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3501
１０min.　ボックス

現代文　こころ（夏目漱石）

「こころ」は、夏目漱石が亡くなる２年前４７歳の時の作品。人間の心
の奥深くに迫り、傑作として今も人々に読み継がれている。主人公の
「わたし」が出会った「先生」と呼ばれる男性。どこか暗い影のある「先
生」には、過去に重大な秘密があった。（初回放送は２００７年９月１１
日です）

10分

3502
１０min.　ボックス

現代文　舞姫（森鴎外）

「舞姫」の作者は、明治の文豪・森鴎外。主人公の豊太郎のモデル
は、鴎外自身とも言われている。物語は、エリート官僚の豊太郎が、
ドイツで美しい娘・エリスと出会い、そして無残に彼女と別れるまでを
描く。（初回放送は２００７年９月２５日です）

10分

3503
１０min.　ボックス

現代文　走れメロス（太宰治）

昭和初期から戦後にかけて活躍した作家・太宰治。「走れメロス」は、
太宰が３０歳の時の作品だ。人の弱さや醜さを題材にした作品が多
い太宰だが、「走れメロス」は正義と友情をテーマにした異色の物語
になっている。（初回放送は２００６年４月１１日です）

10分

3504
１０min.　ボックス

現代文　初恋（島崎藤村）

少年の初々しい恋心を、美しいことばで描いた「初恋」。作者は明治
から昭和にかけて活躍した文学者・島崎藤村（とうそん）。今も昔も変
わらない、恋する者の心を描いた作品を楽しむ。（初回放送は２００６
年５月３０日です）

10分

3505
１０min.　ボックス

現代文　道程（高村光太郎）

『道程』作者は、詩人として、また彫刻家として活躍した高村光太郎。
『道程』は普通の話しことば（口語体）で書かれていて、人生を切り開
く気迫に満ちた詩だ。この詩が生まれた背景に迫る。（初回放送は２
００６年６月１３日です）

10分

3506
１０min.　ボックス

現代文　サーカス（中原中也）

詩人・中原中也の作品『サーカス』。心地よいリズムと豊かなイメージ
で、人々を引きつける。中也の詩の特徴を分析しながら、オノマトペ
（擬声語）の使い方が印象的なこの作品を読み解いていく。（初回放
送は２００７年１１月２０日です）

10分

3507
１０min.　ボックス

現代文　武蔵野（国木田独歩）

『武蔵野』の作者、国木田独歩（くにきだどっぽ）は明治時代に活躍し
た小説家。日本に近代的な価値観がもたらされる中、新しいものの
見方を新しい文体で表現した。独歩が描いたのは、それまで顧みら
れることの少なかった新しい自然美だった。（初回放送は２００７年１２
月４日です）

10分

3508
１０min.　ボックス

現代文　故郷　魯迅（訳・竹内好）

『故郷』の作者は、中国文学の父と呼ばれる魯迅（ろじん）。魯迅は文
学の力で民衆の自立を促し、国を変えようとした。しかしなかなか思う
ようにはいかない。社会の問題の前に、魯迅が感じた無念さが『故
郷』には込められている。しかし作品の最後に魯迅は、かすかな希望
を描いていた。（初回放送は２００６年４月２５日です）

10分

3509
１０min.　ボックス

現代文　たけくらべ（樋口一葉）

『たけくらべ』の作者は、樋口一葉（いちよう）。女性ならではの視点で
いくつもの名作を残し、２４歳の若さで亡くなった。『たけくらべ』は、吉
原（よしわら）という特殊な世界を舞台に、主人公の少女に芽生えた
かすかな恋心と、向き合わなければならない現実の厳しさを描いた
作品だ。（初回放送は２００８年１月２２日です）

10分

3510
１０min.　ボックス

現代文　明治文学史

明治時代は、それまでの封建制度が崩壊し、近代国家を目指して多
くの新しい制度が取り入れられた時代だ。そんな時代背景の中、二
葉亭四迷（ふたばていしめい）は新しい文体を求め試行錯誤。そして
ついに言文一致体で書かれた小説『浮雲』を発表する。（初回放送は
２００８年２月５日です）

10分

3511
１０min.　ボックス

現代文　日記

日常の何気ない出来事や喜び、悲しみをつづった日記。多くの文学
者や芸術家も日記を残している。番組では、日本を代表する洋画家
の岸田劉生（りゅうせい）、詩人の石川啄木（たくぼく）、作家の樋口一
葉の日記を紹介する。（初回放送は２００８年２月１９日です）

10分

3512
１０min.　ボックス

現代文　手紙

明治から昭和に活躍した文豪たちは多くの手紙を残した。番組では
夏目漱石・芥川龍之介・宮澤賢治の３人の文豪の手紙を紹介する。
ユーモアあふれる漱石の手紙、作品とは異なる趣の龍之介のラブレ
ター、そして教え子を思いやる賢治の手紙だ。（初回放送は２００７年
３月６日です）

10分
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3513
サイエンスチャンネル

空から見た日本
第１回　東京～横浜～三浦半島

日本は小さな島国だが、地形の表情は驚くほど多彩だ。美しい海や
山、川に島、谷…。これらの美しい景色はどうやってできたのか。空
から地形を見ることで、地形に隠されたなぞを解き明かしていく。全編
がヘリコプターからの空撮映像。
第１回目は東京から横浜、三浦半島。日本一大きな平野の関東平
野、横浜港から三浦半島、そして江ノ島まで、その成り立ちや特徴を
紹介する。解説は関東大学人間環境学部の宮下治先生。

14分

3514
サイエンスチャンネル

空から見た日本
第２回　伊豆大島

第２回は伊豆大島。東京から１００キロメートルに位置する伊豆大島
は、伊豆諸島最大の島。今も活動中の三原山が造った火山の島だ。
三原山は巨大な成層火山で、１９８６年の噴火では、多くの人が１か
月以上も島を離れ避難生活を送った。島を造り出す火山活動のしく
みや、海の下にあるプレートの働きを解説する。

14分

3515
サイエンスチャンネル

空から見た日本
第３回　新島、式根島、神津島

第３回は伊豆諸島の新島・式根島・神津島。伊豆諸島の島々はどれ
も火山活動で造られた島だが、島の元となるマグマには違いがある。
マグマの性質により島を形成する岩石も異なってくる。その影響を受
け、地形にさまざまな特徴が生まれてくる。

14分

3516
サイエンスチャンネル

空から見た日本
第４回　三宅島、御蔵島

第４回は伊豆諸島の三宅島と御蔵島。２０００年にも噴火した火山の
島・三宅島は、伊豆大島と同じ成層火山の島。今も噴煙を上げるカル
デラの様子や、溶岩の流れた跡に空撮で迫る。また御蔵島では、海
食崖（かいしょくがい）やＶ字谷など、さまざまな地形を見ていく。

14分

3517
サイエンスチャンネル

空から見た日本
第５回　箱根山

第５回は箱根山。その成り立ちは伊豆半島の動きと関係がある。海
洋プレートと大陸プレートの摩擦熱で火山ができるしくみや、断層に
よる地形の変化などを紹介する。箱根山の山頂にある芦ノ湖は、火
山活動でできたカルデラ湖。その他に大涌谷など、今も火山活動を
続ける箱根山の様子に迫る。

14分

3518
サイエンスチャンネル

空から見た日本
第６回　富士山

第６回は富士山。富士山が今の形になるまでの移り変わりや、造山
活動のしくみを紹介する。富士山を上空から撮影した映像では、珍し
い火口の様子や、大沢崩れなどの地形を詳細に見ていく。実は富士
さんは１つの山ではなかった、という驚きの話も紹介。

14分

3519
NHKスペシャル
１５歳の志願兵

昭和１８年、海軍は全国の中学校に甲飛予科練習生の志願者数を
割り当てた。しかし名門校の愛知一中から志願する者は少なかった。
焦った学校側は時局講演会を開き、生徒へ志願するように迫った。
お国のために役立ちたいという使命感に目ざめた一部の生徒は次々
に志願し、冷静に聞いていた生徒までもが、その場の空気に飲み込
まれ志願した。

73分

3520 ドラマスペシャル　心の糸

明人の母は耳が聞こえない。そのため明人は小さいころから、母の
手話を読み取り、通訳をしてきた。母の夢は、明人をピアニストにする
こと。そのために女手１つで、きつい仕事に耐えながら明人を育てて
きた。しかし母の大きな期待に、明人は複雑な気持ちを抱えていた。
そんな時、明人はいずみと出会う。いずみも母と同じろう者だった。心
の底からバンド活動を楽しむいずみと会うことで、明人の心に変化が
訪れる。

73分

3521 幸福の黄色いハンカチ

夢だった新車を手に入れ北海道をドライブする鉄也は、朱美をナンパ
し２人で旅を始める。途中、ひょんなことから網走刑務所を出所した
ばかりの勇作と旅を共にすることに。勇作は妻と「自分を待っていてく
れるなら、家の前に黄色いハンカチを下げておいてくれ」と約束をして
いた。だが勇作は家に帰る勇気が出ない。果たして妻は待っていてく
れるのか。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

119分

3522 釣りバカ日誌

ハマちゃんこと浜崎伝助は大の釣り好き。妻のみち子とともに四国高
松に暮らしていたが、ひょんなことから東京へ転勤に。ある日の昼休
み、食堂で知り合ったスーさんこと鈴木一之助を釣りに誘ったことか
ら、２人の不思議な関係が始まる。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

94分

3523 釣りバカ日誌２

スーさんこと鈴木一之助は、ある日ふらりと旅に出る。旅先で弥生と
いう女性と知り合った一之助は、美しい弥生に思いを募らせる。一
方、夫の身を案じた一之助の妻に頼まれ、伝助は一之助を探しに出
かける。（上映会使用の際は事前届出が必要です）

96分
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3524 釣りバカ日誌３

伊豆の星ケ浦に釣りに出かけたハマちゃんとスーさん。スーさんは戦
争中に星ケ浦に兵隊として駐屯していたことがあるという。そこで、母
親の墓参りに来ていた雪子と出会う。なんと雪子は、かつてのスーさ
んの恋人の娘だった。（上映会使用の際は事前届出が必要です）

96分

3525 白昼の死角

昭和２３年、東大法学部はじまって以来の秀才と言われた隅田は、同
級生の鶴岡らとともに金融会社を設立した。会社は急成長を遂げた
が、やがて隅田は闇金融容疑で検挙され焼身自殺する。隅田の死を
目の当たりにした鶴岡は犯罪者として生まれ変わる決意をし、優秀な
頭脳を生かして次々と犯行を成功させていく。（上映会使用の際は事
前届出が必要です）

155分

3526 それから

長井代助は帝大出のインテリだが、３０歳になっても結婚せず定職も
ない。実家の財産に寄生して読書や音楽会にと自由気ままな生活を
送っている。ある日、学友の平岡が失業して妻の三千代と上京してき
た。三千代はかつて代助の恋人だった。三千代のために借金を工面
するうちに代助は三千代を愛するようになり、平岡に彼女を譲って欲
しいと頭を下げるが…。　夏目漱石原作「それから」を森田芳光監督
が映画化。（上映会使用の際は事前届出が必要です）

130分

3527 今度は愛妻家

俊介は女にだらしのないカメラマンで、ろくに仕事もしない。妻のさくら
はそんな俊介をかいがいしく世話するが、ある日俊介が若い女を連
れ込んだのを知り、家を飛び出してしまう。独身気分を喜ぶ俊介だ
が、彼の周りの人々の心中は複雑だ。ある日、突然帰ってきたさくら
は、「離婚するから記念に写真を撮って」と言いだす。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

132分

3528 七人の侍

盗賊と化した野武士の一団は、前年に米を略奪した農村に再び狙い
を定める。長老は侍を雇って村を守ることを思い立つ。そして雇われ
ることになった七人の侍は、村人たちの先頭に立ち、野武士に立ち向
かっていく。（上映会使用の際は事前届出が必要です）

207分

3529 日本のいちばん長い日

昭和２０年７月２６日、戦局が不利になってきた日本に、無条件降伏
を求めるポツダム宣言が海外放送で傍受された。だが日本政府はこ
れを黙殺。８月に原爆が投下された。戦争続行か、終戦かを巡り、８
月１４日御前会議が始まる。日本の未来を決める、長い１日の始まり
だった。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

158分

3530 休暇

刑務官の平井は４７歳の独身。姉の紹介でシングルマザーの美香と
見合いし結婚することになった。母の葬儀で有休を使ってしまった平
井は、悩んだ末に１週間がもらえる死刑囚の「支え役」を志願する。
刑が執行され休暇をもらった平井は、美香とその息子の３人で新婚
旅行に出発したが、刑執行の時の記憶がよみがえり苦しみ続ける。

115分

3531
今日の健康

食で健康づくり！
おいしく食べよう”減塩”メニュー

１日の食塩摂取量は、男性で９グラム未満、女性７．５グラム未満が
目安。しかし、日本人の１日の食塩摂取量の平均は目安を上回って
いるのが現状だ。塩分の取りすぎは、脳卒中や胃がんのリスクを高
める。健康づくりのための減塩メニューの作り方・味付けを紹介する。

15分

3532
今日の健康

食で健康づくり！
栄養バランスとれていますか？

栄養バランスの点では一汁三菜が理想的だが、人によっては調理が
大変で毎食用意するのは難しい場合もある。簡単な調理で栄養バラ
ンスの良い一汁一菜のメニューを紹介する。

15分

3533
今日の健康

食で健康づくり！
野菜を十分とっていますか？

野菜不足によってビタミンやミネラル、食物繊維などが不足し栄養の
バランスが悪くなると、免疫の働きが低下し、病気にかかりやすくな
る。野菜不足の解消のための簡単メニューを紹介する。

15分

3534
今日の健康

食で健康づくり！
肉をとって栄養バランス改善

肉類の平均摂取量は、１５～１９歳が最も多く、それ以降は減る傾向
にあり、４０歳代を境にして、肉類よりも魚介類の摂取量のほうが多く
なる。魚とは違う栄養素が豊富に含まれる肉を使った簡簡メニューを
紹介する。

15分

3535
ここが聞きたい！名医にQ

うつ病　あなたに合った治療法

現在、日本のうつ病の患者は１００万人を超えている。うつ病の症状
の特徴とは何か。改善するために、どんな治療法があるのか。３人の
専門医を迎え、最新のうつ病治療について伺う。主な内容は「抗うつ
薬」「認知行動療法」「ストレスに対する環境調整」の３点。

54分
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3536
ここが聞きたい！名医にQ
あなたの疑問に答えます！

うつ病

２回連続で放送された「うつ病」について、視聴者から寄せられた相
談に３人の専門医が答える。主な内容は、「女性のうつ病」「薬を選ぶ
ポイント」「周囲の人の接し方」。そのほかに「双極性障害」についても
解説する。

54分

3537
おじゃる丸

おあずけプリン

おやつにプリンを食べようとしたおじゃる丸は、スプーンを忘れたこと
に気づく。おじゃる丸は、シャクにスプーンを持ってきてくれるように頼
む。だが、おじゃる丸は大好物のプリンを目の前にして待ちきれなくな
り…。

10分

3538
おじゃる丸
ジーパン

何年かぶりにジーパンをはいたトミーおじいちゃん。おじいちゃんの
ジーパン姿を見たカズマや月光町のお年よりたちもマネをしてジーパ
ンをはき始める。そして気がつくと、町中の人がジーパン姿に。

10分

3539
おじゃる丸

おじゃる石を気にする

月夜ヶ池に小石拾いに出かけたおじゃる丸とカズマ。その夜、おじゃ
る丸は河原にあった、ある小石のことが忘れられず、なかなか寝つく
ことができなかった。翌日、もう一度その石を捜しに、おじゃる丸は河
原へと向かう。

10分

3540
おじゃる丸

茶とおじゃるの雨傘

愛ちゃんにかわいい雨傘を買ってもらったおじゃる丸は、傘を見せび
らかそうと町に出るが雨に降られてしまう。雨宿りに喫茶店に入った
おじゃる丸は、茶が持つボロボロの雨傘を見つける。茶は、雨傘との
不思議な出会いを語り出す。

10分

3541
おじゃる丸

月光町　虫そうどう

トミーの家で子鬼たちは、「しあわせのきいろい虫」という本を見つけ
る。「幸せの黄色い虫を捕まえると幸せになれる」と勘違いした子鬼
たちは、必死に虫を探す。そのうわさは町じゅうに広がり、大そうどう
となった。

10分

3542
忍たま乱太郎

見破られた変装の段

五年生の変装の名人・はちや三郎は、いつも友人の不破雷蔵に変装
している。あまりにそっくりで区別がつかず困り果てた乱太郎たち。し
かし、木下先生だけは２人を区別することができた。２人を区別する
方法とは…。

10分

3543
忍たま乱太郎

自然から学べの段

いつもテストの成績の悪い一年は組。それとは対照に成績優秀な、
い組の教師・安藤は、い組の教師・土井をバカにする。そんなある
日、裏庭の小屋が火事になる。

10分

3544
忍たま乱太郎

気持ちよく泣かせての段

きり丸は、子守のアルバイトをしていたが、約束の時間になっても赤
ちゃんの両親が現れない。次のアルバイトがあるきり丸は、偶然通り
かかった斜堂先生に子守をまかせるが…。

10分

3545
忍たま乱太郎

青春の思い出の段

ある日、忍術学園に学園長の旧友・竜王丸が訪ねてくる。乱太郎は、
学園長の命令で竜王丸を部屋に案内する。立ち去ろうとする乱太郎
だったが、学園長に呼び止められ若い日の自慢話に付き合わされ
る。

10分

3546
忍たま乱太郎

大間賀時曲時の悩みの段

オーマガトキ城の城主・大間賀時曲時は、いつも戦に負けてばかりい
た。落ち込む曲時は、偶然通りかかった兵士たちの会話を耳にする。
「情報を制する者が勝つ」。そのことばを聞いた曲時は、情報収集の
ため堺の港へ向かう。

10分

3547
名探偵コナン

黒木ドレスのアリバイ（前編）

蘭と園子の買い物につき合うことになったコナンと小五郎。新宿の喫
茶店でひと休みしていると、ゴスロリ姿の女性が現れた。女性は席に
つくなり店外のトイレに行き、その１０分後にゴスロリ姿の女性と待ち
合わせをしているという庄堂唯佳が来店する。

25分

3548
名探偵コナン

黒木ドレスのアリバイ（後編）

原宿の公園のトイレでゴスロリ姿の女性の絞殺遺体を発見したコナ
ンたち。コナンは、庄堂唯佳が犯人だと確信するが、死亡推定時刻に
は唯佳は喫茶店にいたという完ぺきなアリバイがある。唯佳の仕組
んだトリックとは？

25分

3549

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１３
フランツの目

島が無人島だと知ってフローネは大喜び。自分たちの好きなように生
活できると言うのだ。だがフランツはがっかりして元気がなくなってし
まう。そんな時、フランツは毒虫にやられて目が見えなくなってしま
う。

26分

3550

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１４
貝殻の歌がきこえる

お父さんやお母さんは、家作りで毎日忙しい。いつも疲れていて家族
の会話も減ってしまい、フローネは寂しくなってしまう。ある日、お父さ
んたちの仕事場にお弁当を届けたフローネは、不思議な木を見つけ
る。海に浮かんだ木に乗り込むと…。

26分
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3551

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１５
木の上の家

新しい家の完成が近づいてきた。しかもお母さんの誕生日ももうすぐ
だ。フローネとジャックはお母さんのためにプレゼントを用意する。フ
ランツとお父さんも、何か準備をしているらしい。みんなはお母さんに
ないしょで引っ越しの日に誕生日を祝うことにする。

26分

3552

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１６
我家の日課

新しい家に引っ越して、やっと落ち着いて生活できるようになった。お
父さんは、家族ひとりひとりに日課を決める。水くみ、狩り、カレンダー
を取り替えること…。お母さんは畑を作ることを提案する。

26分

3553

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１７
おかあさんの畑

せっかく作ったお母さんの畑が、動物に荒らされてしまった。がっかり
して寝込んでしまうお母さん。でも毎日、船を探して見張りに立つフ
ローネとジャックを見て、もう一度がんばることにする。動物を避ける
ために、工夫をして…。

26分

3554

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１８
メルクルを助けて！

お父さんとフランツが舟を作った。魚をとるための小さな舟だ。フラン
ツとジャックが初めての漁に出た。ところが、ジャックが目を離したす
きに、メルクルが波に流されてしまう。

26分

3555

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ１９
フローネ、狩りに行く

島で出る食事は毎日毎日、果物や貝ばかり。フローネたちはお肉が
食べたいと大騒ぎ。そこでお父さんはフランツとフローネを連れて、狩
りに出ることにした。フローネはいっぱい動物を狩ると言って大はりき
りだ。

26分

3556

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ２０
船が見える

毎日の水くみがたいへんなので、お父さんは井戸を掘ることにした。
フローネとジャックは、毎日、島の近くを船が通らないか見張ってい
る。ある日、双眼鏡で海を見ていたフローネが、島の近くを通る船を
見つけた。

26分

3557

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ２１
亀の赤ちゃん

とても蒸し暑い夜のこと。フローネたちは海辺に涼みにいった。そこで
カメが卵を産むのを見つける。次の日から、お父さんたちは塩を造り
始める。無人島では、何でも自分たちでつくらなければならないの
だ。

26分

3558
きょうの健康

子供の行動が気になるとき
①場の雰囲気がつかめない

場の雰囲気をつかむのが苦手で、対人関係がうまくいかない、興味
の幅が狭いなどの特徴をもつ「アスペルガー症候群」とよばれる子ど
もは、友達から孤立したり、場違いな言動をしたりして非難されること
が多い。本人の困り度を減らす具体的な対応策について伝える。

15分

3559
きょうの健康

子供の行動が気になるとき
①場の雰囲気がつかめない

場の雰囲気をつかむのが苦手で、対人関係がうまくいかない、興味
の幅が狭いなどの特徴をもつ「アスペルガー症候群」とよばれる子ど
もは、友達から孤立したり、場違いな言動をしたりして非難されること
が多い。本人の困り度を減らす具体的な対応策について伝える。

15分

3560
きょうの健康

子供の行動が気になるとき
②落ち着きがなく衝動的

発達障害のなかで「注意欠如」と「多動・衝動性」という２つの特性を
もっており、それが原因で日常生活での困難が著しい場合に「ＡＤＨＤ
（注意欠陥／多動性障害）」という診断名がつけられている。ADHDに
対する具体的な対応策について伝える。

15分

3561
きょうの健康

子供の行動が気になるとき
②落ち着きがなく衝動的

発達障害のなかで「注意欠如」と「多動・衝動性」という２つの特性を
もっており、それが原因で日常生活での困難が著しい場合に「ＡＤＨＤ
（注意欠陥／多動性障害）」という診断名がつけられている。ADHDに
対する具体的な対応策について伝える。

15分

3562
きょうの健康

子供の行動が気になるとき
③文字の読み書きが苦手

知能の遅れは見られず、会話での不自由はないが、いくら練習しても
文字を読んだり書いたりするのはなかなか上達しない「ディスレクシ
ア（発達性読み書き障害）」。学習障害と呼ばれる中でも多いディスレ
クシアの特徴と、対応策を伝える。

15分

3563
きょうの健康

子供の行動が気になるとき
③文字の読み書きが苦手

知能の遅れは見られず、会話での不自由はないが、いくら練習しても
文字を読んだり書いたりするのはなかなか上達しない「ディスレクシ
ア（発達性読み書き障害）」。学習障害と呼ばれる中でも多いディスレ
クシアの特徴と、対応策を伝える。

15分

3564
きょうの健康

Q＆A
子供の行動が気になるとき

「子どもの行動が気になるとき」について、視聴者から寄せられた質
問に小児科学、特に小児神経学、発達神経学がご専門の榊原陽一
さんが答える。

15分

3565
きょうの健康

Q＆A
子供の行動が気になるとき

「子どもの行動が気になるとき」について、視聴者から寄せられた質
問に小児科学、特に小児神経学、発達神経学がご専門の榊原陽一
さんが答える。

15分
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3566
手話かみしばい

「あかんぼうになったおばあさん・
ねずみのよめいり」

「あかんぼうになったおばあさん」
岩の間から流れる きれいな水を飲んだ おじいさんは、とても元気に
なりました。その話を聞いた おばあさんも、その水を飲みに行きまし
た。すると…。

「ねずみのよめいり」
ねずみのお父さんとお母さんは、世界一強いものと娘を結婚させるこ
とにしました。ねずみのお父さんとお母さんは世界一強いお日様に会
いに行きますが…。

18分

3567

手話かみしばい
〈手話ﾋﾞﾃﾞｵ〉

「あかんぼうになったおばあさん・
ねずみのよめいり」

「あかんぼうになったおばあさん」
岩の間から流れる きれいな水を飲んだ おじいさんは、とても元気に
なりました。その話を聞いた おばあさんも、その水を飲みに行きまし
た。すると…。

「ねずみのよめいり」
ねずみのお父さんとお母さんは、世界一強いものと娘を結婚させるこ
とにしました。ねずみのお父さんとお母さんは世界一強いお日様に会
いに行きますが…。

18分

3568

手話かみしばい
〈手話ﾋﾞﾃﾞｵ 字幕つき〉

「あかんぼうになったおばあさん・
ねずみのよめいり」

「あかんぼうになったおばあさん」
岩の間から流れる きれいな水を飲んだ おじいさんは、とても元気に
なりました。その話を聞いた おばあさんも、その水を飲みに行きまし
た。すると…。

「ねずみのよめいり」
ねずみのお父さんとお母さんは、世界一強いものと娘を結婚させるこ
とにしました。ねずみのお父さんとお母さんは世界一強いお日様に会
いに行きますが…。

18分

3569

日本の伝統芸能
茂山千之丞の狂言入門

第１回　あかるい現代人　太郎冠
者　～狂言「素袍落」

狂言の中でも名作の「素袍落（すおうおとし）」を茂山千之丞さんの解
説で楽しむ。狂言と言えば「主人」と「太郎冠者」がおなじみの登場人
物である。今回は、主人が伊勢参りをするにあたり、伯父さんも一緒
にと、主人の命令で太郎冠者が誘いに行く。主人はせん別や土産が
面倒なので、太郎冠者が同行することは伯父さんには内緒でと厳命
していたのだが、伯父さんにお酒をごちそうになった太郎冠者は徐々
にいい気持になって…。
聞き手は髙橋美鈴。【福岡県聴覚障害者センター】

30分

3570

日本の伝統芸能
茂山千之丞の狂言入門

第２回　囃しものにうかされて　～
狂言「蝸牛」

狂言「蝸牛（かぎゅう）」を茂山千之丞さんの解説で楽しむ。今回のタ
イトル「蝸牛」とは「かたつむり」のこと。
旅に疲れた山伏がやぶで寝入ってしまったところから話が始まる。
主人から、長寿に効くと言われているかたつむりを取ってくるよう命ぜ
られた太郎冠者だが、かたつむりを見たことがない。主人に聞くと「頭
が黒くて、腰には貝を付け、時に角を出し、大きいと人ほどもあり、必
ずやぶにいる」という。
さて、太郎冠者はかたつむりを無事取って来ることができるか…。
でぇんでんむしむし。
聞き手は髙橋美鈴。【福岡県聴覚障害者センター】

