
番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

4001

ＦＮＳソフト工場
教えよう。常識の非常識
ご主人、それ間違ってます。

人間社会にあふれる常識には、間違ったものもたくさんある。人間
たちの間違った思い込みを紹介する。
「ウサギは本当にニンジンが好物？」「ネズミはみんなチーズが大
好物？」「立ちくらみ」の正式名称は？「貧乏ゆすりは悪い癖な
の？」など。

DVD
48分 

4002

プロフェッショナル　仕事の流儀
希望のリハビリ、ともに闘い抜く
リハビリ医　酒向正春

リハビリの現実は、決してなまやさしいものではない。脳卒中によ
る後遺症を抱えた患者の中には、せん妄やうつ病など、精神的な
ダメージを負ってしまうケースが少なからずあり、それがリハビリを
難しくする。しかし酒向（さこう）は、どんなに困難なケースでも、最
後の最後まで粘り抜く。リハビリには、患者の人生を取り戻すとい
う大切な役割があると、信じているからだ。（ＮＨＫ ＨＰより）

DVD
48分

4003

きょうの健康
うつ病　あなたに合った治療法
軽症なら薬はより慎重に

２０１２年、日本うつ病学会は、日本初のうつ病治療に関するガイ
ドラインを作成した。番組では、ガイドラインの作成委員長を務め
た防衛医科大学校病院病院長の野村総一郎さんを迎え、うつ病
治療の最新情報をお伝えする。
  うつ病は、症状の重さ、年齢、もともとの性格傾向などの要素で
治療方法が微妙に異なってくる。大切なのは患者ごとのうつ病の
タイプを見極めた上で、治療法を選んでいくことだという。
  第１回目は「軽症なら薬はより慎重に」。軽症のうつ病にはカウ
ンセリングなどの精神療法が効果的だという。

DVD
15分

4004

きょうの健康
うつ病　あなたに合った治療法
高齢者もあきらめないで

第２回目は「高齢者もあきらめないで」。うつ病というと働き盛りに
多いイメージだが、実は高齢者にも患者は多い。高齢者は、体の
調子が悪くて憂鬱なのは当たり前と周囲の人に思われて、病気が
見逃されることもある。また高齢者のうつ病では、認知症との区別
に注意することも大事だ。薬の服用に関する注意や、うつ病予防
のために周囲の人にできるサポートなどを紹介する。

DVD
15分

4005

きょうの健康
うつ病　あなたに合った治療法　“
現代型”どう向き合う？

第３回目は「現代型　どう向き合う？」。最近、急増していると言わ
れる現代型と呼ばれるうつ病。「きちょうめんでまじめ、自分を責め
てしまう人がなる。」という従来のうつ病のイメージとは異なり、「仕
事は無理だが自分の好きなことはできる。周りを責める」という患
者もいる。現代形うつ病に効果的といわれる認知行動療法や従
来のうつ病治療との違いなどを紹介する。

DVD
15分

4006

花のお江戸の釣りバカ日誌 時は江戸末期。世の中が大きく変わりゆく時代に、毎日釣りばか
りしている男がいた。その男・浜崎伝助は長屋で浪人暮らしの身。
世の中は不景気真っ盛りで、仕官の口はなかなか見つからない。
そんなある晩、隅田川に釣りへ出掛けた伝助は、鈴木一之助とい
う老人と知り合い、意気投合する。実は一之助は庄内藩の江戸家
老だった。監督：栗山富夫
（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
118分

4007

眠狂四郎　殺法帖 　加賀宰相斉泰は、豪商・銭屋五兵衛と組んで密貿易をして巨富
を得ていたが、公儀に発覚するのを恐れて銭屋を殺害した。銭屋
に恩義を被った陳孫は、復讐のために狂四郎に味方になってくれ
と求める。一方、斉泰は奥女中の千佐を間者に仕立て、狂四郎の
もとに送り込んでいた。加賀藩の存亡を握る品を忍ばせた碧玉の
仏像をめぐり、陳孫、伊賀忍者、狂四郎が火花を散らす。監督：田
中徳三（上映会使用の際は事前届出が必要です）

DVD
81分

4008

きょうの健康　今度こそ痛み解
消！ひざ徹底治療ひざが痛みだ
したら

ひざに痛みを抱えている人は、年齢が高くなるにつれて増えてい
く。中高年のひざの関節疾患で多いのが変形性ひざ関節症。ひざ
の痛みの仕組みについて、高知大学講師の池内昌彦先生に伺
う。

DVD
15分

4009

きょうの健康今度こそ痛み解消！
ひざ徹底治療びっくり！運動の効
果

ひざの痛みの治療の柱は、運動療法、減量、薬物療法、手術。な
かでも運動療法の効果は大きく、ひざの痛みを和らげる治療の基
本となる。
　運動療法の「筋力の強化」「肥満の予防・改善」「鎮痛効果」の３
つの効果について専門家に伺う。

DVD
15分

4010

きょうの健康　今度こそ痛み解
消！ひざ徹底治療しつこい痛みも
薬で解決

ひざの痛みが強いために運動できない場合は、薬を用いて痛みを
取り除くことが必要だが、。薬を用いるタイミングは、痛みの程度
によって少しずつ異なる。
  ひざの治療薬について専門家に伺う。

DVD
15分
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4011

きょうの健康  今度こそ痛み解
消！ひざ徹底治療　自分にあった
手術で快適生活

変形性ひざ関節症の治療では運動療法と減量が基本で、痛みが
強い場合は薬を用いる。
しかし、こうした治療で痛みが改善しない場合は手術が検討され
る。
　ひざの手術について専門家に伺う。

DVD
15分

4012

東日本大震災
～被災聴覚障害者支援（岩手・宮
城・福島）～

２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災では、多くの聴覚障害
者の方々や、そのご家族も被災した。
　被災した聴覚障害者の方々の体験と、岩手県聴覚障害者協会、
福島県聴覚障害者協会、宮城県ろうあ協会、救援中央本部の支
援活動について伺う。
　また、震災をきっかけに各地で行われている防災の取り組み例
を幾つか紹介する。

DVD
105分

04015
B－3

東海テレビ開局５５周年記念
真夜中のお伊勢さん　遷御の夜

に生放送

　伊勢神宮で２０年に１度行われる式年遷宮の最大の神事「遷御
の儀」。ご神体を新しい社殿に移し替える「遷御の儀」は午後８時
から闇の中で行われる。
　厳粛な儀式をいち早く紹介するとともに、式年遷宮の意義や歴
史的背景など、ゲストを招き生放送で語り合う。

DVD
75分

04016
B－3

―心の都へスペシャル―　千年
の都　美の旅人

　女優の栗山千明が紅葉に色づく秋の京都をめぐる。美しい京料
理を彩る生麩（なまふ）づくりに挑戦したり、色鮮やかな京繍（きょ
うぬい）と呼ばれる伝統刺繍の職人に会いに行く。古都・京都の紅
葉の名所も紹介。旬の素材を使った京料理に舌鼓を打つ。

DVD
46分

04017
B－3

金曜プレステージ　祝！
富士山決定記念

この夏、日本人が一番行きたい
世界遺産２０１３

　一生に一度は行ってみたい世界遺産の数々。今回は日本人に
大人気の世界遺産３か所を３組の旅人が訪れる。フランスのモン
サンミッシェルを訪ねるのは、仲良し女子友の優香と浜口京子。ペ
ルーのマチュピチュへは、船越英一郎と平山あや。そしてカンボジ
アのアンコールワットへは、高橋英樹と真麻親子が旅する。

DVD
95分

04018
B－3

きょうの料理　ニッポンおいしい手
仕事　甘酒

　米麹（こめこうじ）の力を借りて作られる甘酒。酒といってもアル
コールは含まず、糖やアミノ酸など体にいい成分が入っている。江
戸時代は夏の栄養ドリンクとして売られていた甘酒。保温水筒を
使って家庭で手作りする方法を紹介。その他甘酒を使ったレシピ
も紹介する。

DVD
25分

04019
B－3

釣り百景　北海道・石狩川で
伝説の魚オショロコマに出会う

　昔、アイヌの人々が「オソル　コ　オマ（特別なイワナ）」と呼んだ
魚オショロコマ。日本では北海道だけに住む美しい魚だ。俳優の
田中要次がオショロコマ釣りに挑戦。北の大地で渓流釣りを堪能
する。

DVD
47分

04020
B－3

ＪＮＮルポルタージュ　光と音を
失った女子大生　―絶望から希

望への記録―

　大学生の荒美有紀さんは、視覚と聴覚の重複障害者である「盲
ろう者」。美有紀さんは難病を患い、２年前に視覚と聴覚を失った
が、点字を猛勉強し大学に復学。
　一方で、３０年間、全くサポートを得られなかった盲ろうの男性も
いた。
　彼の人生には情報を受けることも発信することもできない盲ろう
者の困難さと支援の難しさがあった。
　２人の経験から盲ろう者に対する支援のあり方を考える。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：小野寺善子

DVD
25分 

04021
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
“たま手ばこ”の紙芝居①　マボロ

シノハナ

　「たま手ばこ」は、ろう者の那須善子さんと、聞こえる樋口澄江さ
ん・小泉京子さんの３人が作る、紙芝居と手話語りのグループ。各
地のろう学校やイベントに招かれて、公演を続けている。この「た
ま手ばこ」の公演を２回にわたって紹介する。
　演目は「マボロシノハナ」。好奇心旺盛な子どもクロとマシロは、
ある日大きな川を渡って向こう岸に行く。親から「行ってはいけな
い」と言われていた場所だ。そこには楽しいことがいっぱいあった
が、食いしん坊のマシロが毒草を食べてしまい…。

DVD
15分

04022
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　“たま
手ばこ”の紙芝居②　ユメノシマ

　紙芝居と手話語りのグループ「たま手ばこ」の公演を、前回に引
き続き紹介する。
　今回の演目は「ユメノシマ」。好奇心旺盛な子ども、クロとマシロ
はある日、洞窟に入った。親から「行ってはいけない」と言われて
いた場所だ。２人は、そこで出会った海賊船の船長とともにユメノ
シマに出かける。ユメノシマは、甘いお菓子でできた島だった。

DVD
15分 
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04023
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
途上国の障害者とともに

～アジア経済研究所　森壮也さん
～　前編

　途上国の障害者の生活を向上させるためには、調査による実態
把握と研究が欠かせない。その研究者の１人が、ろう者の森壮也
さんだ。森さんは、日本貿易振興機構「アジア経済研究所」主任研
究員として、「障害と開発」の分野で１０年間、調査・研究を続けて
いる。その森さんに２回にわたって話を聞く。
　前編は、途上国で障害のある人の生活を障害のない人の生活
と同じように改善していくために必要となる「障害と開発」の視点に
ついて伺う。

DVD
15分 

04024
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
途上国の障害者とともに

～アジア経済研究所　森壮也さん
～　後編

　途上国の障害者の生活を向上させるため現地調査を続ける森
壮也さんに、前回に引き続き話を聞く。
　後編は、森さんたちが２００７年から始めたフィリピンの障害者の
生計調査から浮かび上がった障害者の深刻な生活実態や、途上
国における障害当事者団体の役割、これからの国際協力につい
て伺う。

DVD
15分 

04025
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　“海の
魅力を伝えたい”　水族館学芸員

長谷部阿由美さん

　難聴者の長谷部阿由美（はせべ・あゆみ）さんは、静岡県にある
東海大学海洋科学博物館の学芸員。大学で海の生物について学
び、「多くの人に海の魅力を伝えたい」と水族館に就職した。
　魚たちの泳ぎ方チェックや水槽掃除、餌やりなどの日々の業務
や、小中学校の体験学習案内など、水族館の仕事に励む長谷部
さんの一日を追う。

DVD
15分 

04026
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
地域のろう者に寄り添って

～ＮＰＯ法人にいまーる①～

　新潟市のＮＰＯ法人「にいまーる」は、ろう者の就労支援と手話
の普及に取り組んでいる。その運営に中心となって取り組むの
は、ろう者の臼井千恵さん。
　臼井さんは、地域活動支援センター「手楽来家（てらこや）」を
オープンさせた。「手楽来家」は、聞こえない人たちの就労支援に
取り組む。中でも宅配便の会社から受注するメール便の配達は現
在３００通にのぼる。聞こえない人たちの仕事ぶりや支援を行うス
タッフの活動を紹介する。２回シリーズの１回目。

DVD
15分 

04027
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
築け！健聴者とのネットワーク
～ＮＰＯ法人にいまーる②～

　新潟市のＮＰＯ法人「にいまーる」の活動を、前回に引き続き紹
介する。
　「にいまーる」の臼井さんは、新潟大学手話サークルや新潟市郊
外の公民館での地元手話サークル会員への手話指導や、新潟市
のビジネス専門学校で手話の講義を受け持っている。
　ビジネス専門学校では、去年から手話のスピーチ大会が秋に行
われるようになった。大会に向け、出場する学生への指導にあた
る臼井さんの姿を追い、大会のもようを紹介する。２回シリーズの
２回目。

DVD
15分 

04028
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　聞こえ
ない学生が大学で学ぶために①

情報保障

　聴覚障害のある学生のために情報保障を行う大学はしだいに増
えてきているが、情報保障の量や質はさまざまだ。
　群馬大学を例に、２人のテイカーが連係して入力し教員の話の
ほとんどを文字化しようというパソコンテイク、講義のライブ感まで
伝えられる手話通訳、聴覚障害のある学生に的確にアドバイスで
きる支援室などのとりくみを紹介し、情報保障のありかたについて
考える。２回シリーズの１回目。

DVD
15分 

04029
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
聞こえない学生が大学で学ぶた

めに②
エンパワメント

　エンパワメントとは、学生自身が「問題を解決する方法を考え、
環境を変えていく力」を高めていくこと。大学の情報保障を充実さ
せるためにも、社会に出て働く準備をする上でも、大学在学中の
エンパワメントの機会が重要だと言われる。
　宮城教育大学で開かれた「聴覚障害学生エンパワメント研修会」
に密着、情報保障と並んで大切なエンパワメントについて考える。
２回シリーズの２回目。

DVD
15分 

04030
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
ろう重複の子どもを地域で育てる

～ＮＰＯ法人“つくし”①～

　愛知県内で６つの事業所を運営するＮＰＯ法人「つくし」は、ろう
重複障害のある大人の支援とともに、学齢期の子どもの支援を
行っている。
　「つくし」の事業所のひとつ「おれんじ」では、手話のできるスタッ
フが、ろう学校への通学や、子どもの土日の外出に付き添う。「お
れんじ」の活動を通して、ろう重複の子どもに対する移動支援の意
義を伝える。２回シリーズの１回目。

DVD
15分 
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04031
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　ろう重
複の子どもを地域で育てる　～Ｎ

ＰＯ法人“つくし”②～

　ＮＰＯ法人「つくし」の事業所のうち、ろう重複の子どもの放課後
支援を行うのが、名古屋市の「つくしっこ」と豊橋市の「楓（かえ
で）」。放課後や土日の「活動の場」を提供する取り組みだ。友だち
と自由に遊ぶ、友だちや職員の手話に触れる、そうしたことのひと
つひとつが、ろう重複の子どもの成長につながっていく。
　「楓」の活動を通して、ろう重複の子どもに対する放課後等デイ
サービスの意義を伝える。２回シリーズの２回目。

DVD
15分 

04032
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
全国中途失聴者・難聴者福祉大

会ｉｎ埼玉

　さいたま市で開かれた「第１８回全国中途失聴者・難聴者福祉大
会」。制度改革、メンタルヘルス、補聴の工夫など、さまざまなテー
マについて話し合う分科会と、全体会が行われた。
　ニーズはあるのに福祉サービスを受けられない「中軽度難聴」の
人への支援について考えた「制度改革分科会」（障害の範囲とデ
シベルダウン運動）を中心に、この大会を紹介する。

DVD
15分 

04033
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
写真家①　鉄道の輝きを　持田昭

俊さん

　ろう者の持田昭俊さんは、２０１２年でプロ活動２５周年となるベ
テランのカメラマンだ。
　持田さんは、光と影をたくみに表現したＳＬの写真で知られてい
るが、それと並んで多くのファンを魅了しているのが新幹線の写
真。スピード感とフォルムの美しさを表現するために、これまでさま
ざまな工夫を重ねてきた。持田さんの撮影の様子を紹介しなが
ら、鉄道写真へのこだわりを聞く。

DVD
15分 

04034
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　写真
家②　その人らしさを　齋藤陽道

さん

　ろう者の齋藤陽道さんは、新人写真家の発掘をする「写真新世
紀」で優秀賞を取るなど、注目される若手カメラマンの１人。１年前
に出版された写真集「感動」が評判を呼んでいる。
　「感動」には障害のある人やお年寄りの写真が並び、「その人で
しかありえない日常」が描かれている。視覚障害のある太鼓奏者
を撮影する様子を紹介しながら、人物写真へのこだわりを聞く。

