
　出演：　武田真治　菅野美穂　谷口舞　高樹沙耶　ほか

VHS
124分

1835

NHKスペシャル
戦争を知らない君たちへ

2000年　あなたにとって戦争とは
（NHK　H12年8月15日放送）

　NHKが全国の１６歳以上、２０００人に戦争と平和について意識調査を行った。
その結果をもとに、中坊公平さん、岡本行夫さん、貫戸朋子さんを交え、若者１０
０人が２１世紀にあるべき日本の姿や戦争や平和について討論する。

VHS
127分

1836

プロジェクトX　挑戦者たち
友の死を越えて

～青函トンネル・24年の大工事～
（NHK　H12年4月11日放送）

　24年におよぶ難工事の末、完成した青函トンネル。複雑な地層を掘り進む改訂掘
削工事は出水との闘いであり、高温で湿度の高いむしぶろのような現場にトンネル
マンたちは、神経をすり減らした。世界最長のトンネルを命がけで完成させた70人
の男たちの苦闘を描く。

VHS
43分

1837

にんげんドキュメント
光れ！　泥だんご

（NHK　H13年6月14日放送）

　いま子どもたちを夢中にさせている泥だんご。ただの泥からつくられただんご
を、丹念に磨くと宝石のような輝きを放つ。京都教育大学の加用先生は、この泥だ
んご作りの名人だ。泥だんご作りに熱中する子どもたちの心の不思議を加用先生は
研究している。光る泥だんごの不思議とともに、1つのことに夢中になる子どもの
心理の不思議に迫る。

VHS
43分

1839

スーパーテレビ情報最前線
妻は･･･多重人格障害
ある夫婦の心の旅路

(日本テレビ　H13年8月27日放
送）

　49歳の妻の病は、解離性同一性障害･･･いわゆる多重人格だ。現れる人格の数は
２７におよび、幼い娘や思春期の少女など、見る間に人格の交代を繰り返す。多重
人格は精神医学界でも認められる心の病気。その多くは記憶障害を持ち治療は決し
て簡単ではない。多重人格という病と真剣に向き合い、すべてを投げ出して闘う妻
と夫を紹介する。

VHS
47分

1840

みんな生きている
おいしいっていいな

（NHK　H12年6月27日放送）

　ごはんがおいしく食べられなくなってしまう病気「拒食症（きょしょくしょ
う）」。この病気になると、食べたい気持ちがなくなって、死んでしまうこともあ
る。少しだけやせようと思って、気軽に始めたダイエットが拒食症のきっかけにな
ることもある。拒食症に苦しみながら、この病気から回復した女の人の話を聞く。
(小学校教育漢字　全ルビ）

VHS
15分

1841

ETV２００１
宮崎駿

生きる力を呼び醒ませ
（NHK　H13年7月2日放送）

　『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』などで知られるアニメ監督・宮崎駿さんと
心理学者の小此木さんが、現代の子どもについてさまざまな角度から語る。少年犯
罪の凶悪化、キレやすい子どもたちの増加など、物騒な話題の多い現代の子供た
ち。いま彼らに必要なのは「適度な距離を保ったおじさんの存在」だと宮崎さんは
訴える。

VHS
44分

1845

新・星の金貨
Die　Sｔerntaler　１

(日本テレビ　H13年4月25日放
送）

　一樹・弘人・真・美月の4人は同じサークル仲間。合宿で沖縄に来ていた。海で
おぼれた一樹が、地元の女の子に助けられた。翌日、一樹・弘人・真の３人は、男
に暴行を受けている女の子を助ける。その子は、偶然にも一樹を助けてくれた子
で、「まひる」という名。耳が不自由で母に捨てられたという。　出演：　星野真
里　藤原竜也　奥菜恵　高杉瑞穂　吉沢悠

VHS
72分
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1846
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　２
(日本テレビ　H13年5月2日放送）

　一樹と暮らし始めたまひるは、一樹に財布を届けるために大学へ行った。そし
て、キャンパスで会った真に美月の絵を見せてもらい感動する。一方で、まひるは
就職先を探すが見つからない。そんなまひるに美月がホテルの仕事を紹介してくれ
た。

VHS
46分

1847
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　３
(日本テレビ　H13年5月9日放送）

　弘人が傷害事件を起こした。警察に駆けつけた一樹や真に対して「お前たちなん
て知らない。友達じゃない」と繰り返す弘人。あきれる一樹たちだったが、まひる
だけは弘人の真意を感じ取り、警察で弘人を待ち続ける。一樹も弘人が理由もなく
人を傷つけるとは信じられず･･･。

VHS
46分

1848
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　４
(日本テレビ　H13年5月16日放

送）

　一樹は、突然上京した母親に、まひるのことをきちんと紹介できない。まひる
は、母親が東京にいる間、真の所に行くことに。まひるを母親に紹介できなかった
一樹は、その理由を「自分はまだ学生で、親から仕送りを受けているから」と説明
するが、弘人は納得せず、一樹を責める。

VHS
46分

1849
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　５
(日本テレビ　H13年5月23日放

　一樹はまひるに「ずっと一緒に居よう」と愛を告白する。しかしまひるは弘人と
の事を悩み、家を出てしまう。夜になっても帰らないまひるを心配した一樹は、真
や弘人に応援を頼みまひるを捜す。

VHS
46分

1850

新・星の金貨
Die　Sｔerntaler　６

(日本テレビ　H13年5月30日放
送）

　まひると弘人の事件を知った一樹は、何もなかったように振舞うまひるをなじっ
てしまう。自己嫌悪に陥る一樹に美月は、「２人で一緒に落ちよう」とささやく。
　何も知らないまひるは、1人家で一樹を待ち続けるが、一樹は帰ってこない。

VHS
46分

1851
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　７
(日本テレビ　H13年6月6日放送）

　美月の所に行ってしまった一樹を、1人待つまひる。そんな彼女を力づけ、一樹
との仲を修復させようとする真。一方弘人は、元気のないまひるを何とか力づけよ
うと、デートに誘う。しかし、デート中に一樹と美月の２人に出会い、まひるは一
樹の言葉に深く傷つく。

VHS
46分

1852
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　８
(日本テレビ　H13年6月13日放

送）

　まひるの目の前で、一樹が交通事故に遭った。まひるは一樹に付き添って病院に
行き、弘人に電話をかけ必死に知らせようとする。状況を察した弘人と真が病院に
駆けつけ一樹の手術が終わるのを待った。そして手術は成功した。しかし一樹の意
識は一向に戻らなかった。

VHS
46分

1853
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　９
(日本テレビ　H13年6月20日放

送）

　まひるは事故に遭った一樹を懸命に看護するが、一樹の意識は戻らない。一樹が
回復すれば、まひるは戻ってくると考えた弘人は、有能な外科医を手配してもらう
よう父親に頭を下げる。一方、美月は一向に良くならない一樹を見て、ある決意を
固める。

VHS
46分

1854
新・星の金貨

Die　Sｔerntaler　１０
(日本テレビ　H13年6月27日放

送）

　一樹を救うため、弘人は４人の優秀な脳外科医を調べ上げる。しかし、４人のう
ち、手術を頼めそうなのは、那須で診療所を開業する中谷だけだ。弘人と真、まひ
るは、中谷に手術を頼みに行くが、中谷は受けてくれない。一樹はこのまま目覚め
ないのか･･･？

VHS
71分

1855

HERO
第１話

（フジテレビ　H13年1月8日放
送）

　東京地検城西支部に新しい検事が異動してきた。彼の名は久利生公平（くりゅう
こうへい）。中卒で大学検定を受けた後、司法試験に合格して検事になったという
変り種だ。彼の事務官になった雨宮舞子は久利生のいいかげんな態度にあきれ果て
るが･･･。型破りな検事・久利生を取り巻く痛快ドラマ。　出演：　木村拓哉　松
たか子　阿部寛　大塚寧々　ほか

VHS
58分

1856
HERO

第２話
（フジテレビ　H13年1月15日放

　久利生は代議士の息子・高井戸謙介の事件を担当することになった。弁護士は正
当防衛を主張し、事件の目撃者も正当防衛を証言する。しかし久利生は、完全黙秘
する謙介の態度や、目撃者の証言に疑問を抱き調査に乗り出す。

VHS
47分

1857

HERO
第３話

（フジテレビ　H13年1月22日放
送）

　別れ話がこじれて逆上した男が相手の女性に切りつけた。事件を担当した久利生
は、男の調べを進めるうちに、相手の女性が結婚詐欺を働いていたのではないかと
疑う。しかし、結婚詐欺は立件が非常に難しい犯罪。ちょうちょする久利生に雨宮
は、「びびってリングに上がれないK－１選手みたいだ」と言い放つ。

VHS
47分

1858
HERO

第４話
（フジテレビ　H13年1月29日放

送）

　ストーカーによる女子大生殺害事件が発生した。事件の担当となった江上が容疑
者の小山田の取調べに当たったが、状況証拠だけなので告訴せず参考人として扱う
よう警察に支持し、警察のメンツをつぶしてしまう。しかしその夜、小山田が逃亡
してしまった。

VHS
47分

1859

HERO
第５話

（フジテレビ　H13年2月5日放
送）

　不倫をした検事の左遷話で盛り上がる城西支部。恋愛経験の少なさをからかわれ
た雨宮は、「自分は不倫をしている」と宣言してしまう。不倫の清算話で妻を傷つ
けた男性の担当になった久利生は、不倫相手の女性を調べに女性の実家の旅館へ。
彼女の証言に疑問を持った久利生は、更に調査をするためその旅館に一泊するが、
雨宮と相部屋になって･･･。