30分

3571
ためしてガッテン

進化する水族館！
満喫　新マニュアル

今までとは違う水族館の楽しみ方を紹介する。メインテーマベスト３
は、「あ然　巨大ザメがパンダに！？」「まさか　サンゴの水槽に雪
が！？」「なぜに全国でイルカの反乱！？」
全長１０ｍ近いジンベエザメが何と体を縦にしてえさを食べる姿は圧
巻だ。動物園より高い入館料を払っても悔いがない、水族館をまるご
と楽しむ秘けつを大公開する。
【とちぎ視聴覚障害者情報センター】

43分
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3572
カンブリア宮殿

障害者に働く喜びを
日本理化学工業会長　大山泰弘

不況にあえぐ中小企業にあって、社員の幸せを考え続けている会社
がある。神奈川県川崎市にある「日本理化学工業」だ。この会社の従
業員は７４人のうち５４人が知的障害者だ。しかも重度の人が半数以
上を占めている。障害者の雇用を積極的に進める企業の中でも、草
分け的な会社だ。
日本理化学工業の５０年の歩みと障害者雇用の現実と問題点をあぶ
りだしていく。
【群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

44分

3573
目撃者ｆ

絵里せんせんとスーパーダンス
キッズ

最近、子どもたちの間でもヒップホップやストリート系ダンスが大人気
で、キッズダンスの全国大会開催など、キッズダンス界はこれまでに
ない盛り上がりを見せている。
福岡市南区にも全国で注目を集めるダンスチームがある。小学生ダ
ンサー日本一を決める大会で前年全国３位。今回は優勝を目指す
チーム「絵里ダンス」だ。子どもたちを指導するのは、西畑絵里さん。
西畑さんは生まれながらにして重度の難聴という障害をもちながら、
高校、大学時代に何度も日本一に輝いた実績がある。その努力は並
大抵のものではない。
「ダンスの前にまず礼儀」という西畑さんの指導はとても厳しい。「でき
るかできないかでなく、やるかやらないかよ！」としったする西畑さん
に子どもたちは泣きながら必死の思いで付いていく。
さて、今大会の結果は…。【福岡県聴覚障害者センター】

26分

3574
ちびまる子ちゃん

「藤木、いい人を目指す」の巻
「ヒロシ、期待される」の巻

「藤木、いい人を目指す」　定期券を拾って落とし主に手渡してあげた
藤木君。人のために役に立つのはいいものだとあらためていい人に
なろうと決意するが…。

「ヒロシ、期待される」　まる子の父、ヒロシが町内の野球試合で４番
打者をまかされたという。みなの期待にヒロシはこたえられるのか。
【とちぎ視聴覚障害者情報センター】

25分

3575
ちびまる子ちゃん

「まる子は大女優？」の巻
「まる子、お金を拾う」の巻

「まる子は大女優？」　まる子のクラスは学芸会で「うらしま太郎」をす
ることに決まった。まる子とたまちゃんは、海中で揺れるワカメの役に
なった。練習するまる子を見て祖父友蔵は「将来は天才女優だ」と期
待するが…。

「まる子、お金を拾う」　道端で１０円拾ったまる子。見たいテレビが
あったので、交番に届けそびれてしまった。翌日交番へ行く途中、欲
しかったチョコレートの匂いの消しゴムが１０円で特売になっていた
…。【とちぎ視聴覚障害者情報センター】

25分

3576
爆笑問題の未来授業
大変よくできました

元日から子どもにも言わせてＳＰ

未来授業とは、爆笑問題と子どもたちがより良い「未来」を考える授
業。あなたの知らない「ガッコウ」をテーマに太田光とイマドキの子ど
も２０人が大激論。「廊下を隔てる壁がない教室」「全児童に１台ずつ
パソコン配置」「ソフトな跳び箱・ボール・ハードル」「選べる給食」な
ど、学校の今を昔の学校を振り返りながら紹介する。
その他、「大人に言いたい五・七・五」やアラフォー世代の懐かしいア
イテムも登場。
【字幕制作：北九州市立ビデオライブラリー】

76分

3577

ハートをつなごう
きょうだい

～障害のある人の
兄弟姉妹～

（１）抱えてきた
“生きづらさ”

　「子ども時代に親に甘えられなかった」「大人になっても、自分のた
めに人生を生きられない」…
障害のある人や、難病などで長期闘病している人の兄弟姉妹は、
「きょうだい」あるいは「きょうだい児」と呼ばれ、成長の過程で悩みや
葛藤を抱く人が多いといわれています。　しかし、家族支援の必要性
が指摘されるようになっても、「きょうだい」は、なかなか支援の対象と
して捉えられてきませんでした。
　「自分が悩んでいることで、親を悲しませたくない」、「周囲の人に話
せば、自分が悪い人間だと思われるのではないか」…一人で苦しん
でいる若者が、数多くいるのではないかといわれています。
　（1）では、「きょうだい」がどんなことに苦しんできたのかを当事者の
みなさんとともに考えていきます。
（ＮＨＫＨＰ参照）ソニン/石田衣良

29分
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3578

ハートをつなごう
きょうだい

～障害のある人の
兄弟姉妹～

（２）“自分を生きる”
ために

　「子ども時代に親に甘えられなかった」「大人になっても、自分のた
めに人生を生きられない」…
障害のある人や、難病などで長期闘病している人の兄弟姉妹は、
「きょうだい」あるいは「きょうだい児」と呼ばれ、成長の過程で悩みや
葛藤を抱く人が多いといわれています。　しかし、家族支援の必要性
が指摘されるようになっても、「きょうだい」は、なかなか支援の対象と
して捉えられてきませんでした。
　「自分が悩んでいることで、親を悲しませたくない」、「周囲の人に話
せば、自分が悪い人間だと思われるのではないか」…一人で苦しん
でいる若者が、数多くいるのではないかといわれています。
　（２）では、「きょうだい」が、成長の過程で抱えるさまざまな課題を、
どうやって乗り越えていけばいいのかを当事者のみなさんとともに考
えていきます。 （ＮＨＫＨＰ参照）
ソニン/石田衣良

29分

3579

にっぽん菜発見
そうだ、自然に帰ろう

第２０２回
信州、長野県へ実りの秋を満喫

　今回の旅人は食の狩人石塚英彦さん（通称“石ちゃん”）。長野の秋
を存分に楽しむ。
　まずは善光寺の参道にあるおそば屋さんで、この秋に収穫したそ
ばの実で作る新鮮な「新そば」を味わう。次に栗の産地、小布施。石
ちゃんは栗拾いのお手伝いをして、栗だけで作る栗あんを使った栗
菓子をいただき舌鼓をうつ。フルーツ王国中野ではりんご狩り。中野
市で生まれた真っ赤なリンゴ「秋映（あきばえ）」を収穫する。香りが強
く果汁たっぷりで石ちゃんは大満足。
　
　そのほか、秋に行われる「日和山（ひよりやま）神社鬼獅子」という
秋祭りに飛び入り参加したり、山の中腹にある絶景の露天風呂「ぽん
ぽこの湯」で汗を流したり、「信州きのこマイスター」のきのこ料理づく
しを味わったり…。
　石ちゃんが、食に祭りに長野の秋を堪能する。
【字幕制作・寄贈元：長野県聴覚障害者情報センター】

24分

3580
ＪＮＮ九州沖縄ドキュメント

ムーブ　夢は福祉ネイリスト
～障害者自立支援プロジェクト～

　福岡市に住む香椎（かしい）さん（２２）は生まれつき重度難聴で補
聴器なしではほとんど音を聞くことができない。聾学校で技術を学び
美容師を目指していたが、試験に失敗。そんな時、舞い込んだ話が
「福祉ネイリスト」。
　お年寄りや病院の入院患者を相手に、爪を整えマニキュアを塗った
り手足のマッサージをする仕事だ。障害者の就職支援をしていた財
界の有志が自立支援プロジェクトとして「福岡福祉美容協会」を立ち
上げた。第一期生となった香椎さんは、聾学校の恩師に手話通訳な
どをしてもらいながら１年間技術を学び続けた。仕上げはエステの本
場、フランス・ボルドーでの研修。香椎さんにとっては初めての海外
だった。
　
　難聴もあって、引っ込み思案な香椎さんだったがフランス人のオー
プンな態度や温かな言葉に、次第に心を開いていく。
（ＪＮＮ九州沖縄ドキュメントムーブＨＰより）【字幕制作・寄贈元：福岡

26分

3581
―図解！よくわかる―
暮らしの製品安全知識

　近年、家庭内での製品による事故や怪我が増えている。製品機能
の高度化により便利になった反面、誤った使い方や不注意による事
故やけがも多くなっている。見落としがちな危険や正しい製品情報を
知って事故を防ぎ、より安全な生活に役立てるために、東京都消費
生活総合センターが制作。
　快適な暮らしの達人・近藤典子さんがキッチンやリビング、寝室など
で製品と上手に付き合うノウハウを伝授。また、アニメーションによる
事故事例をまじえ、事故の原因や法制度、救済制度を解説する。
　
　家庭に潜む危険や安全知識を紹介しながら、快適な暮らしのため
の製品と私たちの関係を提案をする。
（東京都消費生活総合センター リーフレット 参照）
【寄贈元：東京都消費生活総合センター】

18分
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3582
ネットのトラブル、ブルブル！

ーインターネットに振り回されない
ためにー

　インターネットに潜む危険性について知り、トラブルを未然に防ぐた
めに、東京都消費生活総合センターが中学生向けに制作したアニ
メ。
　中学生が、インターネットを使うときに、いろいろなトラブルに巻き込
まれていく。
　迷惑メール・チェーンメールや学校裏サイトの怖さについて描いた
「携帯電話」編。巧妙なフィッシング詐欺や架空請求について描いた
「ネット対応型携帯ゲーム機」編。コンサートチケットをおとりにしてワ
ナに落とす「オークション」編。これをナビゲーターの奇妙なロッカー風
ラッパー、人呼んで「ブルブルラッパー」がテンポよく解説する。

　そして，最後にブルブルラッパーからの問いかけに、成長した中学
生たちの姿が…！？
（東京都消費生活総合センター リーフレット　参照）

19分

3583
和風総本家

日本人が知らなければいけない
２７のこと

　白むくの花嫁が頭につけるものは？座布団の正しい置き方は？結
婚式の招待状のはがき、欠席するときの正しい書き方は？など、日
本人なら知っておきたいことをクイズ形式で楽しく伝える。

46分

3584

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第１回
さあ山にでかけよう！

～戸隠高原～

　登山初心者の女優・村井美樹が、山ガールを目指してさまざまな山
に挑戦する。指導するのは山歩きのスペシャリスト橋谷晃先生。初心
者でも楽しめる山歩きを、わかりやすく紹介していくシリーズだ。山
ガール向けのファッションチェックもある。
　第１回は戸隠高原をトレッキング。標高の高い高原は平坦で初心者
でも歩きやすく、美しい自然も満喫できる。山歩き初心者の村井は、
自分で考えた服装でチャレンジするが…。

24分

3585

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第２回
準備はいかが？

山の装備や服装を
そろえよう

　第２回は山歩きに必要な装備や服装のそろえ方を紹介する。楽し
い山歩きも、一歩間違えば命の危険と隣り合わせ。山を安全に楽し
むには、十分な装備が必要だ。基本的な山の３点セットである「ザッ
ク」「登山靴」「雨具」の選び方や装備の方法をわかりやすく紹介す
る。

24分

3586

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第３回
ゆっくり登山で花を楽しもう

～湯ノ丸山～

　第３回は群馬県と長野県の境にある湯ノ丸山に挑戦する。この山
は高い木が少なく明るい道で、初心者でも登りやすい山だ。長時間
山道を歩くにはコツが必要。花の美しい湯ノ丸山を舞台に、疲れない
歩き方を身につける。山歩きを助けるトレッキングポールの使い方も
紹介する。

24分

3587

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第４回
苔むした森を

地図を頼りに進もう
～北八ヶ岳～

　第４回は長野県の北八ヶ岳に挑戦。コケに覆われた美しい針葉樹
林を舞台に、地図の見方をマスターする。登山では地図は必需品。
地形が読めないと遭難の危険も。国土地理院の地図を元に、等高線
の見方や地形の読み方、そして登山の途中、どんなところで地図を
確認するのかなど、地図の基本を学んでいく。

24分

3588

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第５回
湿原と火山

初めての山小屋
～草津白根山～

　第５回は草津白根山に挑戦。山小屋で１泊し、本白根山に登る。湿
原と火山特有の自然を楽しみながら、初めての山小屋泊まりを経験
する。何かと不便なイメージのある山小屋だが、最近は豪華でおしゃ
れなものも増えている。今回は、シャワー・トイレ完備で個室付きの豪
華山小屋に宿泊。ロマンチックな山小屋の夜を楽しむ。

24分

3589

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第６回
ブナ林で森林浴！
テントで一泊　前編

～鹿俣山・玉原高原～

　第６回は群馬県の玉原高原と鹿俣山。花の咲き誇る玉原高原を楽
しみながらテント泊に挑戦。最近のテントは女性１人でも十分に設置
できるものが増えた。
　テントを張る場所の選び方、張るときの注意、テント泊で気をつける
ことなどを学んでいく。今回は女性でも安心して利用できる高原の
キャンプ場にテントを張って１泊する。

24分

3590

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第７回
ブナ林で森林浴！
テントで一泊　後編

～鹿俣山・玉原高原～

　第７回は鹿俣山・玉原高原の後編。キャンプ場を出て鹿俣山山頂を
目指す。長時間にわたる登山では、歩きながら栄養補給をするため
「行動食」を取る。
　今回は行動食の種類や取り方を学ぶ。復路では、関東屈指のブナ
林であるブナ平を満喫。橋谷先生がブナ林の魅力を熱く語る

24分
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3591

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第８回
北アルプス

あこがれの立山に登る
前編

　第８回は北アルプスの立山に挑戦する。立山は登山初心者の村井
美樹のあこがれの山。室堂平から山小屋を目指しそこで１泊、翌日
立山の縦走に挑む。
　シリーズ初の３０００メートル級の山を前に、まずは高度順応を行
う。３０００メートルを超えると空気中の酸素が薄くなるため、体を慣ら
さなくてはならない。７月でも雪の残る室堂平を歩き、立山の縦走に
備える。

24分

3592

チャレンジ！ホビー
あなたもこれから山ガール

第９回
北アルプス

あこがれの立山に登る
後編

　最終回は立山の縦走に挑む。山小屋で１泊後、まず一ノ越を目指し
た村井と橋谷。そこからは雄山～大汝山～別山の縦走だ。急斜面と
足もとの悪いガレ場が続く中、ガレ場での歩き方や落石への対応を
学びながら山頂を目指す。

24分

3593

ＥＴＶ特集
福祉の真価が
問われている

～障害者
震災１か月の記録～

　東日本大震災が起きた日、自らの力で判断したり移動することがで
きない「災害弱者」たちは、どのように避難したのか。運良く避難所に
避難しても排尿も自由にできず、体を動かすこともままならない障害
者。災害弱者に対する福祉を見つめ直す。

59分

3594

ろうを生きる　難聴を生きる
人工内耳・２７０人の親の声

～全国早期支援協議会
アンケートから～

　内耳に電極を入れることで、聴力の回復をはかる人工内耳。１９９４
年に保険が適用となってからは手術を受ける人が増え、また手術時
の平均年齢は２００９年には３歳代となった。多くのケースでは、手術
を行うか否かは親が判断している現状だ。
　番組では聴覚障害児を持つ親を対象に行われたアンケートから、
人工内耳に対する親の気持ちを紹介。また人工内耳を装着しながら
も、手話の世界に生きがいを見いだした聴覚障害者の姿も紹介す

15分

3595

ろうを生きる　難聴を生きる
検証・韓国手話

～似ている？似ていない？
その実像に迫る～

　日本でも学ぶ人が増えている韓国手話。
　北星学園大学の佐々木大介さんは、言語学の立場から両者を比較
研究している。かつて日本が韓国を植民地化していた歴史的背景も
あり、韓国手話と日本手話は非常に似ていると言われるが、最近で
はその状態に変化が起きているという。韓国手話を取り巻く現状を見
ていく。

15分

3596

ろうを生きる　難聴を生きる
自分自身への挑戦

～ライダー高杉奈緒子
日本最高峰レースに挑む～

　高杉奈緒子さんは難聴者。２３歳の時からライダーとして走り続けて
いる。日本最高峰のオートバイレース「全日本ロードレース選手権」
にも参戦中だ。「自分自身の限界に挑戦したい」という高杉さんの
レースにかける思いを追った。

15分

3597

ろうを生きる
難聴を生きる

ろう教授奮闘記
～松﨑丈さん～

　宮城教育大学准教授の松﨑丈さんはろう者。ろう学校の教員を目
指す学生たちを指導している。小学校から高校まで普通校で過ごし
た松﨑さんは大学で手話と出会い、現在は手話を使って講義を行う。
　手話通訳はつけず、学生たちは手話を学びながら松﨑さんとコミュ
ニケーションしている。ろう教育を担う学生に期待する思いを、松﨑さ
んに語っていただく。

15分

3598

ろうを生きる
難聴を生きる
聞こえない

大学生への支援
～生き生きと
学ぶために～

　現在、大学に進学している聴覚障害学生は1500人ほどおり、その
数が増える中、大学での情報保障の整備が急がれている。番組では
「日本聴覚障害学生高等教育シンポジウム」の様子を紹介しながら、
一部の大学で行われている先駆的な試みを見ていく。お話は筑波技
術大学障害者高等教育研究支援センターの白澤麻弓さん。

15分

3599
ろうを生きる　難聴を生きる

ぬくもりを伝えたい
～会津塗り職人・星清一さん～

　星清一さんはろうの会津塗り職人。父のあとをついでろう学校卒業
後この世界に入って約３０年となる。星さんの心の支えは「師匠」でも
ある父、そして作業を共にするようになった同じ聞こえない妻の存
在。一家で伝統工芸を守る姿を紹介する。

15分

3600
ろうを生きる　難聴を生きる

“コーダ”を見つめて
～澁谷智子さん～

　コーダとは聞こえない親を持つ聞こえる子どもたちのこと。コーダは
「ろう文化」と「聴文化」という価値観の違う２つの世界を知る。
　コーダの子育てや親子関係に注目し研究している澁谷智子さん
は、コーダ理解のための活動を続けている。澁谷さんにお話を伺う。

15分
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3601

ろうを生きる　難聴を生きる
ろう者の思いを

伝えたい
～映像ドキュメンタリー作家・

今村彩子さん～

　今村彩子さんはろうの映像ドキュメンタリー作家。「ユニバーシティラ
イフ～ろう・難聴学生の素顔～」が文部科学省選定作品となるなどい
くつかの受賞体験もした。
　また「伝えたい」が日本民間放送連盟賞ＣＭ部門で優秀賞を受賞し
た。この作品は静岡県内のサーフショップ店長（ろう者）が、店を訪れ
る健聴者と筆談でコミュニケーションする姿を通して「伝える方法はい
ろいろある。大切なのは伝えたいという気持ち」というメッセージを送
るものである。今村さんの思いを伺う。

15分

3602

ろうを生きる　難聴を生きる
つかめ！

聞こえない人々のニーズ
～しゅわ旅ツアー～

　片桐幸一さんは旅行代理店で働くろう者。ほかのスタッフとともに聴
覚障害者のほか、さまざまな障害のある人を対象にした旅行を企画
している。当事者たちはどのようなサービスを求めているのか片桐さ
んの体験を通して考える。

15分

3603

ろうを生きる　難聴を生きる
島の手作りネットワーク

～隠岐に暮らす
聞こえる人とろう者たち～

　池田文隆さん、宮子さんは島根県隠岐島に暮らす健聴者とろうの
夫婦。島に１５人ほどいるろう者の大半は１人暮らしの高齢者であ
る。島では公的な手話通訳派遣制度が事実上ほとんど機能していな
い。
　松江市に派遣を依頼すると１日１便だけのフェリーで片道３時間か
けて通訳が来ることになる。日帰りは困難なため、依頼は島の手話
サークル代表を務める文隆さんに舞い込む。池田さんの取り組みを
紹介する。

15分

3604
ろうを生きる　難聴を生きる

“盲ろう者”を
知っていますか？

　渡井真奈さんは、夫が盲ろう者で、５年前から、小学校や幼稚園
で、盲ろう者について知ってもらうための授業を企画・運営している。
授業には、実際に盲ろう者を講師に招き、点字や手話についてのク
イズ、子どもたちに実際に盲ろう者の手引きをしてもらう。
　「盲ろう者についてもっと知って欲しい」と活動する真奈さんの思い
を紹介する。

15分

3605
なんくるないさぁ　耳の日特番

～今井絵理子が
息子と歩んだ６年～

　かつてＳＰＥＥＤのメンバーとして、国民的人気を得た歌手・今井絵
理子さん。彼女の一人息子、礼夢くんは耳が聞こえない。「聞こえな
いことは息子の個性」と言い切る絵理子さんは、礼夢くんを連れて全
国のろう学校や施設を回り、コンサートを行っている。
　自ら手話を学び、息子とコミュニケーションし、そして歌い続ける絵
里子さんの姿を追った。

45分

3606

ＮＮＮ
ドキュメント

’１１　３・１１大震災
シリーズ１６

手話で伝えた被災地
～心の壁を越えて～

　今村彩子さんはろう者の映像作家。東日本大震災の直後から現地
入りし、被災したろう者たちの姿を撮り続けてきた。以前は手話ので
きない聴者とのコミュニケーションにあまり積極的ではなかったという
今村さん。
　しかし、あるろう者との出会いで、自分の心の壁に気づく。被災した
ろう者の復興も、それぞれが心の壁を超えたとき、何かが見えてくる
はず。それを信じて、ひたむきに作品づくりに向き合う今村さんの姿を
追う。

25分

3607

ＪＮＮ九州沖縄
ドキュメント

ムーブ
手話で生きたい

　乗富秀人さんは熊本に住む画家。描くのは、デフアートと呼ばれる
「音のない世界の人たちの想いを表現する」絵画だ。口話教育で厳し
く育てられた乗富さんは就職してからも、聴者ばかりの社会で孤独感
を強めていた。
　転機となったのは２６歳の時に絵の勉強のために向かったパリ。ろ
う教育発祥の地フランスで、ろうであることに誇りを持って生きる芸術
家たちと出会う。今、乗富さんはろう者の誇りを持って、「手話で生き
たい」と強く思っている。

25分

3608

池上彰の
戦争を考えるＳＰ

～こうして戦争は終わり
戦後の復興が始まった～

　「戦争は始めることよりも、終わらせることの方が、何倍も難しい」と
言われる。昭和２０年夏、どのように日本は戦争を終わらせたのか、
終戦をめぐる激しい動きを検証する。
　また、池上彰が戦後復興の真っただ中にあるイラクを取材し、２１世
紀最大の戦争とも言えるイラク戦争からの復興の現場をリポートす
る。

141分
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3609

日経スペシャル
ガイアの夜明け
時代を生きろ！

闘い続ける人たち
シリーズ復興への道⑦

原発危機に立ち向かう～密着・現
場の９０日～

　東日本大震災をきっかけに大きな被害を出した福島第一原発。被
ばくの危機と隣り合わせの現場では、今も多くの人々が事故の収束
のため日夜奮闘している。３０㎏にもなる重装備で現場に入る原発作
業員。
　福島の住宅地で、民間レベルでできる除染作業に取り組む人々。
それぞれの立場で原発事故に向き合う人々を追う。

45分

3610

発見！人間力
其の１２３

いただきます
～山川牧場といのちの教育～

　山形県上山市で酪農を営む山川喜一さん。彼は地元の小中学校
で、「食と命」をテーマに講演を行い、教育ファームの活動も熱心に
行っている。生徒たちは実際に山川牧場を訪れ、ウサギや鶏をと蓄
し、命が食べ物に変わる瞬間を体験する。

26分

3611
情熱大陸

助産師　坂本フジエ

　坂本フジエさん（８７歳）は、日本最高齢の助産師である。手がけた
出産は３９１５組。６７年のキャリアと人柄にひかれて坂本さんの門を
たたく女性は多い。歳月に磨かれた坂本さんの言葉に励まされ、まる
でわが家のようなぬくもりを感じるという。

25分

3612
情熱大陸

救命医　小林誠人

　兵庫県立豊岡病院に勤務する救命医・小林誠人さん。人は彼を日
本一忙しいフライトドクターと呼ぶ。彼の貴重な足となるのが、ドク
ターヘリだ。「１秒でも速く現場へ」「どんな患者も断らない」…この信
念を胸に、彼は救急救命の最前線を走り続ける。

25分

3613
情熱大陸

地域紙　石巻日日新聞

　宮城県石巻市にある地域新聞、石巻日日新聞社。東日本大震災に
より、社屋は倒壊は免れたものの、津波に襲われ輪転機は止まって
しまった。そんな中、記者たちは地域住民に何とか情報を伝えたい
と、手書きの壁新聞を毎日作り続けた。

25分

3614
情熱大陸

獣医　田向健一

　獣医、田向健一さん。動物が大好きな少年は、やがて大学で獣医
学を学び、動物病院を開業。わが子同様のペットは犬や猫だけでは
ない。数多くの珍しい動物たちも、連日彼の診察を受けようと来院す
る。「きっと元気にしてやるぞ」と、彼は今日も、生き物の声に耳を傾
けている。

25分

3615
みんな生きている
ようこそ！赤ちゃん

　河本家にはもうすぐ６人目の赤ちゃんが生まれる。お姉ちゃんは赤
ちゃんを楽しみにしているけれど、長男のお兄ちゃんは浮かない顔。
いつも妹弟の面倒で苦労をしているので、新しいきょうだいの誕生を
素直に喜べないのだ。でも家族みんなで出産に立ち合って、やっぱり
赤ちゃんはかわいいとお兄ちゃんも大喜び。

15分

3616

資格☆はばたく
ケアマネージャー

第１回
ケアマネってどんな仕事？

　介護現場で今注目されている資格、ケアマネージャー。毎年１４万
人が受験しているという。番組では４回に渡り、ケアマネージャーの
仕事や受験について伝える。

24分

3617

資格☆はばたく
ケアマネージャー

第２回
どんな試験をどんな人が受ける

の？

　ケアマネージャーの試験は年に１回、全国一斉に行われ、合格率
は２０パーセントという難関。「ケアマネージャーの資格試験は、どん
な試験をどんな人が受けるの？」をテーマに試験の勉強法や出題範
囲を紹介する。

24分

3618

資格☆はばたく
ケアマネージャー

第３回
どんな勉強をすればいいの？

　ケアマネージャーの資格試験を受ける人の多くは、介護現場で働き
ながら資格取得に挑戦している。日々の勉強法として通信講座、短
期セミナー、独学の方法等、経験者から話を伺う。