DVD
15分 

04035
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
聴導犬のいる暮らし（１）

安心がそこにある　東彩さんと“あ
みのすけ”

　東彩（あずま・あや）さんは、京都生まれ。１０年前に結婚し、夫
の転勤で埼玉県へ引っ越してきた。周りの人がいろいろと教えてく
れたそれまでと違い孤独感が強く、また、聞こえないことから仕事
もうまくいかず、聴導犬を利用することにした。
　聴導犬「あみのすけ」は彩さんに、チャイムやファックスの着信音
などさまざまな音を教えてくれる。去年９月に生まれたばかりの
娘・史帆ちゃんの泣き声も知らせてくれる。安心して暮らせるよう
になった東さん一家の日常を紹介する。２回シリーズの１回目。

DVD
15分 

04036
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
聴導犬のいる暮らし（２）

　自信をくれた　岸本淑子さんと
“みかん”

　岸本淑子さんと夫の宗也さんは、ともに耳が聞こえない。聴導犬
「しん」とともに暮らしている。
　最初の聴導犬「みかん」は、１２年前に岸本家にやってきた。当
時、淑子さんはたいへんな人見知りだったが、「みかん」と生活す
るようになって、家族が驚くほど変わっていった。自分に自信が持
てるようになったのだ。「みかん」は、２０１２年７月に亡くなった。岸
本さんが「みかん」とともに過ごした日々を振り返る。

DVD
15分 

04037
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　デフリ
ンピック２０１３　雪辱を誓って　～

男子サッカー～　前編

　２０１３年７月２６日～８月４日、ブルガリアのソフィアで、第２２回
夏季デフリンピックが開かれた。デフリンピックは、４年に１度開か
れる、ろう者のスポーツの祭典だ。
　金メダルを目指して練習に打ち込む男子サッカーのメンバー。代
表候補合宿の様子や、日々の生活の中でトレーニングを重ねる
選手の姿を追う。２回シリーズの１回目。

DVD
15分 

04038
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　雪辱を誓っ

て
～男子サッカー～　後編

　前回のデフリンピックで１２位と低迷した男子サッカー。チームは
その悔しさを胸に練習を重ね、去年はアジア大会で初優勝した。
今回の大会の派遣が決まれば、アジアチャンピオンとしてデフリン
ピックに挑むことになる。
　２月に鹿児島で行われた代表候補合宿や、仕事をしながらサッ
カーに打ち込む代表候補選手の日常の姿を伝える。２回シリーズ
の２回目。

DVD
15分 

04039
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
聞こえる仲間と最高のダンスを

高木里華さん

　高木里華さんは、手話パフォーマー。３８歳でＯＬを辞め、専門学
校でダンスを学んだ。それまでにない、手話とダンスを融合させた
表現をしたいと思ったからだ。以来１０年間、もとの曲の歌詞を自
然な手話に移し替える翻訳と、ダンスを取り入れたリズミカルな動
きを追求してきた。
　高木さんは、いま、聞こえる仲間とともに、手話パフォーマンスの
公演をしている。聞こえない人と聞こえる人が助け合うことで、より
すばらしいパフォーマンスができると語る高木さんの思いと、ろう
学校でのワークショップの様子を紹介する。

DVD
15分 

4 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04040
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　手話
のすすめ　中途失聴した人へ

佐々木あやみさん

　佐々木あやみさんが聴力を失ったのは２７歳のとき。子ども向け
のショーで、司会と歌の仕事をするのが好きだった佐々木さんに
とって大きなショックだった。しかし、「中途失聴者のための手話教
室」にめぐり会い、通じる喜びを知って元気を取り戻した。
　佐々木さんは、さまざまな人が気軽に手話を学んだり話せたり
する場を作ろうと、「しゅわっとつばさ」という団体を立ち上げ、月１
回の集まり「手話しゅわ～」を開いている。中途失聴者、ろう者、聞
こえる人が気軽に参加し会話を楽しむ「手話しゅわ～」の様子を紹
介しながら、中途失聴した人にとっての「手話」について、伺う。

DVD
15分 

04041
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　もっと
ループを

～よりよい聞こえのために～

　「ヒアリングループ（磁気誘導ループ）」は、補聴器や人工内耳に
明瞭な音を送り込むためのしくみのひとつ。マイクでひろった音声
をアンプで増幅し、輪にした電線に流す。海外では、ホールや駅な
どの公共施設をはじめ、タクシーの中などにも設置されているが、
日本では、ほとんど普及していない。
　音楽会の会場にループを設置する試みなどを紹介しながら、
ループ普及の活動を続ける東工大教授の中村健太郎さんに、
ループの可能性について聞く。

DVD
15分 

04042
B－3

ろうを生きる難聴を生きる　“進化
する字幕”を　～要約筆記サーク

ル「まごのて」～

　名古屋市の要約筆記等研究連絡会「まごのて」は、「名古屋難
聴者・中途失聴者支援協会」と連携して、情報保障の取り組みを
続けてきた。
　そのモットーは「進化する字幕」。ユーザーの意見を聞き、情報
保障をする「場」を広げ、やりかたを工夫してきた。たとえば、字幕
付きプラネタリウム上映では、名古屋市科学館の学芸員の解説に
合わせて字幕を出すが、わかりやすい要約、読みやすい行数や
字数、色、字を出す位置などを工夫し、職員のアドリブにもリアル
タイムで対応する。
　字幕付きプラネタリウム上映を中心に、「まごのて」のさまざまな
チャレンジについて紹介する。

DVD
15分 

04043
B－3

ＬＩＶＥバリバラ　双方向　アナタな
らどうする？　Ｐａｒｔ２　～職場編

～

　職場で障害者の同僚の介助が自分ばかりに集中したら…。車い
すを使用している人が営業部の自分の部下として配属されたら
…。
　いろいろなケースで視聴者がどういう行動を選ぶか、データ放
送・番組ＨＰを通じてアンケートを行い結果を紹介する。

DVD
29分 

04044
B－3

夢の扉＋　ＮＥＸＴＤＯＯＲ
ＣＯ２を地球のエネルギーに　山

田由佳

　地球温暖化の元凶と言われてきた二酸化炭素。その二酸化炭
素を、光と水を使ってエネルギーに変えるという人工光合成を研
究しているのが山田由佳さんが率いる研究チーム。
　独自のアプローチで開発を進め、２０１２年、世界最高のエネル
ギー変換効率を実現した。
　山田さんの研究チームの取り組みを紹介する。

DVD
25分 

04045
B－3

夢の扉＋　ＮＥＸＴＤＯＯＲ
すべての日本の米を宝に　雑賀

慶二

　精米一筋６０余年、米をこよなく愛する雑賀（さいか）慶二さん７９
歳。
　雑賀さんは、産地や銘柄に関係なく、どんな米でも旨味と栄養価
を高められるという独自の精米法を開発。そうして生まれたのが、
低カロリーでも知られる金芽米（きんめまい）。
　すべての日本の米を宝にしたいと願う雑賀さんの取り組みを紹
介する。

DVD
25分 

04046
B－3

突撃アッとホーム　キミはみたこと
があるか！

すご～い１００歳

　とても１００歳とは思えない、スーパー１００歳の方々に密着。
　世界最速の１０２歳。スーパーボディを生み出す秘けつは、毎日
の生活にあった！？　記憶力抜群な１０１歳。そのスーパー脳の
秘密とは？後半は、出稼ぎ中の父に息子が贈る感動のサプライ
ズ。心を込めて歌う歌は…。

DVD
43分 

04047
B－3

ＮＨＫスペシャル　終わりなき被爆
との闘い　～被爆者と医師の６８

年～

　広島・長崎に原爆が投下されて６８年がたつが、今この時になっ
て、被爆した人たちに白血病へ移行する可能性もあるＭＤＳという
新たな病気が広まっている。
　被爆者の命を救うため患者に向き合い、病状を記録し、その病
気のメカニズムの解明に取り組んできた広島・長崎の医師の日々
に密着する。

DVD
58分 

04048
B－3

プロフェッショナル　仕事の流儀
天職は、生涯かけて全うせよ　う

なぎ職人　金本兼次郎

　金本兼次郎さんは江戸時代から続く老舗うなぎ屋の５代目。８５
歳になった今もちゅう房に立ち、弟子たちに技を伝えている。
　うなぎ職人として７０年間、職人としての仕事と技を追求してきた
金本兼次郎さんの姿を追う。

DVD
48分 

5 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04049
B－3

プロフェッショナル　仕事の流儀
「風立ちぬ」１０００日の記録　宮

崎駿スペシャル

　長編アニメの製作から引退することを宣言した宮崎駿さん。その
最後の作品となった「風立ちぬ」の製作現場に密着する。「風立ち
ぬ」は宮崎さん得意のファンタジーではなく、激動の時代をリアル
に描く作品。ゼロ戦開発者を描くことへの批判、己の体力の衰え
…さまざまな苦悩が立ちはだかる。企画から映画誕生の瞬間ま
で、そのすべてを記録した。

DVD
48分 

04050
B－3

目撃者ｆ　筑豊の虫はかせ
～キシキシバッタとなるむし～

　岸本博和さんは虫が大好きな４５歳。名字にちなんだニックネー
ムは「キシキシバッタ」。同じく虫好きな妻も旧姓にちなんで「なる
むし」と呼ばれている。
　２人は子どもたちに、虫の世界を通して自然の楽しさと奥深さを
感じてほしいと願っている。そんな２人の活動を追う。

DVD
27分 

04051
B－3

目撃者ｆ　俺たちのＢ－１
～田川ホルモン喰楽歩の挑戦～

　北九州市で開かれるＢ－１グランプリは日本各地のＢ級グルメ
が一堂に会し、グランプリを目指して競い合う食の祭典だ。福岡県
田川市の金子和智さんは、元気のなくなった町を活気づけようと、
田川のソウルフード「ホルモン鍋」でグランプリを目指す。仲間たち
を巻き込んで夢に突き進む金子さんの奮闘を追う。

DVD
27分 

04052
B－3

目撃者ｆ　亡き母と娘の約束
はなちゃんのみそ汁

　安武はなちゃんは、毎朝お父さんと一緒に台所に立ちおみそ汁
を作る。はなちゃんのみそ汁は、今は亡きお母さんが教えてくれた
もの。３３歳で亡くなったお母さんは、一人娘にできるだけのことを
してあげたいと、幼い娘に包丁を握らせ料理を教えた。お母さんと
の約束を守り続けるはなちゃんとお父さんの日常を描く。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：河合祐三子

DVD
27分 

04053
B－3

目撃者ｆ　ボクたち山留生
～自然の中で春夏秋冬～

　福岡県八女市星野村では山村留学生を受け入れている。期間
は１年間。街の小学生が親もとを離れ、テレビもゲームもない生活
を送る。
　山間部の豊かな自然の中で学んだ山村留学生の子どもたちの
１年間の記録。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：野口岳史

DVD
27分 

04054
B－3

サイエンスチャンネル　赤ちゃん
がいっぱい　（１）めざせ！森の中
の快適生活！　オランウータンの

巻

　東京にある多摩動物公園では、ボルネオオランウータンを飼育
している。オランウータンは熱帯雨林に住み、ほとんど木の上で生
活する。多摩動物公園では飼育方法や環境を工夫して、オラン
ウータンの持つ行動力を引き出す試みをしている。スカイウオーク
と呼ばれる地上１５メートルの空中散歩の様子や、個性豊かなオ
ランウータンの生活を紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：高井洋

DVD
14分 

04055
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（２）

開校！イルカの子育て教室　バン
ドウイルカの巻

　千葉県にある鴨川シーワールドは、バンドウイルカの繁殖で実
績を持つ。珍しいイルカの出産シーンや、群れで行う子育てや健
康管理の様子を見ながら、水族館で暮らすイルカの生態を学ぶ。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

04056
B－3

日曜劇場　とんび　第一話 　昭和４７年、トラック運転手のヤスと妻の美佐子の間に男の子が
生まれた。名前は、小林旭からとって「旭」と名付けられ大切に育
てられていた。
　ある日、美佐子と３歳になった旭がヤスの仕事場を訪れた。そこ
で旭が、タオルを届けようとヤスのもとへ駆け出すと、プラットホー
ムに不安定に積まれた木箱にタオルが引っかかってしまい、旭の
上に積荷が崩れ落ちてくる。

DVD
93分 

04057
B－3

日曜劇場　とんび　第二話 　６歳になり保育園に通う旭をたえ子が迎えに行くと、旭は周りの
子どもたちのお迎えに母親が来る姿を見て、どこか寂しそうな表
情を見せていた。
　母親がいないことで寂しそうに見える旭のために、ヤスは銭湯の
番台のおばちゃんから「旭に母親を作ってやれ」と見合いをすすめ
られる。

DVD
47分 

04058
B－3

日曜劇場　とんび　第三話 　旭は野球が大好きな少年に育った。ヤスはたえ子から父親らしく
キャッチボールぐらいやってやれと冷やかされるが照れて拒む。
　そんな時、旭の小学校が選抜チームを作って他校と野球の試合
をすることになった。ヤスは、旭の練習に付き合おうとするが旭は
照雲と練習していた。

DVD
47分 

04059
B－3

日曜劇場　とんび　第四話 　ヤスに内緒で母親の事故の真相について聞いてまわる旭。たえ
子から事故の真相をそろそろ話した方がいいのではと言われ悩む
ヤス。
　そんな時、ヤスの元に、たえ子の元夫と娘が訪ねてきて、たえ子
と会えるように協力してほしいと頼まれる。

DVD
47分 

6 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）
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04060
B－3

日曜劇場　とんび　第五話 　ヤスは照雲から、父親の海雲ががんで先が長くないために、父
親の意識のあるうちに旭に会いに来てほしいと頼まれる。
　ヤスは旭に見舞いに行くよう頼むのだが、「今は野球の練習が
大事だから」と断られる。そんな旭の態度にヤスは腹を立てる。

DVD
47分 

04061
B－3

日曜劇場　とんび　第六話 　家から通える地元の国立大学を受験すると言っていた旭が東京
の大学を受験したいと言い出す。最初は応援するつもりだったヤ
スだが、「東京に行ったら戻って来ないのではないか」とクズから
言われショックを受ける。
　そしてある夜、旭と口論になったヤスは「東京の大学に行くなら
勝手に行け！金は出さない」と言い放ってしまう。

DVD
47分 

04062
B－3

日曜劇場　とんび　第七話 　東京の大学の法学部で法律を学んでいる旭が、将来は雑誌の
編集者になりたいと電話をかけてきた。
　旭は弁護士になるものだと思っていたヤスは、「編集者になるこ
とは認めない」と激怒して電話を切ってしまう。
　そんな時、旭がバイト先でけがをしたと連絡が入るが、ヤスは東
京に行こうとしなかった。

DVD
47分 

04063
B－3

日曜劇場　とんび　第八話 　ある日ヤスは「ヤスの父親の息子」と名乗る男から、父親が会い
たがっていると聞かされる。父親とは５０年近く音信不通で、まさか
生きているとも思っていなかったヤスは、何の感情も湧かず再会
することを悩む。
　しかし、たえ子から自分の幼少の頃の話を聞いたヤスは、東京
へ行くことを決意する。

DVD
47分 

04064
B－3

日曜劇場　とんび　第九話 　ヤスは旭から「結婚したい人がいるから会ってほしい」と相談さ
れる。その女性が慶応大卒の美人と聞き、上機嫌で町中の人に
自慢して回るヤス。
　しかし旭が連れてきた女性・由美は、旭より年上で離婚経験が
あり、子どももいることを知って、ヤスは結婚に猛反対する。

DVD
47分 

04065
B－3

日曜劇場　とんび　最終話 　ヤスは積荷の下敷きになりそうになった子どもを助けようとして、
代わりに下敷きになり、救急車で病院に運ばれる。事故の知らせ
を受けた旭は急いで搬送された病院へ向かう。

DVD
74分 

04066
B－3

連続テレビ小説　あまちゃん
総集編　前編「おら、この海が好

きだ！」

　２００８年夏、母・春子に連れられて東京から北三陸にやって来
た１６歳のアキは、そこで初めて祖母の夏に会う。アイドルを目指
す美少女・ユイ、夏の海女仲間、北三陸鉄道の職員たちといった
個性豊かな人々に囲まれて、北三陸になじんでいくアキ。海女を
目指すと宣言したアキだったが、なぜかユイとアイドルユニットを
結成。さらには東京の芸能事務所にスカウトされて…。
　「じぇじぇじぇ」や「まめぶ」など、さまざまなブームを巻き起こした
朝ドラの総集編。