VHS
47分

1860
HERO

第６話
（フジテレビ　H13年2月12日放

送）

　真壁という男に誘われ、クラブに行った雨宮。しかし、その店に突然警察が乱入
してきた。そのクラブは、奥でカジノ賭博（とばく）をしていたのだ。雨宮も警察
に連行されてしまった。一方、殺人事件の担当となった久利生は、容疑者の主張す
るアリバイに疑問を抱き、アリバイ崩しの捜査を始める。

VHS
47分

1861

HERO
第７話

（フジテレビ　H13年2月19日放
送）

　城西支部に正木という事務官が着任する。有能な彼は、久利生と中村検事の事務
官を兼任するが、実はいずれ事務官を辞めてクレープ屋を始めるつもり。「事務官
なんて夢のない仕事だ」という彼に、遠藤や末次が意気投合。一方、久利生は大会
社の専務が犯した痴漢事件を担当。専務を起訴しようとするが、相手弁護士に被害
女性の弱みを握られてしまう。

VHS
47分

1862

HERO
第８話

（フジテレビ　H13年2月26日放
送）

　美人でやり手で有名な弁護士・巽江里子に裁判で負けそうな美鈴。一方、久利生
は医療過誤事件を担当することになる。自分のミスを認める供述をしていた医師。
しかし医師が突然自供を覆した。医師と病院側についた弁護士は江里子だった。

VHS
47分

1863
HERO

第９話
（フジテレビ　H13年3月5日放

送）

　ある日、城西支部に宅配ピザが届けられた。ピザを食べようと箱を開けた時、突
然煙が吹き上がり、配達員が暴れだした。犯人が逃げた後、スモーキーと名乗る脅
迫状が見つかった。その直後、雨宮のバッグの中から爆弾が発見された。雨宮は自
分が狙われていることにショックを受ける。

VHS
47分

1864

HERO
第１０話

（フジテレビ　H13年3月12日放
送）

　女性キャスター・榎本が暴漢に襲われた。久利生は検挙された古田が犯人とは思
えず、不起訴処分にしてしまう。メンツをつぶされた警察や榎本は、久利生に猛反
発。榎本は久利生を審査員に提訴する。そんな中、再び榎本が襲われた。警察は古
田の家を調べるが、彼らは行方をくらましていた。古田の犯行と見たマスコミは、
一斉に久利生をバッシングする。

VHS
47分
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1865

HERO
最終話

（フジテレビ　H13年3月19日放
送）

　キャスター傷害事件の余波を受け、久利生は離島への異動を命じられる。マスコ
ミによって報道された過去の逮捕歴が問題になったのだ。久利生の最後の担当事件
は、スタジアムで起きた警備員刺殺事件。犯人は黙秘。そんな時、東京地検特捜部
が現れ、犯人の身柄を預かると言う。裏に一体何が？　久利生は真実にたどりつけ
るのか？

VHS
66分

1866

ドラマスペシャル
少年たち２

第一回　離婚調停　（全三回）
（NHK　H13年8月16日放送）

　広川一は、家庭裁判所の調査官だ。新しい赴任先に到着した日、彼は耳の不自由
な女性と出会った。隣の家の女の子が、親から虐待を受けているというのだ。離婚
調停の夫婦、窃盗で捕まった暴走族の少女。親子の愛に悩むさまざまな事件に熱血
漢・広川が挑む。
　出演：　上川隆也　山崎努　浜畑賢吉　谷啓　有森也実　ほか

VHS
74分

1867

ドラマスペシャル
少年たち２

第二回　自動虐待　（全三回）
（NHK　H13年8月17日放送）

　広川のもとに「助けて」とメールが入った。児童虐待の疑いがある森家の隣家の
女性からだ。森の娘には背中にたばこでつけられたやけどのあとがあった。父親に
甘えることをしない娘。だが広川らの働きかけで、父親の豊かは娘に歩み寄ろうと
する。ようやく心が通じ合えたかに見えたとき、親子の前に自動相談所の職員と警
察が現れた。

VHS
74分

1868

ドラマスペシャル
少年たち２

第三回　少年審判　（全三回）
（NHK　H13年8月18日放送）

　広川調査官は、娘を虐待した疑いがある森の生い立ちを聞き、心を動かされ、彼
が娘と一緒に暮らせるよう尽力する。一方、鑑別所の響子がおなかの子を産みたく
ないと言い出すが、響子の本心を見抜いた広川は、安心して出産できるように奔
走。池田支部長も、独自の方法で広川の仕事を援護する。

VHS
74分

1869

「明日があるさ」
スペシャル

（日本テレビ　H14年1月12日放
送）

　長引く不況で売上げが落ちているトアール・チャイナ。その再建案を浜田課長ひ
きいる１３課が出すことになったが、なかなかいい案は浮かばない。そんな折、同
窓会で昔の友人中島に出会った浜田。回転寿司業界最大手の「満腹寿司」にいると
いう中島と提携して再建を考えるのだが･･･。
　出演：　浜田雅功　松本人志　藤井隆　稲盛いずみ　ほか

VHS
88分

1870

太陽にほえろ！
２００１

（日本テレビ　H14年2月8日放
送）

　七曲署管内の消費者金融で強盗事件が起きた。ボスこと山岡の指揮の下、捜査が
始まる。新人刑事の淳は、同僚の真美と犯人を追う。そんな時、淳に「お前のせい
で女性が死んだ」という手紙が届いた。心当たりのない淳は戸惑う。
　出演：　館ひろし　金子賢　大路恵美　高橋恵子　ほか

VHS
92分

1871

慎吾ママ夏休みドラマSP
ミッキーも一緒

“おっは～”は世界を救う②
（フジテレビ　H13年8月31日放

　幸せ商店街の『幸せラーメン』の小池さん宅に降り立った慎吾ママ。商店街の危
機を救い、波男の恋を後押しし、小池家に幸せを運びます。パワフルな慎吾ママと
ミッキーや豪華なゲスト陣が身もの。
　出演：　香取慎吾　永作博美　三宅裕司　ほか

VHS
96分

1872
PLARONIC SEX
１７歳の青春

（フジテレビ　H13年9月24日放
送）

　原作は、タレント飯島愛の「プラトニック・セックス」。
　父親から素行の悪さを責められ16歳の誕生日に家を飛び出してしまう主人公の加
奈。正体不明な男、石川に拾われ、愛と名乗ってキャバクラで働き始める。愛を純
粋に信じる加奈の行く先には何が待っているのか？
　出演：　星野真里　佐野史郎　田中好子　永島敏行　ほか

VHS
97分

1873
PLARONIC SEX
２０歳の純愛

（フジテレビ　H13年9月28日放
送）

　加奈はアダルトビデオの女優としてデビュー。人気が出て芸能界にも活躍の場を
広げる。私生活では路上ミュージシャンの克巳と愛をはぐくんでいく。
　果たして加奈は本当の愛を見つけることができるのだろうか。

VHS
95分

1874

救命病棟２４時
新春スペシャル

（フジテレビ　H14年1月1日放
送）

　クリスマスクルーズの客船にライフル銃を持った若者が乗船し、船の機関士を撃
つという事件が起きた。機関士は港北医大の救命救急センターに運ばれ、進藤先生
が執刀するが、危険な状態だ。犯人から医師を乗船させろと電話が入り、進藤先生
が向かうが･･･。
　出演：　江口洋介　松雪泰子　伊藤英明　須藤理彩　ほか

VHS
117分

1875

ドラマスペシャル
手塚治虫劇場

（テレビ朝日　H12年4月13日放
送）

　
手塚治虫の短編３本をドラマ化。生意気盛りの女の子が、不思議なキャンデーの力
を借りて大人の女性に変身し、恋をのぞき見る「ふしぎなメルモ」。内向的な高校
生がインターネットで見た少女との交流を通して、独り立ちするまでを描いた、
「るんは風の中」。ほか「カノン」。
　出演：　今井翼　池脇千鶴　木村佳乃　寺脇康文　緒方拳　ほか

VHS
92分

1876

ゴールデン洋画劇場　年末特別企
画

三億円事件
ー20世紀最後の謎ー

（フジテレビ　H12年12月30日放

　32年前、府中刑務所わきの路上で三億円が現金輸送車ごと強奪された。この事件
を追うルポライターの沢渡は、決定的証拠を手に入れ、元白バイ警官の松田に取材
を申し込む。沢渡には松田がジョーとロクという2人の不良少年を使って事件を起
こしたという確信があった。
　出演：　ビートたけし　長瀬智也　松田龍平　渡部篤郎　ほか

VHS
121分

1877

こどもにんぎょう劇場
彦市ばなし

てんぐのかくれみの
（NHK　H12年4月24日放送）

　彦市は、村一番のいたずら者。今日も森で剣術（けんじゅつ）の稽古をしていた
てんぐの子どもをおどろかせて大喜び。てんぐの子は「かくれみの」という不思議
なみのを持っていた。それをきると姿が見えなくなるという魔法（まほう）のみの
だ。かくれみのがほしくてたまらない彦市は、てんぐの子どもからそれを取り上げ
ようと･･･。　　（小学校教育漢字　全ルビ）

VHS
15分

1878

名探偵コナンスペシャル
迷宮への入口

巨大神像の怒り
（読売テレビ　H12年10月9日放

送）

　コナンたちは天部山ロープウエーの開通式に招待された。しかし天部山には人々
に信仰されてきた女神像があった。尼僧（にそう）が「女神像の山にロープウエー
を通せば天罰が下る」と叫ぶ中、ロープウエーの初運行が始まった。そしてロープ
ウエーがトンネルに入った時、どこからともなく読経が聞こえてきて･･･。　　(教
育漢字　小５以上ルビ）