24分

3619

資格☆はばたく
ケアマネージャー

第４回
合格者に聞くマイ勉強法

　第１回から３回までの総まとめ。ケアマネージャーとしての必要な知
識をどれだけ取得したか模擬試験を行う。また、ケアマネージャーの
資格を取得後、この資格を生かして介護の仕事や介護とは別分野で
活躍している人を紹介する。

24分

3620

資格☆はばたく
カラーコーディネーター

第１回
カラーコーディネーターってどん

な仕事？

　色の理論を駆使して活躍する資格・カラーコーディネーター。検定
試験は１～３級まであり学生でも挑戦できる。第１回目はカラーコー
ディネーターの仕事について。さまざまな職域で活躍するカラーコー
ディネーターだが、今回はファッションと自動車デザインの現場を取り
上げ、資格がどのように生かされているかを、実際に資格を取って活
躍している人々に聞く。
　講師は日本流行色協会の大澤かほるさん。生徒役はオグネエこと
メークアップアーティストの小倉ケンイチさんと女優の酒井彩名さん。

24分

12 
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3621

資格☆はばたく
カラーコーディネーター

第２回
どんな試験をどんな人が受ける

の？

　カラーコーディネーター検定試験は１～３級あるが、１級の受験者は
社会人が多く、２・３級は学生が多い。特に３級は合格率約７０パーセ
ントで、高校生で受ける人も多い。検定試験に必ず出題されるのがカ
ラーチャートを使った色の問題。さまざまな色を一定の法則で並べた
チャートを見ながら、色相環や補色といった色彩の知識を学んでい

24分

3622

資格☆はばたく
カラーコーディネーター

第３回
どんな勉強をすれば合格できる

の？

　第３回は検定試験に向けた勉強法を紹介する。勉強の基本は公式
テキスト。２・３級の受験生は独学で挑戦する人も多い。また試験で
は知識のほかに、色彩感覚も問われる。日々の生活の中で、色彩感
覚を磨くことが重要だ。試験でよく出題されるのが「日本人と色の歴
史」。日本の伝統的な色彩の組み合わせや、時代ごとの流行色など
にまつわる問題に挑戦する。

24分

3623

資格☆はばたく
カラーコーディネーター

第４回　総まとめ
ガチンコ模擬試験
資格で広がる夢

　最終回は出演者が模擬試験に挑戦する。カラーコーディネーターは
ほかの資格と組み合わせることで、活躍の場が広がる資格。栄養士
とカラーコーディネーターのダブル資格を生かして、料理店のコンサ
ルタントで活躍する食彩コンサルタントを紹介する。

24分

3624

子どもの笑顔を
守るために

防ぎましょう！
子どもの事故

　子どもの事故による死亡・傷害を減らすことは喫緊の課題となって
いる。
　こどもの年代別に①事故の背景、②交通事故・水の事故・やけど、
③転倒・転落事故・衝突・挟まれ事故、④誤飲事故・窒息等、子ども
の事故について紹介し、事故を未然に防ぐ方法を伝える。

27分

3625
神奈川県子ども防犯教室　誘拐

されないための４つのお約束

　神奈川県の子ども防犯教室ビデオ。子どもたちを標的にした誘拐や
連れ去りなどの事件が後を絶たない。子どもたちが自らこういった危
険を回避する力を身につけられるよう、神奈川県くらし安全指導員が
わかりやすい劇で、誘拐されないための４つのお約束を伝える。

15分

3626

安全で楽しい
海外旅行のために…

１．鳥・新型インフルエンザ
２．高齢者の心構え

３．海外渡航者の命綱

　安全で楽しい海外旅行のために必要な心構えを、
３つのテーマに分けて、ドラマ仕立ててお伝えする。「鳥・新型インフ
ルエンザ」では、新型インフルエンザが発生したときの対応を、「高齢
者の心構え」では、病気への対応や現地で犯罪トラブルに巻き込ま
れないための注意を、「海外渡航者の命綱」では、海外の医療事情と
旅行保険について紹介する。

21分

3627

ＳＴＩＬＬ
ＡＬＩＶＥ

大震災の超克・
生命の輝き

　だれにも予想できなかった東日本大震災。津波によって町が破壊さ
れ、多くの命が失われた。この作品は家族全員を失い生きる力をなく
した男性が、生きる力を取り戻すまでを描く。また、ドラマ本編とは別
に、自殺防止に取り組む方々のお話も伺う。

101分

3628

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．１４
皮膚にしみこむってホント？

　人体模型の「人太郎（じんたろう）」と中学生のエリナが、人の体のさ
まざまな不思議について解き明かしていくシリーズ。
　化粧水が肌にしみこむというのはホントなのだろうか。マイクロス
コープでエリナの肌を観察しながら、皮膚の構造や機能について学
ぶ。また皮膚を通過するものしないものについても学ぶ。

14分

3629

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．１５
歯はどうやって

固定されているの？

　歯が、どうやって固定されてるのか。人太郎のあこがれの女性・ガ
イコちゃんの頭の骨を借りて歯を観察し、歯の構造や仕組みを調べ
る。また食べ物をかむ時にかかるあごの力の測定や、乳歯と永久歯
の違いについても学ぶ。

14分

3630

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．１６
体温はなぜ３６．８度なの？

　かぜで発熱することがあるが、ふだんの体温は一定なのか。
エリナが体を張って、運動や食事、足湯のあとの体温を測定する。ま
た、なぜ人間の体温が３６度前後なのか、その理由についても学ぶ。

14分

3631

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．１７
近視の反対は遠視なの？

　近視の反対は遠視なのだろうか。人太郎が作った目の模型を使っ
て、目の構造について学ぶ。また、近視や遠視の目がどんな状態な
のか、その種類についても学ぶ。

14分

3632

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．１８
筋肉って伸び縮みするの？

　筋肉は、伸び縮みするというが、ほんとうだろうか。人太郎の体を
使って、筋肉の構造について学ぶ。また赤身の魚、白身の魚の違い
についても学ぶ。

14分
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3633

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．１９
自分の脈の音は

なぜ聞こえないの？

　エリナは夜布団に入ると、脈の音が気になり眠れない時があるとい
う。だが、ふだん生活している時に脈の音が聞こえないのはなぜだろ
う。人太郎の体を使い、音が伝わる仕組みについて学ぶ。また、耳を
使わずに音を聞く実験も行う。

14分

3634

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２０
血液型で性格がわかるの？

　血液型占いを信じ切っているエリナ。「血液型が違うと、血液の成分
が違うから性格も違う」と言うエリナだが、はたしてそうなのか。血液
型の違いについて学ぶ。また、違う血液型の血液を混ぜると、どうな
るのか実験する。

14分

3635

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２１
薬はなぜ一粒で効くの？

　薬は、なぜあんな小さな一粒で効くのだろう。どこに効く薬も見た目
があまり変わらないのは、なぜだろう。口から飲み込んだ薬が、体の
中でどう吸収されていくのかについて学ぶ。また、飲み薬と注射の薬
の違いについても学ぶ。

14分

3636

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２２
人間は電気じかけ？

　エリナは健康診断の時、心電図はパスしたいと言う。人太郎が理由
を聞くと「心電図は心臓に電気を流すから」だという。エリナの発言に
がく然とする人太郎。今回は、心電図の仕組みや人体に流れる電気
について学ぶ。

14分

3637

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２３
頭痛って脳が痛いの？

　脳の使いすぎで頭痛がするというエリナ。しかし、脳そのものには痛
みを感じる感覚はないという。では、頭痛とはどこが痛むことなのだろ
うか。頭痛をはじめ、全身の痛みの仕組みについても学ぶ。

14分

3638

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２４
おなかの中で

赤ちゃんは息をしているの？

　「おなかの中の赤ちゃんは、羊水という液体の中にいるが、息をして
いるの？」妊娠中のお母さんのおなかの中で成長する赤ちゃんの様
子を観察しながら、赤ちゃんの呼吸について学ぶ。またエリナは、妊
娠中の夫婦が参加する両親学級をレポートする。

14分

3639

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２５
へその緒は切っても

大丈夫なの？

　赤ちゃんがお母さんから栄養や酸素をもらう大切なへその緒。生ま
れるとすぐにへその緒は切られてしまうけど、赤ちゃんは大丈夫なの
だろうか。切った時に大出血など起こさないのだろうか。実際の出産
の映像も見ながら、出産後の赤ちゃんの体の変化について学ぶ。

14分

3640

サイエンスチャンネル
怖いけど知りたい体の話

Ｂｏｄｙ．２６
おなかの中の臓器
いくつ知ってる？

　エリナは盲腸になった友人に、盲腸の場所や役割を聞かれたが答
えることができなかったという。まだまだ知らない臓器があることに
ショックを受けたエリナ。今回も人太郎の体を使い、おなかの中の臓
器をすべて取り出し観察する。

14分

3641

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第一話

　脳外科医・南方仁が江戸時代にタイムスリップして２年がたった。あ
る日、仁の助けを求め、坂本龍馬が京からやってきた。勝海舟の師
匠である佐久間象山という人物が、京で何者かに襲われてひん死の
重傷だという。仁は龍馬とともに、京へと向かう。

107分

3642

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第二話

　仁友堂が開発した、脚気に効くあんドーナツは、江戸で大人気のお
菓子となった。そんな中、皇女和宮に脚気の疑いがあるということ
で、仁は医学所の奥医師・松本から、あんドーナツの献上を持ちかけ
られる。悩んだ仁だったが、咲とともに、大奥に献上に向かう。

47分

3643

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第三話

　仁と咲は皇女和宮に献上したあんドーナツにヒ素を盛った疑いをか
けられ、ろうに入れられてしまう。役人たちからの厳しい拷問を受けた
仁は、これは天からの裁きだと死を覚悟する。そして咲だけはなんと
しても守ろうと決意するのだった。

47分

3644

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第四話

　薩摩藩預かりの身となった坂本龍馬は、仲間たちとともに長崎で亀
山社中という商社を立ち上げる。そのころ仁たちは遠心分離機を開
発し、血液型を判定することに成功していた。そんなある日、川越藩
主の妻である恵姫のこぶを治してほしいという依頼が飛び込んでき
た。

52分
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3645

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第五話

　ある日、歌舞伎役者の田之助がやってきて、兄弟子の坂東吉十郎
を診てほしいという。吉十郎は鉛中毒に冒されていて、手足の指は切
断せざるをえない状態に。しかし、吉十郎のもう一度舞台に立ちたい
という最後の望みをかなえようと、仁は試行錯誤する。

47分

3646

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第六話

　ペニシリン普及のために、仁は医学所の医師・松本の紹介で、長崎
の西洋医学校精得館で講義をすることになった。そして長崎の地で
龍馬と再会した仁は、龍馬の誘いで長州に行くことに。長州では幕府
軍による長州征伐が始まろうとしていた。

52分

3647

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第七話

　龍馬と気持ちがすれ違ったまま、仁は長崎から江戸に戻った。仁は
晴れない気持ちを抱えながらも、龍馬暗殺の正確な日時を思い出そ
うとする。しかし思い出そうとするたびに激しい頭痛に襲われるのだっ
た。そんな時、野風から横浜での結婚式に出てほしいという手紙が届
く。

47分

3648

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第八話

　１８６７年の秋。天皇に政権を戻す大政奉還の実現に向けて、坂本
龍馬は奔走していた。仁や咲は、野風の出産を控え、その準備に落
ち着かない日々を過ごしていた。野風は仁友堂で出産することにな
り、横浜からやってきたのだが、胎児が逆子であることが判明する。

47分

3649

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－

第九話

　仁は恋人の未来がかつて、「龍馬は誕生日に死んだ」と話していた
ことを思い出す。その日は１か月後に迫っていた。仁は自らの手で龍
馬を助けようと、咲と佐分利を伴い京へと向かう。しかし京での龍馬
の足取りはなかなかわからなかった。そして龍馬の誕生日である１１
月１５日をついに迎える。

47分

3650

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－
最終章　前編

　龍馬の誕生日１１月１５日は無事にすぎた。しかし日が変わってまも
なく、史実どおりに龍馬は切られてしまう。頭に大けがを負った龍馬を
助けようとして、仁・咲・佐分利は大手術に挑む。

57分

3651

ＴＢＳ開局
６０周年記念

日曜劇場
ＪＩＮ　－仁－
最終章　後編

　西郷隆盛を中心とする新政府軍が江戸に入った。徳川に仕えてい
た政府軍は彰義隊を名乗って上野に集まり、戦の危機が迫ってい
た。一方、仁の容体は悪化の一途をたどっていた。
　仁は死を覚悟し、自分が残せるものは何かと考え、あることを決断
する。

93分

3652

連続テレビ小説
ゲゲゲの女房

総集編
第１回

「旅立ちの風」
（連続３回）

　島根県安来市の飯田家の三女の布美枝に東京都調布市に住む貸
本漫画家・村井茂との縁談が持ち上がった。１９６１年、見合いから５
日後に結婚式を挙げて新婚生活が始まった。期待を胸に上京する布
美枝だったが、東京の暮らしはとても貧しく先の見えない苦しいもの
であった。

68分

3653

連続テレビ小説
ゲゲゲの女房

総集編
第２回

「来るべき時が来た」
（連続３回）

　東京での暮らしは相変わらず貧しく、先の見えない日々が続いてい
た。それでも茂は漫画を必死に描き続け、その姿に布美枝は圧倒さ
れる。そんな時、布美枝が妊娠した。喜ぶ布美枝だが、茂は困った表
情を浮かべる。ショックを受けた布美枝は家を出てしまう。

69分

3654

連続テレビ小説
ゲゲゲの女房

総集編
第３回

「ありがとう」
（連続３回）

　「テレビくん」で賞を受賞し売れ出した茂。１人では手が足りずアシス
タントを雇い、「水木プロダクション」を設立した。そこへ待望の知らせ
が届いた。「悪魔くん」のテレビ放送が決まったのだ。ますます忙しく
なる茂だが、布美枝は茂の体を心配する。そしてとうとう茂が過労で
倒れてしまった。

68分

3655

ＭＢＳ
開局六〇周年記念
新春ドラマ特別企画

花嫁の父

　聴覚に障害のある美音は、新潟の山古志に父・里志と祖父の３人
で暮らしている。母は美音が４歳の時に亡くなった。職場の同僚との
結婚が破談になり、美音は傷ついた心を癒やすため上京。浅草で運
命の人・丸と出会う。美音のため手話を覚える丸。２人はいつしか心
を通わせるようになる。それまで手話を覚えようとしなかった里志は
…。

105分

15 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3656

仮面ライダー×仮面ライダー×仮
面ライダー

ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ
超電王トリロジー
ＥＰＩＳＯＤＥ ＲＥＤ

ゼロのスター
トウィンクル

　イマジンによってデンライナーに行先不明のチケットを入れられてし
まい、デンライナーのコントロールが出来なくなってしまった。一方、
愛理は二人の不良に絡まれ間一髪、モモタロスに助けられた。男た
ちはある人物から愛理を襲えと指図されていた。モモタロスが周囲を
見回してみると桜井侑斗の姿が。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

71分

3657

仮面ライダー×仮面ライダー×仮
面ライダー

ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ
超電王トリロジー

ＥＰＩＳＯＤＥ　ＢＬＵＥ
派遣イマジンは

ＮＥＷトラル

　キングライナーのターミナルでチケットの窃盗事件が発生する。そ
の場にいた良太郎とモモタロスは電王ソードフォームに変身して捕ら
えようとするが足を負傷してしまう。そこでオーナーは助っととして仮
面ライダーＮＥＷ電王の野上幸太郎と相棒のテディを呼んだ。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

73分

3658

仮面ライダー×仮面ライダー×仮
面ライダー

ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ
超電王トリロジー

ＥＰＩＳＯＤＥ ＹＥＬＬＯＷ
お宝ＤＥエンド・

パイレーツ

　イマジンのにおいを察知したモモタロスはウラ、キン、リュウタの四
人で夜の街を探索していた。そして、ビルの上を軽々と飛び移る人影
を発見する。イマジンと契約した青年は「野上良太郎に会いたい」と
望んでいた。イマジンと戦うモモタロスたちだが、その間に青年がデン
ライナーを盗んでしまう。
　青年はお宝好きの泥棒ライダーの海藤大樹だった。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

73分

3659 息子

　岩手県の山村で独り暮らす昭男の悩みは、東京に出た末っ子の哲
夫のこと。東京でフリーアルバイター生活を続ける哲夫は、下町の工
場で働く耳の聞こえない女性との出会いで将来に希望を見い出し始
める。父と子の絆、ハンディを乗り越えた若者同士の恋、本当の幸福
とは何かを問いかけた名作。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

121分

3660 釣りバカ日誌４

　スーさんのおいっ子・和彦と、釣り船屋太田丸の妹が恋に落ちた。
周囲の反対に、２人はついに駆け落ちを！二世誕生間近のハマちゃ
んも巻き込んで、上を下への大騒ぎが始まる。今回の釣りの舞台は
いかだ釣りで有名な和歌山県の由良。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

96分

3661
ＳＴＯＰ

ＨＩＶ／ＡＩＤＳ
エイズストップのために…

　エイズの危機にさらされるのは、性的なコンタクトの機会が増える２
０代から３０代の若い世代。エイズの正しい理解と予防・治療の推進
を目的とし、予防教育・研究開発・治療・社会疫学等の最新情報を紹
介。

39分

3662

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２２
ジャックはコレクター

　最近ジャックの様子がおかしい。みんなに隠れて何かしている様子
だ。怪しむフローネだが、お父さんは「何かに夢中になれるのはよい
こと」と言う。そんな中、甘いものが食べたいフローネのために、家族
みんなで砂糖づくりをすることになる。

26分

3663

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２３
無人島の休日

　島での暮らしは毎日毎日働いてばかり。フローネの提案で、一家は
お休みの日をつくることにした。久しぶりの休日にみんなは、自分の
したいことをして過ごすことにする。ところがフローネは…。

26分

3664

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２４
フローネの家出

　ある日、フランツの言った何気ないひと言に傷ついて、フローネは
家出をしてしまう。もう絶対家に帰らないと宣言して、森の中へ。お父
さんやフランツがフローネを説得するが、帰ろうとしない。そんな中、
お母さんだけは落ち着いていた。

26分

3665

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２５
無人島の夜は
まっくらやみ

　船から持ってきたマッチが、とうとうなくなってしまう。ランプの油も終
わり、フローネたちは明かりのないまま、夜を過ごす。何もない無人
島でどのように明かりをつくるのか。お父さんは、森の中で見つけた
木の実を使うことを思いつく。

26分

3666

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２６
おにいちゃんは

弓の名手？

　銃の弾が残り少なくなったため、お父さんは弓をつくることにする。
船から持ってきた靴も、もうボロボロだ。フローネたちは森でネバネバ
した液を出す不思議な木を見つける。それを知ったお父さんは…。

26分

16 
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3667

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２７
無人島の音楽会

　お父さんとお母さんが結婚２０周年を迎えると知ったフローネたち
は、お父さんたちに秘密でお祝いのしたくを始める。特別な日を２人き
りで過ごせるように、木の上に小さな家を用意する。そしてお祝いの
音楽会を開くのだった。

26分

3668

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２８
ジャックの病気

　ジャックが熱を出して寝込んでしまった。どうやらマラリアという病気
らしい。薬がないため、ジャックの具合はどんどん悪くなってしまう。お
父さんとフランツは、マラリアに効く薬を探しに森に入るが…。

26分

3669

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　２９
フローネ

行方不明となる

　ある日フローネは勉強をさぼって、森の中に遊びに行ってしまう。最
初は楽しく遊んでいたフローネだが、ふと気づくと森の中で迷子に
なってしまった。しかも大雨まで降り出してしまう。

26分

3670

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３０
きついお仕置き

　勉強をさぼったフローネをきついお仕置きが待っていた。フランツか
らも宿題をたくさん出されて、フローネはうんざりだ。お父さんたちが
仕事に出た後、ヤギが逃げてしまう。捜しに行くか迷うフローネ。勉強
をほうりだしたら、またしかられてしまうが…。

26分

3671

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３１
わたしはのけもの？

　お母さんたちの様子がおかしい。どうやらフローネに隠し事をしてい
るようだ。自分だけ仲間はずれにされたと感じるフローネだが、実は
みんなはフローネのためにあることを進めていた。それは…。

26分

3672

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３２
船ができた！

　ジャックの病気があってから、やはり島を脱出する気持ちになった
ロビンソン一家。そのためには、丈夫で大きい船が必要だ。お父さん
とフランツは船造りを、お母さんやフローネは長期の船旅のための保
存食づくりを始める。そしてやっと船が完成するが…。

26分

3673

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３３
雨、雨、ふれふれ

　島に雨期がやって来た。毎日続く大雨のため、外に出られないフ
ローネは不満でいっぱい。雨のため、お母さんの畑の作物も育ちが
よくない。でも雨は悪いことばかりではなかった。

26分

3674

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３４
洞窟をさがせ！

　長く続く大雨のせいで、木の上の家が傷んできた。雨もりのため、
夜寝ることもできない。お父さんたちは雨に強い洞くつに引っ越すこと
にするが、島にはちょうどよい洞くつは見あたらない。そんなとき、フ
ローネが…。

26分

3675

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３５
洞窟の秘密

　やっと見つけた洞くつは、意外に住み心地がよくフローネはすっかり
気に入ってしまう。しかし、洞くつには、フローネたちを驚かせる秘密
があった。

26分

3676

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３６
幽霊が出る！

　洞くつの暮らしにも少しずつ慣れてきたフローネたち。ただ井戸がな
いのが不便だった。洞くつの探検に出たフローネは、井戸の代わりに
なるものを見つける。しかしその時、不思議な人影が現れて…。

26分

3677

ちびまる子ちゃん
「まる子の新しいワンピース」の巻

「生け花をしよう！」の巻

「まる子の新しいワンピース」の巻
　まる子はたまちゃんのお母さんにワンピースを作ってもらった。たま
ちゃんもおそろいのワンピースを作ってもらい、次の日曜に２人で遊
園地に行くことになった。だが、まる子はワンピースを誤って破ってし
まう。

「生け花をしよう！」の巻
　まる子が教室に行くと教室に生け花が飾られていた。花輪君が生
けた花だという。生け花に見とれるまる子たちに、花輪くんが放課後、
自宅で生け花を教えてくれることになった。

25分

3678

ちびまる子ちゃん
「まる子、スケッチに行く」の巻

「まる子、１０円玉に悩む」の巻

「まる子、スケッチに行く」
　まる子たちのクラスは紅葉のスケッチに行くことになった。絵をかく
のが大好きなまる子にお母さんは新しい絵の具を買ってくれた。大喜
びのまる子だが、絵の具がもとでクラスの男子とケンカになる。

「まる子、１０円玉に悩む」
　家の中で１０円玉を見つけたまる子。１０円玉を使ってしまうか落と
した人を捜すか悩んで、結局使ってしまおうと決意するが…。

25分
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3679 スタジオジブリ物語

　「となりのトトロ」「魔女の宅急便」「千と千尋の神隠し」…。次々とヒッ
ト作をつくり出すスタジオジブリ。その中心にいるのが宮崎駿と高畑
勲だ。番組では今までジブリが送り出してきた数々の映画を紹介しな
がら、宮崎駿と高畑勲というアニメ界の巨人２人の実像に迫っていく。
「どうぶつ宝島」や「太陽の王子ホルスの大冒険」など若き日の宮崎
の仕事の数々も紹介。

114分

3680

新日曜美術館
シリーズ　創作の現場

ドキュメント（１）
写真家・石内都

「ひろしま」との対話

　鬼写真家・石内都。１９７９年、女性初の木村伊兵衛賞受賞、２００５
年にはヴェネツィア・ビエンナーレ日本代表となるなど、日本の写真
界の一線を走り続けてきた女性写真家だ。昨年、石内は新たな撮影
に挑んだ。テーマは「広島」。広島平和記念資料館に保管されてき
た、原爆で亡くなった人の遺品など、「被爆資料」にカメラを向けたの
だ。焼けこげたワンピース、引きちぎられた上着・・。どの品物にも空
前の惨劇の傷跡が残る。
　石内は、一点一点に語りかけるようにシャッターを切りながら、原爆
で断ち切られた人々の「その瞬間」以前に思いをはせ、そこに刻まれ
た生命の痕跡を鮮やかに蘇らせていく。確かに人生を謳歌し、生きて
いた遺品のあるじたち。石内の写真の中で、被爆資料たちは、自らの
刻印された人生を、愛を、静かに語り始める。
これは、一人の写真家の一年半に渡る「広島」との対話の記録であ
る。（ＮＨＫ番組ＨＰより抜粋）

45分

3681
美の巨人たち　＃３１３

　伊藤若冲
「鳥獣花木図屏風」

　アメリカ・ロサンゼルス郊外に住むジョー・プライス氏は世界屈指の
日本美術コレクターです。彼が所有する伊藤若冲（じゃくちゅう）・作
『鳥獣花木図屏風』（ちょうじゅうかぼくずびょうぶ）は、日本画とは思
えない程の、強烈な原色が使われ、奇想天外ともいえる世界が広が
ります。１８世紀の“デジタル花鳥図”とも譬（たと）えられている程で
す。
　そこには日本に存在しない巨象や豹、そしてキリンや水犀などの空
想上の霊獣を含め、３０種類以上もの動物たちが描かれています。さ
らに驚くべきことに、色彩分割という技術が使われています。色彩の
濃淡を微妙につけることで、見事な立体感や陰影を作り出していま
す。スーラやシニャックに代表される新印象派の画家たちが使用した
色彩分割を、若冲は１８世紀の京都で編み出していたのです。…
（テレビ東京『美の巨人たち』ＨＰより抜粋）

25分

3682
明日のための

クレジット活用法
～賢い大人のカード利用術～

　クレジットカードは、便利な一方、使い方ひとつで様々なトラブルを
引き起こす原因になります。
　このＤＶＤはクレジットカードを利用するにあたり、陥りがちな２つの
ケースと、最近発生している悪質な手口を取り上げ、消費者がカード
を賢く便利に利用していけるように手助けをします。一般向け。
（ストーリー）初めて作ったクレジットカードを使いすぎてしまうＡ君、楽
だからとリボ払いで買い物を続けて、その残高に驚くＢさん。現金が
手に入ると思って、ショッピング枠を現金化して窮地に陥るＣさんとＤ
さん。
　便利なクレジットカードも使い方ひとつでトラブルになってしまいま
す。３人のナビゲーターと一緒に、賢く上手に利用する方法を学びま
す。（作品リーフレットより）

24分
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3683
女子サッカー部員と
男子マネージャーが

考えた食事戦略

　近年若者の食生活の乱れが問題視されています。長く将来にわ
たって健康を維持するためには、１０代のうちに望ましい食生活を身
に付けることが大切です。
　このＤＶＤでは「スポーツ栄養」を切り口として、若者に向けて今必
要な栄養の知識や、望ましい食事のあり方を解説しています。食を通
して自立した消費者を育成するために一助としてご活用ください。高
校生・若者向け。
　（ストーリー）近ごろ調子の上がらない女子サッカー部員・麻衣とそ
れを気遣うマネージャーの健太。そこに現れた「サッカーの神・レペ」
と名乗るナゾの人物の言葉をきっかけに、二人は自分の食事を見直
し始めて…。
　スポーツ選手に望ましい食生活の提案をもとに、サプリメントやダイ
エットの知識などを含め、高校生や若者に必要な栄養や食生活の情
報を伝えます。
（作品リーフレットより）