DVD
88分 

04067
B－3

連続テレビ小説　あまちゃん
総集編　後編「おらたち、熱いよ

ね！」

　２００９年夏、１７歳のアキは上京し芸能プロダクションに入る。そ
こでアキは、母・春子が２５年前に上京したときの秘密を知る。東
京でアイドルを目指すアキだが、プロダクションを首になったり、女
優デビューしたりと次々と思わぬ出来事が起きる。
　ついに２０１１年３月１２日にコンサートを開けることになるが、そ
の前日、東北地方を大地震が襲う。東日本大震災だった。地元に
帰ったアキはそこである決心をする。

DVD
90分 

04068
B－3

濃姫 　名のある武将たちが各地に城を構え、戦と和平を繰り返してい
た戦国の世。「美濃のまむし」と呼ばれた斎藤道三の娘・濃姫は、
うつけ者とあざけられている織田信長に嫁ぐ。濃姫は信長が深い
考えがあって、うつけのふりをしていることを見抜く。信秀の死後、
信長の言動を快く思わない者たちが、弟の信行に家督を相続させ
ようと動き出す。それを察知した濃姫は、信行に進言するが…。

DVD
119分 

04069
B－3

金曜プレステージ特別企画　謎解
きはディナーのあとでスペシャル

風祭警部の事件簿

　メイドの光川と竜宮温泉に骨休めにやってきた風祭だが、着いた
早々に殺人事件が起こる。密室の部屋で死んでいたのは竜宮温
泉のおかみだった。
　温泉旅館殺人事件にはマドンナがつきものと期待する風祭は、
自分が解決すると豪語する。しかし謎は解けぬまま第２の殺人が
起こる。

DVD
95分 

7 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04070
B－3

ひめゆりの塔 　昭和２０年３月２４日、沖縄にアメリカ軍が上陸。沖縄師範学校と
沖縄県立第一高等女学校の女子学生たちは、看護要員として南
風原（はえばる）陸軍病院に動員された。「ひめゆり学徒」と呼ば
れた彼女たちは、寝る間もなく負傷兵たちの看護に追われた。
　アメリカ軍の進撃により追い詰められていく日本軍とひめゆり学
徒たち。日本の敗戦を告げるアメリカ軍の放送が響く中、彼女らが
潜む壕（ごう）には…。
　今井正監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
127分 

04071
B－3

ゴーゴー仮面ライダー 　仮面ライダー本郷猛は改造人間だ。彼は自分を改造した悪の秘
密結社ショッカーと、人類の自由のために戦っている。
　東京壊滅のためにショッカーは原子力研究所を襲った。だが、研
究所は特殊なバリアに囲まれていて入ることができない。バリアを
破るためショッカーはプロサッカー選手を誘拐して改造人間トカゲ
ロンにすることに…。
　今に続くライダーシリーズの原点。北村秀敏監督作品。（上映会
使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
25分 

04072
B－3

仮面ライダー×スーパー戦隊
スーパーヒーロー大戦

　宇宙海賊キャプテン・マーベラスことゴーカイレットが、歴代のラ
イダーたちを倒し始めた。同じ頃、仮面ライダーディケイドである門
矢士（かどやつかさ）も、戦隊たちを滅ぼそうとしていた。同じよう
に正義と人類の平和のために戦ってきたヒーローたちがなぜつぶ
し合うのか？その謎を知るのはアカレンジャーのみ。謎を解くため
に、ゴーカイジャーと仮面ライダーディエンドが過去へと旅立つ。
金田治監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
90分 

04073
B－3

映画　プリキュアオールスターズ
ＮｅｗＳｔａｇｅ　みらいのともだち

　プリキュアにあこがれる女子高生・あゆみ。父親の転勤で転校し
てきたばかりのあゆみはクラスで孤立していた。そんなある日、あ
ゆみは下校途中に不思議な生き物を拾う。あゆみは、その生き物
と友達になるが…。
　大人気プリキュアシリーズの映画版。歴代プリキュア総出演！
志水淳児監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
72分 

04074
B－3

東京映画作品　名もなく貧しく美し
く

　戦後の混乱期を生き抜いた一組のろうあ者夫婦の姿を描く。
　道夫と秋子は、「二人で助け合わなければ生きていけない。助け
合って普通の人に負けないように…」と、必死で生きてきた。やが
て子供にも恵まれ、幸せをかみしめる二人だったが…。松山善三
監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
113分 

04075 
B－3

創立３５周年記念映画　東京映画
作品

父と子　続・名もなく貧しく美しく

　一郎は、父道夫と、事故で亡くなった母秋子との間に生まれた。
両親が聴覚障害者であるために、就職や結婚など差別に直面し
苦しんでいた。
　そんなある日、初めて一郎の人間性を認めてくれる人物が現
れ、やがて彼の娘との縁談を持ち出された。松山善三監督作品。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
115分 

04076
B－3

影武者 　天正元年、野田城攻めの折、鉄砲で撃たれ重傷を負った武田信
玄は、自分の死後３年は喪を秘し領国の備えを固めよと遺言して
亡くなる。弟の武田信廉は信玄にうり二つの盗人を影武者にたて
ようとする。一度は影武者となることを拒んだ盗人だったが、たっ
た一度会った信玄の人となりに感服し、影武者として生きることを
選ぶ。だが、信玄の死を疑う信長や家康は間者を放つ。天才武
将・信玄の影に翻弄される人々の姿を描く。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）

DVD
180分 

04079
B－3

小屋番　涸沢ヒュッテの四季 　山小屋の番人「小屋番」。しかしただの番人ではない。登山客の
世話から登山道の整備、遭難救助までこなす山の何でも屋だ。北
アルプス・穂高の山ふところに抱かれた涸沢（からさわ）ヒュッテを
舞台に、山を愛する男衆・女衆の姿を追ったヒューマンドキュメン
タリー。雪の穂高、紅葉の涸沢…画面に広がる美しい映像も必
見。伊勢真一監督作品。

DVD
70分 

04080 
A－3

ＪＡ共済　笑いと健康教室　笑って
認知症予防

　笑いに優る良薬なしと言われるように、笑うことでストレスを解消
し、さらに大笑いすることが有酸素運動につながるなど、今笑いの
健康に注目が集まっている。
　落語家で医師でもある立川らく朝さんが、落語を交えて認知症
の基礎知識や予防法を紹介する。

DVD
77分 

8 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）
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04081
B－3

それいけ！アンパンマン
こむすびまんとかぜこぞう

あかちゃんまんとアルミはくしゃく

『こむすびまんとかぜこぞう』
　パン工場へ向かうこむすびまん。ばいきんまんにお昼ごはんの
おむすびを取られてしまうが、突然、強風が吹いて…。
『あかちゃんまんとアルミはくしゃく』
　アルミはくしゃくの城に招待されたあかちゃんまん。しかし、アル
ミのお城は強風にあおられ飛ばされてしまう。

DVD
25分 

04082
B－3

それいけ！アンパンマン
　しょくぱんまんとシチューおばさ

ん
ポッポちゃんとでんでん一座

『しょくぱんまんとシチューおばさん』
　学校で子どもたちにシチュー作りを教えることになったシチュー
おばさん。そこに変装したばいきんまんが現れて…。
『ポッポちゃんとでんでん一座』
　ポッポちゃんは、しろかぶくんに助けられたお礼に、でんでん一
座を手伝うことになるが…。

DVD
25分 

04083
B－3

名探偵コナン
みんなが見ていた　　（前編）

　コナンたちがマンションの３階で下りのエレベーターを待っている
と窓付きのエレベーターが昇ってきた。コナンたちがいる３階を通
過する瞬間、中に乗っていた男が拳銃で自らのこめかみを撃ち抜
いた。
　駆けつけた警察は自殺と判断するが、コナンは他殺だと考え
た。

DVD
25分 

04084
B－3

名探偵コナン
みんなが見ていた　　（後編）

　コナンと平次は、動いているエレベーター内で男が自らのこめか
みを撃ち抜く現場をエレベーターの窓越しに目撃する。
　警察は自殺と判断するがコナンと平次は他殺と断定する。調査
の結果、３人の容疑者が浮かび、コナンと平次が真犯人のトリック
を解明していく。

DVD
25分 

04085
B－3

名探偵コナン
能面屋敷に鬼が踊る（前編）

　能面美術館のスタッフ３人が館長を殺すことを計画し、実行しよ
うとした当日、小五郎がコナンと蘭とともに美術館を訪れた。小五
郎のもとに館長の命が狙われているという匿名の手紙が届いた
からだ。
　秘密がもれたのかと困惑する３人だが、計画どおり館長を殺す
ための行動に出た。

DVD
25分 

04086
B－3

名探偵コナン
能面屋敷に鬼が踊る（後編）

　能面美術館が火災を起こし、美術館の別館の部屋に閉じ込めら
れたコナンたち。火はどんどん迫ってくる。
　コナンたちは屋根の所にある高窓から脱出し本館へ移動した。
そしてコナンたちは美術館の中庭で絶命している館長を発見す
る。
　誰がどうやって館長を殺したのかコナンの推理が始まる。

DVD
25分 

04087
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２２

秘密兵器始動！フック船長最後
の切札

　ウェンディを助けるためにフックたちの所に乗り込んだピーター
パン。ところがフック船長が秘密兵器を持ち出した。同じころ、スラ
イトリーやジョンたちもウェンディを助けるためにフックの元に乗り
込んでいた。ウェンディは助けられるのか？

DVD
24分 

04088
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２３

謎が深まる！ティンクの故郷を探
せ

　やっとのことでフック船長をやっつけたピーターパンたち。ところ
が、今度はティンクがいなくなってしまった。そしてネバーランドで
は、少しずつ異変が起き始めていた。ピーターパンたちの新たな
冒険が始まる。

DVD
24分 

04089
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２４

恐ろしい黒マントの集団と謎の美
少女！

　ティンクのふるさと・妖精の谷を目指すピーターパンたちの前に、
なぞの黒マントに追いかけられる少女が現れた。少女の名前はル
ナ。ネバーランドに災いをもたらす黒い魔術師ダークネスの孫だと
いう。

DVD
24分 

04090
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２５

お帰りティンク！妖精の国はふし
ぎな国

　シンデレラ二世号を空飛ぶ船に改造するために、浮き石を探す
スライトリーとカーリー。不思議な洞窟の中で迷った２人を助けてく
れたのは、行方不明になっていたティンクだった。

DVD
24分 

04091
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２６

復活フック船長！空飛ぶ海賊船
建造計画

　カーリーたちはダークネスの孫であるルナは信用できないと責
めるが、ウェンディはルナをかばっていた。そんなとき、フックの手
下がルナの持つ黒い鍵を狙って襲ってきた。

DVD
24分 

04092
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２７

ジョンの憧れ！木馬に乗った騎士

　「フック船長を倒した」という騎士トン・チホーテが現れた。感激し
たジョンは弟子入りして剣術を習い始める。でもチホーテはおじさ
んで、とても強そうには見えない。そこへフックの手下たちが襲っ
てくる。反撃に出るジョンとチホーテだが…。

DVD
24分 

04093
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２８

悪魔になったウェンディ

　いつもやさしいウェンディが突然悪魔に変わってしまった！ダー
クネスの悪魔のブレスレットの呪いにかかってしまったのだ。乱暴
な言葉づかいで悪魔の女王のように振る舞うウェンディ。どうした
ら元のウェンディに戻れるのか？

DVD
24分 

9 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）
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04094
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　２９

妖精プシケ！勇気を出して飛びた
て

　ピーターパンを「ママ」と呼んで慕う妖精プシケ。羽があるのに飛
べないプシケは、妖精のふるさとに帰ることができず、このままで
は死んでしまう。何とかしてプシケを飛べるようにしようとピーター
パンたちは工夫するが…。

DVD
24分 

04095
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３０

浮上開始！フックの空飛ぶ海賊
船

　不思議な島に流れ着いたシンデレラ二世号。そこは火を吐く怖
い魚の住む湖に囲まれていた。魚の攻撃で島から逃げられない
ピーターパンたち。絶体絶命のピンチにフック船長の海賊船が現
れた。しかも今度の海賊船は空飛ぶ海賊船だ。

DVD
24分 

04096
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３１

夢がない！飛べなくなったピー
ターパン

　ダークネスの仕業で荒れ果ててしまった森で木の実を食べた
ジョンは、急に態度が悪くなり別人になってしまう。同じ木の実を
食べたピーターパンも急に弱気になり、空も飛べなくなる。本当は
気持ちを落ち着ける作用のある森のルビーという木の実が、ダー
クネスの力によって、その働きが変えられてしまったのだ。

DVD
24分 

04097
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３２

海賊と一緒に探せ、白い鏡の謎

　白い鏡を使えば、美しいネバーランドを取り戻すことができると
ルナに聞いたピーターパンだが、白い鏡のありかがわからない。
そこでピーターパンは、フック船長に白い鏡を探させようと、白い
鏡は迷宮殿にあるという情報を流し、こっそり後をつけて、迷宮殿
まで案内させようと考えるが…。

DVD
24分 

04098
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３３

ルナの涙！私はダークネスの魔
女？

　黒マントの人質になったウェンディを助けるために、ルナがダー
クネスの城に戻ることになる。城でルナはダークネスから、ルナは
ダークネス家の跡継ぎで、運命は変えることができないと言われ
てしまう。もうルナはピーターパンたちの所に帰ってこられないの
か？

DVD
24分 

04099
Ａ-3

ＮＨＫみんなの手話
第１回

あいさつの表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」「手話サー
クル」
○学習ステップ２「はじめまして」「よろしくおねがいします」「お会い
できてうれしいです」
○手話で語る絵本「おふろだ、おふろだ！」
○しゅわしゅわワールド「手話を学ぶ医学部学生さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　４月の曲「ＳＴＡＲＳ」

DVD
25分 

04100
Ａ-3

ＮＨＫみんなの手話
第２回

天気／季節の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。
メニュー画面から１話ずつ選べます。
○学習ステップ１「天気の表現」「雨」「晴れ」「梅雨」
○学習ステップ２「季節の表現」「春」「夏」「秋」「冬」「四季」
○手話で語る絵本「だっこれっしゃ」前編
○しゅわしゅわワールド
「東北弁語り　民話『竹の物語』前編　半澤啓子」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　４月の曲「ＳＴＡＲＳ」

DVD
46分 

04101
Ａ-3

ＮＨＫみんなの手話
第３回

家族の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。
メニュー画面から１話ずつ選べます。
○学習ステップ１「お父さん」「お母さん」「兄」「弟」「姉」「妹」「祖父」
「祖母」
○学習ステップ２「両親」「家族」「夫婦」「兄弟」「姉妹」「息子」「娘」
「親戚」
○手話で語る絵本「だっこれっしゃ」後編
○しゅわしゅわワールド
「東北弁語り　民話『竹の物語』後編　半澤啓子」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　４月の曲「ＳＴＡＲＳ」

DVD
25分 

04102
Ａ-3

ＮＨＫみんなの手話
第４回

質問の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。
メニュー画面から１話ずつ選べます。
○学習ステップ１「行く？」「来る？」「だめ？」
○学習ステップ２「どこ？」「何？」「いつ？」
○手話で語る絵本「おつきさま こんばんは」
○しゅわしゅわワールド
「手話落語　桂福團治『しじみ売り』　前編」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　４月の曲「ＳＴＡＲＳ」

DVD
25分 

10 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04103
Ａ-3

ＮＨＫみんなの手話
第５回

好き／嫌いの表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。
メニュー画面から１話ずつ選べます。
○学習ステップ１「好き」「嫌い」「得意」「苦手」
○学習ステップ２「飲みたい」「飲みたくない」「作る」「作りたい」「帰
る」「帰りたくない」
○手話で語る絵本「あなたがだいすき」
○しゅわしゅわワールド
「手話落語　桂福團治『しじみ売り』　後編」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　５月の曲
「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」

DVD
25分 

04104
Ａ-3

ＮＨＫみんなの手話
第６回

数／月日に関する表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。
メニュー画面から１話ずつ選べます。
○学習ステップ１「数に関する表現」「１、２、３・・・１０」「１０、２０、３
０・・・１００」「千」「万」
○学習ステップ２「○月△日」「何の日？」「一年」「年末」「元日」
「祝日」
○手話で語る絵本「あなたがだいすき」
○しゅわしゅわワールド
「臼井千恵さん　手楽来家」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　５月の曲
「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」

DVD
25分 

04105
B－3

世界温泉遺産
～神秘の力を訪ねて～

オーロラを望む神秘の絶景温泉
アラスカ・チナ温泉

　今回の世界温泉遺産はアメリカ合衆国最大の州アラスカを訪ね
る。―３０度の極寒の地に湧く神秘の湯、チナ温泉。
　さらにその温泉は様々な条件がそろったときオーロラを見ること
ができるという。
　果たして温泉に浸かりながら、奇跡の瞬間に出会うことができる
のか。
　（ＢＳ日本ＨＰ参照）