VHS
48分
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1879

名探偵コナンスペシャル
集められた名探偵！

工藤新一VS怪盗キッド
（読売テレビ　H13年1月8日放

　ある日、毛利探偵のもとになぞの招待状が届いた。差出人は『神に見捨てられし
仔の幻影』と名乗るなぞの人物。招かれた古い城は、かつて何人もの人が惨殺され
た悲劇の舞台だった。集められたのは7人の探偵たち。そして起こるなぞの殺人事
件･･･。工藤新一・コナンの名推理が光る！

VHS
95分

1880

名探偵コナン
世にも奇妙な天罰

（読売テレビ　H13年11月6日放
送）

　真夜中に発生した大地震。その次の日、神社の境内にひとりの男が気絶してい
た。地震で切れたすずが頭に当たったらしい。ふと見ると、さい銭箱には中のお金
を盗もうとしたあとが･･･。男はさい銭どろぼうとして捕まった。その地震と同じ
ころ、町内で強盗傷害事件が発生した。コナンの推理は･･･？

VHS
25分

1881

とっとこハム太郎
とっとこ登場！ハム太郎

（テレビ東京　H12年7月7日放
送）

　ロコちゃんの家でかわれているハムスターのハム太郎（たろう）。ロコちゃんと
いっしょに新しい家にひっこしてきた。さっそくぼうけんに出かけ、ハムスターの
こうしくんやタイショーくん、リボンちゃんと友だちになる。
　(小学校3年生までの漢字・全ルビ）

VHS
23分

1882

とっとこハム太郎
とっとこ走れ！ハム太郎

（テレビ東京　H12年12月15日放
送）

　新しいおそろいのリボンをつけて、ウキウキするロコちゃんとハム太郎。ロコ
ちゃんが落としたリボンを拾おうとして、ハム太郎はトラックに乗りこんでしまっ
た。トラックはどんどん走っていき、空からは雪もふってきた。たったひとりでと
おくに行ってしまったハム太郎。ロコちゃんの家に帰れるだろうか。　(小学校3年
生までの漢字・全ルビ）

VHS
23分

1883

とっとこハム太郎
とっとこさがせ！幸せのペンダン

ト
（テレビ東京　H13年6月8日放

送）

　ロコちゃんのパパとママがけんかして口もきかない。心配するロコちゃんを、パ
パが買い物にさそった。ママにプレゼントを買うためだ。ところが、せっかく買っ
たペンダントをロコちゃんがなくしてしまう。ハム太郎たちは、ペンダントをさが
しに夜のデパートへむかう。
　(小学校3年生までの漢字・全ルビ）

VHS
23分

1884

学校へ行こう！
世界へ飛びますッ２
大気圏突入SP！！

（TBS　H13年10月2日放送）

　大人気バラエティ『学校へ行こう！』の２時間スペシャル。恒例の『未成年の主
張』のコーナーは、今回は外国編。世界中の若者たちの爆笑主張が繰り広げられ
る。『どこ行くんですか？』コーナーでは、日本を飛び出しアジアへ向かう。ゴー
ルの香港めざしV6のメンバーが各国を飛び回る。果たして一番に香港に到着するの
はどのメンバーなのか？

VHS
109分

1885

奇跡体験！アンビリバボー
心霊写真　霊たちの訴え

車椅子のいらない世界　ほか
(フジテレビ　H13年9月27日放

　霊能者・立原さんも恐れる心霊写真。果たして霊は何を訴えているのか。ほか
に、ノックの達人・春山総星さんの奇跡の技を紹介する。春山さんは親友がかぶっ
たヘルメットに乗せたチェリーを見事ヒットすることができるか･･･。
　感動のアンビリバボーは、身体障害者のダイビングスクール。

VHS
49分

1886

世界ウルルン滞在記
今世紀最後の感激再会スペシャル
フルモンティinジャパン　ほか
（毎日放送　H12年12月24日放

送）

　かつて滞在した場所を再び訪ねる『再会スペシャル』。
　以前男性ストリップグループに世話になった勝村政信。その懐かしいグループが
何と日本を訪れた。まさか再び脱ぐことになるとは思ってもみなかった勝村だが、
メンバーとともに練習を再開する。
　ほか、ネパールに藤原竜也、ドイツ平和村へ東ちづる。

VHS
96分

1887

九州遺産
神の宿る島

海の正倉院・沖ノ島
（RKB毎日放送　H13年2月19日放

送）

　玄界灘に浮かぶ沖ノ島。海の守り神としての信仰を集めた島からは大陸との密接
な交流を物語る数々の祭祀品が出土し、「海の正倉院」の異名もある。巨大な磐座
（いわくら）や神々しい白さをたたえた断崖絶壁。荒海に屹立する「神の島」は、
今日も人々を敬虔な祈りの世界へと誘う。
　（字幕制作：福岡県聴覚障害者センター）

VHS
47分

1888

九州遺産
龍頭は見ていた

首里城を救った男たち
(琉球放送　H13年2月20日放送）

　2000年11月に首里城趾は世界遺産に登録された。創建６００年の首里城正殿は、
これまで４回焼失。沖縄戦による焼失では再建までに時間を要し、その昭和大改修
の記録が後の平成復元工事の貴重な資料とされ、世界の文化遺産として後世に名を
留めることになった。
　（字幕制作：北九州市立ベデオライブラリー）

VHS
47分

1889

九州遺産
海部のうた

～日豊海岸～
(大分放送　H13年2月23日放送）

　大分県の東部には、南へ約１２０kmにもおよぶリアス式海岸が延び、その海岸美
から「日豊海岸国定公園」に指定されている。タイトルの「･･･うた」とは、日豊
海岸に残された万葉集の「歌」であり、「民謡＝仕事唄」のことを指す。多彩な景
観美・行事・歴史と人々の暮らしを紹介する。
　（字幕制作：大分県聴覚障害者センター）

VHS
47分

1890

九州遺産
赤絵の里

～肥前磁器　その世界～
（長崎放送　H13年2月25日放送）

　焼物戦争といわれた文禄・慶長の役で佐賀藩主に連れて来られた朝鮮人陶工・李
参平によって、日本の磁器の歴史は始まった。その後、赤絵の技術を確立した肥
前・有田の焼物は、マイセン焼などヨーロッパの磁器に大きな影響を与えた。その
歴史を受継ぐ有田の陶工たちは今でも夢を追い求めている。　（字幕制作：　福岡
県聴覚障害者センター）

VHS
47分

1891

九州遺産
黒潮の道
日向灘

(宮崎放送　H13年2月22日放送）

　黒潮と呼ばれる日本海流は、フィリピンから台湾の東岸を通り日本列島に沿って
太平洋を北上、三陸沖で南下してきた千島海流（親潮）と合流する世界規模の暖
流。その名の通り、深い藍色をした黒潮は、温暖なため昔から漁業だけでなく沿岸
の気候風土や人々の暮らしに影響を与えてきた。　（字幕制作：　宮崎県立聴覚障
害者センター）

VHS
47分

1892

九州遺産
南の島の仮面神

（南日本放送　H13年2月24日放
送）

　民族行事において仮面の宝庫といわれる南九州。とりわけ琉球文化と薩摩文化の
間にある奄美群島やトカラ列島の小さな島々では、意味不可解かつ異形の仮面神が
数多くの民族行事に登場する。仮面神を通して、島々が周囲の文化圏の漂着地帯と
なったことを浮き彫りにしていきます。
　（字幕制作：　熊本県聴覚障害者情報提供センター）

VHS
48分

1893

九州遺産
文様の謎

～九州の装飾古墳～
（熊本放送　H13年2月21日放送）

　弧線・円・三角形・舟・鳥・馬など、さまざまな図文が描かれた装飾古墳は、別
名「黄泉の国の芸術」とも呼ばれ、死と直結した怪しい雰囲気を漂わせながら、今
なお多くの謎に包まれている。古代人は何を想い、図文を墓室に描いたのか？装飾
古墳の図文に隠された古代人の魂を探る。
　（字幕制作：　熊本県聴覚障害者情報提供センター）

VHS
48分

1894

藤井フミヤの世界探検Ⅲ
夢幻の砂漠に抱かれて

激走サハラ感動５００キロ
(テレビ朝日　H13年2月11日放

送）

　藤井フミヤがアフリカのチュニジアへ「砂漠とオアシス」を求めて旅に出る。大
都会のチェニスから南に向かい、古代帝国の遺跡が残るカルタゴを通り、サハラ砂
漠のオアシスまでの旅を計画する。途中昔ながらの遊牧生活を体験する藤井は、山
羊の世話や仕事を手伝い、砂漠での生き方を教わる。また、静かな砂漠の夜に地元
の人々と音楽で触れ合う。

VHS
94分
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1895

だまされないで！！
悪質商法

NOと言わなきゃダメだニャー
（東京都消費生活総合センター

H13年）

　契約トラブルによる消費者相談は、若者を中心に増加している。軽妙なかけあい
で悪質商法の実態を描き、契約に関するクイズなども織り交ぜ、悪質商法への対策
を若者向けにわかりやすく解説。本作品は、（財）日本視聴覚教育協会より2002年
優秀映像教材として優秀賞を受賞。
　出演：　遠藤久美子　北原雅樹

VHS
25分

1896

林マヤの
かしこく活かそう！

食品表示
（東京都消費生活総合センター

H13年）

　JAS法の改正などで食品表示が詳しくなり、商品を選ぶための情報が増えまし
た。生鮮食品、加工食品、有機食品、遺伝子組換え食品などさまざまな食品表示の
チェックポイントを分かりやすく説明します。

VHS
28分

1897

たけしの万物創世紀
ヒト

～ヒトは何処から来て何処へ行く
のか？～

（朝日放送　H13年3月20日放送）

　ヒトの肉体の秘密と人生の神秘を検証。生命誕生の瞬間から、死に至るまでのさ
まざまな人体のメカニズムを紹介するほか、なぜヒトが結婚という長期にわたる共
同生活の形態をとるようになったのか、その謎に迫ります。