24分

3684
ハートをつなごう

ＮＨＫ障害福祉賞(１)
私の家族

　「ＮＨＫ障害福祉賞」は、障害者自身の体験や、障害児・者の教育
や福祉の分野での実践記録などに贈られる賞。
　この「ＮＨＫ障害福祉賞」最優秀賞を受賞した徳澤麻希さん。夫の勝
也さんが交通事故で車いすの生活になり、麻希さんは、勝也さんの
介助とふたりの子どもの子育てに奮闘。夫の勝也さんは障害を抱え
ながら、子育てにどう関わったらいいのか悩んできた。
　困難に遭いながらも前向きに生きようとする一家の姿をご紹介しな
がら、作品にこめられた思いを伺う。
ソニン/石田衣良

29分

3685

福祉ネットワーク
この人と福祉を語ろう

デザインで描く生きる希望
～建築家 伊東豊雄さん～

　各界の著名人に、その人なりの福祉論を語ってもらう「この人と福
祉を語ろう」。
　今回のゲストは、世界的な建築家の伊東豊雄さん（７０歳）。東日本
大震災によって暮らしや地域社会が奪われた被災者たち。伊東さん
は震災直後から被災地に入り、「建築の力」でコミュニティーの復興
再生を支援するために力を注いできた。
　多くの喪失を経験した被災者の心と生活の復興再生を、どうデザイ
ンの力で支援しようとしているのか、話を伺う。（ＮＨＫＨＰより）

29分

3686

課外授業
ようこそ先輩

今こそ大切“笑いの力”
サンドウィッチマン

　お笑い芸人サンドウィッチマンの「ツッコミ」担当・伊達みきおさんの
故郷は、宮城県石巻市。港町は津波で被害を受け、小学校は隣町の
仮設校舎で授業を行っている。
　サンドウィッチマンから子どもたちへの課題は「お笑い」づくり。復興
に向けて長い道のりを歩み始めた町の人たちに届けようと、子どもた
ちは身近にあるものや話題から、お笑いを考える。そして迎えた発表
会。
　子どもたちは緊張の中で笑いを届けることができるだろうか。
（ＮＨＫＨＰより）

30分

3687

世界夢列車に乗って
ＨＡＥＲＡＮＧ

韓国周遊豪華列車の旅
歴史の息吹を

感じながら

　韓国初の豪華寝台列車「ヘラン」。ヘランとは「太陽とともに美しい
山河を巡る」というコンセプトでつけられた名前だ。ソウルから谷城・
順天・慶州を経て、正東津から再びソウルに戻る２泊３日の旅。前編
は「屋根のない博物館」と言われる世界遺産・慶州までの旅を紹介す
る。

47分

3688

世界夢列車に乗って
ＨＡＥＲＡＮＧ

韓国周遊豪華列車の旅
美しい海岸線から

山越えに挑む

　豪華列車ヘラン号で巡る韓国の旅。今回は湫岩（チュアム）からソ
ウルまでの旅。ドラマ「冬のソナタ」で有名な日の出の名所・湫岩。韓
国のグランドキャニオンといわれる武陵渓谷。神秘の鍾乳洞・大金窟
などを紹介する。

47分

3689

世界夢列車に乗って
中国　四川から雲南へ

成昆鉄道の旅
＜前編＞

　四川省の省都・成都から雲南省の省都・昆明を結ぶ成昆鉄道は、
中国有数の山岳路線だ。三国志ゆかりの地・成都では、本場の四川
料理を堪能。雲南省ではパンダの研究施設を見学し、仏教の聖地・
峨眉山では世界最大の石仏・楽山大仏に出会う。

47分

3690

世界夢列車に乗って
中国　四川から雲南へ

成昆鉄道の旅
＜後編＞

　成昆鉄道の旅の後編。少数民族の住む雲南省の山里で出会うエ
キゾチックな風物の数々。世界遺産の地・石林では、奇岩の林立す
る絶景を楽しむ。

47分
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3691

日本の話芸
落語

饅頭こわい
出演　桂米朝

　仲間同士が集まって、何が怖いかという話が始まった。蛇が怖い、
カエルが怖い。いいや、やっぱり幽霊が…。そんな中、いつもおとなし
いみっつあんに、一人が聞いた。「お前さん、何が一番怖いんだ
い？」「わたしが怖いのは口に出すのも恐ろしい…」。

30分

3692
日本の話芸

出演　春風亭小柳枝
演題「船徳」

　道楽が過ぎて勘当され、船宿に居候の身の徳さんが船頭になりた
いと言い出す。親方はしかたなく了承する。ある日船頭が全員出払っ
ていたので、まだ技術がない徳さんが二人の客を乗せてこぎ出すこと
になった。

29分

3693
日本の話芸

出演　柳家さん喬
演題「三枚起請」

　起請とは、約束事を書き付けて必ず守ると神様に誓うもの。今で言
うなら契約書だ。
　若旦那のいのさんが廓（くるわ）の女にもらった起請文。「年季が明
けたなら、必ずあなたと一緒になります…」。大喜びするいのさんだっ
たが、この起請文、１枚だけではなかったからさあ大変。

30分

3694
ＮＨＫスペシャル

緊急報告
記録的豪雨の衝撃

　２０１１年８月２５日に発生した台風１２号による記録的な豪雨は紀
伊半島に大きな被害をもたらした。死者と行方不明者はあわせて９７
人。土石流が起き川は氾濫し町は水につかった。甚大な被害をもた
らした「深層崩壊」とは何か。被害の拡大を防ぐにはどうしたらいいの
か。近年、日本で増えてきた集中豪雨による水害について現地から
の報告と防災の専門家の意見を紹介する。

73分

3695

福祉ネットワーク
東日本大震災

障害者の１か月
集団避難した人たち

　福島県いわき市で、さまざまな支援を受けて自立した生活を送って
いた障害者７４人が、東日本大震災の影響で長野県へと集団避難を
した。今後どのように生活を再建していくのか、ふるさとへの強い思い
の中で揺れる障害者の姿を見つめる。

29分

3696
福祉ネットワーク

孤立を防げ　～石巻
聴覚障害者はいま～

　東日本大震災で被災したろう者の中には、情報が入らず、また支援
が受けられずに孤立する方々がいる。彼らの支えとなるのが、設置
手話通訳だ。宮城県石巻市で活動する設置手話通訳の姿を通して、
被災した聴覚障害者の支援について考える。

29分

3697

福祉ネットワーク
東日本大震災
“盲ろう者”に

なにがおきたか

　多くの人に甚大な被害をもたらした東日本大震災。中でも視覚と聴
覚の両方に障害を持つ「盲ろう者」は、震災直後の停電や情報網の
混乱の中、情報を得る一切の手段を失った。さらに震災は、日ごろ盲
ろう者を支えていた支援者の命も奪った。東日本大震災で盲ろう者
はどんな事態に直面したのか、そしてどんな支援が必要なのか考え
る。

29分

3698
ろうを生きる
難聴を生きる

島のろう者は今

　島根県・隠岐は４つの島からなり、約２万人の人々が暮らす。ここに
は手話で生活する人が１０人ほどいる。離島では手話通訳の派遣が
難しい場合も多い。島のろう者たちの暮らしを追った。

15分

3699

ろうを生きる
難聴を生きる
災害関連情報

（平成２３年３月２０日放送）

　東日本大震災から９日目の放送。岩手・宮城・福島の各被災地の
様子、聴覚障害者の状況を、各地のろうあ協会・難聴者協会や手話
通訳者から報告してもらう。また被災地の聴覚障害者から番組に寄
せられたメールを紹介し、被災者の生の声を伝える。

15分

3700

ろうを生きる
難聴を生きる

この一年を振り返って
～ハイライトシーンを

もう一度！～

　１年間の放送を振り返り、さまざまな世界で活躍する４人の聴覚障
害者の様子を、ハイライトシーンを交えて紹介する。登場するのは、
女性ライダーの高杉奈緒子さん、大学准教授の松﨑丈さん、会津塗
りの職人の星清一さん、旅行会社で手話ツアーを企画する片桐幸一
さんだ。

15分

3701

ろうを生きる
難聴を生きる
災害関連情報

（平成２３年４月３日放送）

　東日本大震災関連情報。震災から３週間目の様子を伝える。聴覚
障害者救援中央本部の取り組みと、岩手県ろうあ協会会長高橋幸子
さんの報告。番組後半では、兵庫県立聴覚障害者情報センターの相
談員・甲斐更紗さんを迎え、災害時の心理支援について伺う。

15分

3702

ろうを生きる
難聴を生きる
災害関連情報

（平成２３年４月１０日放送）

　東日本大震災から１か月目の様子を伝える。全難聴対策本部の高
岡正さんから、難聴者の被災状況・必要な支援について伺う。後半は
精神保健福祉士の高山享太さんを迎え、被災した子どもたちをどう
受け止め支援していくのかを伺う。

15分

3703

ろうを生きる
難聴を生きる

あきらめない人生
前編

～藤田孝子さん～

　１９６４年に制作されたＮＨＫのドキュメンタリー「歳月」は、藤田威さ
ん・孝子さんの聞こえない夫婦が、たくましく生きる姿を描いた作品
だ。ろう者への差別がまだ厳しかった時代。さまざまな苦労に負けず
前向きに生きた孝子さんの「あきらめない人生」を伺う。

15分
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3704

ろうを生きる
難聴を生きる

あきらめない人生
後編

～藤田孝子さん～

　藤田孝子さんにお話を伺う後編。夫の威さんは島根県のろうあ連盟
の中心的存在として活躍した。夫の生前からろうあ運動にかかわった
孝子さんだが、当時は女性が前面に出るのは珍しいことだった。夫の
死後、島根県のろうあ連盟の会長も務めた孝子さんに、女性ならで
はの取り組みについて伺う。

15分

3705

ろうを生きる
難聴を生きる

人形劇と自分探しの旅
～前編～

　「デフ・パペットシアター・ひとみ」は、聞こえない人と聞こえる人が力
を合わせて上演する人形劇団。結成３０周年記念作品の公演に初挑
戦する牧野英玄さんの姿を追う。

15分

3706

ろうを生きる
難聴を生きる

人形劇と自分探しの旅
～後編～

　「デフ・パペットシアター・ひとみ」の牧野さんはろう学校ではなく一般
校で学び、聞こえる世界と聞こえない世界のはざまで揺れ動いてい
た。人形劇を通して、自分探しの旅を続ける牧野さん。初めての公演
を通して、「自分とは何者なのか」が少しつかめたという。

15分

3707

ろうを生きる
難聴を生きる

どんぐり
ろう重複障害とともに
～知的障害のある
仲間のために～

　入所授産施設「ふれあいの里・どんぐり」には６０人のメンバーが暮
らす。その半数以上が、知的障害のある人たちだ。メンバーは共同生
活をする中で、使える手話単語の数を増やしたり、買い物をする力を
付けたりして、少しずつ成長している。全国的にも先進的と言われる
取り組みを伝える。

15分

3708

ろうを生きる
難聴を生きる

どんぐり
ろう重複障害とともに

～さまざまな“生きづらさ”
を支えて～

　設立当初の「どんぐりの家」のころとは異なり、今、「ふれあいの里・
どんぐり」では、精神障害、ひきこもり、盲ろうなど、さまざまな「生きづ
らさ」のある人の暮らしを支えている。「ふれあいの里・どんぐり」の取
り組みを伝える。

15分

3709

ろうを生きる
難聴を生きる
制度改革①

必要とする人にサービスを

　日本では軽中度難聴の人は障害認定されず、福祉サービスなどを
受けることができない。しかし、日常生活で困っていることは、たくさん
ある。サービスを必要とする人が、サービスを受けられるようにする
ための道筋を考える。

15分

3710

ろうを生きる
難聴を生きる
制度改革②

どこでもいつでも
コミュニケーション支援を

　現在、手話通訳派遣事業、要約筆記派遣事業、手話通訳設置事業
を実施していない市町村があり、内容も地域格差があることが指摘さ
れている。最新の調査結果をもとに、どこでもいつでもコミュニケー
ション支援が受けられるようにするための道筋を考える。

15分

3711

ろうを生きる
難聴を生きる

大好きな犬と仲間と
～びわこみみの里の

就労支援～

　滋賀県守山市にある「びわこみみの里」は、一般企業への就労が
難しい聴覚障害者などが、就労訓練を受けたり働いたりする施設。中
でもユニークなのは犬の美容師であるトリマーの養成。トリマーを目
指す人たちを中心に、みみの里を紹介する。

15分

3712

ろうを生きる
難聴を生きる

これからのろう教育
～第５９回全国

ろうあ者大会から～

　聴覚に障害があっても地域の学校に通う子どもが増える中、ろう学
校はどんな役割を果たすのか、ろう学校を魅力的なものにするため
には何が課題なのか。ろうあ者大会の様子を紹介しながら、ろう教育
の今後について考える。

15分

3713

ろうを生きる
難聴を生きる

竹の美を極める
～竹工芸作家

杉田静山さん～前編

　ろうの竹工芸作家、杉田静山（じょうざん）さん。滋賀県指定無形文
化財保持者で、その作品はこれまでも高く評価されてきた。２回にわ
たり、静山さんが創る美の世界と人生について聞く。

15分

3714

ろうを生きる
難聴を生きる

竹の美を極める
～竹工芸作家

杉田静山さん～後編

　８０歳を目前にした今も作品を作り続けている杉田さん。後編は、高
い評価を得たロンドンでの展示と実演について伺う。また、これまで
制作をずっと支え続けてきた家族についても伺う。

15分

3715

ろうを生きる
難聴を生きる
東日本大震災

盲ろう者は

　岩手県大槌町に住む八幡美知子さん（６０歳）は、息子夫婦と孫と６
人で暮らしている。震災で家は無事だったが、１４年前から八幡さん
を支えてくれた通訳・介助者が、津波で行方不明になってしまった。
大槌町には、ほかに通訳・介助者はいない。
　震災の中での盲ろう者の生活の現状を伝える。

15分
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3716

ろうを生きる
難聴を生きる
東日本大震災
放射能の不安

　ろう者は、放射能や放射能の影響を減らすための注意点につい
て、手話を通して情報を得る機会が少ない。そこで、東日本大震災聴
覚障害者救援福島県本部では、手話通訳を付けた専門家の講演会
を開いた。放射能汚染と向き合うろう者と、それを支援する動きを伝
える。

15分

3717

ろうを生きる
難聴を生きる

災害時の緊急情報を
どう伝えるか

　東日本大震災では、聴覚障害者の防災や被災者支援において、さ
まざまな課題が浮き彫りになった。特に情報配信は重要な課題であ
る。
　災害発生時に確実に情報が届くようにするには、どんなシステムを
用意しておくことが必要なのか考える。

15分

3718

ろうを生きる
難聴を生きる

災害と聴覚障害者
情報提供施設

　東日本大震災で、情報提供施設は地元の聴覚障害者団体と協力
し、安否確認や被災者支援活動を行った。災害時に重要な役割を担
う情報提供施設のない地域では、一日も早い施設設置を望む声が高
くなっている。
　災害時の情報提供施設の役割について伝える。

15分

3719

東海北陸ヒューマン
ドキュメンタリー
聴こえない僕が

父になる

　ろう者の森本拓磨さんは学生時代にひとめぼれした女性と結婚し
た。そして同時に５歳の翔太郎君の父親になった。耳の聞こえない森
本さんが言葉の壁や血のつながりを超え、翔太郎君の父親になろう
とする姿を追う。

29分

3720

１１ドキュメント静岡
伝えたい思い

～言葉を越えた
コミュニケーション～

　映像作家の今村彩子さんはサーフショップを経営している太田辰郎
さんを１年以上取材し、ドキュメンタリー映画を制作している。今村さ
んも太田さんも耳の聞こえないろう者である。
　音のない世界に生きる今村さんの「伝えたい思い」を紹介する。

48分

3721

架け橋
第１弾～東日本大震災

宮城の被災ろう者は今～
　

第２弾～東日本大震災
一ヵ月後の被災ろう者～

　
第３弾～東日本大震災

地域の絆～

　甚大な被害をもたらした東日本大震災。その時、聞こえない仲間た
ちは、建物の倒壊した町で、避難所で、何を思いどう過ごしていたの
か。ろう者である今村彩子監督が見た被災地とは、そして聞こえない
仲間たちとは…。渾身のドキュメンタリー作品。

75分

3722 私たちの時代

　石川県門前町は能登半島の日本海に面した、過疎化と高齢化が進
む小さな町。その町にある唯一の高校、県立門前高等学校。生徒数
は年々減少しているが、女子ソフトボール部は飛び抜けて元気だ。
　２００７年３月、能登半島地震が町を襲った。その２週間後には、ソ
フト部は練習を再開。悲嘆にくれる崩れた町に元気な声が響いた。
　３年に及ぶ密着取材がとらえた、再生と復興の青春ドキュメンタ
リー。

116分

3723

学びＥｙｅ！
三陸“復幸”

～被災地の〈食〉に
学ぶ６か月～

　世界三大漁場の１つに数えられる三陸沖。東日本大震災の津波は
三陸から多くのものを奪っていった。船は流され、カキやホタテの養
殖施設は壊滅した。しかし三陸には食への絆・食への思いが残って
いた。三陸の復興に挑む人々の姿を追う。

26分

3724

みんなで
節電アクション！

家庭でできる
節電アクション

　家庭で最も電力を消費しているのはエアコン。電力不足が心配され
る現在、家庭で簡単にできる節電方法をわかりやすく解説する。

3分

3725

みんなで
節電アクション！
オフィスでできる
節電アクション

　オフィスで最も電力を消費している照明。電力不足が心配される現
在、オフィスで簡単にできる節電方法をわかりやすく解説する。

4分

3726

みんなで
節電アクション！
～がっかりしない

ＬＥＤ電球の選び方～

　省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥＤ電球は明るさや光
の広がり方によって種類がある。購入してから後悔しないような選び
方を紹介する。

5分

22 
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3727

みんなで
節電アクション！
～ＬＥＤ電球で

光の模様替えを
楽しもう～

　省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥＤ電球は明るさや光
の広がり方によって種類がある。ＬＥＤ電球の特徴でもある明るさや
光の色の調節機能を使った光の模様替えを紹介する。

6分

3728
津波から

生き延びるために
－知る・行動する－

　津波は発生すると甚大な被害をもたらす。津波から命を守るには、
津波の特徴を知り適切に避難することが第一だ。津波工学の専門家
を迎え、津波から身を守る方法を学ぶ。

15分

3729
地震火災から命を

守るために

　東日本大震災では地震に起因する「地震火災」が１３５件発生した。
当作品では居住空間での地震火災の発生状況を再現し、火災から
身を守るための防災意識の向上を図る。解説は東京理科大学大学
院教授・関澤愛先生。

12分

3730

平成２２年度
情報セキュリティ

対策ＤＶＤ
見えない悪意

　便利なパソコンや携帯電話も使い方を間違えると大きな危険が
待っている。また、 気づかないうちに自分が加害者になっていること
もある。 インターネットの正しい知識を身につけルールとマナーを守
る大切さを紹介する。

36分

3731

サイエンスチャンネル
時代を超える技

～歴史的建造物を
科学する～（１）

割れない瓦の秘密を探る
～旧閑谷学校・備前～

　旧閑谷（しずたに）学校の講堂の屋根に残る、江戸時代中期に作ら
れた２万３千枚の備前焼の瓦。瓦は300年後の今も割れることなく
残っている。そこには当時の人々の知恵と技が生かされていた。旧
閑谷学校講堂の割れない瓦の秘密に迫る。

29分

3732

サイエンスチャンネル
時代を超える技

～歴史的建造物を
科学する～（２）

高度な水道技術が生んだ名園
～兼六園・金沢～

　日本三大名園の１つ金沢兼六園の園内には池や小川、滝など水を
ふんだんに使った演出がなされている。実は兼六園は金沢市の高台
にあるが、水はどのように運ばれてくるのだろうか。そこには江戸時
代随一の高度な水道技術と物理学を応用した人々の知恵が生かさ
れていた。兼六園の水の秘密に迫る。

29分

3733

サイエンスチャンネル
時代を超える技

～歴史的建造物を科学する～
（３）年輪が語る投入堂の謎

～三仏寺投入堂・鳥取県三朝町
～

　中国山地の山あいの町・鳥取県三朝町（みささちょう）。この町の標
高およそ９００ｍの三徳山に三仏寺投入堂がある。切り立った岩壁に
突然現れる不思議なお堂・投入堂。いつからここに建っているのだろ
うか。部材の年輪を調べることで、創建年代の謎に迫る。

29分

3734

サイエンスチャンネル
時代を超える技

～歴史的建造物を
科学する～（４）

漆喰壁の美と防火の秘密
～姫路城・姫路～

　青空にそびえる白壁の城・姫路城。その姿は大空に翼を広げた白
さぎにたとえられる。たぐいまれな美しい姿は戦国時代の戦術の変化
と漆喰（しっくい）の製造技術の進歩により生まれた。姫路城・漆喰壁
の美しさと防火の秘密に迫る。

29分

3735

サイエンスチャンネル
時代を超える技

～歴史的建造物を
科学する～

（５）水が奏でる自然の琴
～水琴窟の音色の秘密～

　庭に瓶を埋め込み、落ちる水滴の音と響きを楽しむ水琴窟（すいき
んくつ）。水琴窟には、水滴を音のハーモニーに変える仕組みが隠さ
れていた。そこには自然の中で生まれる水滴の音と、瓶の形や大き
さとの絶妙な関係があった。水琴窟の音色の秘密に迫る。

29分

3736

サイエンスチャンネル
時代を超える技

～歴史的建造物を
科学する～

（６）校倉倉庫が
環境型住宅になる

～校倉造の驚くべき調温・調湿機
能に迫る～

　木と木を井げたに組み合わせ、積み重ねただけの素朴な建物・校
倉造（あぜくらづくり）の倉庫。校倉造は太古の昔から食料を保存す
るために存在していた。校倉造を環境工学の視点で見ると温度と湿
度を一定に保つ機能があることがわかった。その働きとはどんなもの
なのか。校倉倉庫の持つ機能の秘密に迫る。

29分

3737

サイエンスチャンネル
空から見た日本

第７回
南、中央アルプス

第７回は南アルプスと中央アルプス。３０００ｍ級の山々が連なる日
本アルプス。この山脈は約５０万年前、太平洋にあった現在の伊豆
半島が海洋プレートに乗り、本州プレートにぶつかって出来た褶曲
（しゅうきょく）山脈だ。千畳敷カールやＶ字谷など、高山の美しい地形
を空から楽しむ。

14分
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3738

サイエンスチャンネル
空から見た日本

第８回
北アルプス・前編

　第８回は北アルプスの前編。「日本の屋根」とも呼ばれる北アルプ
ス。前編は梓川に沿って上高地を目指す。
　２３のピークを持つ乗鞍岳は、溶岩が堆積して出来た成層火山。火
口はカルデラになっている。上空からは、ぽっかりと口を開けたカル
デラの様子がよくわかる。

14分

3739

サイエンスチャンネル　空から見
た日本
第９回

北アルプス・後編

　第９回は北アルプスの後編。後編では、穂高連峰や槍ヶ岳への登
山口である上高地から、登山ルートに沿って飛行。３０００ｍ級の
山々の姿を上空から楽しむ。涸沢カールや大キレットなどの名所・難
所も空から見るとまたひと味違う光景だ。

14分

3740

サイエンスチャンネル
空から見た日本

第１０回
諏訪湖、天竜川

　第１０回は諏訪湖と天竜川。長野県の諏訪湖は、面積１３平方キロ
メートル、水深７メートルの湖。寒い年には全面に氷が張ることで有
名だ。実は諏訪湖は地学的に非常に重要な場所にある。この湖の周
辺を、日本列島を２つに大きく分ける構造線が走っているからだ。

14分

3741

サイエンスチャンネル
空から見た日本

第１１回
大阪、神戸、淡路島

　第１１回は大阪、神戸、淡路島。日本第二の都市大阪。人口は８８０
万人だが、面積は香川県に次いで２番目に狭い。大阪の市街地から
大阪湾、そして兵庫県の神戸へと上空から地形の成り立ちを見てい
く。

14分

3742

サイエンスチャンネル
空から見た日本

第１２回
鳴門海峡から室戸岬へ

　第１２回は鳴門海峡から室戸岬。鳴門海峡は兵庫県の淡路島と徳
島県の鳴門市を隔てる海峡。海峡の幅が狭く潮の流れが強いため、
昔から海の難所として有名だ。鳴門海峡名物の渦潮を空から眺め、
その仕組みを解説する。

14分

3743

サイエンスチャンネル
空から見た日本

第１３回
四国山地、吉野川

　第１３回は四国山地と吉野川。高知県から四国山地を越え、吉野川
に沿って下っていく。四国山地の成り立ちを紹介し、「四国三郎」とも
呼ばれる吉野川では、上流から下流に行くにつれ、さまざまに表情を
変える川の流れを見ていく。

14分

3744
人間魚雷

あゝ回天特別攻撃隊

　昭和１８年、広島の特殊潜航艇甲標的の基地であるＰ基地に赴任
した三島は、同室の大里が敗色濃い戦局を打開するため、人間魚雷
の構想を持っていることを知った。だが、上層部は大里の構想は認め
られないと却下し続けていた。一方、三島は大里の構想に賛成し協
力を申し出た。小沢茂弘監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

105分

3745
緋牡丹博徒
鉄火場列伝

　嵐の中で途方に暮れていたお竜は江口に救われた。江口は、地主
である旦那衆にしいたげられて小作料争議を起こしていた村人の代
表だった。ところが旦那衆は江口を代表とする交渉を拒否し、鳴門川
一家を利用して、あくどい仕打ちに出た。山下耕作監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

110分

3746 緋牡丹博徒　お竜参上

　浅草にやってきたお竜は鉄砲久一家にわらじをぬいだ。鉄砲久は
娘婿の鈴村が、六区に芝居小屋を持っている関係で、一座の利権を
握っていた。だが、同じ浅草界わいを縄張りとする鮫洲政一家は一座
の興行権を奪おうと企んでいた。加藤泰監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

100分

3747
劇場版

ゲゲゲの鬼太郎
日本爆裂！！

　妖怪ポストに手紙が届いた。差出人は、風祭華（かざまつりはな）。
最近彼女の身の回りで怪奇な事件が起こっているのだ。だが、鬼太
郎が到着する直前、華は妖怪・鏡爺によって鏡の中にひきずりこまれ
てしまった。さらに鬼太郎も、鏡爺に鏡の中に閉じ込められてしまう。
ちゃんちゃんこを奪われ妖力を失った鬼太郎は、鏡の中から脱出で
きるのか。古賀豪監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

83分

3748

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ
ワンピースフィルム

ＳＴＲＯＮＧ ＷＯＲＬＤ
ストロングワールド

　航海を続けるルフィたちのもとに、故郷イーストブルーの島々が
次々と襲われているというニュースが飛び込んできた。ルフィたちは
旅を中断してイーストブルーに向かうことにする。その途中、海賊王
ロジャーの時代に暴れていた伝説の海賊金獅子のシキにナミを連れ
去られてしまう。境宗久監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