DVD
46分 

04106
B－3

はなかっぱ
＃01　僕、はなかっぱ

＃02　おじいさんはすごい

「僕、はなかっぱ」
やまびこ村に住むはなかっぱは、おさらのかわりに頭に花が咲い
ている。大人になったら、花が決まるらしいけれど、まだ子どもの
はなかっぱは『とりあえずの花』が咲いている。今日も学校に遅れ
そうで走っているはなかっぱ。そこに、何かたくらんでいるがくぞー
が現れて・・・。
「おじいちゃんはすごい！」
おじいちゃんの昔ばなしを聞いているはなかっぱ。
やまびこ村のてんぐ池に謎の「ヌシ」がいると聞いて、はなかっぱ
はおじいちゃんや友達と一緒にやってきた。
そこに若がえりの花『わか蘭』をはなかっぱから奪おうと、がりぞー
もやってきて・・・。

DVD
10分 

04107
A－3

洗濯の心得
～洗濯とクリーニングの基本～

　洗濯の失敗例と適切な洗濯方法をセットにして提示し、繊維の
特性や取扱い絵表示など、適切な洗濯方法を判断するために必
要な情報や考え方を紹介します。
家庭洗濯と商業洗濯の違い／洗浄のメカニズム／繊維の種類や
特性と取扱い絵表示／漂白剤の種類と効果／シミの種類と応急
措置の方法／クリーニングトラブル事例／取扱い絵表示（ＪＩＳ、ＩＳ
Ｏに基づく表示）

DVD
23分 

04108
B－3

若者たちを狙う悪質商法
～ＳＮＳを悪用した出会いにご用

心～

ＳＮＳの出会いを悪用した若者の悪質商法被害の事例をもとに、ト
ラブルに遭わないための心構えや専門機関に相談することの大
切さを紹介します。また、同世代の出演者を通じて誰もが被害に
遭う恐れがあることに気づき、自分自身の行動を見つめ直すきっ
かけとしてもご活用ください。
アポイントメントセールス・デート商法／架空請求／マルチまがい
商法／悪質商法にご用心。（監修）弁護士　坂井崇徳

DVD
24分 

04109
B－3

地球絶景紀行
～アンダルシアのひまわり／スペ

イン～

　大地を埋め尽くす一面のひまわりを求めて、スペインのアンダル
シア地方を巡る旅。洞窟の町・セテニルでは、天然の洞窟をその
まま利用した家を紹介。そのほか大都市セビリア、ひまわりの産
地コルドバなどを巡る。

DVD
46分 

04110
B－3

地球絶景紀行
白い巨大湖　バイカル／ロシア

　「シベリアの至宝」と呼ばれるバイカル湖を巡る旅。日本海に面
した港町・ウラジオストクからバイカル湖の玄関口・イルクーツクへ
は約２０００㎞。さらにバイカル湖までは車で３時間だ。一面が凍り
ついた湖を見たあとは、地元の漁師さんのお宅でバイカルの恵み
を頂く。

DVD
46分 

11 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04111
B－3

ヨーロッパ水風景
ブルガリア　文化の中心　首都ソ

フィア
高橋ひとみ

　ブルガリアの首都ソフィアは東西文化が入り交じり、ヨーロッパと
は違う独特の文化が育まれた町。世界有数のバラの国として知ら
れ、貴重なローズオイルの産地としても有名だ。女優の高橋ひと
みがソフィアの町を巡り、歴史的建造物の教会や市場などを紹
介。ブルガリアならではのヨーグルトエステにも挑戦する。ワイン
好きの高橋は、ブルガリアワインを楽しみながらブルガリアの食の
数々を堪能する

DVD
99分 

04112
B－3

ヨーロッパ水風景
ブルガリア　中世の都　ヴェリコ・

タルノヴォ
高橋ひとみ

　女優・高橋ひとみがブルガリアを巡る旅、今回はブルガリア中央
部のヴェリコ・タルノヴォへ。ブルガリア出身の力士・琴欧洲関の
実家を訪ね、琴欧洲関の大好物だという郷土料理を堪能。黒海沿
岸の町ヴァルナでは、「ブルガリア夏の都」といわれるリゾート地
で、黒海の景色を満喫する。そして世界遺産の町ネセバルでは、
中世ビザンチン教会を訪ねる。

DVD
99分 

04113
B－3

趣味の園芸　ガーデニングで幸
せになる！

春を満喫！香り高い花

　シリーズ「ガーデニングで幸せになる！」。窓を開けると花の香り
が漂う…それは日常の中で小さな幸せを感じる一瞬。そんな幸せ
を運んでくれる香りの花、香水のように華やいだ香りを放つハゴロ
モジャスミンと紫色の花がかれんなラベンダーを紹介。「玉さん庭
をゆく」は、マンションの住人たちで作った園芸部が、花壇の手入
れをする花友ガーデンを訪ねる。

DVD
25分 

04114
B－3

趣味の園芸　ガーデニングで幸
せになる！

春を奏でる花たち

　シリーズ「ガーデニングで幸せになる！」。今回は草花を使って
庭やベランダに、うららかな春景色を描く。赤いキンギョソウを青い
花とあわせて、水辺を泳ぐ金魚たちに。白い小花をリースに飾って
リボンでつるして、浮かぶ雲に。ルピナスを遠くに見える山々に見
立て、ふもとを野菜畑にして、春の景色を広げていく。見ているだ
けで心が癒やされる寄せ植えをつくるテクニックを紹介する。

DVD
25分 

04115
B－3

趣味の園芸
優雅に咲かせるユリ

　１０月のテーマは「ユリ」。全国都市緑化とっとりフェアのメイン会
場から、ユリの育て方について、球根の植え付け方、品種選び、
植えつけ時期、植えたあとの手入れ方法などを、園芸研究科の肥
土邦彦さんにうかがう。
　「玉さん庭をゆく」は、ガーデン・デザイナー、ポール・スミザー氏
こだわりのナチュラル・ガーデンを訪ね、自然風の庭を造るテク
ニックを紹介する。

DVD
25分 

04116
B－3

趣味の園芸
宿根サルビア　カラフル植栽計画

　赤い花という印象の強いサルビアだが、実はさまざまな品種が
ある花だ。カラフルなサルビアを使った寄せ鉢の作り方や、さし芽
のやり方を紹介する。「玉さん庭をゆく」は、ポール・スミザーのナ
チュラル・ガーデンの第２弾「デザイン編」。全国都市緑化とっとり
フェアにて、魅力的な庭造りのテクニックを聞く。

DVD
25分 

04117
B－3

ＮＨＫスペシャル
世界初撮影！　深海の超巨大イ

カ

　千年間の長きにわたり、伝説の怪物と恐れられてきたダイオウ
イカ。記録に残る最大のものは全長１８ｍにも及ぶ。ＮＨＫは科学
者の国際チームと連携し、史上初めて、深海で活動するダイオウ
イカの撮影に成功した。最新鋭の潜水艇で１０００ｍの深海に潜る
こと４００時間。ついに姿を現したダイオウイカは、想像以上の生
物だった！

DVD
58分 

04118
B－3

ＮＨＫスペシャル
シリーズ深海の巨大生物　謎の

海底サメ王国

　日本の深海は世界でも例のない深海ザメの宝庫。巨大ザメや、
一瞬で獲物にかみつく悪魔のサメ、世界で５０例しか見つかってい
ない幻のサメなど、姿形も行動も奇妙で不思議なサメたちが生息
するサメの王国だ。番組では最新の撮影機材を使い、クジラの肉
をおとりに巨大ザメをおびき寄せ、深海での生きたサメの撮影に
成功。その不思議な生態に迫る。

DVD
58分 

04119
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　初参加！

自転車競技

　ろう者のスポーツの祭典「デフリンピック」に初参加する自転車
競技。自転車競技日本代表エースとして、チームをまとめる役割
を期待されている得利（とくよし）雄介さんの日々の生活や日本代
表候補者の合宿に密着。自転車競技チームの挑戦を紹介する。

DVD
15分 

04120
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
夢はドラフト

～プロ野球独立リーグ　野呂大樹
選手～
前編

　野呂大樹選手は、プロ野球独立リーグ「新潟アルビレックス・
ベースボール・クラブ」の１番バッター。難聴の野呂選手の夢は、ド
ラフトに指名されてＮＰＢ（日本野球機構）入りをすること。その夢
に向けた挑戦を追う。

DVD
15分 

04121
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
夢はドラフト

～プロ野球独立リーグ　野呂大樹
選手～
後編

　独立リーグ３年目を迎えた野呂選手の今期の目標は、ドラフトに
指名されてＮＰＢ（日本野球機構）入りすること。彼の武器である
俊足を生かした盗塁技術を磨くために、相手投手のくせを見抜い
たり、ノートにつけるなどの研究を重ねている。

DVD
15分 

12 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04122
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　ふわっと高
く舞い上がれ！　～棒高跳び・竹

花康太郎さん～

　デフリンピックでメダルを期待されている、棒高跳びの竹花康太
郎さん。前回大会は４位、去年の世界ろう者陸上の世界大会では
銀メダルを獲得している。竹花さんは、横須賀市立ろう学校の先
生で、陸上部の監督も務めている。学校での練習の様子や、４月
に行われた公式試合の様子を紹介する。

DVD
15分 

04123
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　団体金メダ

ルを目指して
～卓球女子・川﨑瑞恵さん～

　デフリンピック卓球女子日本チームの新しいホープとして期待さ
れている、高校３年の川﨑瑞恵選手。川﨑さんは、埼玉県の普通
高校、秋草学園高等学校に通っている。
毎日の学校でのハードな練習や、代表選手の強化合宿の様子を
中心に、川﨑選手の意気込みを紹介する。

DVD
15分 

04124
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
補聴器の使いこなし術

　最近の補聴器の発達はめざましく、不快なハウリングや騒音な
どの特定の周波数の音の抑制が可能になっている。しかし、補聴
器を自分仕様に調整するアフターケアが必要になる。これから補
聴器を買おうとする初心者クラスに向けて、補聴器の使いこなし
術を紹介する。

DVD
15分 

04125
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
モバイル型遠隔情報保障システ

ムとは？

　モバイル型遠隔情報保障システムは、教室と、パソコンの文字
通訳をする情報保障者をスマートフォンでつなぐ。そして先生の声
を遠隔地の通訳者が文字に起こして、インターネットを利用して教
室にあるスマートフォンに表示する。教育現場での情報保障のあ
り方を変える可能性を持つこのシステムを紹介する。

DVD
15分 

04126
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　めざせ二連

覇
～ハンマー投げ　森本真敏さん～

　ハンマー投げの森本真敏さんは、前回のデフリンピックにはじめ
て参加し、金メダルを獲得した。森本さんは、現在プロバスケット
ボールチームを運営する会社が立ち上げた財団法人に所属し、
自らの記録を更新するために努力を続けている。普段の練習を通
して、森本さんの思いを伝える。

DVD
15分 

04127
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　初のメダル

を！
～バスケットボール女子チーム～

　前々回のメルボルン大会に初出場を果たし、前回の台北大会で
は６位に終わったバスケットボール女子チーム。今回は初のメダ
ルを目指して大会に臨む。代表合宿や選手の日常を追いながら、
メダルを目指すバスケットボール女子チームを紹介する。

DVD
15分 

04128 
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
手話狂言の心を伝える

～日本ろう者劇団の海外公演・前
編～

　日本ろう者劇団は、日本の伝統を伝える狂言をろう者が手話で
演じる手話狂言に力を入れている。手話狂言を演じる廣川麻子さ
んを紹介し、これまでの海外公演でも「日本人の心を感じられた」
と評判になっている手話狂言の魅力を伝える。

DVD
15分 

04129
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
新たな表現を求めて

～日本ろう者劇団の海外公演・後
編～

　言語の違いや、聞こえる聞こえないに関係なく、観客を楽しませ
ることに力を入れてきた日本ろう者劇団。劇団員の砂田アトムさん
は、手話でさまざまな演技をする「一人芝居」というパフォーマンス
を演じる。彼の日常を紹介しながら、新たな表現を模索する劇団
の姿を伝える。

DVD
15分 

04130
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック２０１３　世界の頂

点を目指せ
～水泳　今村可奈さん・金持義和

さん～

　デフリンピックでメダルが有望視されている２人の水泳のアス
リートを取り上げる。大会初出場ながら、背泳ぎでろうの世界記録
を狙う大阪体育大学２年の金持義和さんと、水泳チーム全体の
キャプテンを務める今村可奈さん。２人の練習風景を追いながら、
デフリンピックにかける思いを聞く。

DVD
15分 

04131
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
障害者差別を解消するために

～第６１回全国ろうあ者大会ｉｎ山
形～

　山形で開催された第６１回全国ろうあ者大会。平成２５年は、障
害者総合支援法が施行され、さらに障害者差別解消法が国会で
成立した。障害者への差別をなくし権利を守るために、今後何が
必要なのか。基調講演やパネルディスカッションの模様を伝える。

DVD
15分 

04132
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
よっしゃ！手話で笑わせたろか
～手話落語家・喜楽舎馬次郎の

世界～

　４代目桂福團治の門下に４２歳で入り、９年前に独立したろう者
の遅咲きの芸人が喜楽舎馬次郎（きらくやうまじろう）さん。「手話
の分からない人も身振りやしぐさで笑わせたい」と語る馬次郎さん
の活動や芸を２回シリーズで伝える。

DVD
15分 

04133
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
喜楽舎馬次郎

～手話落語の世界～

　手話落語家・喜楽舎馬次郎（きらくやうまじろう）さんを紹介する
シリーズ２回目。馬次郎さんの芸は、小話や現代落語、古典落語
など多岐にわたる。日々の努力から生み出された数多くの作品の
うち「凧（たこ）」と、古典落語「長短」の２作品をご紹介する。

DVD
15分 

04134
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック・メダリストに聞く

～前編～

　デフリンピックの夏季大会に、日本からは１４９人の選手が参加
し、金メダル２個、銀メダル１０個、銅メダル９個、あわせて２１個の
メダルを獲得した。今回から２回にわたって、デフリンピックのメダ
リストたちの活躍ぶりを紹介する。今回は、男子水泳の金持義和
さんと茨隆太郎さんに話を伺う。

DVD
15分 

13 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04135
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
デフリンピック・メダリストに聞く

～後編～

　デフリンピック夏季大会のメダリストたちを紹介する２回目。今回
は、シングルスで金・ダブルスで銀・団体で銅メダルを獲得した上
田萌選手をはじめとする卓球女子の４人の選手、そしてハンマー
投げの森本真敏選手に話を伺う。

DVD
15分 

04136
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
災害に備える

～映画「生命のことづけ」から学
ぶ～

　早瀨憲太郎監督の映画「生命のことづけ　―死亡率２倍　障害
のある人たちの３・１１―」では、東日本大震災での障害者の死亡
率が住民全体の死亡率と比べると２倍だった事実が語られてい
る。早瀨監督と日本障害フォ―ラム・藤井克徳さんとの対談を通し
て、災害時に生きのびるためにはどうしたらよいかを考える。

DVD
15分 

04137
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
災害に備える

～情報を得るために～

　東日本大震災では、聴覚障害者の防災において、さまざまな課
題が浮き彫りになった。
その一つとして、緊急情報が聴覚障害者に十分に伝わらなかった
ことが挙げられる。
「みやぎ被災聴覚障害者情報支援センター」（みみサポみやぎ）の
活動を通して、災害時の情報入手について考える。

DVD
15分 

04138
B－3

バリバラ　就労・障害者の悩み 　企業に課せられる障害者の雇用率が２％にアップした。しかし企
業には「任せる仕事がない」「経営が厳しくて雇えない」など悩み
の声がいっぱい。また、障害者自身の「面接でどこまで言えばい
い？」「介助つきだと就職できない？」などの質問に、経営者や雇
用アドバイザーなど障害者雇用の専門家が回答する。

DVD
29分 

04139
B－3

大改造！！
劇的ビフォーアフター　ＳＥＡＳＯＮ

Ⅱ
物件２５１　空回りする家

音の匠とリフォームの匠が協力
難聴者が住み易い理想の住宅を

　２年前に妻を亡くし、ひとり暮らしの依頼者は、難聴の為ほとん
ど耳が聞こえない。そのため困るのは誰かが訪ねてきたとき。奥
に細長い間取りのせいで回転灯に気付かないことがあると言う。
果たして「匠」はどんなリフォームを施すのか。

DVD
101分 

04140
A－3

手話で生きる 　熊本で活躍する画家の乘冨秀人さんはろう者だ。手をモチーフ
に、印象的な作品を描き続けている。乘冨さん一家は妻も息子も
全員ろう者、家の中には手話での会話があふれている。「絵を描く
ことと、手話の大切さを伝え続けることが自分にできること」と語る
乘冨さん。手話とともに生きる乘冨さん一家の生活を追う。