VHS
92分

1898

手話時事用語２００２
全字幕入り

（おだまきの会　２００２年）

　昨年の手話時事用語２００１に続く手話時事用語ビデオシリーズ第二巻。激動す
る社会を反映して毎日のように新しい言葉が登場します。「ペイオフ」「族議員」
から「いやし系」まで５４の新しい言葉の手話表現を提案、解説しています。
　出演：　アントニオ高野　コナン　SASA

VHS
40分

1899

知ってるつもり？！
日本人初のアメリカプロ野球選手

ジャップ・ミカドの真実
（日本テレビ　Ｈ13年4月15日放

送）

　アメリカのプロ野球に初めて挑んだ日本人、ジャップ・ミカド。アメリカの古い
新聞には、ジャップ・ミカドは走・攻・守の三拍子そろった名選手と書かれてい
る。果たしてジャップ・ミカドとは何者なのか。

VHS
47分

1900

知ってるつもり？！
腕で歩く　ベトナム帰還兵
ボブ・ウィーランドの挑戦

（日本テレビ　Ｈ13年9月16日放
送）

　23歳のときに、ベトナム戦争で両足を失ったボブ。だが彼は、そのハンディを克
服し36歳のとき、３年８ヶ月をかけて両腕でアメリカ大陸横断という偉業を成し遂
げた。２００１年シカゴで開催されたトライアスロン大会に出場したボブの姿と、
その感動の半生を伝える。

VHS
46分

1901
生活ほっとモーニング

骨粗しょう症予防大作戦
（ＮＨＫ　Ｈ14年1月10日放送）

　更年期以降の女性に多く発症する骨粗しょう症。この病気を防ぐには、カルシウ
ムを摂ることと適度の運動が大切だという。番組では、骨粗しょう症の

VHS
48分

1902

生活ほっとモーニング
からだはエライ！

白内障と緑内障から目を守れ
（ＮＨＫ　Ｈ14年2月26日放送）

　ＣＧを駆使して体や病気のしくみを分かりやすく紹介するシリーズ「からだはエ
ライ！」。今回は加齢とともに襲ってくる白内障と緑内障を紹介。現在、白内障は
手術で治療することが可能になっている。緑内障は手遅れになると失明の危険を伴
う。番組では病気が起こるしくみや、自覚症状のチェック方法を紹介する。

VHS
48分

1904

ＮＮＮドキュメント’０１
読み書き生きる

（ＮＨＫ　Ｈ13年5月6日放送）

　福岡市に住む金奇粉（きむきぶん）さんは、日本に来て61年。79歳の現在もリサ
イクルショップを営み、仕事に励んでいる。そんな奇粉さんの何よりの楽しみは、
毎週水曜日の夜に開かれる「よみかき教室」だ。来日以来ずっと生活に追われてき
た奇粉さん。日本語の読み書きを勉強する暇はなく、やっと数年前から通い始め
た。今の夢は日本の大学に通うこと。

VHS
26分

1905

きらっといきる
手で読む手で聴く手で話す

「すまいる」の盲ろうの仲間たち
（ＮＨＫ　Ｈ13年4月13日放送）

　視聴覚二重障害者福祉センター「すまいる」の代表、門川紳一郎さんと副代表の
綾城重男さんをお迎えし、お話を伺う。ＶＴＲで同じ障害のある仲間と語り合える
場「すまいる」のありかたを説明する。手話通訳は山口敦子さん。

VHS
29分

1906

ザ・プロフェッショナル
育て！音を伝える犬

～有馬もと～
（ＮＨＫ　Ｈ13年11月10日放送）

　1996年に長野県上伊那郡宮田村に日本聴導犬協会が発足した。今までに４頭を送
り出し、８頭を訓練中だ。耳の不自由な人に生活の中で必要な音を届け、安心して
暮らせるように支えるのが役割と、聴導犬トレーナーの有馬もとさんは語る。訓練
の様子も紹介する。

VHS
29分

1907

ここがヘンだよ日本人
「日本のバリアフリー」　第２弾
「障害者が住みやすい国にする為

には」
（ＴＢＳ　Ｈ14年1月31日放送）

　バリアフリーの重要性は分かっていても、路上には違法駐車された自転車があ
り、車いすでは上がれないほど急なスロープも存在する。障害者の暮らしやすい国
にするためには一体何が必要なのか。スタジオに障害者を招き、真のバリアフリー
とは何かを討論する。

VHS
47分

1908

ここがヘンだよ日本人
「障害者の暮らしやすい社会」
（ＴＢＳ　Ｈ14年2月7日放送）

　障害者を隔離するような養護学校はいらない！　いや、ろう学校・盲学校こそが
自分たちの居場所だった･･･！　日本在住の障害者と外国人たちが、障害児教育を
めぐって激突バトル。2人のろう者が、ろう学校の意義を手話で語り、統合教育の
是非に一石を投じる。後半は、日本発のお笑い芸人・ホーキング青山の温泉初体験
爆笑レポート。

VHS
47分

1909

社会福祉の実際
障害者福祉の実際
（丸善株式会社）

　福祉を学ぶ人を対象に、障害者福祉の変遷や施策について解説した番組。日本の
福祉の歴史や、ＷＨＯによる障害分類、ノーマライゼーションやバリアフリーなど
の理念、さらに障害者基本法などの法律についてわかりやすく解説。また、生活訓
練や職業訓練といったリハビリテーションの現場、地域社会での障害者のくらし、
新しい福祉サービスなどを紹介する。

VHS
33分

1910

平成13年度文化庁芸術祭参加作品
イタリア

三つの都の物語
（ＴＢＳ　Ｈ13年11月3日放送）

　ビートたけしが、ローマ、フィレンツェ、ヴェネツィアを巡り、イタリア在住の
作家・塩野七生さんがイタリアのルネサンスの歴史と、現代日本のリーダー論を語
る。番組ではルネサンスの輝きを残すイタリアの三つの都の街や芸術作品を数々紹
介する。

VHS
119分

1911

にんげんドキュメント
きんさんぎんさんの贈りもの

（ＮＨＫ　Ｈ13年9月20日放送）

　日本中の人々に愛されたきんさんぎんさん。「人生悪い時もあればええ時もあ
る」「ええ時と悪い時があるのが人生」「気力が一番」が口癖だった。きんさんぎ
んさんに出会って心の重荷を下ろした人、元気と幸せのテレパシーをもらった人、
一枚の写真から励ましをもらった人・・・さまざまな贈りものを紹介する。

VHS
43分
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1912

ニッポンのお母ちゃん
秘　特別版

７男２女11人大家族
（日本テレビ　Ｈ13年9月25日放

送）

　５年にわたって取材している「石田さんチ」の特別版。
　二男の和寛君は高校卒業後に自衛隊に入ると宣言する。これからどんどん自立し
ていく子どもたち。お父ちゃんは、もうこの先、家族旅行なんて行けないかも･･･
と考え、「みんなでオーストラリアに行こう」と提案する。

VHS
93分

1913

金曜エンタテイメント
人に言えない裏人生４

私の生い立ちすべて話します
（フジ　Ｈ13年12月14日放送）

　森進一と江利チエミの壮絶な人生を紹介する。
　母子家庭だった森進一は家族を養うため中学卒業後、集団就職する。しかし現実
は厳しかった。仕事でも家庭でも幸せの絶頂にいた江利チエミ。しかし、ある人物
によってチエミの人生は大きく変わってしまった。その人物とは･･･。

VHS
96分

1914

キャノンスペシャル２００２
地球の子供たち

ヒマラヤのちいさな瞳
（テレビ東京　Ｈ14年3月11日放

送）

　中村俊介、伊達公子、高嶋政宏の三人が、それぞれブータン、ネパール、インド
を訪れ、ヒマラヤで生活する子供たちの小さな夢と希望、そして祈りを伝えるド
キュメンタリー。自給自足の生活、貧しくても家族の一員として懸命に生きる子供
たちの姿に教えられる思いがする。
　(教育漢字　中学生以上ルビ）

VHS
93分

1915

課外授業ようこそ先輩
パントマイムでのびのびしよう

パントマイマー　中村有志
（NHK　平成14年2月3日放送）

　母校の北九州市立小倉小学校を33年ぶりに訪れた中村有志さん。パントマイムに
は、強じんな足首が必要なため、２年間毎日かかとを上げて歩いたことや、自分の
体を意識して使うと秘められた力を引き出せること、どんなときでも、のびのびし
ていることが大切と話す。

VHS
33分

1916

サラリーマン金太郎３
Fight　１

（TBS　H14年1月6日放送）

　建設会社ヤマトで、サラリーマンとして働く矢島金太郎。ある朝、金太郎は会社
の中枢である社長室長に抜擢された。これまで社長を務めていた黒川は退任し、元
東日の丸専務が後任の社長となる。しかし丸山新社長の背後には、怪しい影があっ
た。
　出演：　高橋克典　羽田美智子　津川雅彦　野際陽子　寺田農　ほか

VHS
74分

1917

サラリーマン金太郎３
Fight　２

（TBS　H14年1月13日放送）

　手抜き工事を行ったという内部告発を受け、金太郎は湯田温泉ホテルに乗り込
む。ホテルのオーナーは、建設会社が自らの手抜き工事の調査にきたことを不信に
思い、社長に問い合わせの電話を入れる。大和会長はオーナーに金太郎は会社の代
表として出向いたと話し、責任は自分が取ると約束する。調査の結果は手抜きでヤ
マトは窮地に･･･。