116分
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3749
手塚治虫のブッダ

―赤い砂漠よ！美しく―

　２５００年前のインドでは、いくつもの王国が誕生し、争いが繰り広げ
られていた。強大な勢力をほこるコーサラ国は、緑豊かなシャカ国を
征服しようとしていた。
　そんな中、シャカ国に待望の王子が誕生する。后のマーヤーは王
子に「シーダールタ（目的を遂げる者）」という名前を残し、静かに息を
引き取る。祝福に訪れた偉大な聖者アシタは、「この子は世界の王に
なるであろう」と予言した。手塚治虫が描く、仏教の開祖・ブッダの物
語。森下孝三監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

112分

3750 天国と地獄

　ある日、製靴会社・ナショナルシューズ社の常務・権藤の元に、男
から「あなたの子供をさらった」という電話が入る。しかし息子の純は
誘拐されておらず、代わりに社用車の運転手である青木の息子・進
一の姿が見つからなかった。犯人は間違えて進一をさらったのだ。だ
が犯人は権藤に身代金を要求してくる。犯人と警察、そして権藤の息
詰まる駆け引きが始まった。傑作サスペンス映画。黒澤明監督作
品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

144分

3751 赤ひげ

　長崎で医学を学んだ保本が小石川養生所にやってきた。医師とし
ての出世を望んでいた保本は、貧乏人ばかりの養生所になじめな
い。しかも養生所には「赤ひげ」の異名をとる、偏屈な医師新出去定
（にいできょじょう）がいた。腕はいいが、ともすれば横暴にすら見える
赤ひげに強く反発する保本。しかしやがて、赤ひげの人間に対する
深いまなざしに気づき、少しずつ考えを変えていく。山本周五郎原
作。黒澤明監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

186分

3752
昭和二十八年度
藝術祭参加作品

東京物語

　年老いた夫婦が尾道から上京する。東京で町医者をしている長男、
美容室を経営している長女は歓待してくれたが親身な温かさが感じら
れない。しかし８年前に戦死した次男の嫁だけは温かく迎えてくれ
た。そして２人は尾道に帰っていった。やがて東京の子どもたちのも
とへ、ある知らせが届く。小津安二郎監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

136分

3753 釣りバカ日誌５

　息子の鯉太郎が生まれてからというもの、いまひとつ仕事にも釣り
にも身の入らない伝助。
　そんなある日、伝助の母親のたきが宮崎から出てくる。一方、鈴木
建設ではバブルがはじけて不良債権の処理に「プロジェクトＡ」が進
行していた。栗山富夫監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が
必要です）

97分

3754 釣りバカ日誌６

　アイナメ釣りの仕掛けを手に入れた伝助は、釜石で講演予定の
スーさんと共にスーさんが運転する車で釜石市へ向かう。
　釜石の宿で出迎えた職員たちは、後ろの座席に乗っていた伝助を、
鈴木建設の社長と勘違いしてしまう。
栗山富夫監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

96分

3755 釣りバカ日誌７

　福井の若狭湾でチヌ釣りを楽しんでいたスーさんと伝助は、田上彩
子という女性と知り合う。
　東京に帰って数日後、歯が急に痛くなったスーさんが近くの歯科医
院に飛び込んだところ、偶然にもそこで医師をしていた彩子と再会す
る。栗山富夫監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

98分

3756

きょうの健康
運動で健康
ハイキングを
はじめよう

　今、人気のハイキング。しかし、運動不足の人や初心者が、いきな
り無理をするとトラブルの原因に。今回は、ハイキング初心者の注意
点や安全に楽しむコツについて、慶應義塾大学准教授の勝川史憲さ
んと専任講師の野口和行さんに学ぶ。

15分

3757
ホンネで話そう
思春期の生と性

中学生編

　子どもから大人へ向かう大切な時期の思春期。この作品は中学生
に対して、女の子と男の子の体、心や体などの悩み、避妊や性感染
症について専門の先生がわかりやすく説明する。

21分

25 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3758
ホンネで話そう
思春期の生と性

高校生編

　思春期は性に悩む子どもが多い。この作品では高校生を対象に、
女性器・男性器のしくみや、受精から胎児の成長、出産について解
説。中絶手術の危険性や避妊の方法にも触れ、若者たちが自分の
体や性について考えるきっかけを提供する。

21分

3759

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３７
あらたな漂流者

　ジャックとフローネが久しぶりに木の上の家に行くと、なぜか家の中
が荒らされていた。おまけにお母さんの畑のウリもだれかが持ち去っ
ていた。やはり島にはフローネたち以外のだれかがいるのだ。

26分

3760

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３８
男の子と女の子

　新たに漂流してきたモートンさんとタムタムと暮らすことになったフ
ローネたち。でもなぜかタムタムはフローネたちを避けているようだ。
実はタムタムは、オーストラリアでとてもつらい目にあっていたのだ。

26分

3761

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　３９
ひねくれ者モートン

　モートンさんはひねくれ者。お母さんの料理に文句は言うし、お酒や
たばこに手を出す始末。とうとうお母さんは「モートンさんとは暮らせ
ない」と怒ってしまう。

26分

3762

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４０
少年タムタム

　今日はフランツの誕生日。遊びに出かけたフランツたちは、ダチョウ
を捕まえようとするが失敗続き。そこに現れたタムタムは、「ダチョウ
を捕まえるなんて簡単だ」と言うが…。

26分

3763

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４１
行ってしまったモートンさん

　フローネたちは木の上の家に戻ったが、モートンさんたちは洞窟に
残る。そんな中、水がお湯のように温かくなり異変が続いた。ある日
モートンさんは銃や食料を持ち出し、１人で島を抜け出てしまう。

26分

3764

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４２
恐ろしい地震

　タムタムはフローネたちと暮らすことにするが、モートンさんが心配
でたまらない。ある日、島を今までにない大きな地震が襲った。わき
水や地震のことから、お父さんは「この島は火山島ではないか」と言
う。

26分

3765

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４３
戻ってきたモートンさん

　大きな地震が起きてから、井戸の水はかれ雨も降らない日々が続
く。お父さんはもう一度島を脱出することを考える。タムタムは相変わ
らず、海に出て行ったモートンさんを待っていたが…。

26分

3766

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４４
もう一度船を！

　モートンさんとお父さんの話では、島がいつ爆発するかわからな
い。今度こそ島から脱出するために、モートンさんの指示のもと、もう
一度船をつくることになる。使える道具や材料はもう少ない。これが
最後のチャンスなのだ。

26分

3767

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４５
死なないでロバさん

　船づくりや保存食料づくりで、みんな毎日大忙し。７人全員が乗って
も沈まない船をつくるのは大変だ。でも、船の専門家のモートンさん
のアドバイスで、とうとう船が完成。進水式のために、船を海に運ぼう
とするが…。

26分

3768

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４６
ヤギをすてないで

　とうとう船が完成した。しかし長い航海を考えて、モートンさんは動
物たちを置いていくように言う。今まで家族同然で暮らしてきた動物
たちを置いていくなんて、フローネにはできない。しかしお父さんはヤ
ギを連れ出して山に戻してしまう。

26分

3769

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４７
続ヤギをすてないで

　山に戻したヤギたちだったが、いつの間にか家まで戻ってきてし
まった。喜ぶフローネだったが、お父さんたちはやっぱり船には乗せ
られないという。何とかして動物たちも連れていきたいフローネだった
が…。

26分

3770

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４８
さようなら無人島

　ついに島を脱出する日がやって来た。フローネたちは、２年間を過
ごした木の上の家に別れを告げるのだった。

26分

3771

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　４９
陸が見える！

　やっと島を出て海に乗り出した７人。初めは順調な航海だったが、
予定の日数を過ぎても陸地に到着しない。やがて、食べ物も水もなく
なってしまう。

26分

26 
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3772

世界名作劇場
家族ロビンソン漂流記

ふしぎな島のフローネ　５０
また会う日まで

　久しぶりに見る町は驚きでいっぱいだった。フローネ一家は、町の
病院で思いがけない人と再会する。そしてそれぞれが新しい生活に
踏み出していく。

26分

3773
名探偵コナン

時の番人の刃（前編）

　時計の館の女あるじ・保科の元に２年前から送られてきている差出
人不明の脅迫状。そこには、保科の誕生会で彼女を殺害すると書か
れていた。毛利は、保科の執事からボディーガードの依頼を受け、コ
ナンや蘭と保科の誕生会に出席する。
　だが保科は、暗闇で誕生日ケーキのローソクを吹き消した瞬間、何
者かに殺害されてしまう。

25分

3774
名探偵コナン

時の番人の刃（後編）

　保科を殺した犯人は、パーティーの招待客の中にいると考えたコナ
ン。目黒警部がパーティーの出席者一人一人に事情聴取を行うが、
犯人も凶器も見つからなかった。だが、パーティー会場のバルコニー
に出たコナンは、部屋の真上にある大時計を見た瞬間、何かを思い
ついた。

25分

3775

きょうの健康
耳が聞こえにくいと

感じたら　老化？病気？

DVD

　耳の聞こえは、年齢を重ねると徐々に悪くなる。老化に伴って起こ
る難聴を加齢性難聴と言うが治療の方法はない。そのほかにも、治
療の必要な病気が原因で起こる難聴もある。加齢性難聴のしくみや
治療が必要な難聴について解説する。

15分

3776

きょうの健康
耳が聞こえにくいと

感じたら　老化？病気？

VHS

　耳の聞こえは、年齢を重ねると徐々に悪くなる。老化に伴って起こ
る難聴を加齢性難聴と言うが治療の方法はない。そのほかにも、治
療の必要な病気が原因で起こる難聴もある。加齢性難聴のしくみや
治療が必要な難聴について解説する。

15分

3777

きょうの健康
耳が聞こえにくいと感じたら

補聴器の最新事情

DVD

　加齢性難聴が進んで生活に支障が出てくるようになると、補聴器に
よって聴力を補うことが必要になってくる。最近の補聴器は以前に比
べ、小型化や軽量化が進み、聞こえ方に関する機能も充実してい
る。
　自分に適した補聴器の選び方と補聴器の最新事情を紹介する。

15分

3778

きょうの健康
耳が聞こえにくいと感じたら

補聴器の最新事情

VHS

　加齢性難聴が進んで生活に支障が出てくるようになると、補聴器に
よって聴力を補うことが必要になってくる。最近の補聴器は以前に比
べ、小型化や軽量化が進み、聞こえ方に関する機能も充実してい
る。
　自分に適した補聴器の選び方と補聴器の最新事情を紹介する。

15分

3779
破戒

ＤＶＤ

　瀬川丑松は信州飯山で代用教員をしている。牛飼の父親は、部落
民だった。その悲哀をわが子だけには味わわせたくないという配慮か
ら、「言ってはならぬ」と丑松に口ぐせのように聞かせていた。
あるとき丑松は、部落民出身の評論家猪子連太郎と知り合った。

119分

3780
破戒

ＶＨＳ

　瀬川丑松は信州飯山で代用教員をしている。牛飼の父親は、部落
民だった。その悲哀をわが子だけには味わわせたくないという配慮か
ら、「言ってはならぬ」と丑松に口ぐせのように聞かせていた。
あるとき丑松は、部落民出身の評論家猪子連太郎と知り合った。

119分

3781
成年後見物語

ＤＶＤ

　判断能力が低下した高齢者や障がい者の財産管理や身上監護
を、成年後見人が行う成年後見制度の役割が高まっている。高齢者
や障がい者の自律を尊重した細やかなケアは、様々な専門家が連
携してこそ可能となる。この作品は、後見制度の内容を紹介するとと
もに若手弁護士が成長していく課程を描く。

54分

3782
成年後見物語

ＶＨＳ

　判断能力が低下した高齢者や障がい者の財産管理や身上監護
を、成年後見人が行う成年後見制度の役割が高まっている。高齢者
や障がい者の自律を尊重した細やかなケアは、様々な専門家が連
携してこそ可能となる。この作品は、後見制度の内容を紹介するとと
もに若手弁護士が成長していく課程を描く。

54分
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3783

手話かみしばい
「くつやとこびと」

「シンデレラ」

〈手話ビデオ〉
ＤＶＤ

「くつやとこびと」
くつやの主人が朝起きてみると、いつの間にかくつができています。
そんなことが毎日毎日続きました。不思議に思ったくつやの主人は、
こっそり夜中に見張っていました。すると、こびとが現れ…。

「シンデレラ」
シンデレラの前に現れた、ようせいのおばあさん。おばあさんは魔法
を使ってシンデレラをお城の舞踏会に行かせてくれました。でも魔法
は夜の12時で切れてしまいます。

21分

3784

手話かみしばい
「くつやとこびと」

「シンデレラ」

〈手話ビデオ〉
ＶＨＳ

「くつやとこびと」
くつやの主人が朝起きてみると、いつの間にかくつができています。
そんなことが毎日毎日続きました。不思議に思ったくつやの主人は、
こっそり夜中に見張っていました。すると、こびとが現れ…。

「シンデレラ」
シンデレラの前に現れた、ようせいのおばあさん。おばあさんは魔法
を使ってシンデレラをお城の舞踏会に行かせてくれました。でも魔法
は夜の12時で切れてしまいます。

21分

3785

手話かみしばい
「くつやとこびと」

「シンデレラ」

〈手話ビデオ　字幕つき〉
ＶＨＳ

「くつやとこびと」
くつやの主人が朝起きてみると、いつの間にかくつができています。
そんなことが毎日毎日続きました。不思議に思ったくつやの主人は、
こっそり夜中に見張っていました。すると、こびとが現れ…。

「シンデレラ」
シンデレラの前に現れた、ようせいのおばあさん。おばあさんは魔法
を使ってシンデレラをお城の舞踏会に行かせてくれました。でも魔法
は夜の12時で切れてしまいます。

21分

3786

ダーウィンが来た！
　生きもの新伝説
壮絶１２００頭！

カバ大集合

　タンザニアの西の端にあるカタビ国立公園では、乾季になると極端
な水不足となり、カバたちはわずかに残ったいくつかの水場に殺到す
る。一番大きな水場には何と１２００頭ものカバが集まるという。厳し
い乾季を生き抜く壮絶なカバの新伝説。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

29分

3787

ダーウィンが来た！
　生きもの新伝説

目撃！
タカ対スズメバチ

　夏、日本の森で子育てする渡り鳥ハチクマ。ハチクマはタカの仲間
だが、地中のスズメバチの巣を掘り出し主食にしている。どうやって
危険なスズメバチの巣を襲うのか、これまで撮影されたことがなかっ
たその瞬間の映像が撮影された。
　伝説となっていたタカの謎を追う物語。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

29分

3788

特報フロンティア
炭坑が“世界の記憶”に

なった
～山本作兵衛の記録画～

　福岡県筑豊の炭坑夫・山本作兵衛が描いた記録画が、日本で初め
てユネスコの“記憶遺産”に選ばれた。なぜ一炭鉱夫の記録が“世界
の記憶”になったのか。作兵衛の残した２０００枚にも及ぶ記録画、そ
して６０冊の日記から、作兵衛の絵とその人生に迫る。
【字幕制作：福岡県聴覚障害者センター】

25分

3789
アスリートの魂

私はもっと速くなる
車いすマラソン　土田和歌子

パラリンピック車いすマラソン日本代表、土田和歌子選手。１７歳で足
の自由を失った後、幾多の苦難においても常に前を向いて走り続け、
夏と冬のパラリンピック両方で金メダルを獲得。まだ手にしていない
のが、車いすマラソンでの金メダルだ。レース中の事故で大けがを
負った北京大会から４年、３７歳の肉体は衰えを隠せないが、「最後
のチャンス」と臨むロンドンに向けた激闘の日々に密着した。

44分

3790

プロフェッショナル
仕事の流儀

闘う介護、覚悟の現場
介護福祉士　和田行男

日本全国で２００万人を超えるといわれる認知症。その介護の世界
に、新しい風を吹き込み続ける和田行男さん。介護の仕方によっては
“普通に生きる姿”を続けられると主張。認知症のお年寄りたちが家
庭的な環境のもと、少人数で共同生活を送る「グループホーム」で、
先駆的な取り組みを続けてきた。
和田行男さんの施設では、お年寄りたちは、自分でできることは自分
でするのがルール。けがや事故のリスクも常にある。それでも和田行
男さんは、お年寄り１人１人の認知症の度合いや身体能力などを見
極めながら、できる限り“普通の暮らし”を維持できるよう奮闘し続け
る。

48分
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3791

ＴＨＥ世界遺産
平和への祈りの黄金郷　平泉―

浄土を表す
建築・庭園（日本）

２０１１年世界遺産に登録された平泉。かつてマルコ・ポーロは著書
「東方見聞録」の中で、「ジパングでは宮殿は黄金でできている」と書
いた。当時の日本で黄金の宮殿があったのはただ１つ平泉だけだっ
た。京の都にもない、きらびやかな文化が花開いた平泉を紹介する。

25分

3792

ＴＨＥ世界遺産
マグマが生んだ
進化の森

小笠原諸島（日本）

　１８０もの島々からなる小笠原諸島。かつて無人の島（ボニンアイラ
ンド）と呼ばれた小笠原は、豊かな自然が残る亜熱帯の島々。一度も
大陸とつながったことのない島々で、生き物たちは独自の進化を遂
げた。世界中で、ここでしか見られない自然の数々を紹介する。

25分

3793

ＴＨＥ世界遺産
空から見る日本Ⅰ　自然遺産の

すべて

日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６件。そのうちの自然遺
産のすべてを空から見ていく。登場するのは、「小笠原諸島」「知床半
島」「屋久島」「白神山地」の各自然遺産。

25分

3794

ＴＨＥ世界遺産
空から見る日本Ⅱ　文化遺産の

すべて

　日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６件。そのうちの文化
遺産のすべてを、特殊なカメラを使いながら鳥の目で空から見てい
く。登場する文化遺産は、「平泉」「日光」「紀伊山地」「古都奈良」「古
都京都」など。

25分

3795

いい旅夢気分
さわやか！春の旅③　ローカル

線で行く
秘湯めぐり秋田・角館～青森・弘

前

　秋田から青森へローカル線でぶらり旅。今回は角館を皮切りに秋
田内陸線で北へ向かう。
　みちのくの小京都・角館では日本に１本しかない幻の桜を見学し、
さらに秋田名物いぶりがっこの懐石料理の紹介。そして春から夏へ
のみちのくの景色を楽しみながら東北の名湯・秘湯である「マタギの
湯」「大鰐温泉」「青荷温泉」などを巡る。

モト冬樹／田中美奈子／さとう珠緒

46分

3796

辿り着いたら
スゴかった！
一生に一度は
行きたい旅

落差１３５メートル！
東北の秘境に

あるという幻の滝！！

日本の秘境「九階の滝」「赤湯温泉」「国宝・投入堂」「ピナイサーラの
滝」を４組の旅人たちが訪ねる。どこも簡単にはたどり着けない秘境
ばかり。しかし苦難の果てにたどり着いたそこには、絶景が待ってい
た。

95分

3797

地球バス紀行
アフリカ大平原
１３００キロ／
タンザニア

バスを乗り継ぎ、世界中を旅する「地球バス紀行」。今回は、アフリ
カ・タンザニアを旅する。インド洋に面した港町からキリマンジャロを
抜け、ビクトリア湖を目指す１３００キロ。大平原、大地の恵み、マサイ
族との出会い。バスでしか味わえない魅力が満載だ。

46分

3798

地球バス紀行
ぐるっと４０００キロ！　世界１４か

国
感動出会い旅ＳＰ

　アフリカ・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中南米の５つの大陸にま
たがる１４の国をバスで旅する。まずはアフリカのタンザニアからス
タート。マサイ族の人と乗り合わせたり、煙突掃除人の親子と出会っ
たり…。行くさきざきでたくさんの人の笑顔と優しさに出会う一方で、
ハプニングにも遭遇！ピナクルスの絶景、ロカ岬の夕日、ウユニ塩湖
をバスで横断など、大自然のだいご味とバス旅の魅力を存分に伝え
てくれる。

100分

3799

きょうの料理
おかず青年隊
ザ・男子弁当

２年目を迎えたおかず青年隊。きょうの料理のテーマは「男子弁当」。
中華料理の陳建太郎と日本料理の柳原尚之が講師として登場し、不
器用な男性でも楽しく簡単に作れるお弁当を２種類紹介する。

25分

3800

きょうの料理
アンコールに
おこたえして
夏こそ！塩麹

　今や大人気の塩麹。塩麹は保存がきくため夏こそ重宝する。塩麹
のプロフェッショナル・浅井妙峰さんを講師に迎え、塩麹を使った簡単
な料理や調味料を紹介する。視聴者から寄せられた「わたしの忘れ
られない味」は「母のおにぎり」。

25分

29 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3801

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！①　しみじみしみ込む
おふくろの味

　手軽に作れて時間短縮もできる電子レンジ調理は、料理ビギナー
ズにとって心強い味方。料理初心者でも簡単に作れて、しかも本格
的なお味の料理をご紹介。
　１回目はレンジで作る煮物料理。紹介するのは「ひじきの煮物」と
「おからの煮物」。

5分

3802

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！②　巻いて並べて
簡単！肉巻き料理

手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第２回。電子レンジが得意
とする、「肉巻き料理」をご紹介。紹介するのは「えのきだけの豚バラ
巻き」と「長芋の牛肉巻き」。

5分

3803

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上
手！③　つくねもハンバーグもレ

ンジにおまかせ！

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第３回。ひき肉料理も電
子レンジなら、中までやわらかくジューシーに仕上げることができる。
紹介するのは「つくねのレンジ照り焼き」と「ハンバーグのトマト煮込
み」。

5分

3804

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！④　うまみたっぷり
ふっくら蒸し料理

手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第４回。電子レンジは蒸し
料理が得意。専用の蒸し器がなくても、おいしい料理を作ることがで
きる。紹介するのは「あさりとえびのワイン蒸し」と「豚肉と長芋の中国
風蒸し」。

5分

3805

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！⑤　マーボー豆腐も
レンジで簡単！

手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第５回。火力が必要な中
国料理も、電子レンジなら簡単。中華鍋を使わずにマーボー豆腐も
作れる。紹介するのは「マーボー豆腐」と「チンジャオロースー」

5分

3806

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！⑥　ササッと手軽に
煮込み料理

手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第６回。長時間煮てうまみ
を引き出す煮込み料理も、電子レンジなら１０分以下の時間でＯＫ。
紹介するのは「豚肉とじゃがいものクリーム煮」と「チリコンカン」。

5分

3807

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！⑦　半日で完成！
簡単ピクルス

手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第７回。簡単に野菜をとる
ことができるピクルス。常備菜にしておけば、お弁当のおかずにも大
活躍。これも電子レンジなら短時間で作ることができる。紹介するの
は「きゅうりとパプリカのピクルス」と「にんじんとうずら卵のカレーピク
ルス」。

5分

3808

きょうの料理
ビギナーズ　レンジ上手は料理上

手！⑧　レンジでできる！
お手軽スイーツ

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第８回。スイーツ作りで
も電子レンジは大活躍。コンポートにラスク、和菓子も簡単に作ること
ができる。紹介するのは「くるみもち」に「りんごのコンポート」「蜂蜜ラ
スク」。

5分

3809

志村どうぶつ園
特別編

涙と奇跡の
どうぶつ物語

人間と動物たちの絆が生む、涙と奇跡の物語の特別編。日本一有名
な盲導犬のクイール。実はクイールは、幼いころは別の飼い主に育
てられていた。その飼い主との
１０年ぶりの再会。そこでクイールは…。
　ほかに「高齢ゾウの出産秘話」「反省ザル次郎誕生物語」「新米獣
医と野良猫のふれあい物語」。

94分

3810

どうぶつ冒険
バラエティ ワンダ！

人と動物の絆
２時間スペシャル！

　人と動物たちとの絆を見守り続けてきたワンダ。２匹のワンちゃんと
の涙の物語。ライオンの赤ちゃん兄妹の成長物語など。
　ほかに人間顔負けの技を持つ動物たちや、かつて日本中をにぎわ
せた動物たちランキングなど盛りだくさんの内容。

92分

30 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3811

ろうを生きる
難聴を生きる

明日へのシュート
　～デフバスケットチーム

宮城クローバーズ～　前編

愛知県で開かれた全国ろうあ者体育大会に東日本大震災の被災地
から参加した、デフバスケットボールチーム「宮城クローバーズ」。メン
バーの中には肉親を失った人もいる。被災者の支援に走り回った人
もいる。
　震災の影響で十分な練習ができなかったメンバーの思いを追う。

15分

3812

ろうを生きる
難聴を生きる

明日へのシュート
　～デフバスケットチーム

宮城クローバーズ～　後編

　東日本大震災の被災地の宮城から、全国ろうあ者体育大会参加を
決めた「宮城クローバーズ」。しかしメンバーは５人だけ。控え選手も
いない人数で大会に参加したクローバーズの戦いぶりを追う

15分

3813

ろうを生きる
難聴を生きる
難聴児教育①

学びやすい学校作り　～ある夫
婦の

とりくみから～

　秋田県に住む荒巻晋治さん里美さん夫妻は、長男の修治君（１０
歳）が秋田市立御所野小学校難聴児学級に入学して以来４年間、難
聴児にとって学びやすい学校を目指して活動を重ねてきた。親子の
軌跡と現在の学校のとりくみを２回シリーズで送る。
　１回目は情報保障に焦点を当てる。

15分

3814

ろうを生きる
難聴を生きる
難聴児教育②

子どもは
こう感じている
～難聴児の

“手記から”～

難聴児教育②では、学校生活について書いた修治君の作文を取り
上げる。
　日々学校で起きたことを、修治君はどう受けとめ、成長していったの
か。子ども自身の感じ方から難聴児教育や学校のありかたを考え
る。

15分

3815

ろうを生きる
難聴を生きる
防災を考える

～全国難聴者・
中途失聴者福祉大会ｉｎあおもり

～

青森市で開催された「第１７回全国難聴者・中途失聴者福祉大会」で
は、さまざまな分科会の中でも、防災について考える分科会への出
席者が多かった。
　防災を中心に「福祉大会ｉｎあおもり」を伝える。

15分

3816

ろうを生きる
難聴を生きる

司法手続きにおける配慮を
～障害者基本法が

求めるもの～

２０１１年に改正障害者基本法が成立し施行された。その中に新しく
盛り込まれた条文の１つが司法手続きにおける配慮である。
　ろう者がかかわる裁判や事件の取り調べ等のコミュニケーション保
障について考える。

15分

3817

ろうを生きる
難聴を生きる

シリーズ こころの病　①ストレス
と発症

　聴覚障害者が精神疾患になった場合、聴覚障害の理解が必要だと
言われる。
　２回シリーズで、統合失調症のろう者の発症から回復までを例に、
聴覚障害者の精神保健について伝える。
　１回目は、聴覚障害者にとってのストレス、治療におけるコミュニ
ケーションの大切さに焦点をあてる。