DVD
49分 

04141
B－3

みらいのつくりかた　ＹＵＭＩＥ
難聴のプロボディボーダー

　プロボディボーダーのＹＵＭＩＥさん（甲地　由美恵）は、１９７５
年、２歳の時、両耳の聴力を失った。海は人種差別も無く、全ての
人に平等で、厳しくもあり、やさしくもあるというＹＵＭＩＥさん。海を
通して生きる喜びを見つけたというＹＵＭＩＥさんが、自身の人生に
ついて語る。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後藤美幸

DVD
3分 

04142
B－3

生きるを伝える　井戸端手話の会
主宰　松森果林

　小学４年で右耳を失聴。中学から高校にかけて左耳の聴力も
失った松森さん。「耳が聞こえなくなったあなたは障害者」と言わ
れ、その言葉の重さにショックを受け、死ぬことも考えた。
　そんな絶望の中、何事にも前向きになれたきっかけと、「生きる」
ことのテーマを話す。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後
藤美幸

DVD
4分 

04143
B－3

生きるを伝える
デフラグビー日本代表　柴谷晋

　柴谷さんがラグビーを始めたのは中学１年生の時。高校でもラ
グビーに打ち込み、大学２年生の時、フランスにラグビー留学した
が、突発性難聴を患いラグビーから距離を置くことになった。しか
しデフラグビーの存在を知り、ラグビーへの思いがよみがえった。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後藤美幸

DVD
4分 

04144
B－3

２４時間テレビ
ニッポンって…？この国のかたち
松本潤と耳の不自由な子どもた

ち
心をひとつに刻むタップダンス

　日本テレビの「２４時間テレビ愛は地球を救う」の中の企画とし
て、嵐の松本潤が、ろう学校の生徒とタップダンスを武道館で披露
する。
　音が聞こえない子どもたちが、どうやってタップを合わせるのか、
子どもたちと松本潤の練習から本番までを紹介する。

DVD
23分 

04145
A－3

サラリーマンライフ
～ろう者と聴者が共に働く職場づ

くり～

　近年、ろう・難聴者の企業への就職は年々増え、職業分野も多
様化している。
ろう・難聴者と共に働く職場環境づくりに取り組んでいる会社を取
材し、ろう・難聴者と聴者がコミュニケーションを図ることができ快
適に働くことができる職場環境とは何か、そして、その環境をどの
ように整えているかを紹介する。今村彩子監督作品。

DVD
46分 

14 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04146
A－3

交通事故裁判
　～手話ができなくなったことを言

語障害として
認めて欲しい～

完全版

　名古屋に住む大矢貴美江さん（ろう者）は、交通事故で手にケガ
を負い、手話でコミュニケーションを図ることが困難になった。ろう
者が手話で話すことが困難になったら言語障害にあたるが、保険
会社は言語障害として認めなかった。手話ができなくなったことを
言語障害として認めて欲しいと、大矢さんは裁判を起こした。今村
彩子監督作品。

DVD
27分 

04147
B－3

池上彰の戦争を考えるＳＰ
～戦争をどう伝えたのか～

　池上彰が戦争を考えるＳＰ、今回のテーマは「戦争と報道」。戦
時下の日本やハワイで戦争はどのように伝えられ、人々はどう感
じたのかを特集する。
　日本の真珠湾攻撃をハワイの日系人向け新聞はどう伝えたの
か。８０年前の日本でこう然とペンで軍部に立ち向かった新聞人・
桐生悠々とはどんな人物だったのか。
　テロや戦争ジャーナリストのあり方が問われる今、改めて戦争と
報道を考える。

DVD
95分 

04148
B－3

民教協スペシャル　キ・ボ・ウ
～全村避難　福島県飯舘村二年

の記録～

　２０１１年３月１１日、福島第一原発から流れ出した強い放射性
物質は、雪とともに飯舘村に降り積もった。
　やがて、村は「計画的避難地域」となり全村避難となった。そん
な中、菅野典雄村長は「２年で帰村する」と宣言した。飯舘村の
人々のその後の姿を追う。

DVD
46分 

04149
A－3

ＪＡ共済　生徒向け　自転車交通
安全教室ＤＶＤ

　中学校や高等学校で行われる交通安全教室。危険な自転車走
行に伴う交通事故の実演（スタントマン）により、生徒に危険性を
疑似体験させる。
　自転車と車の衝突事故／自転車の違反行為／トラック左折時の
巻き込み事故／死角による事故／など場面に応じた事故のもよう
と対応策を紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：野口岳史

DVD
18分 

04150
A－3

今から始める喫煙防止教育（第２
版）

たばこ、やめてね！
（小学校１、２年生用）

　タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学校１・２年生対
象）。
　体の中に流れている血は、体中に酸素や栄養を運ぶ大切なも
の。しかし、タバコを吸うと血の流れが止まってしまい、体に悪い
影響を与える。
　タバコの害を低学年に分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
6分 

04151
A－3

今から始める喫煙防止教育（第２
版）

タバコのけむりはあぶないよ！！
　（小学校３、４年生用）

　タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学校３・４年生対
象）。
　タバコの煙を吸うと体の中の酸素が足りなくなり、頭がボーッとし
て考えられなくなったり、疲れやすくなったり、体の成長に悪影響
が出る。タバコの煙の恐ろしさを解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
11分 

04152
A－3

今から始める喫煙防止教育（第２
版）

タバコって本当はどんなもの？
（小学校５、６年生用）

　タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学校５・６年生対
象）。
　タバコの煙の中には体に有害な物質が２００種類以上含まれ、
発がん性物質は６０種類以上入っている。
　タバコの煙に潜む有害な物質について解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
13分 

04153 
A－3

今から始める喫煙防止教育（第２
版）

考えてみよう　タバコと健康
（中学生・高校生用）

　タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（中学生・高校生
用）。
　世界的に見ると喫煙率が高い日本では、最近ようやくタバコ対
策が進み始めている。しかし、なかなかやめられないタバコ。理由
はニコチン依存症という病気だ。
　ニコチン依存症の仕組みと怖さを解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
15分 

04154 
A－3

今から始める喫煙防止教育（第２
版）

タバコか健康か
～あなたはどちらを選びますか？

～
（一般・大学生用）

　タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（一般・大学生用）。
　日本では年間およそ１１万４千人、世界では５００万人がタバコ
が原因で死亡していると推計される。タバコによって体にどんな変
化が起き、どんな病気を発症しやすくなるのか解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
19分 

04155 
B－3

にほんごであそぼ
（平成２５年１０月２１日放送）

　日本語の豊かな表現を紹介し、遊びを通じて「日本語感覚」を身
につける番組。視聴対象は２歳から小学校低学年くらいの子ども
と親。クイズや歌のほかに、狂言の型や古典文学なども取り入れ
て、さまざまな日本語の世界を紹介している。
　今回は「ずいずいずっころばし」「絵あわせカルタ」ほか。

DVD
10分 

15 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04156 
B－3

にほんごであそぼ
（平成２５年１０月２２日放送）

　「ひこうきさんよう　しゅんしゅん旬」では、秋に関係したことばを
紹介。そのほか、「秋深き隣は何をする人ぞ」をキーワードに、ゼ
スチャーでクイズを出題するコーナーや、歌「らららのら」など。

DVD
10分 

04157 
B－3

にほんごであそぼ
（平成２５年１０月２３日放送）

　詩人・金子みすゞの「おはじき」から「きれいなきれいなおはじき
よ」を紹介。「ひらがななにかな」のコーナーでは、「き」の字で遊
ぶ。他に「ちゃわんむしのうた」など。

DVD
10分 

04158 
B－3

にほんごであそぼ
（平成２５年１０月２４日放送）

　清少納言の枕草子から「春はあけぼの」を紹介。「ひらがななに
かな」のコーナーは「は」。その他、歌「でんでらりゅうば」など。

DVD
10分 

04159 
B－3

にほんごであそぼ
（平成２５年１０月２５日放送）

　スタジオを飛び出して、鹿児島県から送る。「鹿児島のお国言
葉」では、「ぬっか」「むじょか」などのお国言葉の意味を、まつもと
ヒロのパントマイムをヒントに当てる。「ベベンのありがとう」の歌の
コーナーでは、日本各地のお国言葉で「ありがとう」を何というか
紹介する。

DVD
10分 

04160 
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（３）

よみがえれ！むらさきの花　ノハ
ナショウブの巻

　神奈川県箱根町にある仙石原湿原は、神奈川県唯一の湿原。１
９３４年に湿原の一部が国の天然記念物に指定された。当時、湿
原一面に咲いていたノハナショウブが指定の決め手になったの
だ。しかし、今湿原でノハナショウブを見ることはできない。地元で
は、湿原の保護とノハナショウブ復活のための取り組みが続いて
いる。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：河合祐三子

DVD
14分 

04161 
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（４）

クロとハナの動物夫婦物語　クロ
サイの巻

　広島県の安佐（あさ）動物公園では多くのクロサイが飼育されて
いる。密猟のため野生のクロサイが激減している中、クロサイの
繁殖は動物園の大事な役目だ。安佐動物公園は多くの繁殖に成
功したことで有名な動物園。クロサイの赤ちゃんがたくさん生まれ
る秘けつを飼育員さんに伺う。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：高井洋

DVD
14分 

04162 
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（５）

美ら海のサンゴの海を抱きしめて
サンゴの巻

　沖縄の海を彩るサンゴ礁。サンゴは岩や植物のように見えるが
実は動物だ。卵から生まれて分裂を繰り返しながら、大きな群体
に成長していく。美しく貴重なサンゴだが、１９９８年に世界中の海
で白化現象が起きて、沖縄でも多くのサンゴが死んでしまった。沖
縄にある美ら海（ちゅらうみ）水族館を訪ね、サンゴの研究と復活
に取り組む様子を紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：小野寺善子

DVD
14分 

04163 
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（６）

夢いっぱい！未来へつなぐ観察
日記

マレーバクの巻

　「夢を食べる動物」といわれるバク。神奈川県のよこはま動物園
ズーラシアでは、マレーバクの親子が飼育されている。妊娠中か
ら超音波検診を行い、おなかの中の赤ちゃんの様子を写真に記
録して貴重なデータを集めてきた。かわいい赤ちゃんの映像と共
に、マレーバクの子育ての記録を紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

04164 
B－3

テレビ未来遺産　報道ドラマ　生
きろ

～戦場に残した伝言～

　戦中最後の沖縄県知事島田叡の実話を、ドラマとドキュメンタ
リーで構成した作品。
　昭和２０年１月、内務省からの異動で赴任し、６月２３日の沖縄
戦終結の日までの５か月を、沖縄県民と共に生き抜いた島田沖縄
県知事。島田は沖縄住民を守るため様々な改革に着手した。その
結果、１０万人の命を救ったとされている。戦時下の沖縄で人々に
ひたすら「生きろ」と説き続けた島田知事の生涯。

DVD
110分 

04165 
 B－3

セーラー服と機関銃　完璧版 　父を交通事故で亡くした女子高生・星泉。泉は、遠縁の親せきの
跡を継いで、やくざ「目高組」の４代目組長に就任する。４人の組
員とともに対立するやくざに立ち向かおうとするが、ヘロインを巡
る事件に巻き込まれてしまう。「カ・イ・カ・ン」の名台詞と共に一斉
を風靡した青春映画の完璧盤。相米慎二監督作品。（上映会使用
の際は事前届け出が必要です）

DVD
131分 

04166 
B－3

大いなる旅路 　盛岡機関区の機関助手・岩見浩造は、ある年の冬、走行中に雪
崩に巻き込まれた。同乗していた先輩機関士の死をきっかけに、
安全運転に一生を捧げようと決意し、以来黙々と任務を務めた。
浩造とその家族の、大正末期からの激動の３０年を描く。関川秀
雄監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
96分 

04167
B－3

宮本武蔵 　慶長５年、郷士の武蔵は侍になることを夢見て、又八と関ヶ原の
戦に加わるが惨敗。又八は野武士の未亡人と姿を消す。又八が
生きていることを又八の母に告げようと故郷に戻った武蔵は、関
所を破り村人や役人から追われる身となる。
内田吐夢監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
111分 
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04168
B－3

ＤＲＡＧＯＮ　ＢＡＬＬ　Ｚ　ドラゴン
ボールＺ
神と神

　ある日宇宙のかたすみで破壊神ビルスが目覚めた。ビルスは星
や生命を破壊する神様だ。「超サイヤ人ゴッド」と戦う夢を見たビ
ルスは、サイヤ人を探して北の界王星に向かう。界王星で修業を
していた悟空はビルスに戦いを挑むが、一瞬で倒されてしまう。ビ
ルスは残るサイヤ人を求めて地球に向かった。そこではブルマの
誕生パーティーが開かれていた。
細田雅弘監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
86分 

04169
B－3

映画　プリキュアオールスターズ
ＮｅｗＳｔａｇｅ２　こころのともだち

　妖精学校に先生として招かれたプリキュアの妖精・タルト。生徒
たちは、あこがれのプリキュアの妖精に会えて大感激。そんな中、
生徒の１人・グレルは、自分が注目されないことに腹を立て教室を
飛び出してしまう。そんなグレルに影水晶の魔の手が伸びる…。
小川孝治監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
71分 

04170 
B－3

無法松の一生 　人力車夫の松五郎は、小倉では名の知られた暴れん坊。周りの
人からは無法松と呼ばれていた。ある日、ケガをした子どもを助け
た縁で、その父・吉岡大尉とその一家と懇意になるが、大尉は急
死してしまう。残された妻・良子、息子・敏雄と松五郎との交流を描
く。稲垣浩監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
104分 

04171 
B－3

昭和２９年度芸術祭参加作品　二
十四の瞳

　昭和の歴史を背景に、大石先生と１２人の教え子の１８年間の
生活を描く。
　昭和３年、大石先生は小豆島の岬の分教場に赴任して、１年生
１２人を受け持った。生徒たちのいたずらでケガをしたり、仲よく歌
を歌ったり…。やがて日本は戦争に突入。軍国教育に疑問を持っ
た大石先生は退職する。長い戦争が終わり、再び復職した先生の
もとにかつての教え子たちが集まった。木下惠介監督作品。（上
映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
157分 

04172 
B－3

喜びも悲しみも幾歳月 　昭和７年１月、上海事変勃発の翌日、灯台守の有沢四郎は新妻
のきよ子を観音崎灯台に迎えた。２人はどんな苦労があっても、
力を合わせ乗り越えようと固く誓い合う。その後２人は、北海道、
長崎、佐渡など全国各地の灯台を転々とする。
　戦前から戦後にかけて、海の安全を守る灯台守として暮らした
夫婦の２５年間を描く。木下惠介監督作品。（上映会使用の際は
事前届け出が必要です）

DVD
160分 

04173 
B－3

釣りバカ日誌　イレブン 　リストラの風が吹く時代の中、ハマちゃんは相変わらず釣り三昧
の生活。一方、鈴木建設の社長のスーさんは、会社の経営に頭を
悩ます日々だった。そんな時、ハマちゃんはスーさんの沖縄出張
のお供として沖縄に行くことになる。そして沖縄出張所の宇佐美と
２人で、美しい海に出たハマちゃんだったが…。
本木克英監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
113分 

04174
B－3

釣りバカ日誌１２ 　鈴木建設の釣り愛好会の会長の高野常務が永年の夢であった
釣り三昧の暮らしのために、空き家となっていた山口県萩市の実
家に戻った。
　そんな高野の生き方に少なからずショックを受けたスーさんと、
とてもうらやむハマちゃんだったが、数日後にスーさんに山口出張
の話が舞い込み、ハマちゃんは有給休暇を使って出張に潜り込む
ことになる。
本木克英監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
112分 

04175
B－3

昭和三十七年度芸術祭参加　若
い人

　港町のミッションスクールに勤める教師・間崎慎太郎は、江波恵
子という女生徒の作文を読んで、その激しい情熱に打たれる。恵
子は私生児という複雑な事情を抱えた生徒だった。一方、同僚教
師の橋本スミ子は、間崎が恵子にひかれていくのを戒める。間崎
は、しだいに恵子とスミ子の双方にひかれていくが…。
西河克己監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
90分 
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04176
B－3

キューポラのある街 　鋳物工場が密集していた埼玉県川口市を舞台に描く青春ドラ
マ。鋳物職人の石黒辰五郎の娘ジュンは中学３年生。辰五郎がケ
ガから職を失い、一家は危機に立たされる。そんな中で、ジュンは
悩みながらもたくましく生きてゆこうとする。
浦山桐郎監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
100分 

04177
B－3

潮騒 　漁師をしている久保新治は、貧しい家に母と弟と暮らす１８歳の
若者であった。ある日、新治は浜で見知らぬ少女を見かける。
　少女・初江は、村の有力者で金持ちの家の娘であった。
　初江に心ひかれる新治だったが、初江にはいいなずけがいると
聞き、ショックを受ける。
森永健次郎監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
82分 