VHS
47分

1918

サラリーマン金太郎３
Fight　３

（TBS　H14年1月20日放送）

　湯田温泉ホテルの事件が、マスコミに大々的に取り上げられた。社長派の大和会
長解任の動きが、本格化していく、そんな折、工事現場で働き始めた金太郎の所
に、丸山社長がやってききた。ひょんなことで知り合った冬美の小料理屋に通い始
める。亡くなった夫に似ている金太郎に、冬美はひかれていく。真澄は、金太郎の
浮気が心配でならず･･･。

VHS
47分

1919

サラリーマン金太郎３
Fight　４

（TBS　H14年1月27日放送）

　湯田温泉ホテルの補強工事が終わり、ホテルのオーナーは、一作業員として働く
金太郎に自分の後継者にならないかと声をかける。一方、金太郎が東京に帰ること
になり、冬美はつらい。自殺した丸山社長が、遺書で後任の社長に金太郎を指名し
ていた。大和会長からそのことを聞いた加世はうれしくて口をすべらせ、社内はそ
のうわさで持ちきりに･･･。

VHS
47分

1920

サラリーマン金太郎３
Fight　５

（TBS　H14年2月3日放送）

　ヤマトに復帰した金太郎の最初の仕事は、丸山前社長の社葬だ。ところがどうい
うわけか、丸山会長の兄である平尾会長からも銀行の頭取たちからも、出席の返事
をもらえない。さらに、大手葬儀社にもすべて断られた政財界の大物フィクサー・
大須賀の邪魔だてと知り、怒った金太郎は、会長の制止も聞かず、大須賀のもとに
殴りこみに行く。

VHS
47分

1921

サラリーマン金太郎３
Fight　６

（TBS　H14年2月10日放送）

　真澄が家出して困っていた金太郎の家に、家政婦として冬美が現れた。金太郎は
気まずいので断ろうとするが、冬美は言うことを聞いてくれない。鷹司のプロジェ
クトに官庁の認可が下りない。どうやら大須賀が族議員を使って官庁に圧力をかけ
ているらしい。そんな中、平尾建設の創立記念ﾊﾟｰﾃｨで、平尾会長が爆弾発言を
し、周囲を驚かせる。

VHS
47分

1922

サラリーマン金太郎３
Fight　７

（TBS　H14年2月17日放送）

　平尾会長が何者かに刺された。同時に「ヤマトは建設現場で暴力団関係者を雇っ
ている」とするＦＡＸが、マスコミ各社に流された。文書の審議を確かめる金太
郎。そこには、仕事をせずに日当をもらっていく暴力団関係者の姿があった。ヤマ
トは調査結果をふまえ、記者会見をおこなった。それは、建設業界に新しい風を吹
き込む、みそぎの会見となった。

VHS
47分

1923

サラリーマン金太郎３
Fight　８

（TBS　H14年2月24日放送）

　金太郎の出向いていた現場事務所にトラックが飛び込んで、所長が死亡する。金
太郎は骨折のケガを負いながら、ひとりで暴力団事務所に乗り込むが、大竹から金
太郎をねらった犯行だったと告げられる。そんな中、以前金太郎が選挙の応援をし
た水谷から連絡が入る。代議士になっていた水谷はみそぎ会見に共鳴し、支援を申
し出てくれる。

VHS
47分

1924

サラリーマン金太郎３
Fight　９

（TBS　H14年3月3日放送）

　金太郎は、株主総会の仕切りを任された。準備中、スタッフの1人が何者かに撃
たれた。怒る金太郎を会長は、「挑発に乗るな」とさとす。一方、鷹司のプロジェ
クトは、地元住民の賛成を得られれば認可がおりるというところまでこぎつけた。
しかし住民の賛成がなかなか得られない。鷹司は住民の説得に向かうが、反対派の
背後には、殺し屋・大竹の姿があった。

VHS
47分

1925
サラリーマン金太郎３

Fight　１０
（TBS　H14年3月10日放送）

　大須賀との対決の場になる株主総会。ところがその日の朝、大和会長が撃たれ
る。救急車で病院に運ばれる会長。会長が総会を欠席すれば、混乱は避けられな
い。一方、大須賀は、暗殺成功の報告を受け、総会に乗り込んでくる。記者会見場
に通される大須賀。そこに殺したはずの大和会長が元気な姿で現れる･･･。

VHS
47分

1926

サラリーマン金太郎３
Fight　１１

（TBS　H14年3月17日放送）

　会長を失いぼうぜんとする金太郎を、大竹がねらう。大竹に刺されそうになった
金太郎を守ったのは、父・照男だった。照男は傷を負いながらも、金太郎に迷惑の
かからないよう応急手当だけ受け、立ち去る。会長を失った悲しみから立ち直れな
い金太郎は、ヤマトに辞表を提出。そんな金太郎に、加代が金太郎あての会長の手
紙を手渡す。

VHS
46分

1927

３年Ｂ組金八先生
スペシャル

（ＴＢＳ　Ｈ13年4月5日放送）

　金八と元３Ｂの生徒が、大西さんの一周忌で久しぶりに再会した。しかし力也は
法要に欠席した数名のことが許せず、欠席者の家を訪ねる。しかしこの行動が、警
察を巻き込む大騒動に発展してしまう。
　出演：　武田鉄也　小西美帆　星野真里　吉行和子　ほか

VHS
96分
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1928

ＴＢＳ創立五十周年記念番組
明るいほうへ明るいほうへ
～童謡詩人　金子みすヾ～

（ＴＢＳ　Ｈ13年8月27日放送）

　26歳の若さで亡くなった金子みすヾ。山口県の仙崎で生まれ育った彼女は、大正
９年春、大津高等女学校を卒業。家業の書店を手伝いながら、初めて投稿した詩
が、四つの雑誌で入選。だが実弟とのかなわぬ恋、親友の死、夫の裏切り・・・
と、過酷な運命が待ちかまえていた。
　出演：　松たか子　三宅健　渡哲也　野村宏伸　管野美穂　ほか

VHS
123分

1929

水戸黄門
陰謀と裏切りの果てに

（江戸・水戸）
（ＴＢＳ　Ｈ13年9月17日放送）

　江戸で刀の目利きは、ある刀の鑑定を依頼され驚く。それは光圀から高松藩主の
松平に贈られ、家宝となっていた刀だったのだ。一方、光圀が旅先で乱心したとい
ううわさが広まる。光圀を陥れようとする陰謀と裏切り。その黒幕とは・・・。
　出演：　石坂浩二　岸本裕二　山田純太　西郷輝彦　ほか

VHS
92分

1930

平成13年度文化庁芸術祭参加
がんばらない

（ＴＢＳ　Ｈ13年11月19日放送）

　八ヶ岳中央病院の医師・太田章は、重病患者や末期の患者の心に寄り添った医療
を目指している。苦しい治療で疲れ果てた患者たちに「もうがんがらなくてもいい
よ」と語りかける。末期がん患者・里中葉子は、家族に迷惑をかけないよう家から
遠い地にあるこの病院に転院、見舞いも拒むが・・・。　出演：　西田敏行　倍賞
美津子　大滝秀治ほか

VHS
96分

1931

日韓共同制作ドラマ
ｆｒｉｅｎｄｓ　第一夜

（ＴＢＳ　Ｈ14年2月4日放送）

　初の日韓合作ドラマ。香港の街でふとしたきっかけで出会ったジフンと智子。映
画監督になる夢を持つ大学生のジフンと、東京のデパートに勤める智子。言葉の壁
を越えて交際が始まる。ある日、ジフンは智子に会いにやって来るのだが・・・。
　出演：　ウォンビン　深田恭子　矢田亜希子　小澤征悦　ほか

VHS
110分

1932
日韓共同制作ドラマ

ｆｒｉｅｎｄｓ　第二夜
（ＴＢＳ　Ｈ14年2月5日放送）

　ジフンは、韓国国民の義務である軍隊へ。入隊を知った智子は、ジフンの元に駆
けつけるが、別れを告げられる。２年後、ソウルの街で二人は偶然再会し、愛を確
認する。しかし、文化の違いが二人の間に大きな溝をつくってしまう。

VHS
110分

1933

創立35周年記念映画
父と子

続・名もなく貧しく美しく
（東宝　昭和42年）

　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。
　出演：　小林桂樹　北大路欣也　内藤洋子　大空真弓　ほか

VHS
115分

1934

銀河鉄道９９９
エターナル・ファンタジー

（東映　Ｈ12年）

　アンドロメダへの旅から帰った鉄郎は、再び新たな支配者の現れた地球で、捕わ
れの身となっていた。そこへ９９９（スリーナイン）に乗ったメーテルが鉄郎を救
いに現れる。新たな敵の正体はメタノイド。機械の体を持つ彼らは、人間の生命力
を恐れていた。メタノイドの手から地球や人類を救うため、鉄郎は新たな旅へと出
発する。

VHS
55分

1935

東映創立５０周年記念作品
ホタル

（東映　Ｈ13年）

　太平洋戦争末期、鹿児島の知覧からいくつもの若い命が特攻隊として消えていっ
た。そして激動の昭和も終わりを告げ、40年の時を経て、山岡は胸の置くにしまっ
ていた戦友の金山少尉の遺言を、かつて少尉の恋人だった妻の智子に打ち明け、一
緒に韓国の少尉の遺族へ伝えに行く。
　出演：　高倉健　田中裕子　夏八木勲　小澤征悦　奈良岡朋子　ほか

VHS
115分

1936

山田洋次ドラマ特別企画
サスペンス喜劇　瓜二つ

（ＴＢＳ　Ｈ14年2月25日放送）

　古くから世の中には同じ顔の人間が、二人はいると言われているが、もし同じ顔
の二人がであってしまったら・・・？　落ち目の暴力団組長と、事業に失敗してさ
まよう中年男性が瓜二つだったことから、雪の北海道で繰り広げられる、おかしく
も悲しい物語。
　出演：　西田敏行　小澤征悦　大杉蓮　余貴美子　出川哲朗　ほか