15分

3818

ろうを生きる
難聴を生きる

シリーズ こころの病　②仲間・生
きがいと

回復

都内に住む統合失調症のろう者（４８歳）は、作業所に通い、弁当の
調理の仕事を任されるようになってから、やりがいを感じるようになっ
た。また、精神疾患のある聴覚障害者の仲間と会う場が支えになっ
ている。
　こころの病シリーズの２回目は、生きがいになる目標を作ることや、
仲間作りの大切さに焦点をあてる。

15分
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3819

ろうを生きる
難聴を生きる

闘う人生 大矢暹さん　①差別を
なくすために

　大矢暹さんは「淡路ふくろうの郷」で施設長を務めている。ふくろう
の郷には聞こえないお年寄りが多く暮らしている。
　いつも穏やかな笑顔でお年寄りと接する大矢さんの人生は、まさに
闘いの連続だった。
　大矢さんの闘う人生を２回シリーズで送る。

15分

3820

ろうを生きる
難聴を生きる

闘う人生 大矢暹さん　② 聞こえ
ない

高齢者のために

　ろう学校時代、教師たちの差別や偏見と闘った大矢暹さんは、卒業
後は社会の中のさまざまな壁に立ち向かった。
　大矢暹さんの闘う人生シリーズ２回目は、聞こえない高齢者が暮ら
しやすい社会にしようと活動した思いを伺う。

15分

3821

ろうを生きる
難聴を生きる

日々是修業　表具師　中河吉由
樹さん

　表具師の中河吉由樹（なかがわよしゆき）さんは中途失聴のため
に、目指していた表具師の道を一時はあきらめた。だが復職を可能
にしたのは人工内耳だった。表具師という仕事を「人生でこれほど打
ち込めたものはない」と言い切る中河さん。表具の技を磨き続ける中
河さんの日々を追う。

15分

3822

ろうを生きる
難聴を生きる

イグ・ノーベル賞と
聴覚障害者
～わさび臭

火災警報装置～

　イグノーベル賞とは、人を笑わせ考えさせる独創的な研究に贈られ
る賞だ。化学賞を受賞した日本人のグループが開発したのは、「わさ
びのにおいで火災を知らせる警報装置」。装置の開発には、多くの聴
覚障害者が協力した。

15分

3823

ろうを生きる
難聴を生きる
手話の権利を
確立させよう

「手話言語法」制定運動

　２０１１年７月「改正障害者基本法」が成立し、日本で初めて「手話
は言語である」ということが認められた。手話の権利をさらに確かなも
のにしようと、全日本ろうあ連盟が進めているのが、「手話言語法（仮
称）制定推進事業」。手話言語法はどんな権利の確立を目指してい
るのか。ろうあ連盟の西滝憲彦さんに伺う。

15分

3824

ろうを生きる
難聴を生きる
聞こえる子を
育てる親へ

～「コーダ」からの
メッセージ～

聞こえない親から生まれた子どもをコーダと呼ぶ。聞こえない親は、
コーダの子育てに迷いを持つことがあるという。そんな親たちを支援
するため、聴力障害者情報文化センターがＤＶＤをつくった。乳幼児
期や学齢期の子育てについてわかりやすく解説している。ＤＶＤに解
説者として登場する金沢大学の武居渡さんと声優の佐田明さんの２
人のコーダが、コーダの子育てについて語り合う。

15分

3825

ろうを生きる
難聴を生きる

シリーズ
若者が見たアメリカ①　前向きな

生き方　～西川愛理さん～

手話で学べる大学「ギャローデット大学」。アメリカでは、大学で専門
的なことを学ぶ若い難聴者やろう者が増えている。難聴者の西川愛
理さんも、自分の難聴について学びたいと、アメリカの大学でオー
ディオロジーを学んだ。
　海外の仲間と触れあう中で、難聴者として生きることに自信を持っ
たという西川さん。彼女を変えたきっかけについて伺う。

15分

3826

ろうを生きる
難聴を生きる

シリーズ
若者が見たアメリカ② 聞こえない

人への
相談支援

～高山亨太さん～

精神保健福祉士であり、社会福祉士でもある高山亨太さんは、３年
間ギャローデット大学で、聞こえない人のソーシャルワークについて
学んだ。現在は、聴覚障害のある子どもたちの相談にあたっている。
高山さんがアメリカでみた聴覚障害者への専門的な支援について伺
う。

15分

3827

ろうを生きる
難聴を生きる

手話通訳制度を
考える

　聴覚障害者の暮らしに欠かせない手話通訳。去年、高松市で手話
通訳の派遣を市が認めない例が起きた。ろう者の母親が、娘が進学
を希望する専門学校の説明会への通訳派遣を依頼したが、市に断ら
れたのだ。母親は裁判を起こすことにした。手話通訳制度の何が問
題なのか、どう変えるべきなのかを考える。

15分
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3828

ろうを生きる
難聴を生きる

世界ろう者卓球選手権まで２か
月（１）　つかめ金メダル！　―上

田萌さん―

東京富士大学・卓球部の上田萌さんは、第２回世界ろう者卓球選手
権大会に出場する。第１回大会は銅メダル、デフリンピックでは決勝
まで進んだが、惜しくも金メダルを逃した。今度こそ世界の頂点を目
指す上田選手の挑戦を追う。

15分

3829

ろうを生きる
難聴を生きる

世界ろう者卓球選手権まで２か
月（２）　夫婦で挑む

―有馬歓生さん
・千寿子さん―

東京で開かれる第２回世界ろう者卓球選手権大会。その強化合宿に
夫婦で参加した有馬歓生・千寿子夫妻。第１回大会では千寿子さん
が４位、歓生さんは３２位だった。認め合い支え合って世界に挑む夫
婦の日常を追った。

15分

3830

ろうを生きる
難聴を生きる

防災・減災のために

聴覚障害のある人の命を災害から守るためには、警報や避難指示を
確実に伝えることが必要だ。自治体が緊急情報を出す時は、音声だ
けでなく文字などの視覚情報でも出さなくてはならない。同時に、１人
１人の日ごろの備えも大切だ。情報をどのように得るのか、何を持ち
歩くか。聴覚障害者の防災・減災に役立つモノやサービスを紹介す
る。

15分

3831

由香ちゃんは
小さな通訳者

―ろう唖家族の
９年間の記録―

若松由香ちゃん（９歳）は、兄と両親の４人家族。両親は耳が聞こえ
ないろうあ者だ。由香ちゃんは今日も小さな手を動かして、両親のた
めに一生懸命通訳をする。一家４人の心温まる絆を描く、昭和６０年
代のろう者の生活を記録したドキュメンタリー。

46

3832

防災の日スペシャル　首都大震
災

わ・す・れ・な・い　３・１１の警告

　未曽有の被害をもたらした東日本大震災。あの日、東北では何が
起きたのか。番組では震災時の貴重な映像をもとに、東日本大震災
の被害を詳細に分析し、もし同じ規模の地震が首都圏を襲ったらどう
なるのかを具体的に予測。どうやって大地震から身を守るか考える。

伊東四朗

96

3833

池上彰の戦争を
考えるＳＰ

～戦争を起こした
独裁者と熱狂～

　今なお戦争や紛争が絶えない現代社会。いつの時代も戦争の陰に
は、独裁者とそれを支える民衆の熱狂があった。太平洋戦争時の日
本、ナチスドイツ、中東の国々…それぞれの時代や地域で、戦争を
支えた「独裁と熱狂」の真実について、池上彰がわかりやすい説明で
迫る。

池上彰／八千草薫／峰竜太／宮崎美子／徳重聡／パックン／道重
さゆみ

95

3834

日経スペシャル
ガイアの夜明け
時代を生きろ！

闘い続ける人たち
第二の人生が面白い！

～急増する
熟年起業家～

　近年、熟年起業家が急増している。聴覚障害者の強い味方、シル
ウオッチの開発者。全財産をつぎ込み、ペットビジネスに賭けた人。
お年寄りを笑顔に…とゲームを作った人。熟年世代の彼らはなぜ挑
戦し続けるのか。彼らの第二の人生を追った。

45

3835

グッと！地球便
海の向こうの
大切な人へ

ニュージーランド　２８歳で仕事を
辞め

チョークアーティストになった娘へ

幼いころから、海外で働くことを夢見ていた良子さん。２８歳の時、
チョークアートに一目ぼれし、それまで働いていた会社を退職。チョー
クアーティストとしての技術を学び、ニュージーランドへと渡った。そん
な良子さんに、日本で一人で暮らす母が届ける思いとは…。

25
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3836

グッと！地球便
海の向こうの
大切な人へ

ブータン
幸せの国が直面するゴミ問題に

立ち向かう息子へ

大学時代、ブータンでホームステイをした民樹さんは、将来ブータン
に住むことを決意。そして今、民樹さんは、ブータンの首都ティンプー
の市役所職員として、ゴミ問題に取り組んでいる。そんな民樹さん
に、日本で暮らす両親が届ける思いとは…。

25

3837

目撃者ｆ
「どもっても
いいんだよ」

僕は吃音ドクターです

　九州大学病院の耳鼻咽喉科で働く菊池医師は、自身も吃音があ
り、医師として同じ悩みを抱える人たちと向き合っている。吃音に悩
み傷つき、そして乗り越えた経験を広く伝え、吃音への理解を深めて
ほしいと本を出版した。吃音がある人に寄り添う吃音ドクターを追っ
た。

27

3838

目撃者ｆ
あきらめんな！
～障害者野球

“頂点”を目指して～

福岡県内唯一の障害者の野球チーム・北九州フューチャーズは、全
国でも有数の強豪チームだ。さまざまな障害を持ちながら、壁にぶつ
かっても諦めない選手たち。野球にかける熱い思いを胸に、がむしゃ
らに白球を追う選手たちにスポットをあてる。

27

3839

テレビ寺子屋
命が喜ぶ５つの誓い　元中学校

体育教師　腰塚勇人

　元中学校体育教師の腰塚勇人さんを迎え、「命が喜ぶ５つの誓い」
について伺う。
　腰塚さんはスキーで転倒して首を骨折。一時は手足がマヒした状態
だった。周囲の人々の支えでリハビリを続ける中で自分の生き方を見
つめ「これからどう生きるか」を考えたという。

腰塚勇人／小縣ありす（手話通訳）

25

3840

テレビ寺子屋
目標を持って生きることの素晴ら

しさ　アルピニスト
野口健

　アルピニストの野口健さんを迎え、「エベレストから学ぶ」をテーマ
に、夢を追うことの大切さを伺う。
　野口さんは、２５歳でエベレスト初登頂に成功し、当時の世界最年
少記録を更新した。しかし成功までには２度の失敗があった。失敗か
ら大切なことを学んだと語る野口さんは、挑戦や夢に必ず伴う「産み
の苦しみ」の大事さを訴える。

野口健／小縣ありす（手話通訳）

25

3841

テレビ寺子屋
雨の日には雨の中を　相田みつ

を美術館
館長　相田一人

　相田みつを美術館館長の相田一人さんを迎え、「父・相田みつをの
言葉とともに」をテーマにお話を伺う。
　相田さんは書家・詩人の相田みつをさんの息子。みつをさんの言葉
に込められた思いを読み解きながら、現代の日本人の心のありよう
を考える。

相田一人／小縣ありす（手話通訳）

25

3842 情熱大陸　地震学者　大木聖子

　地震学者の大木聖子さんは地震研究所の広報担当として、地震研
究の成果を一般に発信している。しかし東日本大震災以後、震災を
予測できなかった地震学者への風当たりは強い。
　地震による被害者をなくしたいという強い信念のもと、日々奮闘する
大木さんの姿を追う。

大木聖子

25
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3843
海で安全に
遊ぶために

　全国の海で毎年９０人ほどの小中学生が事故に遭い、１０人以上が
亡くなっている。ほとんどがおぼれたことが原因だ。
　海で安全に遊ぶための４つの注意点を小中学生にもわかるように
解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現：森田明

6

3844
川遊びのルールを

学ぼう！

小学生のつばさとしょうたは２人で川遊びに行こうとする。子どもだけ
で川遊びをすることは危ないと思ったしょうたのお父さんは、一緒に
行くことになった。
　川に着いた３人は、カエルのケロ太と出会い、ケロ太から川で安全
に楽しく遊ぶためのルールを教わる。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現：河合祐三子

15

3845

家庭でできる
食中毒予防の
６つのポイント

家庭でできる食中毒予防のポイント「食品の購入について」「食品の
保存方法について」「調理の下準備について」「調理について」「食事
について」「残った食品の保存について」をわかりやすく解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現：荒井美香

11

3846

食中毒予防
お肉はよく焼いて

食べよう

　生肉にはさまざまな菌が付着していて、食中毒の原因となる菌も多
い。子どもや高齢者など抵抗力の弱い人が食中毒にかかると重症化
してしまう場合もある。
　食中毒予防のために大切なことをわかりやすく解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現：荒井美香 6

3847

性犯罪の
防犯基礎講座

～忍び寄る魔の手から身を守る
ために～

性犯罪は被害に遭うと身体的だけでなく精神的にも大きなダメージを
受ける。特に注意が必要なのは、夜の女性の一人歩きと独り暮らし。
危険な場面を事例を基に紹介し、危険回避のための対処法を紹介す
る。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現：小野寺善子

12

3848

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～　（７）

絢爛な装飾を生んだ
漆の秘密

～日光東照宮・日光～

江戸幕府を開いた徳川家康をまつる日光東照宮。家康の霊びょうで
ある東照宮は、きらびやかな彩色を施された無数の彫刻で飾られて
いる。それらを守るために、今も職人たちが修復を続けている。美し
い建物を守る漆職人の技術を紹介する。

29

3849

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～　（８）
流されない橋は

アーチから生まれた
～錦帯橋・岩国～

　美しいアーチが印象的な錦帯橋（きんたいきょう）は、江戸時代に造
られた木造の橋だ。木造でありながら、創建以来約３００年間、どんな
嵐にも流されることはなかった。その強さの秘密は、独特のアーチ構
造にあった。

29
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3850

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～　（９）
風水観による町と

景観づくり
～太山寺周辺・神戸～

神戸市にある太山寺の周辺に開かれた集落は、中国から伝来した風
水の原理「風水観」によってつくられた。
　建設から１０００年の時を経て、今その合理性が見直され、新しい町
づくりに生かされている。風水による町づくりの秘密に迫る。

29

3851

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～（１０）

古民家と自然エネルギー
～古民家の知恵を

生かす科学～

年々深刻化する地球の温暖化問題。省エネルギーが叫ばれる中で、
住宅でもエネルギーの効率的利用が求められている。
　日本の古民家には自然エネルギーを利用した作りと、それを生かし
た生活があった。古民家の知恵に現代技術を加え、快適な生活空間
を実現する方法を探る。

29

3852

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～　（１１）

五重塔を揺らす（前編）　～１４００
年

倒れない秘密～

五重塔は日本を代表する伝統的な建造物。日本各地に残る五重塔
は、過去に起きた大地震で倒れた記録がない。木造の五重塔が倒れ
ない理由は、まだ解明されていない。最新科学の力で、五重塔の秘
密に迫る。

29

3853

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～　（１２）五重塔を揺ら

す（後編）
～１４００年

倒れない秘密～

　五重塔が倒れない秘密を探るため、模型を使った振動実験を行う。
実験に使われるのは、本物の五重塔と同じ工法で作られた５分の１
の模型。実際の地震と同じ振動を加えることで、五重塔はどのように
揺れるのか。

29

3854

サイエンスチャンネル　時代を超
える技

～歴史的建造物を
科学する～　（１３）建物のデザイ

ンと
職人技の科学
～旧閑谷学校・

姫路城・日光東照宮～

優れた耐久性を持った備前焼の瓦、防火性に秀で、美しさも兼ね備
えた姫路城の白壁、鮮やかな色彩を際立たせるため使われた漆の
性質。これらは科学がまだ十分に発達していない時代に培われた技
術だ。職人の技が生み出した、機能と美の融合に迫る。

29

3855 家政婦のミタ　１

　阿須田家は母親の凪子が事故で死んでから、父親の恵一と結、
翔、海斗、希衣の子どもたちで暮らしていた。家事は滞り家族はみん
な不満を抱え、恵一には何か秘密がある様子。そんなある日、家政
婦紹介所から家政婦の三田灯（みたあかり）がやって来る。家事能力
は抜群、言われたことはなんでもこなすが、無表情でまったく笑わな
い三田。いったい彼女は何者なのか。
　視聴率４０％を記録した大人気ドラマ。

松嶋菜々子／長谷川博巳／忽那汐里／中川大志／綾部守人／本
田望結／相武紗季／平泉成

58

36 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3856 家政婦のミタ　２

　「妻は事故死ではない」恵一の突然の告白にも、顔色ひとつ変えな
い三田。恵一は子どもたちには妻の死の真相を黙っているように頼
む。
　次男の海斗は、同級生からいじめられていた。業務命令なら何でも
すると言う三田に、「いじめっ子を殺して」と頼む。すると三田は「かし
こまりました」と言って…。

47

3857 家政婦のミタ　３
ついに凪子の死の真相を長女の結が知ってしまう。恵一の不倫が原
因と知った結はそのことを、恵一の会社にばらして欲しいと三田に頼
む。父親の秘密を知った子どもたちは、恵一を置いて家を出る。

47

3858 家政婦のミタ　４

家を出た子どもたちは凪子の妹うららの元に身を寄せる。一方、会社
に不倫がばれた恵一は、モデルハウスの営業に飛ばされる。
　何とか家族を元どおりにしたい末娘の希衣は、三田に「自分を誘拐
して」と頼む。

47

3859 家政婦のミタ　５

恵一を追い出して、元の家に戻ることにした子どもたち。三田に子ど
もたちの世話を頼んで恵一はホテル暮らしを始めた。
　バラバラになった家族にいらだつ翔は、次々にトラブルを起こしてし
まう。警察に駆けつけた恵一に「こんな人、父親じゃない」と言い放つ
翔。

47

3860 家政婦のミタ　６

凪子の父親が子どもたちを養子にすると言いだす。頑固な祖父が苦
手な翔たちは、恵一の考えを聞いてきて欲しいと三田に頼む。だが父
親を許せない結は弟たちの行動が気に入らない。結はつきあってい
る先輩と駆け落ちしようとするが…。

47

3861 家政婦のミタ　７

「家族は自分が殺した」という三田の発言に驚く翔たち。事情を探ろう
と家政婦紹介所に押しかけるが、三田に「無理に事情を聞くなら、辞
める」と言われてしまう。
　一方、子どもたちに「わたしたちを本当に愛していると証明して欲し
い」と言われた恵一だが、方法がわからず悩んでいた。

47

3862 家政婦のミタ　８

　恵一が家に戻ったことで、今度は祖父と険悪になってしまった子ど
もたち。結は何とか仲直りしようと、三田に凪子の幽霊のふりをして祖
父の心を開いてくれと頼む。
　少しずつ、家族の絆を取り戻していく阿須田家。そんな中、三田が
自分の過去を告白する。

47

3863 家政婦のミタ　９
壮絶な過去を告白した三田は、阿須田家の家政婦を辞めてしまう。こ
んなことなら聞かなければよかったと後悔する子どもたち。ところが次
の日、三田が隣の家の家政婦として現れた。

59

3864 家政婦のミタ　１０

家族のように接してくる阿須田家の人々に、少しずつ心が変化してい
く三田。だがそんな様子を見て、恵一への思いを抱えたうららは複雑
な心境になる。
　海斗は学校で母親への感謝の作文を書くことになった。何を書いて
いいか分からないと悩む海斗は恵一宛の作文にしようかと迷う。しか
し三田は「凪子へ書くべきだ」と言うのだった。

58

3865 家政婦のミタ　１１
三田に「お母さんになって欲しい」と頼んだ子どもたち。三田は「承知
しました」と答えるが、その真意は？そして三田は最後に笑うのか？

57

3866

ＮＨＫスペシャル　鬼太郎が見た
玉砕

～水木しげるの戦争～

漫画家の水木しげるは、２６年ぶりにニューブリテン島を訪れた。太
平洋戦争中、水木はこの島で約２年間、兵隊として過ごしたのだ。昭
和２０年６月、水木の所属部隊は敵の夜襲で全滅。ただ１人生き残っ
た水木は、その後の爆撃で左腕を失う。復員後水木は、戦死した戦
友たちの亡霊に頼まれ、部隊が玉砕するまでを漫画に描いた。漫画
家・水木しげるの体験した戦争と玉砕を描く。

89
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3867

金曜プレステージ　鬼平犯科帳
スペシャル
盗賊婚礼

薬種問屋・山城屋に盗賊が入った。七百八十両盗まれた上に、蔵に
は傘のはり紙が残されていた。１２年前にも同じ手口の盗みがあり、
火付盗賊改の長官・長谷川平蔵は、盗賊の２代目・笠山の弥太郎の
仕業とにらむ。その探索中に弥太郎が、盗賊・鳴海の繁蔵の妹と婚
礼を挙げることを知る。だが、その婚礼には裏があり…。

95

3868 スペシャルドラマ　一休さん

室町時代、三代将軍足利義満（あしかがよしみつ）は、家臣を相手に
問答を楽しんでいた。この世でいちばん知恵のある者は一休さんだと
聞いた義満は、一休さんを呼び出し難しい問題を出す。「ついたてに
描かれた虎を退治しろ」「このはし、わたるべからず」「おわんのふた
を取らずに、中身を食べる」…。次々に繰り出される難問を鮮やかに
とんちで切り抜ける一休さん。
　楽しい問答のエピソードを交えながら、貴い血筋に生まれた一休さ
んが、母と別れ仏の道に入り、成長していく姿を追う。

107

3869 眠狂四郎　無頼剣

油問屋の弥彦屋が押し込み強盗にあった。蔵には不思議な燃える水
（石油）が隠されており、押し込みの背後には大塩忠斎の残党一味の
暗躍があった。謎の越後獅子の女芸人と知り合いになった狂四郎
は、この騒動に巻き込まれていく。やがて事態は江戸の町を燃やし
尽くそうという計画にいたり…。三隅研次監督作品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

79

3870 聯合艦隊司令長官　山本五十六

１９３９年、日独伊三国同盟締結に日本国民は大きな期待を持ってい
た。しかし海軍次官の山本五十六は、三国同盟締結に反対してい
た。日本がドイツと組めばアメリカとの戦争は避けられず、国力の差
で日本は敗戦することは明白だったからだ。
　しかし１９４０年、三国同盟は締結された。山本は講和を強く望んだ
が日米の間で戦争が起こった。
成島出監督作品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

141

3871
虹色ほたる

～永遠の夏休み～

事故で父親を亡くしたユウタは、父親との思い出の地である山奥のダ
ムに虫捕りに出かける。その帰り道、突然の豪雨ではんらんした川に
足を取られたユウタは意識を失う。意識を取り戻したユウタの目の前
には、３０年前の町の景色が広がっていた。
　懐かしい昭和の田舎町を舞台に、少年のひと夏の切ない物語が始
まる。宇田鋼之介監督作品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

105

3872

ここが聞きたい！
名医にＱ

寝たきりを防げ！
健康生活術

足腰が弱るロコモティブシンドローム（略してロコモ）は骨や筋肉の衰
えが原因で寝たきりになるリスクが高い状態のことを言う。
　最近の研究でメタボリックシンドローム（略してメタボ）とロコモは深
い関係があることがわかった。
　ロコモとメタボの関係と、寝たきりを防ぐ生活術を３人の専門家に伺
う

45

3873

ここが聞きたい！
名医にＱ

寝たきり予防術
あなたの疑問に

答えます！

ロコモ状態にならないためには、運動と栄養が大切である。特に高齢
者は骨や筋肉が弱り、転倒して圧迫骨折を起こし、その痛みで体を
動かさないため食欲も落ちるという悪循環に陥りやすい。骨や筋肉を
強くする簡単な運動と栄養について紹介するとともに視聴者からの質
問や相談に３人の専門家が答える。

45

3874

きょうの健康
このめまい

メニエール病？
危険なめまいを

見極める

　「このめまいメニエール病？」をテーマに４回シリーズでお送りする。
　突然めまいが起きるとメニエール病を疑う人が多い。しかし他の病
気が原因で起きるめまいもあり、中には危険なめまいもある。
　シリーズ第１回目は「危険なめまいを見極める」をテーマに専門家
が解説する。

15

38 
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3875

きょうの健康
このめまい

メニエール病？
前触れを見逃さない

耳鳴りや耳の閉そく感を数年前から感じていた人が、突然ぐるぐる回
るめまいを繰り返すようになり、受診の結果メニエール病と診断され
た事例がある。
　メニエール病は早期診断と早期治療がとても大切である。
　シリーズ第２回目は「前触れを見逃さない」をテーマに専門家が解
説する。

15

3876

きょうの健康
このめまい

メニエール病？
治療のポイント

　メニエール病が原因の強いめまいや低音域の難聴は、日常生活を
送る上でストレスとなってしまうこともある。メニエール病の原因の１
つでもあるストレスを感じ続けていると、病状が悪化してしまうことに
もつながる。
　シリーズ第３回目は「治療のポイント」をテーマに、メニエール病の
治療法を紹介し、専門家が解説する。

15

3877

きょうの健康
このめまい

メニエール病？
生活の中で
できること

メニエール病対策は「めまいの前兆を知ること」「ストレスをためない
こと」「血行を改善すること」「塩分を控えること」など、生活の中ででき
ることがある。
　シリーズ第４回目は「生活の中でできること」をテーマに、専門家が
解説する。

15

3878

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　１　早く来

て！
みんなの憧れ
ピーターパン

　ウェンディの夢に出てくる不思議な少年ピーターパン。大人は誰も
信じないが、ウェンディ、ジョン、マイケルの３人兄弟は、きっとピー
ターパンはいると信じていた。そんなある夜、彼がやって来た！だが
犬に驚いたピーターパンは影を落として逃げてしまう。
　夢の国ネバーランドを舞台に、永遠に大人にならない不思議な少
年とウェンディたちの大冒険が始まる！

24

3879

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　２　ネバー

ランドへＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

ピーターパンは、ウェンディたち兄弟をネバーランドに招待する。そこ
は楽しいことがいっぱいの夢の国だという。早速出発しようとするが、
ネバーランドに行くには空を飛んでいくしかない。さあどうするのか？

24

3880

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　３　海賊が

出た！
夢と冒険の国
ネバーランド

　ネバーランドに着くなり、海賊たちの大砲が襲ってきた。ウェンディ
たちはピーターパンとはぐれてしまう。１人空を飛んでいたウェンディ
は、ピーターパンの仲間トートルズの矢に当たってしまい…。

24

3881

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　４　登場！
時計ワニはフック船長の友だち？

海賊を見にいったジョンたちが帰ってこない。フック船長に捕まってし
まったのだ。助けに向かうピーターパンだったが、ジョンたちを人質に
取られて危機一髪。そこへ時計ワニが現れた。