04178
B－3

青い山脈 　女子校に転校してきた寺沢新子のもとに偽のラブレターが届く。
新子に反感を持つ同級生による嫌がらせだった。担任の島崎先
生はこの問題をホームルームで取り上げるが、手紙を出した生徒
たちは「愛校心のゆえ」と泣き出す始末。やがてこの一件は、ＰＴＡ
や先生たちを巻き込み大騒動に発展して…。偽のラブレターに右
往左往する人々と恋模様をユーモラスに描いた青春映画。
西河克己監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）

DVD
96分 

04179 
B－3

忍たま乱太郎　気にする次屋三
之助の段

　無自覚な方向音痴・次屋三之助は、裏山で迷子になりケガをす
る。忍術学園に戻った三之助は、保健委員の三反田数馬に手当
てをしてもらうが、治療中、数馬に「影がうすい」と言ってしまう。悪
いことを言ったと気にする三之助だったが…。

DVD
10分 

04180
B－3

忍たま乱太郎　北石照代は人気
者の段

　忍者のパートをクビになってしまった北石照代。落ち込んでいる
ところに現れた、乱太郎、きり丸、しんべヱに就職できないことを
からかわれ、つい見えをはってしまうが…。

DVD
10分 

04181
B－3

忍たま乱太郎　風魔の恥の段 　風魔流忍術学校の卒業生で暗殺などを請け負う評判の悪い２
人組、安中茂作（あんちゅうもさく）と安野壌（あんのじょう）。２人
は、忍術学園学園長を暗殺しようと学園長のいおりに忍び込む。
そこに喜三太がやってきて…。

DVD
10分 

04182
B－3

忍たま乱太郎　しんべヱを帰せの
段

　最近、しんべヱが実家に帰りたがらない。その理由は、「高級料
理を食べあきた」からだという。しんべヱの妹・カメ子から手紙をも
らったシゲは、しんべヱを実家に帰そうとするが…。

DVD
10分 

04183
B－3

忍たま乱太郎　六年生のキノコと
りの段

　きり丸のアルバイトの手伝いで、キノコとりに行くことになった六
年生の潮江文次郎、中在家長次、七松小平太。４人でキノコが生
えている山へと向かうが、そこには山賊を始めたばかりの３人組
がいて…。

DVD
10分 

04184
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３４

汽笛が聞こえる？幽霊機関車を
探せ！

　ある夜、ネバーランドに響きわたる汽車の音。ネバーランドにな
ぜ汽車が走っているのか疑問に思うジョンだったが、ルナに汽車
を見せてあげようと必死に汽車を探す。だが、なかなか汽車は見
つからない。もしかしたら汽車の幽霊？海賊たちも汽車を捕まえ
ようと動きだす。やっと見つけたその音の正体とは…？

DVD
24分 

04185
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３５

強敵！手を組んだフックとダーク
ネス

　ピーターパンたちは、フック船長に連れ去られたルナを助け出す
ために海賊船の後を追いかけた。一方フック船長は、ラスカルを
奪ってきてやるという条件でダークネスと手を組んだ。ラスカルを
捕まえたフック船長の本当のたくらみとは…？

DVD
24分 

04186
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３６

冒険中止？みんなの胸がドキド
キ痛い！

　黒い鏡の鍵がシンデレラ２世号にあることを知ったダークネス。
それを知ったフックの手下はシンデレラ２世号へ向かった。ピー
ターパンとウェンディがいない中、残された子どもたちは海賊に黒
い鏡の鍵を奪われて、ティンクも海賊に連れていかれてしまう。こ
れで冒険は終わってしまうのか。

DVD
24分 

04187
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３７

史上最大の迷路！ダークネス城
への道

　黒雲谷を進んだシンデレラ２世号は巨大な建造物にたどり着い
た。がらんどうの内部で道を探るうち、ウェンディの頭にひらめい
たのが、あの謎の言葉「光さす時、迷宮への道」。翌朝、石像の顔
に朝日が当たると、あたりがせん光に包まれ、ついに迷宮が姿を
現した。果たして一行は、ダークネス城への道を見つけられるの
か。

DVD
24分 
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04188
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３８

黒い鏡始動！ネバーランドが大ピ
ンチ

　鍵を取り返そうと、ダークネスは魔術を使って海賊たちを鳥やネ
ズミに変えてしまう。そこへピーターパンが現れて鍵を取り戻した。
そのあとダークネス城に捕らえられているルナを助けるために城
にやってきたピ－ターパンは、ダークネスの口車に乗って鍵を渡し
てしまう。

DVD
24分 

04189
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　３９

フックの野望！ダークネス城を
乗っ取れ

　自分の寿命がいよいよ果てるとわかったダークネスは、ルナを２
代目ダークネスとしてすべての悪の力を継承させるために魔法を
かけ、黒い鏡の中へ連れて行く。ルナを助けに城に入ったピー
ターパンだが、鏡の中から出てきたルナは悪魔に支配された２代
目ダークネスになっていた。ピーターパンのことを覚えてないばか
りか、本気で襲いかかってきたのだ。

DVD
24分 

04190
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　４０

最後の決戦！ピーターパン対フッ
ク船長

　ウェンディは何とかルナを説得しようと、ピーターパンとティンクと
ともにダークネス城へ乗り込む。しかし、ルナはウェンディたちのこ
とをすっかり忘れてしまっており、魔法で攻撃してくる。ルナは、本
当にみんなのことを忘れてしまったのか。黒い鏡の力で暗黒の世
界になったネバーランドは、どうなってしまうのか。

DVD
24分 

04191
B－3

世界名作劇場　ピーターパンの冒
険　４１

さよならピーターパン！夢と冒険
の国

　フック船長が放った大砲のせいで、ルナとウェンディは黒い鏡の
中に吸い込まれていった。ピーターパンも鏡の中に飛び込もうとす
るが、できない。逆に、魔法のつえを手に入れたフックが立ちはだ
かり２人の戦いが始まった。一方、黒い鏡の中では、清い心を持っ
た少女のルナと悪魔のルナが戦っていた。悪魔のルナはウェン
ディに、その少女を殺さないと元の世界に戻れないと脅すのだが
…。
　ピーターパンと子どもたちの大冒険の物語、いよいよ最終回！

DVD
24分 

04192
B－3

ＴＨＥ世界遺産
知られざる天才の傑作

カタルーニャ音楽堂とサンパウ病
院　（スペイン）

　１９世紀の終わり、産業革命を一早く成し遂げたバルセロナは建
築の時代に入った。この時期、世界的に見ても独特の建築が数
多く生まれている。当時、サグラダ・ファミリア教会を建設したガウ
ディよりも華々しい活躍をみせていた建築家、リュイス・ドメネク・
イ・モンタネール。
　ドメネクの最高傑作といわれるカタルーニャ音楽堂。コンサート
ホール全体に宝石を散りばめたかのような華麗な装飾を施した。
広大な敷地にいくつもの建物が機能的に配置され、まるで一つの
街を思わせるサン・パウ病院。リュイス・ドメネク・イ・モンタネール
とは一体、何者だったのか？番組では知られざる天才建築家に
迫る。

DVD
25分 

04193
B－3

ＴＨＥ世界遺産
富士山―信仰の対象と芸術の源

泉Ⅰ（日本）

　古くから日本人の心のより所となってきた富士山。四季折々に見
せる美しい景色は人々を魅了し続けている。しかし、その素顔は
「火の山」、宝永噴火の火口には今も噴火の激しさを物語る溶岩
が残っている。また樹海の地下には、マグマが作った巨大なトンネ
ルもある。
　番組では、火口の内部など普段目にしない、火の山としての富
士山の姿を中心に、噴火が生んだ自然造形と富士山信仰とのつ
ながりについて描いていく。

DVD
25分 

04194
B－3

ＴＨＥ世界遺産
富士山―信仰の対象と芸術の源

泉Ⅱ（日本）

　富士山に降る雨や雪の量は年間２４億トンとも言われている。富
士山はその水を吸収する“巨大ろ過装置”。水は麓に湧き水となっ
て現れ、かつて富士山を目指した人たちはこの水で禊をして山に
向かった。
　また湧水でできた滝は富士山を信仰する人たちの巡礼地となっ
た。番組では富士が生む水の神秘的な現象やその水が支えた富
士山信仰について紹介する。また、その信仰者が目指した修行の
難コースにも迫る。

DVD
25分 

04195
A－3

見直そう　わたしたちのくらし
地球温暖化防止に向けた取組、

始まっています

　地球温暖化の進行によって起こる様々な影響や、温暖化を防ぐ
ための身近な省エネ方法などを、さかなクンがわかりやすくクイズ
形式やドラマ形式で解説する。

DVD
38分 

04196
A－3

Ｇｉｖｅ　ａｎｄ　Ｇｏ 　ハーフの青年ケニーは、ふとしたきっかけで耳が聞こえない少
女・夏希と出会う。夏希はバスケットの好きな活発な少女なのだ
が、障害があるためことで世間や家族との軋轢があり、心の葛藤
を抱いている。
　２人の周囲の人々との心の触れ合いをバスケットボールを通じ
て描く青春ストーリー。

DVD
71分 
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04197
B－3

きょうの健康
正しく向き合う認知症
早めの受診がかぎ

　認知症は、脳の病気やけがにより記憶力や判断力が低下し、日
常生活に支障をきたす。認知症を起こす原因として最も多いアル
ツハイマー病の場合、まず物事を順序よく実行できなくなり、料理
や仕事などが進めにくくなる。
　認知症のさまざまな症状や早期発見の方法を伝える。

DVD
15分 

04198
B－3

きょうの健康
正しく向き合う認知症
進行を遅らせる治療

　認知症の多くを占めるアルツハイマー病は、治療を受ける時期
が早いほど進行を遅らせることが可能になる。診断は主に、問診
で日頃の症状や困ったことなどを確認し、認知機能テスト、画像検
査、その他さまざまな検査で行い、アルツハイマー病と診断された
場合の治療の方法等を解説する。

DVD
15分 

04199
B－3

きょうの健康
正しく向き合う認知症

周囲と一緒に生活を維持

　認知症の人は、自信をなくしていたり、大きな不安を抱いていた
りする。本人の状態に理解を示して無理のないコミュニケーション
を図るとともに、認知症とはどのような病気なのかを理解して、本
人や周囲の人が心身ともに苦痛のない生活を続けることの大切さ
を伝える。

DVD
15分 

04200
B－3

きょうの健康
正しく向き合う認知症

介護の負担を減らすために

　認知症の症状である「もの盗られ妄想」「興奮や暴力」「徘徊」に
対する対応の方法を紹介し、自宅での介護の負担が大きくなり過
ぎ、介護をする人が心身の健康を保てなくなることがないよう、家
族全員が協力して介護の負担を分散することの大切さを解説す
る。

DVD
15分 

04201
A－3

大学を目指すあなたへ
～大学選びのポイント～

　ろう・難聴高校生が大学進学を目指す際の大切なポイントを、先
輩のろう・難聴大学生から経験やメッセージを聞く。また、現在の
日本の障害学生支援の一例として、同志社大学の障がい学生支
援制度と日本社会事業大学の聴覚障害者大学教育支援プロジェ
クトを紹介する。

DVD
45分 

04202
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第７回

時間の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「時間に関する表現」「正午」「午前」「午後」「一
日」「２４時間」
○学習ステップ２「時間の経過に関する表現」「早い」「遅い」「時間
が過ぎる」「時間がかかる」
○手話で語る絵本「あなたがだいすき」
○しゅわしゅわワールド「松山大学　聴覚障害体験授業　モコゲー
ム」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」

DVD
25分 

04203
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第８回

現在／過去／未来の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「体を軸にした時間のイメージ」「過去」「現在」
「未来」「最近」
○学習ステップ２「今日」「明日」「昨日」「今月」「先月」「来月」
○手話で語る絵本「ないた」
○しゅわしゅわワールド「香川県丸亀市さぬき福祉専門学校教員
阿部忍」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」

DVD
25分 

04204
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第９回

動きを表す表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「動きの表現」「歩く」「座る」「立つ」「登る」「下り
る」
○学習ステップ２「開ける」「閉める」「読む」「書く」「走る」「泳ぐ」
○手話で語る絵本「ないた」
○しゅわしゅわワールド「福島県会津若松市役場設置手話通訳の
仕事　課長　斎藤綾子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

DVD
25分 

04205
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１０回

食べ物／味覚の表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「食べ物に関する表現」「ラーメン」「カレー」「焼肉
定食」「寿司」
○学習ステップ２「味覚に関する表現」「甘い」「おいしい」「まずい」
「苦い」「渋い」
○手話で語る絵本「ないた」
○しゅわしゅわワールド「福島県会津若松市役場設置手話通訳の
仕事　課長　斎藤綾子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

DVD
25分 
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04206
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１１回

形容の表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「形容に関する表現」「多い」「少ない」「髙い」「低
い」「固い」「柔らかい」
○学習ステップ２「上手」「下手」「きれい」「汚い」
○手話で語る絵本「いつもいっしょに」
○しゅわしゅわワールド「みんなの手話　撮影の舞台裏」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

DVD
25分 

04207
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１２回

気持ちの表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「気持ちに関する表現」「悲しい」「笑う」「怒る」
○学習ステップ２「ホッとする」「安心する」「寂しい」「恥ずかしい」
○手話で語る絵本「いつもいっしょに」
○しゅわしゅわワールド「手話カフェ」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

DVD
25分 

04208
A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１３回

思考に関する表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「思考に関する表現」「わからない」「納得」「なる
ほど」「へえ」
○学習ステップ２「迷う」「混乱する」「思いつく」「なんだ」
○手話で語る絵本「いつもいっしょに」
○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

DVD
25分 

04209
B－3

素晴らしき日本　鉄道の旅
世界自然遺産白神山地を行く　海

と山の絶景
～「リゾートしらかみ」五能線～

　秋田と青森・弘前をつなぐ観光列車「リゾートしらかみ」は、世界
自然遺産の白神山地と日本海沿岸の絶景が楽しめる、人気の高
いローカル線だ。五能線を経由する約１５０㎞の旅は、日本海の
海岸線ぎりぎりを走るため、絶景ポイントがめじろ押し。各地の名
物料理も紹介しながら、東北の旅を堪能する。

DVD
46分 

04210
B－3

きょうの料理　決定版！
春のベストレシピ

早くて簡単　節約おかずベスト３

　過去に放送されたものから、安価な材料で、しかも簡単にできる
ということで人気のあ
ったレシピを３つ取り上げて紹介する。取り上げるレシピは「豆腐
のかば焼き丼」、「もやしと豚バラと油揚げのピリ辛炒め」、「ひき
肉と豆腐のにら炒め」。

DVD
25分 

04211
B－3

きょうの料理　決定版！
春のベストレシピ

ボリューム満点　鶏肉おかずトッ
プ３

　「きょうの料理」のインターネットサイトを分析し、春に検索の多
かった鶏肉のレシピのトップ３を取り上げて紹介する。紹介するレ
シピは「鶏の柔らかから揚げ」、「トマトとチキンの煮込み」、「鶏の
から揚げ」。

DVD
25分 

04212
B－3

きょうの料理
根菜たっぷりおかずベスト３

　「きょうの料理」のインターネットサイトを分析し、検索の多かった
根菜料理のトップ３を取り上げて紹介する。紹介するレシピは「大
根と肉だんごのしょうゆ煮」、「豚肉とれんこんの炒め煮」、「里芋
の揚げだし」。

DVD
25分 

04213
B－3

サイエンスＺＥＲＯ
軟骨で聴く！超音波も聞こえ

る！？
新しい聴覚が広げる音の可能性

　最近、第三の聴覚といわれる「軟骨伝導」が注目を浴びている。
軟骨伝導の技術を応用すれば、騒音の激しい場所でも聞き取り
やすい携帯電話や、外に音のもれにくいイヤホンも作れるという。
さらに軟骨伝導を使った補聴器なら、骨伝導の補聴器では分かり
にくい「音がする方向」も分かりやすくなるという。超音波を骨伝導
で聞く最新の研究も紹介し、補聴器開発の最前線に迫る。

DVD
30分 

04214
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
差別ってなに？

～ふだんの暮らしで考える～

　２００６年１２月に国連総会で採択された障害者権利条約。条約
では「障害者への差別とは、合理的配慮のないこと」と定義され
た。日本では２０１６年４月から差別解消法が施行されるが、解消
法の中でも差別をなくすための合理的配慮が義務づけられてい
る。差別解消法の施行を前に、「差別」と「合理的配慮」について、
国際人権法と障害者法がご専門の川島聡さんから話を伺う。

DVD
15分 

04215
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
差別ってなに？

～学びと仕事で考える～

　差別と合理的配慮について考える第２回目。学校と職場の場合
を考える。聴覚障害を持つ当事者が、学校や職場で体験した差別
や苦労した体験を語る。また合理的配慮の取り組み事例として、
日本社会事業大学や筑波大学の例、職場での配慮の事例を紹介
する。