VHS
97分

1937

きょうの健康
気になる老化

あなたの老化度チェック
（ＮＨＫ　Ｈ13年6月11日放送）

　老化とは、年をとって体の機能が衰えること。東京大学大学院教授・大内尉義さ
んをお迎えし、物忘れと痴ほうの違い、病気と老化の違いをうかがう。６項目で老
化度をチェックしながら、なるべく老化を防いで元気で毎日を過ごすには、どうす
ればよいかを紹介する。

VHS
15分

1938

きょうの健康
気になる老化

筋力アップで老化を防ぐ
（ＮＨＫ　Ｈ13年6月12日放送）

　東京大学大学院教授・大内尉義教授をお迎えし、お話を伺う。筋力が落ちると歩
行が不安定になり、転びやすい。骨折して寝たきりにならないよう家庭でできるら
くらく筋力づくりを紹介。運動は筋力をアップするほかに、脳の老化を予防、血管
や骨の老化を防ぎ、骨量を増加させるという。

VHS
15分

1939

きょうの健康
気になる老化

たばこ1日1箱で老化が10年進む
（ＮＨＫ　Ｈ13年6月13日放送）

　たばこが血管に及ぼす影響を滋賀医科大学教授・上島広嗣さんに伺う。動脈硬化
を促進する要因の１つがたばこ。５１歳以上の男性が１日１箱吸った場合、老化が
１０年進むのと同じくらいの危険性があるという。老化のスピードを遅らせるのに
はどうすればよいのだろう。

VHS
15分

1940

きょうの健康
気になる老化

生きがいを持つには
（ＮＨＫ　Ｈ13年6月14日放送）

　滋賀医科大学教授・上島広嗣さんにお話を伺う。まず身の回りのことは自分でで
きることが基本。それには日常生活動作能力（ＡＤＬ）を低下させる脳卒中や下肢
骨折に注意すること。ＡＤＬを低下させない生活が、生きがいにもつながるから
だ。そして家庭内の役割や社会参加も欠かせない。

VHS
15分

1943

それいけ！アンパンマン
ロールパンナとカレーパンマン

（日本テレビ　Ｈ13年11月30日放
送）

　アンパンマンたちはスキーにやってきました。メロンパンナもいっしょです。そ
こへメロンパンナのおねえさんのロールパンナがやってきました。でも、よいここ
ろとわるいこころを、はんぶんずつもつロールパンナはすなおになれません。でも
カレーパンマンは、そんなロールパンナのきもちにきづいて・・・。（字幕　ひら
がな・カタカナ）

VHS
24分

1944

それいけ！アンパンマン
アンパンマンとブラックおむすび

まん
ドキンちゃんとバタコさん

（日本テレビ　Ｈ13年12月7日放
送）

　おむすびまんは、ばいきんまんのつくったブラックチクリンにさされ、わるいこ
ころをもつブラックおむすびまんになってしまいました。ブラックおむすびまん
は、ただしいこころをもったおむすびまんに、もどれるのでしょうか。
　（字幕　ひらがな・カタカナ）

VHS
24分

1945

それいけ！アンパンマン
ロールパンナとカレーパンマン

（日本テレビ　Ｈ13年12月14日放
送）

　パンこうじょうをめざして、たびをつづけるこむすびまん。とちゅうでニガウリ
マンといっしょになります。ところがニガウリマンは、うたをうたって、きざなへ
んなやつ。そこへばいきんまんがあらわれて・・・。
　ミミせんせいのがっこうで、セニョール・タコスがダンスをおしえてくれること
になりました。しょくぱんまんもいるとしったドキンちゃんは・・・。

VHS
24分

25 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1946

ウルトラマンコスモス
森の友だち

ヤマワラワ登場
（毎日放送　Ｈ13年9月1日放送）

　道に迷い森の中をさまよう少年がヤマワラワに助けられた。ヤマワラワは子供に
しか見えないよう怪だった。少年はヤマワラワに助けられたことを父に話すが信じ
てもらえず悲しい思いをする。しかし本当は父親も幼いころヤマワラワに会ってい
たのだ。（常用漢字・ルビあり）
　出演：　杉浦太陽　嶋大輔　坂上香織　石橋保　ほか

VHS
24分

1947

ウルトラマンコスモス
星の恋人

アングリラ登場
（毎日放送　Ｈ13年11月10日放

送）

　軍事衛星・アンジェリカが誤って宇宙船を攻撃してしまった。宇宙船に生命体が
乗っていたかどうかは確認できなかった。ある日、アヤノは町で出会った美形の青
年に一目ぼれをしてしまう。その彼が、トレジャーベースの施設見学にやってき
た。案内をするアヤノに「君と2人で話がしたい」とささやきかける。彼の目的は
何なのか？　（常用漢字・ルビあり）

VHS
24分

1948

ウルトラマンコスモス
ムサシの空

ボルギルス登場
（毎日放送　Ｈ13年11月17日放

　ムサシが倒れた。オーバーワークが原因だった。ヒウラはムサシの体を思い、宇
宙開発センターに戻るよう命令する。そんな時、怪獣ボルギルスが現れた。ボルギ
ルスは、宇宙開発センターに向かって進む。
　（常用漢字・ルビあり）

VHS
24分

1949

こどもにんぎょう劇場
西遊記　第一回

（ＮＨＫ　Ｈ13年9月10日放送）

　岩の中から生まれたふしぎなサル、名前は孫悟空（そんごくう）。暴れるのが大
好きな孫悟空は、天の世界にのぼって、神様の兵隊相手に大暴れ。乱暴者の孫悟空
をこらしめるため、おしゃか様がしたことは・・・。中国古典の名作物語の始ま
り、始まり～。　（小学6年の漢字・ルビあり）

VHS
15分

1950

こどもにんぎょう劇場
西遊記　第二回

（ＮＨＫ　Ｈ13年9月17日放送）

　乱暴の罰として岩の中に閉じ込められた孫悟空。白い馬に乗ったえらいお坊様が
助けてくれるというが、本当に来てくれるのか・・・。そんな孫悟空の前に、白馬
に乗った三蔵法師（さんぞうほうし）が現れた！　これで岩から出られるぞ。沙悟
浄（さごじょう）、猪八戒（ちょはっかい）の子分を従えて、孫悟空の大活躍が始
まる。　（小学6年の漢字・ルビあり）

VHS
15分

1951

伊東家の食卓
二度ぶきしなくても窓をピカピカ

にする
裏ワザ!!　ほか

（日本テレビ　Ｈ14年1月29日放
送）

　二度ぶきしなくても窓をピカピカにする裏ワザを紹介。そのほか、牛乳で簡単に
できるチーズや、入れすぎたおフロのお湯を無駄なく使う裏ワザ、キャンデーを
使ったかわいいクッキー作りなどを紹介する。

VHS
50分

1952

伊東家の食卓
世紀の大発見！凍った雪道を滑ら

ず
スイスイ歩けちゃう裏ワザ!!　ほ

か

　雪道で転倒して思わぬ大ケガをすることもあるが、裏ワザを使えば革靴でも厚底
ブーツでも滑らずに安全に歩ける。
　ほかに、冷凍コロッケをいつもの半分の時間で揚げる裏ワザや、簡単に力がアッ
プする裏ワザ、ほかを紹介。

VHS
50分

1953

伊東家の食卓
雨の日に靴が滑らなくなる

裏ワザ!!　ほか
（日本テレビ　Ｈ14年3月5日放

　雨の日は靴が滑って歩きにくい。さて、どうする？ゆですぎたスパゲティが余っ
てしまったらどうする？そんな小さな悩みに裏ワザが答えます。ほかにも、体に巻
いたバスタオルが落ちなくなる超便利な裏ワザ、ドライヤーを使ってあるものを浮
かせる楽しい遊びなど、得するネタを紹介します。

VHS
50分

1954

どっちの料理ショー
２００２新春スペシャル

東京もんじゃ焼きＶＳ大阪お好み
焼き

（読売テレビ　Ｈ14年1月3日放

　関口班は「東京もんじゃ焼き」、三宅班は「大阪お好み焼き」をメインにした東
西鉄板焼料理コースで対決。関口は特選素材として北海道産のタラコ。三宅班は、
天然の自然薯（じねんじょ）を福岡から取り寄せる。

VHS
94分

1955

どっちの料理ショー
ミネストローネＶＳワンタン

（読売テレビ　Ｈ14年2月21日放
送）

　寒い冬にびったりな熱々料理対決。さまざまな野菜をじっくり煮込んだ、野菜の
うまみたっぷりのミネストローネ。特選素材には奄美大島（あまみおおしま）で取
れるイタリア野菜の数々をそろえる。対するワンタンは、特選素材に生の芝海老
（しばえび）を用意。手作りのワンタンの皮とともにスープの王様・ミネストロー
ネに挑む。

VHS
47分

1956

回復！スパスパ人間学
太る理由＆やせる法則

体脂肪完全燃焼SP
（TBS　H13年9月27日放送）

　人はなぜ太るのか？　同じ量を食べているのに、太る人と太らない人がいるのは
なぜか？　どのくらいまで太ったら、他人から見てヤバイのか？スパスパがあなた
の悩みにお答えします。肥満遺伝子の紹介や単に体重の増減だけではなく、体脂肪

VHS
96分

1957

回復！スパスパ人間学
危険な思い込み

（TBS　H13年12月13日放送）

　人間は思い込みによって判断力を失い、また思いもよらぬ行動をとってしまうこ
とがある。だれもが陥る思い込みの怖さや、思い込みによって引き起こされるパ
ワーを検証する。