24

3882

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　５　フック船

長は
ミシンの音が大嫌い！

ピーターパンの仲間のカーリーとスライトリーが海賊の元へ。実は
ウェンディを喜ばせようと、あることを計画していたのだ。だが２人は
海賊に見つかってしまい…。

24

3883

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　６　ジョンの

初恋？おてんば娘現れる！
「海賊になる！」と言ってジョンが家を飛び出した。フックのもとへ向か
う森の中、怪しい影がジョンをつけてきた。影は一体何者？

24

3884

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　７　ウェン

ディ
頑張る！卵は
誰にも渡さない

ピーターパンがウェンディにプレゼントしたのは、３年に一度だけ産ま
れるネバーバードの卵。でもウェンディに、かわいそうだから親鳥に
返してあげてと言われて、ピーターパンは怒ってしまう。ところがフッ
ク船長もその卵を狙っていて…。

24

39 
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3885

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　８　作戦開

始！時計ワニを笑わせろ！

　時計のないネバーランド。寝坊や遅刻ばかりの子どもたちを見て、
ウェンディは時計があれば、みんなも規則正しく生活できると考える。
でもネバーランドで時計を持っているのはフック船長だけだった。

24

3886

世界名作劇場
ピーターパンの冒険　９　ネバー

ランドの法律？毎日が
誕生日だ！

　楽しいことは毎日あった方がいいと考えたピーターパン。勝手にみ
んなの誕生日を今日にしてしまう。誕生パーティーのために全員分の
ケーキを作って待っていたウェンディだが、ピーターパンは約束を忘
れてしまう。怒ったウェンディは家を出てしまい…。

24

3887

それいけ！
アンパンマン
カツドンマンと
にんにくこぞう
メロンパンナと
クリスタル姫

　「カツドンマンとにんにくこぞう」ジャムおじさんのにんにくスープを飲
んだドンブリマントリオはその味に大感激。もっとスープを作ってもらう
ために、にんにく寺へ向かう。
　「メロンパンナとクリスタル姫」ガラスの国にやってきたメロンパンナ
たち。クリスタル姫とハープの不思議な力で、自分たちの望む物を出
してもらう。メロンパンナとクリームパンダはガラスのロールパンナを
作ってもらうが、ばいきんまんが現れて…。

25

3888

それいけ！
アンパンマン

クリームパンダと
ちゅらおばあ

おむすびまんと
おしんこちゃん

　「クリームパンダとちゅらおばあ」ちゅらおばあのお手伝いのため、さ
とうきびじまにやってきたクリームパンダたち。そこへ変な２人組が現
れて手伝うというが…。
　「おむすびまんとおしんこちゃん」おむすびまんは、うめぼしばあや
のうめぼしを届けるためパン工場に向かう。途中でばいきんまんが現
れてうめぼしを奪おうと…。

25

3889

名探偵コナン
くらやみ塔の秘宝

（前編）

蘭の柔道部の先輩・鏡堂ナナミの屋敷に建つ「くらやみの塔」。塔に
は宝が隠されているという町のうわさがあった。ナナミは、コナンたち
少年探偵団に宝探しを依頼する。ナナミがコナンたちに屋敷を案内し
ていると突然、女性の悲鳴が…。

25

3890

名探偵コナン
くらやみ塔の秘宝

（後編）

　灰原たちを救出するため、塔の入り口に入ったコナンと歩美。しか
し、通路には鏡などによる仕掛けが施されなかなか進めない。何とか
元太や光彦と合流できたコナンだったが、不思議な子供部屋の仕掛
けにほんろうされ、気がつくと１人きりになってしまった。

25

3893

ＴＨＥ世界遺産
女帝の夢うつした宮殿
シェーンブルン宮殿と

庭園群　（オーストリア）

　１７世紀の終わり、ハプスブルク家の夏の離宮としてシェーンブルン
宮殿は建てられた。１８世紀の半ばには、女帝・マリア・テレジアの居
城とするため、中国やインドなど遥か異国の美術を取り入れて、絢爛
豪華に改装された。部屋数は、１４００室以上だったと言われる。
第一次世界大戦後、ハプスブルグ家が崩壊し、この宮殿は市民に開
放されたが…。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

25

3894

世界温泉遺産
～神秘の力を訪ねて～
魚の棲む神秘の温泉

　トルコ・カンガル

マルマラ海と黒海からの海の恵みで漁業が盛んなトルコ・イスタン
ブール。人気のサバサンドに舌づつみを打ちながらフェリーに乗り込
み、神秘の温泉を目指す。
　ブルサで一番古い温泉がエスキ・カプルジャ。垢すりと泡マッサージ
が人気の温泉。
　トルコのほぼ中心に位置する世界遺産カッパドキアは、まるでおと
ぎ話の世界に迷い込んだかのような奇岩群が連なる。カッパドキアか
ら車で５時間のカンガルに日本でも人気の魚温泉発祥の地があっ
た。天然のドクターフィッシュの癒しに思わず笑顔がこぼれる。【字幕
制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

46

40 
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3895

歴史秘話ヒストリア
新春激突！

織田・徳川・武田
三大決戦

～長篠の合戦 男たちは
何を見た！？～

「エピソード１　信玄と戦いたくない！信長の弱気な接待作戦」ゴー
ジャスな織物４００枚に帯を３００本に虎の皮にヒョウの皮、オーダメイ
ドの服や帽子。戦国のカリスマ織田信長が武田信玄に贈ったプレゼ
ント。信長にとって戦国最強軍団を率いる信玄は絶対敵にしたくない
相手だった。
　「エピソード２　最強軍団は占いで生まれた？武田信玄若き日の苦
悩」信玄は家臣のために祈ったり、ほうびを与えたり、温泉を用意して
福利厚生を充実させたり…と家臣が気持ちよく働けるよう気を配り、
その心をつかんでいった。
　「エピソード３　激突！長篠の戦い　戦場に散った忠義の男たち」信
長は最強武田を叩くため３０００丁の鉄砲を準備、万全の手を打つ。
案の定、信長の作戦はことごとく的中、勝頼の命も風前の灯火となっ
たその時、信長に立ちはだかったのが、命がけで主君を守ろうとする
武田の男たちだった。
 【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

43

3897

名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く

（前編）

コナン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人が暴走車にひかれそう
な場面に遭遇。ひかれそうになったのは、須坂衛子という紅葉御殿と
呼ばれる屋敷の運転手と、両親を事故で亡くし、御殿に引き取られた
中北楓（なかきた かえで）だった。衛子はコナンたちを紅葉御殿の
主、片寄王三郎に紹介する。車椅子の王三郎は、ミステリーファンで
３人を歓迎する。【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

25

3898

名探偵コナン
紅葉御殿で謎を解く

（後編）

コナン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人が暴走車にひかれそう
な場面に遭遇。ひかれそうになったのは、須坂衛子という紅葉御殿と
呼ばれる屋敷の運転手と、両親を事故で亡くし、御殿に引き取られた
中北楓（なかきた かえで）だった。衛子はコナンたちを紅葉御殿の
主、片寄王三郎に紹介する。車椅子の王三郎は、ミステリーファンで
３人を歓迎する。【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

25

3899

ちょっと待った！
その契約

～賃貸住宅の契約
トラブルを防ぐために～

賃貸住宅に関する情報は、インターネットなどでも簡単に入手できる
時代になり、ライフスタイルに合わせた住まいの選択肢も増えてい
る。
一方、賃貸住宅に関するトラブルは後を絶たないことで、契約トラブ
ルの事例をもとに、トラブルを回避するためのポイントを学ぶ。
 【若者・一般向け】

22

3900

ヒヤリ　ハットリくん
只今参上！！

～高齢者の身の回りの
危険を防ぐでござる～

高齢者の身の回りの事故は年々増加している。事故の多くは住み慣
れた場所で発生し、何気ないことでも重大な事故につながっている。
"体"が原因となるもの、"物"が原因となるものそれぞれのヒヤリ・
ハット事例をもとに、身の回りの危険から身を守る方法を、少年忍者
「ヒヤリハットリくん」と一緒に考えていく。【高齢者とその周りの人々
向け】

23

3901 アニメ「ジュノー」

　修学旅行で、広島平和記念公園を訪れた中学生の美依と優子は、「マル
セル・ジュノー博士」と刻まれた顕彰碑を見つける。突然２人は不思議な光
に包まれ、意識だけが時空を越え７０年以上前のヨーロッパへタイムスリッ
プ。そこで２人は、ジュノー博士の苦難と波乱に満ちた半生を見ることにな
る。
赤十字の一員として世界中の戦地で救援にあたり、原爆投下後の広島に
医薬品を届けるなどした「広島の恩人」マルセル・ジュノー博士の半生を描
く。【「ＮＰＯ法人 モースト」より寄贈】

63

3902

ハートネットＴＶ
ＮＨＫハート展
叱られたとき

障害がある人が作った詩に著名人が絵をつけるアートのコラボレー
ション「ＮＨＫハート展」。今回は入選者の中から、茨城県に住む遠藤
真宏さん（１９歳）の作品をとりあげる。
真宏さんは知的障害と自閉症がある。小さい時は、自分の感情をコ
ントロールできず、ほとんど人と関わることもできなかった。母親の礼
子さんは、幼少から２つのことを心がけて、真宏さんに向き合ってきた
という。その２つのこととは…？
　（ＮＨＫＨＰ参照）

29

41 
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3903

ハートネットＴＶ
みつえとゆういち

―親子で紡ぐ
“認知症”漫画―

日本の認知症高齢者は３００万人を超え、今多くの人たちがさまざま
な困難に直面しながら家族の介護に格闘している。認知症とどう向き
合えばよいのだろうか。記憶を失いながら生きるとはどういうことなの
だろうか。番組では、自身も認知症の介護の経験がある作家の田口
ランディさんとともに、岡野雄一さんの漫画が問いかけるメッセージを
ひもときながら、認知症介護のあり方を見つめ直す。（ＮＨＫＨＰ参照）

29

3904

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ１

まずはデジタルカメラを準備しよう

パソコンにインターネットにデジタルカメラなど、身の回りにあふれる
「デジタル」なあれこれ、使いこなせていない人も多いのでは？
　番組では、デジタルカメラとパソコンの使い方を、超初心者向けにイ
ロハのイから分かりやすく説明。全１０回で、撮影からアルバムづくり
までを徹底指導。マウスボタンのクリックのしかたからローマ字入力
のコツまで、講師の丁寧な説明で、あなたもデジタル機器を使いこな
せるようになるかも？
　第１回はデジタルカメラをお店で選び購入、基本の撮影方法までを
学ぶ。

DVD
24分

3905

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ２

屋外で撮ってみよう

第２回目は野外撮影に挑戦する。上達するにはとにかくデジカメに慣
れること。３人はスタジオを飛び出して上野動物園で、さまざまな被写
体の撮影に挑戦する。デジカメの構え方、ズームのしかたなどの基
本から構図の取り方、その場で写真を確認する方法などを学ぶ。

DVD
24分

3906

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ３　パソコンを選ぼう

　第３回はパソコンの基本を学ぶ。パソコンを購入する時の注意点
や、パソコンの電源の入れ方、はじめてパソコンを起動する時に行う
初期設定を詳しく説明する。

DVD
24分

3907

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ４　パソコンの電源を

入れてみよう

第４回はマウス操作の初歩を学ぶ。パソコンを使うためにはマウス操
作が欠かせない。慣れてしまえば簡単なマウス操作だが、初心者に
は操作が苦手な人も多い。クリック・ダブルクリックという基本操作を、
トランプゲームをしながら楽しく学んでいく。

DVD
24分

3908

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ５　写真をパソコンに保

存しよう

　第５回目はデジカメで撮影した写真をパソコンに取り込み、保存す
る方法を学ぶ。デジカメとパソコンの接続のしかた、フォルダーやファ
イルの扱い方から、「コピーと貼り付け」というデータの移動方法の基
本を学ぶ。

DVD
24分

3909

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ６　キーボードに慣れ

よう

第６回はローマ字で日本語を入力する方法の基本を学ぶ。「メモ帳」
ソフトを使って、ひらがな・カタカナ・漢字・英文字を入力する方法を練
習する。「ん」や「っ」など、ローマ字入力でつまずきやすいポイントも
詳しく解説する。

DVD
24分

3910

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ７　撮影地を探そう　～

インターネットで検索～

第７回はインターネットの使い方を学ぶ。インターネットのしくみや利
用するために必要な手続き、そして自分の知りたい情報にたどりつく
ための、便利な検索方法のコツを紹介する。

DVD
24分

3911

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ８　撮影散歩に出てみ

よう

　第８回目はデジカメを片手に撮影散歩に出かける。前回インター
ネットで調べた情報をもとに、神奈川県にある大船フラワーセンター
を訪問。プロカメラマンを迎えて、撮影テクニックの数々を教えてもら
う。

DVD
24分

3912

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ９　アルバムを作ろう①

第９回目は前回撮影した写真でアルバムを作る。使用するソフトは、
文書作成ソフトの「ワード」。ワードのひな型機能を使って、簡単にア
ルバムを作る方法を紹介する。

DVD
24分

3913

中高年のためのらくらくデジタル
塾　一挙両得！パソコン・デジタ

ルカメラ超！
入門　Ｆｉｌｅ１０　アルバムを作ろう

②

　第１０回目はアルバムづくりの後半。前回並べた写真に、コメント文
章を添えてアルバムを完成させる。文章入力では、文字の変換方法
や間違えた文字の消し方など、基本を詳しく説明。文字の色やサイズ
を変えて、おしゃれな文章作りに挑戦する。最後はプリントアウトし
て、自分だけの素敵なアルバムを作る。

DVD
24分
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3914

コズミックフロント　Ｓｐｅｃｉａｌ　大
冒険！はやぶさ　太陽系の起源

を見た

２０１０年６月。３億㎞の果てから７年間の旅を終え、探査機はやぶさ
が帰ってきた。はやぶさの旅は、想定外の困難の連続だった。エンジ
ントラブルにサンプル採取装置の不具合、通信が途絶えて行方不明
に…。その度にプロジェクトメンバーたちは知恵を出し合い、トラブル
を乗り越えてきた。
　番組では、はやぶさの冒険物語を追いながら、その驚くべき科学的
成果を詳細に解説する。

DVD
89分

3915

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故①　原子炉で何が起きてい

たのか
～炉心溶融・水素爆発の真相に

迫る～

　東日本大震災で３基の原子炉が壊れるという大事故を起こした福
島第一原発。今も収束作業と並行して事故の真相究明が続けられて
いる。番組では８回にわたり、福島第一原発事故をさまざまな角度か
ら分析する。
　第１回目は福島原発で地震の後、何が起きたのか。シミュレーショ
ンによって分かったメルトダウンの実態を伝える。

DVD
30分

3916

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故②　農作物の汚染を見極め

ろ

シリーズ原発事故の第２回目は、農作物の放射能汚染について。事
故後、さまざまな食品から国の基準を上回る汚染が検出され、消費
者を不安にさせ農家を苦しめた。汚染された大地と向き合い除染に
取り組む研究者や、汚染のメカニズムを紹介する。

DVD
30分

3917

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故③　低線量被ばく　人体への

影響を探る

　シリーズ原発事故の第３回目は、低線量被ばくの人体への影響を
考える。原発事故で大量に放出された放射性物質。そこから出る放
射線は人体にどのような影響をおよぼすのか。現地で行われた調査
結果や最新の研究から、低線量被ばくの実態に迫る。

DVD
30分

3918

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故④　内部被ばくの実態を探る

シリーズ原発事故の第４回目は、内部被ばくの実態を探る。食物や
水によって体内に入った放射性物質によって起こる内部被ばく。その
影響についてはまだよく分かっていない。番組ではチェルノブイリ原
発事故の例を見ながら、日本での取り組みを紹介する。

DVD
30分

3919

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故⑤　海と湖に広がる放射性

物質　その実態を探る

　東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きて１０か月。
原発２０ｋｍ圏内の海に初めて調査が入り、放射性物質が集まる海
底のホットスポットを調査した。そこでは周辺の魚も汚染されていた。
　ホットスポットを生み出すメカニズムを明らかにする研究を紹介す

DVD
30分

3920

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故⑥　汚染を取り除けるか　水

と土の放射性物質

東京電力福島第一原発の事故から１年。拡散した放射性物質を取り
除く除染作業が続く。しかし除染による新たな汚染、さらに空間線量
が下がりにくい場所も出てきた。
調査の結果、水や土に入り込んだ放射性セシウムの追跡から除染を
進める鍵となるメカニズムが浮かび上がった。
　今回のテーマは放射性物質を取り除く「除染」。

DVD
30分

3921

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故⑦　冷温停止状態　浮かび

上がる課題

基の原子炉がメルトダウンした東京電力 福島第一原発。廃炉に向け
た手探りの作業が続く。政府は冷温停止状態を確認し事故収束を宣
言した。しかし急ピッチでつくった原子炉を冷やすシステムはトラブル
が続出。廃炉への道筋はいまだ見えていない。
　今回のテーマは「冷温停止状態」。

DVD
30分

3922

サイエンスＺＥＲＯ　シリーズ原発
事故⑧　４号機　取り出せるか

使用済み燃料

福島第一原発の水素爆発事故から１年４か月。使用済み燃料をいか
に安全に早く取り出せるか、世界でも前例のないこの難問に技術者
たちの試行錯誤が始まっている。
　４０年かかると言われる廃炉作業。その試金石となる４号機に迫
る。

DVD
30分

3923

東日本大震災６か月　取り残され
る障害者

東日本大震災から６か月がたち、ＮＨＫでは独自の取材によってある
数字を得た。そのデータによると、障害のある人の死亡率は障害の
ない人に比べて、２倍近くも高かった。その結果から見えてきた被災
地の障害者の現実、課題を伝える。障害者が取り残されることのな
い社会に向かって、何が必要で、今何をしなければいけないのか考
える。

DVD
89分

3924

ろうを生きる難聴を生きる　検証
障害者自立支援法改正案

　「障害者自立支援法改正案」は、名前を「障害者総合支援法」とあら
ため、これまで福祉サービスを受けられなかった難病の患者もサー
ビスの対象に広げるなどとしている。
　しかし、この法案に対しては、障害者自立支援法に代わる福祉制
度について話し合ってきた「障がい者制度改革推進会議」の総合福
祉部会の骨格提言とかけはなれている、などとする批判がある。
　聴覚障害者団体からの出演者とともに、改正案を検討する。

DVD
15分
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3925

ろうを生きる難聴を生きる　いつ
か宇宙へ

～ＪＡＸＡ開発員　長谷川晃子さ
ん～

２０１０年、地球に帰還した、宇宙航空研究開発機構（ＪＡＸＡ）の探査
機「はやぶさ」。その「はやぶさ」の帰還作業にかかわった長谷川晃
子さんは、聴覚障害のある女性職員だ。
　子どものころから天文台に行くことが好きだった。いつか宇宙へ行く
ことを夢見て、「宇宙からの第一声は手話で伝えたい」と語る長谷川
さんに、ＪＡＸＡでの仕事の内容と、宇宙への思いを聞く。

DVD
15分

3926

ろうを生きる難聴を生きる　早瀬
憲太郎に聞く①　ろう児のために

「ＮＨＫみんなの手話」講師の早瀬憲太郎さんは、ろうの子どもたちに
日本語の力を身につけてもらおうと、ろう児向けの塾の活動をしてい
る。ろう児が自分の夢を実現するときに、日本語の読み書きの力が
必要になると思うからだ。ろう児のためにできることは何かと考え続
ける早瀬さんにお話しを伺う。２回連続シリーズの１回目。

DVD
15分

3927

ろうを生きる難聴を生きる　早瀬
憲太郎に聞く②　先輩の生きざま

を伝えたい

２００９年、早瀬さんが監督した映画「ゆずり葉」が公開された。全日
本ろうあ連盟の創立６０周年を記念して制作されたこの映画は、「ろう
児たちにろうあ運動の歴史をわかりやすく伝えたい」という早瀬さんの
発案からスタートした。
　早瀬さんに、聞こえるスタッフに囲まれて奮闘した撮影時のエピソー
ドや、それぞれのシーンに込められた思いなどを伺う。２回連続シ
リーズの２回目。

DVD
15分

3928

ろうを生きる難聴を生きる　手話
コーパスを作る

　筑波技術大学の准教授でろう者の大杉豊さんが、ほかの研究者と
共同で、日本手話の「コーパス」作りを始めた。
　手話コーパスとは、手話を動画で記録し大量に蓄積したデータのこ
と。日本語訳や、手の形や位置関係、顔の動きなどの情報を書き込
んでいく。言語学的研究に役立つものにするとともに、若いろう者が
先輩ろう者の手話表現に関心を持つきっかけになるものを作りたい、
と大杉さんは語る。
　日本手話コーパスの意義について、大杉さんに聞く。

DVD
15分

3929

ろうを生きる難聴を生きる　わた
しの絵は“ことば”　イラスト作家

杉本聖奈さん　～前編～

　イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんは、生まれたときから聴覚障
害がある。
　聖奈さんは、幼いころ、ことばを覚えることが苦手だった。ことばを
学習するための「絵カード」を、母親の香苗さんが手作りしたことが
きっかけで、聖奈さんは絵で気持ちを表現することが大好きになり、
今ではイラスト作家として一歩を踏み出した。聖奈さんの成長の過程
と、ほのぼのとした作品を描き続ける日々を追う。２回シリーズの１回
目。

DVD
15分

3930

ろうを生きる難聴を生きる　わた
しの絵は“ことば”　イラスト作家

杉本聖奈さん　～後編～

イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんが最近手がけているのは「立体
絵」。街を歩く人々、大好きな鉄道など、日常のなにげない風景をス
ケッチしてイラストを描く。建物や人物を切り抜き、何層も重ねて奥行
きを感じさせる作品を作る。
　２０１１年１２月には、はじめての個展を開いた。大勢の人から評価
される中で、聖奈さんは自分の絵に、そして自分自身に自信を持てる
ようになった。２回連続シリーズの２回目。

DVD
15分

3931

ろうを生きる難聴を生きる　２０１
２世界ろう者卓球選手権大会　前

編

４月２９日から５月６日まで東京で開かれた「２０１２世界ろう者卓球選
手権大会」。１６の国と地域から、選手・役員１２６人が参加した。世界
の強豪と戦った日本選手を追う。
　日本代表として参加した選手の一人梅村正樹選手や、夫婦で混合
ダブルスに出場した有馬歓生・千寿子選手の戦いぶりなど、大会前
半を紹介する。２回連続シリーズの１回目。

DVD
15分

3932

ろうを生きる難聴を生きる　２０１
２世界ろう者卓球選手権大会　後

編

「２０１２世界ろう者卓球選手権大会」。この大会では女子が大活躍し
た。女子団体優勝に引き続き、女子ダブルスで上田萌・佐藤理穂組
が優勝、女子シングルスでは、上田が金・佐藤が銀という成績を残し
た。
　強豪・中国との接戦の末メダルを勝ち取った二人の戦いぶりを中心
に、大会後半を紹介する。２回連続シリーズの２回目。

DVD
15分
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3933

ろうを生きる難聴を生きる　めざ
せ！日本語・手話ＣＧ自動翻訳

ＮＨＫ放送技術研究所の研究成果を公開する「技研公開」。昨年に引
き続き注目を集めたのが、日本語を手話ＣＧに自動翻訳する研究
だ。
　日本語の文章を打ち込むと、ほとんどリアルタイムで手話ＣＧを生
成する。研究のポイントは、過去の膨大な翻訳用例などを参照しなが
ら行う翻訳の技術と、手話単語のＣＧとＣＧをなめらかにつなぐ技術
の開発だ。日本語から手話ＣＧへ自動翻訳する研究の最新情報を伝

DVD
15分

3934

ろうを生きる難聴を生きる　震災
を撮り続ける　～今村彩子さん～

今村彩子さんは、映像作家として知られるろう者。東日本大震災が発
生してまもなく宮城県に入った。以来、これまでに６回、被災地に入
り、被災したろう者の暮らしを撮影し続けている。
　その映像を編集し、最近完成させたのが「手話で語る３．１１」という
ＤＶＤ。地震のときのろう学校の様子や、住みなれた地域を離れた仮
設住宅での暮らしなどを、ろう者が手話で語る。このＤＶＤの一部を紹
介しながら、震災を撮り続ける今村さんに話を聞く。

DVD
15分

3935

ろうを生きる難聴を生きる　第６０
回全国ろうあ者大会　ｉｎ　Ｋｙｏｔｏ

①　～運動の歴史～

６月６日から１０日まで、京都で「第６０回全国ろうあ者大会」が開かれ
た。
　１回目は、「運動」研究分科会に焦点を当てる。連盟副理事長の松
本晶行さんが、本人に無断で不妊手術が行われるなど人権が無視さ
れていた時代のことや、そうした状況を差別ととらえて立ち上がった
若者のことなどを語った。ほかに、参加者のインタビューなど。

DVD
15分

3936

ろうを生きる難聴を生きる　第６０
回全国ろうあ者大会　ｉｎ　Ｋｙｏｔｏ

②　～制度改革～

京都で開催された「第６０回全国ろうあ者大会」。２回目のこの回は、
「制度改革」研究分科会に焦点を当てる。分科会で講演した、内閣府
の障がい者制度改革推進会議担当室の東俊裕室長は、「福祉法の
充実と並んで差別禁止法の制定が必要」と語る。ほかに、さまざまな
展示や式典を紹介。

DVD
15分

3937

ろうを生きる難聴を生きる　学校
訪問・東京都立大塚ろう学校（１）

ことばを育む

聞こえない子どもの教育はどのように行われているか、ひとつの例と
して、東京都立大塚ろう学校の取り組みを紹介する。
　大塚ろう学校には幼稚部と小学部があり、本校と３つの分教室に１
７３人の子供が通う。幼稚部では、手話を覚えるとともに、指文字を通
して日本語を学んでいく。また、小学部では、手話を使って教科書を
理解しながら、算数・国語・理科・社会を学ぶ。
　ことばを育む授業を中心に取り組みを伝える。２回連続シリーズの
１回目。

DVD
15分

3938

ろうを生きる難聴を生きる　学校
訪問・東京都立大塚ろう学校（２）

人と関わる力を

前回に引き続き、東京都立大塚ろう学校のとりくみを紹介する。２回
目は、聴覚障害のある子どもに社会性や「人と関わる力」を身につけ
てもらう取り組みについて。
　幼稚部になると、友だちとの関係が成長に重要な意味を持つように
なる。聞こえない子どもたちは手話でけんかをし、相手の気持ちを手
話で理解して仲直りしていく。
　「大塚クラブ」というＮＰＯ法人の活動では、校内校外から聞こえな
い子どもが参加し、ろうの大人や地域の人とともに、さまざまな集団
活動を行う。授業とは異なる場で、子どもたちは、人との関わり方を
学んでいく。

DVD
15分

3939

ろうを生きる難聴を生きる　あきら
めない　沖縄“風疹児”比嘉真弓

さん　前編

沖縄では、１９６０年代半ばに風疹が大流行した。妊娠中の母親が風
疹に感染したことにより、およそ４００人の障害児が生まれた。そのほ
とんどは聴覚障害がある子どもたちだった。
　風疹児たちの一人、比嘉真弓さんは、聞こえないことでいじめに
あったが、「自分がくよくよしていては前に進めない」と頑張った。高校
生のとき、担任から勧められたのは、「ＮＨＫ青年の主張」に出場する
こと。真弓さんは、自分の生き方を熱く語り、県大会で優勝した。２回
連続シリーズの１回目。