DVD
15分 
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04216
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
旅を楽しむために

～難聴者バス旅行同乗記～

　聞こえないハンディキャップを感じることなく旅を楽しみたい…そ
んな難聴者の願いをかなえるバス旅行がある。参加者は難聴者
や中途失聴者とその家族。そして彼らに情報を提供する要約筆記
者たち。車内では２台のテレビに常に文字情報が流れ、画面を見
ながらみんなで大笑い。磁気ループの張られた車内ではカラオケ
も楽しめる。世界遺産・熊野古道を巡るバス旅行に１日密着した。

DVD
15分 

04217
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
普及するか？電話リレーサービ

ス

　聞こえない人と聞こえる人が電話を使って会話できるようにする
「電話リレーサービス」。聞こえない人はテレビ電話を使って手話
で話し、それを手話通訳者が電話を使って聞こえる人に通訳する
サービスだ。公益財団法人の日本財団が、このサービスの普及を
目指して行っている試験サービスの様子を紹介。普及のためには
何が必要か、筑波技術大学の井上正之さんと考える。

DVD
15分 

04218
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
マンガのなかのろう・難聴
～「聲の形」連載の波紋～

　少年漫画雑誌に掲載され大反響を呼んだ「聲の形」。耳の聞こ
えない少女と聞こえる少年との関係を描いたこの作品では、少女
に対するいじめや差別が描かれ、若い人を中心に賛否両論、さま
ざまな意見が巻き起こった。作者の大今良時さんに作品への思い
を伺う。

DVD
15分 

04219
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
マンガのなかのろう・難聴

～「聲の形」が問いかけたこと～

　漫画「聲の形」について紹介する第２回目。番組で用意したカキ
コミ板にも賛否両論の意見が寄せられた。「ろう者への理解が一
歩前進した」と評価する一方、「いじめられた当事者の気持ちがわ
かっていない」という否定的な意見も。第２回目の今回は、聞こえ
ない当事者の意見を紹介する。

DVD
15分 

04220
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
米内山明宏の流儀　演劇の可能

性を信じて

　日本のろう文化の担い手であり、ろう演劇界をけん引してきた米
内山明宏さん。ろう者としての誇りを胸に活躍を続ける彼に影響を
受けたろう者は多い。還暦を過ぎた米内山さんは「日本の演劇界
を変えていきたい」という。今、米内山さんは若いろう者たちに何を
託し、何を願うのか。「米内山明宏の流儀」を２回にわたって送る。

DVD
15分 

04221
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
米内山明宏の流儀　生きた「こと

ば」を伝えたい

　演劇と並んで米内山さんが大切にしている活動が手話指導だ。
聴者には手話を言語として尊重し、もっと理解して欲しい。同時
に、ろう者にも日本語を正しく理解して欲しい。そんな思いから手
話と日本語に関するさまざまな講座を開いている。「ろう者と聴者
の世界を取り持つのが手話通訳者。半端な通訳者は要らない。
力がある通訳者が欲しい」という米内山さんの手話指導の取り組
みを紹介する。

DVD
15分 

04222
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
手話言語条例を考える

　鳥取県で成立した手話言語条例は、手話を言語として認めた全
国で初めての条例だ。手話言語条例で私たちの環境はどのよう
に変わるのか。今後の課題は何なのか。東京で開かれた手話言
語条例のシンポジウムを通じて、聞こえない当事者と共に考える。

DVD
15分 

04223
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
心ひとつに響かせて

～“ろう太鼓”が結ぶ絆～

　群馬県にある太鼓のグループ「心響（しんきょう）」は、メンバーの
大半が聴覚障害者。心響の会長の小沢さんは、太鼓との出会い
で人生が変わったという。今、心響は全国のろう太鼓グループと
連携し、交流を深めて活動を広げようしている。

DVD
15分 

04224
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
「働く」を見に行こう！

～先輩社会人を訪ねて①～

　多くの聴覚障害者は、聴者とともに職場で働いている。聴覚障害
者が気持ちよく働くためには、聴覚障害への理解とさまざまな配
慮が欠かせない。聴覚障害者の働く実際の職場とはどんなところ
なのか。現役大学生が先輩社会人の職場を訪ね、働き方や生き
方を伺う。

DVD
15分 

04225
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
「働く」を見に行こう！

～先輩社会人を訪ねて②～

　改正障害者雇用促進法の施行に向けて、障害のある人が働く
職場の環境整備が急がれている。大学生が先輩のもとを訪ね、
働き方や生き方をたずねるシリーズの第２回目は「目で聴くテレ
ビ」で働くろう者スタッフを訪ねる。

DVD
15分 

04226
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
自分らしく暮らしたい…

～拝見！ユニバーサル・ホーム
～

　北海道の函館市に、聞こえる人も聞こえない人も楽しく暮らすこ
とのできるユニバーサル・ホームがある。ホームでは、視覚障害
者が暮らしやすいよう点字ブロックが設置され、廊下は車椅子で
も楽に通れる広さだ。室内には聴覚障害者用のお知らせランプも
設置され、事務所には手話通訳者とガイドヘルパーがいて２４時
間住人を見守る。全国でも珍しいユニバーサル・ホームを訪ね、そ
こで暮らす聴覚障害者にお話を伺う。

DVD
15分 

22 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04227
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
理想的な情報保障とは

～全国中途失聴者・難聴者福祉
大会ｉｎ沖縄～

　２０１４年１月沖縄で開かれた全国中途失聴者・難聴者福祉大会
では、障害者権利条約を踏まえ、中途失聴者や難聴者にとっての
理想の情報保障は何かを考える分科会がもたれた。要約筆記派
遣事業は必須事業だが、全国の実施率は１００パーセントに至っ
ていない。そうした現実を変えるべく活発な議論が行われた様子
を送る。

DVD
15分 

04228
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
みんなと雪の中で

～子どもたちのスキー教室～

　長野県菅平高原スキー場で開かれた、耳の聞こえない子どもた
ちを対象にした「デフわんぱくスキー・スノーボード教室」。小学３
年生から高校１年生まで６３人の参加があった。スキーを教えるス
タッフの大半がろう者で、手話による指導を受けられる。初心者に
はスタッフがつきっきりで身振り手振りで教えてくれる。教室では
同じ聞こえない仲間との出会いも貴重な経験だ。

DVD
15分 

04229
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
そこが知りたい　難聴の医療

　「音は聞こえるけれど何を言っているかが分からない」など、難
聴者の聞こえは健聴者には分かりにくい面がある。番組では虎の
門病院耳鼻咽喉科の熊川孝三さんを迎え、難聴の種類や聞こえ
の違いなど、難聴について詳しく教えていただく。さまざまな聴力
検査の様子や補聴器の使い方のコツなども紹介する。

DVD
15分 

04230
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
難聴のピアニスト

　国際障害者ピアノフェスティバルの入賞者による、受賞記念コン
サートが東京で開かれた。フェスティバルの聴覚障害部門には７
名が参加し、金メダルを受賞したのは日本人の小林淳一さんだ。
小林さんは生まれつきの高度難聴だが、補聴器を通して聞こえる
わずかな音と体で感じる振動を頼りに演奏している。世界が認め
た難聴のピアニストに、ピアノへの思いを聞く。

DVD
15分 

04231
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
シリーズ被災地はいま①
自分の家で暮らしたい

～宮城・気仙沼～

　東日本大震災で被災した宮城県のろう者・斎藤隆さん。４０年以
上、漁業一筋の生活を送ってきたが、自宅は震災で流され、再建
のめどは立っていない。今は父親と２人、海から遠く離れた仮設
住宅で暮らし、そこから海へと通っている。ワカメ漁師の斎藤さん
の生活を追いながら被災地のろう者の今を紹介する。みみサポみ
やぎによる支援の様子も紹介する。

DVD
15分 

04232
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
シリーズ被災地はいま②

故郷に帰りたい
～福島～

　ろう者の橋本信政さんは、福島第一原発事故で帰宅困難区域と
なった浪江町を離れて避難生活を送っている。また樋口春雄さん
は、原発から２０㎞の川内村の山奥で１人暮らしをしていたが、原
発事故の当初、事故のことを知らず、１６日間も村に１人で取り残
されていた。大熊町に暮らしていた若松さん夫婦は、仮設住宅に
落ち着くまで７か所も避難を繰り返した。震災のために生まれ故郷
を離れ、福島県の避難先で暮らすろう者の今を伝える。

DVD
15分 

04233
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
聞こえる聞こえないをつなぎたい
～手話漫才「ぷ～＆み～企画」～

　「み～」ことさとう正士さんと、「ぷ～」こと三宅寿さん。２人はろう
者と聴者の異色の手話漫才コンビだ。ろう者のさとうさんの手話
に、聞こえる三宅さんが手話と音声でつっこみを入れる。「ろう者も
聴者も一緒に笑えるので理想的」と語るさとうさん。新たなスタイ
ルを追求する２人の活動を追う。

DVD
15分 

04234
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
「働く」を見に行こう！　夢に向

かって突き進め
弁護士　若林亮さん

　聞こえない学生が聞こえない先輩社会人の職場を訪ねるシリー
ズ「働く」を見に行こう！。今回はろう者の弁護士・若林亮さんを法
学部の学生・野村大智さんが訪ねる。若林さんの職場は、法テラ
ス東京法律事務所。誰もが法律のサービスを受けられるように
と、国によって設置された相談窓口だ。相談者の支援のために、
他の専門職と連携しながら問題解決を図る若林さんの現場に密
着する。

DVD
15分 

04235
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
「働く」を見に行こう！　足で現場

を駆けめぐれ
弁護士　若林亮さん

　若林さんのコミュニケーションを支えるのが手話通訳士の遠藤
友侑子さん。電話や相談者との面談などの現場で、常に若林さん
を支援する。
　現場と同時に弁護士にとって大事な仕事場が裁判所の法廷だ。
法廷での通訳の様子などを伺う。

DVD
15分 

04236
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
被災地のろう学校　創立１００周

年に向けて

　創立１００周年を迎える宮城県立聴覚支援学校。同窓会会長の
渡辺征二さんは、東日本大震災で自宅を津波に流されてしまい、
会長として保管していた卒業生名簿も失ってしまった。１００周年
記念式典の準備を進める中、卒業生と連絡が取れず困っている。
　「懐かしい顔ぶれに会いたい」と訴える渡辺さんたちの思いを伝
える。

DVD
15分 

23 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04237
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
多様な“性”への理解を

～ろうＬＧＢＴサポートブック～

　多様な性のあり方として少しずつ知られてきたＬＧＢＴ。ＬＧＢＴと
はＬ（レズビアン）Ｇ（ゲイ）Ｂ（バイセクシュアル）Ｔ（トランスジェン
ダー）の頭文字をつなげたもので、性的マイノリティーの人々を表
している。
　ろう者の中にもＬＧＢＴの人々はいる。ＬＧＢＴへの理解を深める
ために奮闘するろう者の活躍を紹介する。

DVD
15分 

04238
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
アメフトに挑む

～社会人リーグ　奥寺渉選手～
（前編）

　アメリカンフットボールの社会人リーグで活躍する奥寺渉さんは
難聴者だ。２歳のとき、病気の後遺症で聴力を失った。練習中は
補聴器を外し、チームメートの言葉は口の動きを読み取っている。
チームの一員として仲間たちの信頼を得ている奥寺さんだが、実
はもともとは引っ込み思案だったという。

DVD
15分 

04239
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
アメフトに挑む

～社会人リーグ　奥寺渉選手～
（後編）

　難聴のアメフト選手・奥寺渉さんの活躍を追う第２回目。チーム
メートも奥寺さんとのコミュニケーションには、さまざまな工夫を凝
らしている。練習中でも話をするときは必ずヘルメットを外す。奥
寺さんの声が聞き取りづらいときは互いに聞き返す。またアメリカ
ンフットボールには数百以上の戦術があるが、試合中に作戦を伝
えるための特別の工夫もしている。それがハンドシグナルだ。

DVD
15分 

04240
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
波乗りのプロとして

～ボディーボーダー　横手奈都紀
選手～　前編

　難聴のプロボディボーダー横手奈都紀さん。２０１２年にはプロ
ツアーの試合で５位になったこともあるトッププロの１人だ。
　「ボディーボードと出会って強くなった」と語る横手さん。プロとし
て高い目標に挑戦し続ける姿を追う。

DVD
15分 

04241
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
波乗りのプロとして

～ボディーボーダー　横手奈都紀
選手～　後編

　プロとして初優勝を目指す横手さんの１日は午前５時の海岸か
ら始まる。たとえ天気が悪くても早朝の練習は欠かさない。ボ
ディーボード一色の横手さんの生活だが、プロとはいえ生活は厳
しい。
全国各地で行われる試合の遠征費用はすべて自分持ちだ。横手
さんは日中はソーラーパネルを作る工場で働いている。試合のた
め仕事を休むこともあるが、そのぶん人よりも仕事ができるように
と努力も欠かさない。

DVD
15分 

04242
B－3

バリバラ　盲ろうワールド 　今回のバリバラのテーマは「盲ろう者」。視覚と聴覚の両方に障
害のある盲ろう者だが、実際にはどんな人々なのだろうか。タレン
トの松本明子が、人生初の盲ろう者とのコミュニケーションに挑
戦。松本は盲ろう者にどのように自己紹介するのか？スタジオに
盲ろう者を迎え、ふだんの暮らしぶりや趣味の話など、知られざる
「盲ろうワールド」を紹介する。

DVD
29分 

04243
B－3

ハートネットＴＶ　ぼくたちのサイン
～難聴のエースと仲間たち　最後

の夏～

　島根県の益田東高校野球部のエース廣中蒼磨（ひろなかそう
ま）君は先天性の難聴だ。話すことにも障害があり、チームメート
とのコミュニケーションには簡単な手話と指文字を使う。エースを
支えるために、チームメート８０人全員が指文字を覚えた。試合中
も指文字や身振りなどのさまざまな工夫で、チームはエースの蒼
磨君を支え、蒼磨君はエースとしてチームを支えてきた。
　チーム一丸となって甲子園を目指す夏、蒼磨君と仲間たちの絆
の物語。

DVD
29分 

04244
B－3

人間開発　三重苦２０年の記録
前編

　幼い頃に高熱で視覚と聴覚の両方を失ったヤマグチシゲコとア
キヤマタダオ。２人は７歳と６歳の時、甲府の盲学校に入った。そ
れまでまったくしつけや教育を受けられず、動物のようだった２
人。だが盲学校と東京大学の梅津教授の手により食事や排せつ
などの日常生活訓練を受け、少しずつ成長していく。
　手話表現者：五十嵐由美子
※この作品の音声には、「おし・つんぼ・めくら」等の差別語が出て
きます。これらの差別語は、人権上、現在では使うことの許されな
いものです。しかしこのＤＶＤでは、記録映像という作品の性質、お
よび制作当時（昭和３９年）の社会状況を踏まえ、音声のまま字幕
化しています。※

DVD
18分 

24 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04245
B－3

人間開発　三重苦２０年の記録
後編

　シゲコとタダオは生活習慣も身につき、身の回りのことは自分で
できるようになった。点字や指文字を覚え言葉を獲得して以来、２
人の進歩はめざましかった。抽象的な概念も獲得し、タダオは代
数を学ぶまでに成長した。二十歳になったシゲコは東京にいる梅
津先生に会いたいと願い、タダオとともに上京しデパートでの買い
物を楽しむ。人間とは何か、とりわけ言葉とは何かを考えさせる記
録映像。
　手話表現者：五十嵐由美子
※この作品の音声には、「おし・つんぼ・めくら」等の差別語が出て
きます。これらの差別語は、人権上、現在では使うことの許されな
いものです。しかしこのＤＶＤでは、記録映像という作品の性質、お
よび制作当時（昭和３９年）の社会状況を踏まえ、音声のまま字幕
化しています。※

DVD
23分 

04246
B－3

ＪＮＮルポルタージュ　盲ろう者に
生まれて…

～見えない聞こえない１９歳“学び
の軌跡”～

　森敦史さんは先天性の盲ろう者。生後半年ごろには視覚と聴覚
に障害があることが分かった。大半の盲ろう者が人生の過程で重
複障害になった人たちであり、敦史さんのような先天性の盲ろう者
は極めて少ない。１９歳になった敦史さんの希望は大学進学だ。
大学に通うには、授業のほかに登下校のサポートも欠かせない。
だが現在の制度では、授業の通訳や通学等のサポートを行う通
訳介助者にかかる費用はすべて自己負担だ。盲ろう者を支える制
度の現状をまじえながら、敦史さんの大学への挑戦を追う。
　手話表現者：小野寺善子