VHS
46分

1958

回復！スパスパ人間学
あなたの悩み

完全解消スペシャル
（TBS　H13年9月27日放送）

　人の悩みは十人十色。今回はその中から「お金・人間関係・子育て」の悩みを
ピックアップ。スパスパがあなたの悩みを解決します。お金の悩みでは浪費癖を取
り上げる。不要な物まで買い込んでしまう浪費癖。その時脳の中ではどんなことが
起きているのか。人間関係では、嫌な隣人との付き合い方を、子育てでは、子供の
能力を伸ばす方法を紹介する。

VHS
46分

1959

奇跡体験！アンビリバボー
暴走する身体～突然死の恐怖～

希望の光
（フジ　H13年11月15日放送）

　原因不明で突然倒れ、命の危機に陥るケースが増えている。原因はアレルギー反
応によるものだ。身近に潜む意外なアレルギー因子とその予防法を紹介する。感動
のアンビリバボーは、日光にあたると死んでしまう難病に侵された少年の話。

VHS
49分

1960

わけありバラエティ
みんなのヒミツ！！
賞味期限スペシャル

（フジ　H14年1月28日放送）

　食品に表示されている賞味期限。実は機嫌が切れても食べられる食品があった！
番組では、野菜やハムなどの上手な保存の仕方、賞味期限の表示の読み方紹介。意
外なものが、とんでもなく長もちしたり、賞味期限を守らないと危険な食品もあ
る。牛乳・豆腐・卵など、身近な食品の賞味期限のしくみも紹介する。

VHS
47分

1961

解決！クスリになるテレビスペ
シャル

芸能界きっての熟女が大集合！
女性の心と体の悩み告白SP

（テレビ東京　H13年9月24日放

　2時間スペシャルで「更年期障害」と「四十肩・五十肩」を取り上げる。体に現
れる症状はもちろん、心の病気になることもあるという更年期女性の体の状態を、
わかりやすく解説。症状を軽くするためのノウハウも紹介する。「四十・五十肩」
では、実際の患者さんを症状軽減ツアーに連れ出す。

VHS
97分

26 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1962

日立世界ふしぎ発見！
ビビンバが呼ぶ！ふしぎな寺が招

く！
知られざる韓国　列車の旅
（TBS　H13年9月1日放送）

　ワールドカップ共催で、身近になった韓国を紹介する。リポーターは新幹線セマ
ウル号に乗り、中心地ソウルを離れ韓国の地方都市を巡る。韓国を代表する料理・
石焼ビビンバ発祥の地を訪ね、究極のビビンバを食べ、儒教の伝統を色濃く残す村
の暮らしぶりを紹介する。

VHS
47分

1963

日立世界ふしぎ発見！
ハリー・ポッター完全攻略ガイド

あなたも魔法使いになれる！
（TBS　H13年11月24日放送）

　全世界で大人気の物語「ハリー・ポッター」シリーズの舞台となったロンドンや
スコットランドを、ミステリーハンターの瀬戸カトリーヌが訪ねる。瀬戸は、現代
の魔女を訪ねたり、スコットランドのハロウィーンに参加しながら、物語にちなん
だ問題を出題する。

VHS
47分

1964

日立世界ふしぎ発見！
氷点下のパラダイス！ ＦＩＮＬ

ＡＮＤ
ごきげんな冬のすごし方

（TBS　H14年2月23日放送）

　フィンランドはサンタクロースの国として知られる。そして冬の厳しい気象条件
にもかかわらずパラダイスと呼ばれている国でもある。フィンランドの冬の生活を
紹介するとともに、充実した社会保障制度も紹介する。

VHS
47分

1965

世界ウルルン滞在記
ミャンマー　ラワン族のわがまま

お爺ちゃん
に・・・岡本綾が出会った

（毎日放送　H13年10月14日放
送）

　女優の岡本綾（おかもとあや）が、ミャンマーの北部にあるジャングルに住むラ
ワン族を訪ねる。岡本がホームステイさせてもらった家のおじいちゃんは、自称
110歳。息子夫婦と孫５人と暮らしている。おじいちゃんは、食事のことで次々と
わがままを言い岡本を困らせる。

VHS
47分

1966

世界ウルルン滞在記
アイルランドのパブに・・・

川合千春が出会った
（毎日放送　H14年2月10日放送）

　アイルランドはパブの発祥の地。アイルランドの人々にとってパブは生活の一部
だ。女優の川合千春が本場・アイルランドパブで、バーテンに挑戦する。アイルラ
ンドパブに欠かせないのが黒ビール。しかし、黒ビールを完ぺきに注ぐのは非常に
難しい。パーフェクト・パイント（完ぺきな一杯）といわれる、美しく注がれた
ビールを目指し、川合の奮闘が始まる。

VHS
47分

1967

ジャングルブック　世界で一番動
物と仲良くなれる場所

シンガポール動物園へ行こう！
（テレビ朝日　Ｈ14年1月15日放

送）

　シンガポール動物園は世界でも珍しいオリのない動物園。オランウータンの赤
ちゃんをだっこして写真を撮れるなど、動物たちを身近に感じられることで有名
だ。今回はオランウータンの世話をするレンジャー希望の女の子が、動物たち相手
に大奮闘する。　　出演：　陣内孝則

VHS
47分

1968

ジャングルブック
カワイイ動物たちとショーに出る

方法
アニマルショー、犬ぞりレース
（テレビ朝日　Ｈ14年1月22日放

送）

　レンジャー栗山千明が言葉の壁を越え、シンガポール動物園のアニマルショーに
挑戦する。また、人間と犬とのコミュニケーションが重要な犬ぞりレースにビビる
大木が挑戦する。果たして大木は念願の1番になれるのか。
　出演：　陣内孝則　栗山千明　大木　淳（ビビる）

VHS
47分

1969

にんげんゆうゆう
シリーズ障害者と資格

聴こえなくても仕事ができる
（NHK　Ｈ13年2月20日放送）

　障害を理由に資格が取れないという「欠格条項」の見直しが始まった。シリーズ
障害者と資格、今回は耳が聴こえない医師の活動を紹介するとともに、聴こえない
大学生が講義を受ける際の支援等の現状について紹介する。

VHS
29分

1970

にんげんゆうゆう
シリーズバリアをこえて

聴こえなくても弁護はできる
（NHK　Ｈ13年5月15日放送）

　弁護士の田門浩さんは先天性のろうで話すことも不自由。中学2年の秋、“耳の
聴こえない人が難関の司法試験に合格”という新聞記事を目にしてから猛勉強し、
東大法学部に現役で合格。平成７年には司法試験に合格し、現在は新宿にある法律
事務所に勤務。人を助ける仕事がしたいという夢を実現させた。これからの目標に
ついても話してくださる。

VHS
29分

1971

クローズアップ現代
震災の記憶を伝えたい

～阪神淡路大震災から７年～
（NHK　H14年1月15日放送）

　阪神淡路大震災から７年が過ぎ、今神戸では大規模な再開発事業が進められてい
る。傷あとが風化する中、すさまじい震災の記憶や助け合った体験を伝えるにはど
うしたらいいのかという声が上がり、さまざまな取り組みが始まった。現在も被災
者の支援を続けている俳優の堀内正美さんにも話しを聞く。

VHS
25分

1975

課外授業にようこそ先輩
自分にできることって何だろう
老人ホーム施設長　田内文枝
（NHK　H13年11月11日放送）

　大阪堺市にある「故郷の家」は在日韓国・朝鮮人のための特別養護老ホームで、
現在90人が暮らしている。このホームの施設長の田内文枝さんが母校の千本木小学
校を訪れた。後輩に出した宿題は「ホームのお年寄りに喜んでもらえることをする
こと」。いろいろ考える子供たち。物ではなく心が伝わることの大切さを学ぶ。

VHS
33分

1976

正月時代劇　おらが春
～小林一茶～

（NHK　H14年1月3日放送）

　江戸時代に活躍した俳人・小林一茶。一茶の生涯を描いた田辺聖子の『ひねくれ
一茶』が原作。３歳で実母と死に別れ15歳で江戸に出た一茶。50歳を過ぎてふるさ
と信濃に戻り結婚する。そして子どもをもうけるのだが・・・。 出演：　西田敏
行　石田ゆり子　かたせ梨乃　田辺誠一　財津一郎

VHS
119分

1977

平成13年度文化庁
芸術祭大賞受賞作品

ドラマ　僕はあした十八になる
（NHK　H13年11月23日放送）

　
　アキラは十七歳。勉強することの意味を見いだせず進学校を中退。同い年の幹は
未婚の母となり、恥だと言われ家から出してもらえない。そんな二人が赤ん坊を連
れ、生まれ故郷の仙台から上京、生活するためにアキラは電気工事店に就職し懸命
に働くのだが・・・。　出演：伊藤淳史　前田亜季　佐野史郎　岸辺一徳　丹波哲
朗

VHS
69分

1978

趣味講座
「ASLで話してみよう」　１

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　ASLというのは、アメリカ手話の略で、アメリカのろう者が使っている手話のこ
と。今回は、このアメリカ手話の入門レベルの内容を勉強するビデオを制作した。
３～４回に分けて、しりーズでお届けする予定。1回目の今回は、簡単な自己紹
介・アルファベット指文字・数の表し方等を勉強する。

VHS
32分

27 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1980

生活情報　はじめての出産にむけ
て

～不安解消のためのアドバイス～
＜手話ビデオ＞

（聴力障害者情報文化センター）

　はじめての出産は、だれにとっても不安なもの。聴覚障害者は、より一層不安を
感じることが多い。そんな不安を解消するために、病院の選び方や妊娠時の注意
点、病院でのコミュニケーション方法などについて、わかりやすく解説を加える。
解説者は、成田赤十字病院産婦人科医の坂本建彦氏と、出産経験のあるろう者、森
亜美さん。