DVD
15分

3940

ろうを生きる難聴を生きる　あきら
めない　沖縄“風疹児”比嘉真弓

さん　後編

風疹児の一人、比嘉真弓さんは、現在県立病院で事務の仕事をして
いる。周囲に自分の障害のことを説明し、「口元を見せてはっきり話し
て」と伝えることで、スムーズに仕事を進めている。
　最近は、「音楽」に挑戦。夫が始めた手話カフェで、車いすの歌手・
我如古盛健（がねこせいけん）さんに出会ってから、苦手だった音楽
が「こころに響く」と感じ始めた。自分の書いた詩を、自分のリズムとメ
ロディーで、自分の声と手話で歌うことに挑戦し始めた。２回連続シ
リーズの２回目。

DVD
15分
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3941

ろうを生きる難聴を生きる　残存
聴力活用型人工内耳

　高音域の聴力がなくなっていても低音域の聴力が多少残っている
人は、これまで人工内耳装用の対象にならなかった。しかし、低音域
の聴力が残っていても、生活上、著しく不便を感じる人は少なくない。
そうした人のために作られたのが、低音域の聴力は補聴器で補いな
がら、高音域は人工内耳を利用する「残存聴力活用型人工内耳」だ。
　虎の門病院（東京）の耳鼻咽喉科部長・熊川孝三さんに、「残存聴
力活用型人工内耳」の特長や適応について聞く。

DVD
15分

3942

ろうを生きる難聴を生きる　補聴
は工夫できる　～めだかの学校

～

「めだかの学校」（愛知県蒲郡市）は、難聴者自身が、聞こえをよくす
るための工夫を重ね、聞こえに悩む人の相談に乗っている団体だ。
校長の三好和宏さんは、４７歳のとき、病気がもとで難聴になり、補
聴器を使い始めた。しかし、いまひとつその効果が実感できず、さま
ざまな補聴の工夫を重ねてきた。
　「めだかの学校」の様子と、三好さんたちの補聴の工夫の数々を紹
介する。

DVD
15分

3943

福祉ネットワーク　シリーズ　い
ま、“言葉”を力に①　ろう重複障

害者を支える

人は言葉によって、人とコミュニケーションを取る。ろう重複障害を持
つ方は、それが困難なために、孤立したり引きこもるケースが多いと
言われる。
　どのような取り組みが求められているのか、支援を行う名古屋の施
設を取材した。

DVD
29分

3944

福祉ネットワーク　福祉用具の事
故をどう防ぐ

障害者や高齢者をサポートする福祉用具。しかし、その利用中の事
故が多発している。
　生活の助けとなる福祉用具で、なぜ事故が起きるのか。安全に活
用するために何が必要なのか。具体的な対応策や事故を防ぐ新たな
動きを探る。

DVD
29分

3945

ハートネットＴＶ　福マガ　７月号
街コン潜入！若者の結婚　大人

気！手話ダンスグループ

　１０００人あたりの結婚の数が、明治時代から調べて最低の数値と
いうデータがある。つまり結婚の割合が減っているのだ。若者の結婚
に対する意識を徹底調査する。
　他に、手話を取り入れたパフォーマンスグループの紹介、さらに被
災地に住む障害者の実態調査や性同一性障害の人をめぐる新たな
動きを紹介する。

DVD
29分

3946

ハートネットＴＶ　後見人が足りな
い！　～鳥取発・成年後見制度

の今～

認知症など判断能力の衰えた高齢者本人に代わり、財産管理などを
行う成年後見人。最近、一人暮らしの高齢者が増え、そのニーズも
増加しているが、なり手が不足している。
番組では、「成年後見ネットワーク鳥取」に所属する寺垣弁護士の活
動に密着。成年後見人制度の今を見つめる。

DVD
29分

3947

ＮＨＫスペシャル　東京大空襲　５
８３枚の未公開写真

東京都文京区の民家で発見された大量のネガフィルム。それは太平
洋戦争末期の東京の空襲被害を撮影した貴重なものだった。軍の許
可を得た報道カメラマンによって撮影された写真の数々は、当時は
軍の情報統制で世に出ることはなかったのだ。克明に記録された空
襲直後の東京の町の様子。写真に写っていた人やその関係者を訪
ね、当時のお話を聞く。

DVD
49分

3948

プロフェッショナル　仕事の流儀
極限の宇宙　コマンダーへの道

宇宙飛行士　若田光一

宇宙飛行士の若田光一さんは、日本人最多の３度の宇宙飛行や、日
本人初の宇宙ステーション長期滞在を経験した。宇宙でのロボット
アームの操縦では世界屈指の腕を持つスペシャリストだ。今回、国際
宇宙ステーション船長の重責を担うことになった若田さんの厳しい訓
練の日々に密着する。

DVD
48分

3949

プロフェッショナル　仕事の流儀
それでも、海を信じている　カキ

養殖　畠山重篤

　宮城県気仙沼の畠山重篤さんはカキ養殖で全国に名をはせる。単
に養殖だけでなく、豊かな海をつくるため森の整備をするなどユニー
クな活動の数々で知られる。畠山さんのカキの質の高さは、本場フラ
ンスまでとどろくほどだ。しかし東日本大震災で養殖場は壊滅。ふる
さとは甚大な被害を受けた。しかし畠山さんは復活に向けて立ち上が
る。震災直後からその復活までの姿を追う。

DVD
48分

3950

プロフェッショナル　仕事の流儀
一途一心、明日をつむぐ　心臓外

科医　天野篤

天皇陛下の冠動脈バイパス手術を担当した天野篤さんは、腕ひとつ
で実績を築いた、たたき上げの人物だ。年間４００件もの手術を行
い、週に５日間は病院に泊まり込み、食事の時間も削って患者を診
る。成功率９８％の実績を支えるのは、地道な作業の積み重ねだ。一
途一心に患者に向き合う天野さんに密着。

DVD
48分
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3951

プロフェッショナル　仕事の流儀
高倉健スペシャル

　高倉健８１歳。日本を代表する俳優だが、その素顔はベールに包ま
れている。「無口」「不器用」そんなイメージがつきまとう高倉だが、実
は話し好き。ロケ先では現地のファンに声をかけ、気さくに会話を楽し
む。６年ぶりに臨む映画撮影の現場に密着しながら、飾らないその素
顔と映画にかける覚悟を追う。

DVD
73分

3952

北の大地が育む少年たち　～北
海道家庭学校の１年～

北海道家庭学校は、全国に５８ある児童自立支援施設の１つであ
る。ここに来るのは、非行を繰り返したり、家庭や社会でトラブルを起
こした少年たち。寮長夫婦と共に暮らし、社会復帰を目指す。
　北の大地に抱かれて成長する少年たちを追った。

DVD
29分

3953

にっぽん紀行　ひとりじゃない　北
海道新得高校　それぞれの春

北海道新得町にある新得高校。町でただ１つの高校で、全校生徒は
約１００人。野球部とラグビー部の部員は、３年生の片桐君と寺田君
の１人ずつだけとなった。休部の危機が迫るなか、２人は互いに支え
合い、ひたすら練習を続けていた。

DVD
25分

3954

ＮＨＫスペシャル　釜石の“奇跡”
いのちを守る特別授業

多数の犠牲者を出した東日本大震災。多くの悲劇の中、釜石の奇跡
と呼ばれる出来事があった。当時、釜石の小中学生は３０００人。そ
のほとんどが自らの判断と行動で、自分だけでなく周りの人々の命を
も救ったのだ。小中学生の彼らになぜそんなことができたのか。命を
守るために、何が大切なのかを考える。

DVD
73分

3955

ＮＮＮドキュメント’１２　そして今
日もうたを歌う

テノール歌手の本田武久さんは有効な治療法のないがんと闘い続け
ている。歌手になるという夢をかなえたやさき、本田さんを襲った病
魔。全身への転移、足の切断…。限りある命と向き合いながら、歌い
続ける本田さんの日々に密着する。

DVD
25分

3956

ちょっと待って！　～原子力事故
防災マニュアル～

日本には多くの原子力施設がある。どこかで事故が起きればあなた
も巻き込まれる可能性がある。事故の危険性と事故が起きた時どう
すればいいか、場面ごとに注意点を解説する。（字幕・手話付き　選
択可能）手話表現者：野口岳史

DVD
28分

3957

消費者トラブル啓発ＤＶＤ　悪質
業者の視点　～次の狙いはあな

たかも～

閉めきった会場で日用品を無料や安価で配り得をした気分にさせて
興奮状態の中で高額商品を売りつける催眠商法。
　「確実に利益は出る。損はしません」と言葉巧みに勧誘する利殖商
法。
　他に、振り込め詐欺の一種である還付金詐欺など、悪質業者の詐
欺に遭わないための注意点を解説する。

DVD
24分

3958

消費者センスを身につけよう 身近に潜むさまざまな消費者トラブル。若者が陥りがちなトラブル事
例を２つ紹介する。
　「商品を購入する時には－自転車を例に考えよう－」　少しでも安く
買いたいと思い、通販で自転車を買ったツトム君だったが…。通信販
売で注意すべきことを紹介する。
　「携帯電話の落とし穴」　携帯電話のサイトには占いやゲームなど
魅力的なサービスがいっぱい。でも無料だと思ってうっかり登録する
と、とんでもないことに…。携帯サイトの悪質業者の手口を紹介する。

DVD
23分

3959

家庭用品等による中毒事故を防
ぐために

子どもの家庭内での中毒事故は、たくさん起こっている。しかし、子ど
もの中毒事故は
発生する状況を理解し対策を行うことで防げる。
　子どもの中毒事故がどのように起こっているのか。どうすれば防げ
るのか事例を基に解説する。他に高齢者の中毒事故を防ぐポイント
も紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：高井洋

DVD
28分

3960

もしあなたが消費者トラブルに
あったら…　～消費者センスを高

めよう！～

何でも買えるネットショッピングの世界。しかしネットを活用するには
守るべきルールがある。そして 危ない落とし穴もある。高校生の２人
が経験したネットショッピングの落とし穴を紹介する。
　他に、投資用教材ソフトを数多く売れば簡単に利益を得られると誘
われた大学生の経験を紹介する。

DVD
23分

3961

ＪＡ共済　自転車交通安全教育Ｄ
ＶＤ　事故・・・。それは突然に。

年々、自転車が歩行者を傷つける事故が急増している。交通違反に
よる事故と増え続ける加害事故。
　自分だけは事故に遭わないと思う人が多い中、ふいに襲ってくる事
故の恐怖。どうすれば防げるのか、さまざまな事例を基に解説する。

DVD
26分
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3962

ＪＡ共済　小学生向け交通安全教
育ＤＶＤ　１・２年生向け 歩行編

歩行における交通ルールの基本を定着させるための教材ＤＶＤ。
　ルーとルが、小学１年生と２年生向けに、道路の歩行のしかた、危
険なことなどを、わかりやすく解説する。（字幕・手話付き　選択可能）
手話表現者：森田明

DVD
20分

3963

ＪＡ共済　小学生向け交通安全教
育ＤＶＤ　３・４年生向け 自転車基

本編

自転車の基本的な交通ルールを定着させるための教材ＤＶＤ。
　ルーとルが、小学３年生４年生に、道路上で予測される危険や自転
車の安全な乗り方をわかりやすく解説する。（字幕・手話付き　選択
可能）手話表現者：森田明

DVD
22分

3964

ＪＡ共済　小学生向け交通安全教
育ＤＶＤ　５・６年生向け 自転車発

展編

　交通社会の一員として必要な、自転車の交通ルールを学習する教
材ＤＶＤ。
　高学年向けにドラマや実写を交え、危険行為が招く悲惨な事故や
安全を守るための行動を伝える。（字幕・手話付き　選択可能）手話
表現者：森田明

DVD
27分

3965

あしたをつかめ　平成若者仕事
図鑑　私だけの「美」を創り出

せ！　ヘアメーキャップアーティス
ト

モデルたちのヘアスタイルを決めるのがヘアメーキャップアーティス
ト。確かなテクニックと幅広い知識、そして豊かな発想で美の世界を
創り出す。
　しかしトップアーティストとして活躍できるのはほんの一握り。厳しい
競争に勝ち抜き実力を認められなければならない。
　ヘアメーキャップアーティストの仕事を紹介する。

DVD
24分

3966

あしたをつかめ　平成若者仕事
図鑑　より多くの人に見てほしい

ウェブデザイナー

　いつでもどこでも私たちに情報を提供してくれるのがインターネット
上のウェブサイト。現在、ウェブサイトの数は全世界に１兆以上と言
われる。
　ウェブサイトを介して行われる経済活動は年々拡大し市場規模は
日本だけでも１０兆円に達する。
　ウェブサイトを作るウェブデザイナーの仕事を紹介する。

DVD
24分

3967

シャキーン（平成２４年１０月１５日
放送）

子どもたちを「シャキーン！」と目覚めさせ、楽しい１日をスタートさせ
るための知的娯楽番組。雲の上のなぞの秘密基地を舞台に、愉快な
仲間といっしょに頭を使った楽しいエクササイズやクイズなどを体験
する。今回から、食べ物についてのナオトの新コーナーも始まる。

DVD
15分

3968
シャキーン（平成２４年１０月１６日

放送）
今回は、北海道に飛んだナオトの「目クササイズ」から番組が始ま
る。そのほかにも、「全問正解クイズ」やアニメなど楽しいコーナーが
盛りだくさんに紹介されている。

DVD
15分

3969

少年ケニヤ 大林宣彦監督のアニメ映画。舞台は１９４１年のケニヤ。貿易商の村
上大助は息子のワタルを連れて奥地との最後の取引に出かける。し
かしそこで第二次世界大戦が勃発。２人は生き別れになる。ワタルは
マサイの酋長ゼガと出会い、父親を捜す旅に出る。

　１９８４年　大林宣彦監督作品。（上映会使用の際は事前届出が必
要です）

DVD
110分

3970

釣りバカ日誌スペシャル スーさんこと、鈴木建設社長・鈴木一之助のもとに、友人である銀座
栄光堂の社長山内昭男が訪ねて来た。息子の健吾が鈴木建設営業
３課の佐々木課長の娘・志野に一目惚れしたという。スーさんは見合
い話をまとめようとするのだが。森崎東監督作品。（上映会使用の際
は事前届出が必要です）

DVD
106分

3971

釣りバカ日誌８ 　一之助は、亡き親友の娘で外科医の和美から大腸の検査を受け
る。一之助はそのお礼にと、和美を釣りに誘い、伝助と伝助の釣りの
弟子である省平とともに福島県いわき市で釣りを楽しむ。最初は反発
した省平と和美だが心惹かれ合うようになり…。栗山富夫監督作品。

DVD
107分

3972

釣りバカ日誌９ 鈴木建設営業３課に新任部長が配属されてきた。それは、なんとハ
マちゃんと同期の馬場だった。仕事一筋で出世してきた馬場だった
が、家庭のほうでは妻と離婚し息子と二人暮らし。親子関係もうまく
いってなかった。そんな馬場にも実は内心想う人がいたのだが…。栗
山富夫監督作品。（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
115分

3973

釣りバカ日誌１０ 鈴木建設の社長スーさんは、仕事に追われる日々に嫌気がさし、社
長を辞めると宣言して会社を飛び出してしまう。しかしハマちゃんにた
しなめられ、ビル管理の会社に再就職。そこで、鈴木建設に派遣され
ることになってしまう。栗山富夫監督作品。（上映会使用の際は事前
届出が必要です）

DVD
111分

48 



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時　間

3974

一枚のハガキ 戦争末期に招集された中年兵１００人は、上官の引くくじで赴任する
戦地が決められた。フィリピンに行くことになり、生きて帰れないと
悟った森川は、妻・友子からのハガキを戦友の啓太に託す。終戦後、
生き残った啓太はハガキを届けに行く。友子は家族４人を失い、独り
で農業をして戦争を呪って生きていたが…。新藤兼人監督作品。（上
映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
115分

3975

がんばっぺ　フラガール！
　～フクシマに生きる。彼女たち

のいま～

　２０１１年３月１１日、東日本大震災で発生した津波や原発事故で大
きな被害を受けた福島県いわき市。長い間、東北のハワイとして親し
まれてきたレジャー施設・スパリゾートハワイアンズも再開が危ぶま
れた。再開を目指して頑張る従業員の姿や全国キャラバンを行った
フラガールたち、そしてサブリーダーの大森梨江さんの日常を織り交
ぜながら、震災半年後の再オープンまでの日々を追う。小林正樹監
督作品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
103分

3976

僕達急行　Ａ列車で行こう のぞみ地所に勤める小町と、父親が経営するコダマ鉄工所で働く健
太。２人の趣味は鉄道。いわゆる鉄道マニアだ。ふとしたことで知り
合った２人は意気投合。九州に転勤となった小町のもとへ、失恋した
健太が訪ねてくる。そこでも鉄道を愛する人物との意外な出会いがあ
り、それが思わぬ展開に…。恋に仕事に鉄道に、すべてにマイペー
スな２人の鉄道マニアの物語。森田芳光監督作品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
118分

3977

苦役列車 中卒の貫多は日雇い労働でその日暮らしの生活を続けていた。性犯
罪者を父に持つひけめから友人も恋人もいない。そんな貫多の数少
ない楽しみは読書と酒とソープランド。職場で知り合った専門学校生
の正二や、ひそかに想いを寄せる康子と若者らしいひとときを過ごす
貫多だったが…。２０１１年芥川賞受賞作を映画化。２０１２年、映画
芸術日本映画ベストテン第１位。山下敦弘監督作品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
114分

3978

はやぶさ　遥かなる帰還 ２００３年５月９日、小惑星探査機はやぶさが打ち上げられた。目的は
３億キロ離れた小惑星イトカワへ行き、太陽系の起源を探る手がかり
となる小石や砂を持ち帰るサンプルリターンだった。しかしはやぶさ
の旅はトラブルの連続。プロジェクトチームの面々は、度重なるトラブ
ルを、知恵と工夫で乗り越えていく。そしてついに２０１０年、当初の予
定を大幅に遅れて、はやぶさが地球に帰ってきた。瀧本智行監督作
品。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
137分

3979

きょうの健康　耳のトラブル解決
法

耳鳴りは早めに対処

外から耳に入ってくる音ではなく、耳の内部に原因があって「ジー」
「ピー」などの不快な音が聞こえるのが耳鳴り。耳鳴りは、「耳垢（じこ
う）の詰まり」「中耳炎」「加齢性難聴」「突発性難聴」などの耳の病気
のほか、聴神経にできた腫ようなど病気で起こることもある。耳鳴り
の対処について、信州大学の岩崎聡先生に伺う。

DVD
15分

3980

きょうの健康　耳のトラブル解決
法

日常生活を守る難聴治療

成人になってから起こる難聴は、ＷＨＯの調査で日常生活に支障を
来す障害の１位とされている。音がよく聞こえなくなるとスムーズな会
話が困難になり、コミュニケーションがうまくいかなくなると、ストレス
はさらに強まる。
難聴の種類と治療について、信州大学の岩崎聡先生に伺う。

DVD
15分

3981
きょうの健康　耳のトラブル解決

法
自分にあった補聴器選び

現在使われている主な補聴器には「耳あな型」「耳掛け型」「ポケット
型」があり、目立ちにくいものやカラフルなものなどデザインも多い。
補聴器の選び方を信州大学の岩崎聡先生に伺う。

DVD
15分

3982

きょうの健康　薬の上手なつきあ
い方　危険なのみ合わせ　どう防

ぐ？

高齢者はかかっている病気が複数で、多くの種類の薬をのんでいる
人が多い。しかし薬にはのみ合わせがあり、食品やほかの薬との組
み合わせによっては、思わぬ副作用を招くものもある。安全に複数の
薬を管理するには、おくすり手帳が便利だ。東京大学の澤田康文先
生を迎えて、薬の危険なのみ合わせやおくすり手帳の使い方につい
て伺う。

DVD
15分
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3983

きょうの健康　薬の上手なつきあ
い方　高齢者の副作用　どう対

処？

高齢者はのんでいる薬の種類や量が多いため、副作用が心配だ。
副作用を起こした人の割合を調べると、年齢が上がるほど割合が増
えている。なぜ高齢者に薬の副作用が多いのか。リスクが高まる高
齢者特有の理由と、その対処方法を専門家に伺う。講師は東京大学
の澤田康文先生。

DVD
15分

3984

すくすく子育て　すくすく家族の防
災対策

番組では、小さな子どもがいる家庭で必要となる防災グッズについて
紹介する。また地震などの災害時に子どもを守る姿勢などを紹介。
『私の子育て』では、アルピニストの野口健さんの子育てを紹介。また
『これも知りたい』では、知らない人に子どもがあいさつするときにつ
いてアドバイスしている。

DVD
29分

3985

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１０　怪しげな行動！ジョン

を尾行しろ

　ジョンの様子が最近おかしい。やけにそわそわして１人で朝から出
かけている。実はタイガー・リリーに会いに行っていたのだ。リリーか
ら家に来るように誘われて大喜びするジョンだが、カーリーたちは行く
のを止める。リリーのお父さんは悪魔で、リリーの家に行って帰った
者はいないと言うのだ。

DVD
24分

3986

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１１　新兵器！水陸両用シ

ンデレラの馬車？

　ネバーランドの子どもたちは、おばあさんの顔を見たことがない。そ
こでピーターパンは、フック船長の大事にしているお母さんの絵を盗
んで持ってきた。大事な絵を盗まれたフック船長は、手下に絵を捜す
ように命令する。

DVD
24分

3987

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１２　海賊も逃げる？マイケ

ルの怖い話！

ある雨の日。遊びに行けないピーターパンたちは、怖い話をして悲鳴
をあげたら負け、という遊びをすることに。一番目のピーターパンのこ
わ～い冒険話に悲鳴をあげそうになる子どもたち。そこへ海賊の手
下がやって来て…。

DVD
24分

3988

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１３　救出作戦開始！ピー

ターパンを助けろ

フック船長のワナにかかってピーターパンが捕まってしまった。何とか
助けようとするウェンディたちは、フック船長の苦手な時計ワニに目を
付ける。ところがせっかくの作戦も失敗。早く助けないと、ピーターパ
ンが処刑されてしまう。

DVD
24分

3989

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１４　スノルム山の悪魔とマ

イケルの勇気

ウェンディがかぜを引いた。熱が高くて苦しそうだ。でも病気になった
ことのないネバーランドの子どもたちは、かぜも薬も知らない。氷で熱
を冷まそうと考えたマイケルは、雪のあるスノルム山に行くことにす
る。だが、スノルム山には恐ろしい悪魔がいるのだった。

DVD
24分

3990

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１５　フックを裏切れ！海賊

をやめたチェッコ

フック船長に日ごろの失敗を怒られて、処刑されそうになったチェッ
コ。危ないところをピーターパンに助けられて、「もう海賊は辞めて
ピーターパンの仲間になる」と言いだす。カーリーたちはチェッコと仲
よくなるが、ジョンだけはチェッコの様子を怪しいとにらんでいた。

DVD
24分

3991

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１６　ウェンディ怒る！ピー

ターパンて大嫌い

白雪姫のようなドレスを着たいと言うウェンディのために、みんなでド
レスを飾る花を摘みに行くことにした。ところが次の日、ピーターパン
は約束を忘れて大トカゲを捕まえに行ってしまった。カンカンに怒った
ウェンディは家を飛び出してしまう。

DVD
24分

3992
世界名作劇場　ピーターパンの

冒険　１７　ジョンが眠れない！眠
りの精を捕まえろ

　ジョンが眠れなくなってしまった。ヒツジを何匹数えても効果がな
い。するとピーターパンが、眠りの精の歌声を聞けばすぐに眠れると
言いだす。だが、眠りの精はフック船長が捕まえているのだという。

DVD
24分

3993

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　１８　勇気を示せトートル

ズ！海賊の旗を奪え

　みんなから、何をやっても失敗ばかりとばかにされているトートル
ズ。とうとう遊びにも一緒に連れて行ってもらえなくなってしまった。み
んなを見返してやろうと、ウェンディと一緒に海賊の旗を奪おうとする
が…。

DVD
24分

3994
世界名作劇場　ピーターパンの

冒険　１９　フックの決意！消えた
海賊船の謎？

いつもピーターパンにやられてばかりのフック船長がとうとう本気に
なった。手下たちにピーターパンの隠れ家を襲うように命令する。
ピーターパンの留守に襲われた子どもたち。さあ、どうなる！？

DVD
24分

3995

世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　２０　絶体絶命！ウェンディ

が霧の谷に消えた

みんなに大事にされるウェンディに焼きもちをやいているティンク。そ
こへフック船長が「少しだけウェンディを懲らしめよう」と言ってくる。
ちょっぴりだけという言葉に釣られて、ティンクはウェンディをおびき出
す手伝いをしてしまう。

DVD
24分

3996
世界名作劇場　ピーターパンの
冒険　２１　ウェンディを救え！命

をかけたティンク

フック船長のワナにはまってしまったピーターパン。ウェンディも船長
に捕まってしまった。絶体絶命のピーターパンを救うために、ティンク
が命をかける。そして子どもたちも反撃に立ち上がった！

DVD
24分
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3997

名作ホスピタル　記憶力×世界
名作劇場「南の虹のルーシー」

　　体を守るヒントはアニメの中にあった！？アニメの中に、健康のヒ
ントを探る「名作ホスピタル」。今回のテーマは「記憶力」。

　世界中の名作物語の感動をアニメで伝える「世界名作劇場」。その
中の一作「南の虹のルーシー」の主人公ルーシーは、勉強は苦手だ
けど動物のことに関してはすごい記憶力の持ち主。番組では、人の
名前を覚える達人を紹介。人の名前を覚えるコツを紹介する。

DVD
15分

3998

名作ホスピタル　思い出す×世界
名作劇場「南の虹のルーシー」

　「南の虹のルーシー」の主人公ルーシーは、事故により記憶喪失に
なってしまう。ところが、あることがきっかけで記憶を取り戻すことに成
功する。ルーシーが記憶を取り戻した方法に、記憶の重要なヒントが
隠されていた。記憶の種類や、なくしたものを思い出すのに役立つ
「行動思い出し術」などを紹介する。

DVD
15分

3999

名作ホスピタル　ニガテなもの×
「おじゃる丸」

体を守るヒントを名作アニメの中から探る「名作ホスピタル」。今回の
テーマは「にがてなもの」。「おじゃる丸」は、千年の時を超えて現代に
やって来た妖精のおじゃる丸のまったり生活を描いた癒し系アニメ。
おじゃる丸が居候する家の男の子・カズマは犬がにがて。誰にでもあ
る「にがてなもの」だが、「にがて」という気持ちには「恐怖感」が関係
しているという。

DVD
15分

4000

名作ホスピタル　ニガテ克服×
「おじゃる丸」

　「おじゃる丸」が居候する家の男の子・カズマは犬がにがて。実はカ
ズマの行動ににがてを克服できない原因、負のスパイラルが隠され
ていた。そのスパイラルからの脱出方法を学ぶ。また、出演者もにが
て克服の治療を体当たりで行う。

DVD
15分
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