VHS
28分

1981

手話かみしばい
しらゆき姫

＜手話ビデオ＞
（聴力障害者情報文化センター）

　「かがみよ、かがみ。世界で一番美しいのはだあれ？」
　今年度の手話かみしばいは、グリム童話「しらゆき姫」。かわいいしらゆき姫や
優しいこびとさん。怖い女王、すてきな王子様・・・。たくさんの登場人物を緒方
リナさんがわかりやすく演じ分ける。手話入門者から上級者までおすすめ。＜小学
3年生までの教育漢字使用・全ルビ＞

VHS
28分

1982

手話ビデオ
趣味講座「ASLで話してみよう」

１
＜字幕入り＞

　ASLというのは、アメリカ手話の略で、アメリカのろう者が使っている手話のこ
と。今回は、このアメリカ手話の入門レベルの内容を勉強するビデオを制作した。
３～４回に分けて、しりーズでお届けする予定。1回目の今回は、簡単な自己紹
介・アルファベット指文字・数の表し方等を勉強する。

VHS
32分

1983

手話ビデオ
団体紹介ビデオ④　＜字幕入り＞

目で聴くテレビ
～NPO法人CS障害者放送統一機構

～

　1998年から放送の始まった「目で聴くテレビ」は、日本で唯一、聴覚障害者の手
によって番組の制作が行われている。すべての番組に手話と字幕がつき、聴覚障害
者にとって身近な情報を発信し続けており、また阪神大震災の教訓から、緊急災害
時の情報保障にも取り組んでいる。「目で聴くテレビ」を制作している「NPO法人
CS障害者放送統一機構」を紹介する。

VHS
24分

1984

手話ビデオ
生活情報　はじめての出産にむけ

て
～不安解消のためのアドバイス～

＜字幕入り＞

　はじめての出産は、だれにとっても不安なもの。聴覚障害者は、より一層不安を
感じることが多い。そんな不安を解消するために、病院の選び方や妊娠時の注意
点、病院でのコミュニケーション方法などについて、わかりやすく解説を加える。
解説者は、成田赤十字病院産婦人科医の坂本建彦氏と、出産経験のあるろう者、森
亜美さん。

VHS
28分

1985

手話ビデオ
手話かみしばい

しらゆき姫
＜字幕入り＞

　「かがみよ、かがみ。世界で一番美しいのはだあれ？」
　今年度の手話かみしばいは、グリム童話「しらゆき姫」。かわいいしらゆき姫や
優しいこびとさん。怖い女王、すてきな王子様・・・。たくさんの登場人物を緒方
リナさんがわかりやすく演じ分ける。手話入門者から上級者までおすすめ。＜小学
3年生までの教育漢字使用・全ルビ＞

VHS
28分

1986

知ってるつもり？！
緊急特別企画　きんさんぎんさん

21世紀への遺言
（日本テレビ　H13年3月4日放

送）

　きんは百歳、ぎんも百歳のCMで一躍有名になり国民的アイドルとなった双子の姉
妹。きんさんは平成12年1月に、ぎんさんは平成13年2月に108歳で亡くなった。2人
の目に映った日本の100年を振り返りながら、2人の生い立ちと皆を元気づけてくれ
た折々の言葉を紹介する。
　出演：　森光子　水野真紀　関口宏　ほか

VHS
47分

1987

知ってるつもり？！
剣と禅に学ぶ『真の強さ』

宮本武蔵と沢庵和尚
（日本テレビ　H13年8月26日放

送）

　等身大の若者武蔵の姿を描いた井上雄彦作『バガボンド』が、今若者の心をとら
え、ベストセラーになっているという。剣豪宮本武蔵と、禅僧・沢庵和尚。吉川英
治の小説に登場する２人は歴史上出会っていない。なぜ吉川英治は二人を結びつけ
たのか。2人はどんな境地にたどり着いたのか。
　出演：童門冬二　大桃美代子　角田信朗　ほか

VHS
47分

1988

今夜もあなたのパートナー
おしゃれ工房

手話で歌おう！～翼をください～
（NHK　H14年2月4日放送）

　手話通訳士の野澤久美子さんが『翼をください』の歌を表現豊かな手話で指導し
てくれる。また、税理士の石田通野さんが、確定申告すれば税金がもどるケースを
年収600万円のサラリーマンをモデルとし、医療費控除や住宅ローンの控除など具
体例をあげて説明する。
　出演：　目加田頼子　ちはる　ほか

VHS
35分

1989

今夜もあなたのパートナー
おしゃれ工房

手話で歌おう！～君といつまでも
～

　今回は『君といつまでも』に挑戦。手話通訳士の野澤さんの指導で情感豊かに手
話で歌う。確定申告Q＆Aでは、視聴者からの質問に税理士の石田さんが答える。退
職金や副収入がある場合、ゴルフ会員権の売却損、パートタイマーの確定申告は必
要なのか、申告の郵送は可能かどうか等。

VHS
35分

1990

ジャングルブック
走れ！　世界最速チーター

（テレビ朝日　H14年2月26日放
送）

　アフリカには、チーターを保護する施設がある。そこに保護されているチーター
のニャナは100メートル走の世界最速の記録を持っている。しかしニャナより速い
という幻のチーターがいるらしい。幻のチーターを探し、その走る姿を映像にとら
えることができるのか・・・。

VHS
47分

1991

きらっといきる
僕の世界はカメラで広がる

～鳥取ろう学校　尾田将史君～
（NHK H11年7月28日放送）

　鳥取ろう学校高等部3年の尾田将史君は、中学1年の時初めてカメラを手にし、コ
ンテストに入賞する先輩たちにあこがれて写真部に入部。現在は中心メンバーとし
て部活で県外に行くことも増え、全国各地に友達ができた。将来の夢は「鳥取ろう
学校の先生になること」とかたる尾田君の日常を紹介。

VHS
30分

1992

きらっといきる
聴導犬は夫婦のホットライン　～

“みかん”
と暮らす　岸本淑子さんと宗也さ

ん～
（NHK H11年6月2１日放送）

　平成14年5月「身体障害者補助犬法」が成立し、交通機関や公共施設で補助犬の
同伴を拒否できないと定められた。大阪市の岸本さん夫婦のもとにいる聴導犬のみ
かんが、生活に必要な音を８種類記憶し、どんなふうに２人をサポートしているの
かを紹介する。

VHS
29分

1993

スーパーテレビ　情報最前線
ろうあの風俗嬢は今・・・

武田麻弓31歳の決意
（日本テレビ　H14年4月22日放

送）

　３歳の時、病が原因で聴力を失った武田麻弓さん31歳。帰国した恋人の後を追う
ため風俗産業で働き、そのお金で５年前に渡米。だが恋人には妻がいた。赤裸々な
過去をつづった著書『いっしょにファイト！』には日本の若い女性が共感。女とし
て妻として母として自分が決めた道を歩き続ける麻弓さんの今の姿を伝える。

VHS
47分

1994

DoCoMo　１０周年記念スペシャル
情熱メッセージ

つ・た・え・た・い
（フジ　H14年7月19日）

　マダガスカルの日本人助産婦の牧野幸江さん（69歳）。今までに取り上げた赤
ちゃんは五千人。今も忙しい日々を過ごす彼女の日常を取材。ほか、メジャーリー
ガー石井一久投手、F1の佐藤琢磨さん。聴力障害者として初めて薬剤師免許を取得
した早瀬久美さん。それぞれのメッセージを伝える。

VHS
95分

1997

NHKスペシャル
アフガニスタン

至宝はよみがえるか
（NHK　H14年7月20日放送）

　アフガニスタンでは23年間にわたる戦乱の日々の中、多くの貴重な文化遺産が失
われた。特にタリバン時代には、バーミヤンの大仏爆破をはじめとして、多くの仏
像・彫像が破壊された。しかし、生き延びた文化財もあり、多くは盗品として日本
にもたらされた。基調な文化財の映像を交え、保護修復に取り組むアフガニスタン
の人々の姿を追う。

VHS
49分

28 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

1998

クローズアップ現代
２００１

“痛み”を見つめて
（NHK　H13年12月24日放送）

　番組では厳しい社会状況の中、自分の生き方を模索する人々を一年間取材。三部
構成で伝える。第一部　9.11から広がる痛み。第二部　揺らぐ経済が生む痛み　第
三部　痛みの時代をどう生きるかと題して“痛み”を伴う改革の現場で奮闘する
人々にインタビュー。
　出演：　カルロス・ゴーン　緒方貞子　坂本龍一　重松清　ほか

VHS
74分

1999

にんげんドキュメント
津軽・故郷の光の中へ

（NHK　H14年2月14日放送）

　60年ぶりに故郷・津軽に帰郷したハンセン病（らい）患者で詩人の桜井哲夫さん
77歳。声帯を摘出したため声を失い、両手両足の指を失い、目も見えない。だが病
を受け止め命の輝きを歌う文学として、その詩は高く評価されている。ハンセン病
患者への国の謝罪をきっかけに、帰郷が実現し故郷の人々との再会を果たした桜井
さんの姿を追う。

VHS
43分

2000

スーパーテレビ　情報最前線
愛子さまへ・・・母の涙

雅子妃殿下はいま
（日本テレビ　H14年6月10日放

送）

　今年６月９日、皇太子さまと雅子さまはご成婚10年目を迎えられた。昨年12月１
日には愛子さまが誕生され、日本中が喜びに包まれた。番組ではご一家の近況とと
もに、愛情秘話や両陛下の贈りもの、ご夫妻の育児のエピソードを紹介。愛子さま
ご出産後、初めての会見のご様子や雅子さまのお歌も伝える。

VHS
47分

29 貸出ビデオ一覧表（No.1501-2000）