DVD
25分 

04247
B－3

夢の扉＋　ＮＥＸＴＤＯＯＲ
コミュニケーションをバリアフリー

に！！
中石真一路

　これまでは、難聴者が補聴器を付け、聞こえを補ってきた。その
発想を逆転。話し手が難聴者を支援できるスピーカーが誕生し
た。
　開発者は中石真一路さん。このスピーカー、普通の音の大きさ
でも言葉を明瞭に聞き取ることができる。そのヒントは何とスズム
シ！？

DVD
25分 

04248
B－3

未来へのおくりもの
目と耳の両方に障がいがある
“盲ろう者”を支援する人たち

　目と耳の両方に障害を持つ人は盲ろう者と呼ばれ、全国に約２
万２，０００人いる。その盲ろう者の方々の支援活動に取り組むの
が全国盲ろう者協会。理事を務めるのは、ご自身も盲ろう者であ
る福島智さんだ。福島さんは世界でも類をみない経歴の持ち主
だった。

DVD
28分 

04249
B－3

プロフェッショナル
仕事の流儀　言葉を超えて、人を

つなぐ
会議通訳者　長井鞠子

　高度な語学力と集中力、そして瞬発力が求められる同時通訳
者。中でも長井鞠子（ながいまりこ）さんは、年間２００もの国際会
議を任されるプロ中のプロだ。石原元都知事をはじめ、世界中の
要人からあつい支持を集める。通訳に必要な日本語の力を研ぎ
澄ますために和歌の稽古に取り組み、キャリア４０年の今も手書
きの単語帳作りを欠かさない。７０歳にしてなおトップ通訳者として
活躍する長井さんの姿を追う。

DVD
48分 

04250
B－3

徹子の部屋　坂本九
　１９８２年にオンエアされた「徹子の部屋」。ゲストは『上を向いて
歩こう』の坂本九さん。坂本さんが自身の生い立ちや両親のこと、
妻や娘のこと、そして福祉の仕事に関することなどを語る。坂本さ
んはその後、１９８５年に起きた日航機墜落事故で亡くなった。

DVD
30分 

04251
B－3

徹子の部屋　米内山明宏 　日本ろう者劇団のリーダーであり、ろう者の俳優としてプロ第一
号の米内山明宏さんが、日本ろう者劇団を設立したきっかけや今
後の目標について語る。「ギルガメッシュ」の芝居に出演した時の
ＶＴＲや、文楽の大江巳之介さんに弟子入りして作ったつめ頭も見
せてくれる。通訳は劇団のメンバーで川崎市役所勤務の田中正
子さん。

DVD
30分 

04252
A－3

敬語おもしろ相談室　１
「敬語の心得」

　知っているようで知らない敬語。日本語の敬語は使い方が難し
いといわれる。しかしそもそも敬語は相手を思いやる気持ちを言
葉で表した、いわば人間関係の潤滑油。あなたも敬語を使いこな
して、常識人としての自分を示そう！
　第１回は「敬語の心得」。敬語を使う上での基本的な心構え、考
え方を説明する。

DVD
5分 

04253
A－3

敬語おもしろ相談室　２
「敬語の基本」

　第２回は「敬語の基本」。５種類あると言われる敬語の種類とそ
の使い分けを実例をまじえて説明する。

DVD
6分 

04254
A－3

敬語おもしろ相談室　３
「敬語のＴＰＯ」～依頼の仕方～

　第３回は「敬語のＴＰＯ」。職場の先輩に仕事をお願いするとき、
どんなふうに言えば失礼にならないのか。最近よく聞く「～させて
いただく」という言い方は正しいのか、どんな時に使えばいいの
か。実例をまじえて説明する。

DVD
5分 

25 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04255
A－3

敬語おもしろ相談室　４
「間違いやすい敬語①」

～尊敬語ＶＳ謙譲語Ⅰ～

　第４回は「間違いやすい敬語１」。上司に向かって「資料、お持ち
しますか？」と聞いた時、資料を持つのは上司？自分？「お伺い
する」は、敬語が二重になっているが使っていいの？…などなど、
間違いやすい敬語を解説していく。

DVD
5分 

04256
A－3

敬語おもしろ相談室　５
「間違いやすい敬語②」
～尊敬語あれこれ～

　第５回は「間違いやすい敬語２」。駅のアナウンスで「この電車は
車庫に入りますので、御乗車できません」、これは不適切な表現。
でも「御乗車はできません」となるとＯＫな表現になる。「読みやす
い」「分かりやすい」の尊敬語は何か？など、間違いやすい敬語を
解説。

DVD
5分 

04257
A－3

敬語おもしろ相談室　６
「間違いやすい敬語③」

～謙譲語ⅠＶＳ謙譲語Ⅱ～

　第６回は「間違いやすい敬語３」。自分がへりくだることで、相手
への敬意を表す「謙譲語」は、敬う対象や意識する対象により２つ
に分かれる。使い方の難しい謙譲語を解説する。

DVD
5分 

04258
A－3

敬語おもしろ相談室　７
「場面で異なる敬語」

～ウチとソト～

　第７回は「場面で異なる敬語」。同じ人に対する言葉でも、「ウ
チ」と「ソト」で敬語の種類が変わる。「田中部長」なら部長への尊
敬表現だが、社外の人に言うときは「部長の田中」と言わないと失
礼になる。敬語の使い方の落とし穴「ウチとソト」について解説す
る。

DVD
6分 

04259
A－3

富岡製糸場 　２０１４年、世界遺産に登録された富岡製糸場。１８７２年に明治
政府によってつくられ、当時世界でも最大級の規模を誇った官営
工場だ。西欧の技術を取り入れ、良質な生糸の大量生産を実現
し、日本の近代化に大きく貢献した。建設から１４０年以上たった
今も創業当時の姿を保つ富岡製糸場の建物を詳しく紹介しなが
ら、当時の生糸生産技術や日本近代化の歩みを振り返る。
　手話表現者：森田明

DVD
21分 

04260
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（７）

育て！サバンナの人気者　キリン
の巻

　多摩動物公園では、広い敷地に多くの動物が放し飼いにされて
いる。中でもキリンは「サバンナ」と呼ばれる飼育場で、シマウマや
シロオリックスなどほかの草食動物と暮らしている。なるべく野生
に近い状態で飼育したほうが、その動物が本来持つ行動パターン
が見られるのではないかという方針のためだ。飼育員の清水さん
から、動物園でキリンを飼育する難しさや、さまざまな工夫につい
てお話を伺う。
　手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

04261
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（８）

特別天然記念物の住む川を守
れ！

オオサンショウウオの巻

　世界最大級の両生類であるオオサンショウウオは、国の天然記
念物。広島の安佐動物公園では１９７１年の開園以来、オオサン
ショウウオの調査と保護を行い、日本で初めて、飼育しているオオ
サンショウウオの繁殖にも成功した。３０年以上にわたり、オオサ
ンショウウオの調査保護に携わっている足利和英さんに、繁殖の
苦労や動物園での飼育の工夫などについてお話を伺う。
　手話表現者：河合祐三子

DVD
14分 

04262
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（９）

不思議！深海の真っ白なエビ
ゴエモンコシオリエビの巻

　神奈川県の新江ノ島水族館には深海の不思議なメカニズムを
再現した珍しい水槽がある。そこで飼育されているゴエモンコシオ
リエビは、猛毒の硫化水素を含んだ３００℃の熱水が噴出する所
で生活する深海生物だ。光の届かない深海の猛毒の中、ゴエモン
コシオリエビはどうやって生活しているのか。飼育担当の根本卓さ
んにお話を伺う。
　手話表現者：河合祐三子

DVD
14分 

04263
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（１０）

大きな願いを小さな体で受けとめ
て

アジアゾウの巻

　東南アジアの森林地帯に住むアジアゾウ。日本の動物園ではゾ
ウの繁殖は難しく、アジアゾウの繁殖例は３例しかない。そのうち
の２例が神戸市立王子動物園によるものだ。しかし１頭目は死
産。２００４年に生まれたメスの赤ちゃんも、骨折が原因で１年と２
か月で死んでしまう。その後生まれたのが、オスのアジアゾウ「オ
ウジ」。貴重な出産映像を交えながら、アジアゾウの繁殖に取り組
む王子動物園を紹介する。
　手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

04264
B－3

ＨＥＲＯ　１ 　東京地検城西支部に久利生公平が帰ってきた。担当事務官に
なった麻木は、ジーパン姿で型破りな言動を連発する久利生にあ
きれる。着任直後に久利生が担当することになったのは、居酒屋
で傷害事件を起こした被疑者・大西祐二。単なる傷害事件と思わ
れたが、大西の指紋が１５年前の宝石強盗犯のものと一致。しか
も時効成立は３日後だった。
　新メンバーのもと、久利生公平の活躍が再び始まる！

DVD
70分 

26 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04265
B－3

ＨＥＲＯ　２ 　エリートサラリーマンが起こした痴漢事件を担当することになっ
た久利生。被疑者の態度に腹を立てる麻木だが、弁護士から「事
務官は素人なので黙っていてほしい」と言われてしまう。さらに痴
漢被害者の女性が突然、訴えを取り下げると言ってくる。

DVD
58分 

04266
B－3

ＨＥＲＯ　３ 　殺人事件で取り調べ中の被疑者・佐伯が亡くなった。心筋梗塞
による病死だったが、起訴直前だったため、担当検事の田村は悔
しがる。そこへ被害者の父親から電話がかかってきた。被疑者死
亡で不起訴になったことを知ると父親は絶句。次の日から、父親
は担当検事に会わせろと城西支部に何度も押しかけてくるように
なる。だが田村は会おうとはせず…。

DVD
58分 

04267
B－3

ＨＥＲＯ　４ 　城西支部に京都地検の検事が詐欺事件の取り調べでやってき
た。その検事は、かつて久利生とともに城西支部で働いていた中
村美鈴検事だった。
　一方久利生は、マンホールのふたを盗んだ男の取り調べを担当
していた。被疑者の男は、麻木のかつての仲間だった。相変わら
ず納得いくまで調べようとする久利生だが、捜査中、麻木が何者
かに襲われてしまう。

DVD
47分 

04268
B－3

ＨＥＲＯ　５ 　大忙しの城西支部の検事たち。とうとう川尻部長まで置き引き事
件の取り調べを担当することになる。かつて「鬼の川尻」と言われ
た部長の取り調べに期待するメンバーたちだが、容疑者の小茂田
はしたたかで犯行を認めようとしない。しかも事件は午後の公園で
起きたため目撃者は子どもばかり。子どもが苦手な川尻は、うまく
証言を引き出すことができない。

DVD
47分 

04269
B－3

ＨＥＲＯ　６ 　事務官の遠藤が逮捕された。なんと容疑は殺人未遂。特捜部に
よる取り調べが始まるが、遠藤にはまったく身に覚えがない。しか
も特捜部の人間も牛丸次席も何かを隠しているようだ。久利生た
ちはひそかに事件を調べ始める。

DVD
47分 

04270
B－3

ＨＥＲＯ　７ 　馬場検事に頼まれて久利生は、恋人に暴力をふるった被疑者・
城山圭吾の取り調べを始める。被害者のさくらは、熱海の実家に
帰ってしまったため、久利生は出張して事情聴取を行うことにす
る。久利生と麻木が泊まりがけで出張と聞いた宇野検事は内心穏
やかではない。
　熱海でさくらに会った久利生だが、その後、熱海に城山が現れて
…。

DVD
47分 

04271
B－3

ＨＥＲＯ　８ 　暴力団幹部を殺害した容疑で、権藤が城西支部に送致されてき
た。素直に犯行を認める権藤に久利生は誰かの身代わりではな
いかと疑念を抱く。権藤の担当弁護士の小此木は、暴力団の顧
問弁護士であり、なんと宇野検事の司法修習生時代の先生だっ
た。

DVD
47分 

04272
B－3

ＨＥＲＯ　９ 　大学生４人が、仲間の一人を暴行して死なせる事件が発生し
た。城西支部では、４人の被疑者を４人の検事がそれぞれ担当す
ることになる。被疑者の大学生たちがなかなか口を割らない中、
久利生はお出かけ捜査で有力な情報を手に入れる。そして学生
たちとは別に、怪しい人物に行き着くのだったが…。

DVD
47分 

04273
B－3

ＨＥＲＯ　１０ 　現職大臣の贈収賄容疑を調べる特捜部の手伝いを命じられた
久利生と麻木。しかし待っていたのは、膨大な関係書類を調べ
て、事件と関係ありそうなものを探すという地味な仕事だった。一
方、城西支部には南雲という被疑者が殺人の容疑で送致されて
いた。田村検事と遠藤が取り調べを進めると、南雲の犯行と思わ
れる事件が過去に何件もあることが判明。しかもそのうちの１つ
は、別の人物が起訴され判決直後に亡くなっていた。

DVD
58分 

04274
B－3

ＨＥＲＯ　１１ 　過去にも傷害事件を起こしていたと疑われる南雲被疑者。しかし
そのうちの１件は、別の人間が起訴され、刑罰の確定後に病死し
ていた。もしこの事件も南雲の犯行だとしたら、えん罪事件に発展
してしまう。
　動揺する城西支部メンバー。しかし南雲を担当することになった
久利生は、第１回公判で過去の事件すべてを追及することを告げ
る。すべての鍵を握るのは、過去の事件でえん罪起訴した疑いの
ある当時の担当検事・国分秀雄だった。

DVD
69分 
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04275
B－3

連続テレビ小説
花子とアン　総集編（前編）

「こぴっと、青春！」

　「赤毛のアン」は昭和２７年に出版され、今も多くの人に愛読され
ている。これは「赤毛のアン」の翻訳者・村岡花子がアンと出会
い、日本中の人々に夢と希望を届けるまでの物語。
　明治２６年（１８９３）山梨県甲府の貧しい農家の長女として生ま
れたはなは、教育熱心な父の勧めで東京のミッションスクールに
給費生として編入する。校風や英語に戸惑いながら、英米文学に
親しんでいくはなは、そこで生涯の腹心の友となる葉山蓮子と出
会う。

DVD
98分 

04276
B－3

連続テレビ小説
花子とアン　総集編（後編）

「想いよ、届け！」

　失恋したはなは仕事でもミスが続き甲府へ帰るが、幼なじみの
朝市の尽力でめでたく英治と結婚。息子の歩を授かる。一方、九
州の石炭王と結婚した蓮子は、宮本龍一と駆け落ちしてしまう。
　関東大震災、息子の死、そして第二次世界大戦と続く困難の
中、はなはスコット先生から託された「赤毛のアン」の翻訳に打ち
込んでいく。

DVD
89分 

04277
B－3

獄に咲く花 　１８５４年、激動の幕末期、吉田寅次郎（吉田松陰）は黒船での
アメリカ密航を計画するが失敗し、長州・萩の武家専用牢屋敷の
野山獄に投獄される。彼は獄中で、武士階級でありながら身分の
低い者たちと交流した罪で捕えられた高須久と出会う。二人は今
まで誰も生きて出られたことのない悪名高い牢獄で、少しずつ交
流を深めていくが…。
　吉田松陰の弟、聴覚障害者である敏三郎役として、ろう俳優の
江副悟史さんが出演している。
　字幕制作：（社福）山口県聴覚障害者福祉協会

DVD
94分 

04278
B－3

長州ファイブ 幕末期に幕府の禁を破ってイギリスへ命がけの密航を果たし、後
に近代日本の幕開けに大きな足跡を残した長州藩の５人の若者
の運命を描く壮大な歴史ドラマ。
ペリー率いる黒船の来航以来、尊皇攘夷の気運が勢いを増す幕
末の日本。西欧に人材を派遣し見聞を広め、学問や技術を習得
することが必要と、伊藤博文、井上馨、井上勝、遠藤謹助、山尾
庸三の５人は、イギリスの最新技術や知識を日本に持ち帰るた
め、遥かなる異国の地、イギリスを目指して危険な航海に旅立っ
た。
山尾庸三は帰国後、ろう者の人材教育に熱心に取り組み、明治１
３年（１８８０年）に楽善会訓盲院を設立した。
字幕制作：（社福）山口県聴覚障害者福祉協会　協力：山口県字
幕サークルＥライン

DVD
116分 

04279
B－3

きょうの健康
運動で健康　体を変える！ヨガ入

門

　いろんなポーズを取りながら、自分の心身と向き合うヨガ。挑戦
したいと思っても、自分は体が硬いから…と尻込みしてしまう人も
多いのでは？番組では、初心者でも安全にできる基本のポーズを
丁寧に紹介。体の硬い古賀アナウンサーが自らモデルとなって、
「ヨガ入門」に挑戦する。紹介するポーズは「太陽礼拝」と「三角の
ポーズ」と「体をひねるポーズ」。

DVD
15分 

04280
B－3

きょうの健康
あなたの肩の健康は？　肩の状

態を知ろう

　肩の健康をテーマに全４回で、昭和大学藤が丘リハビリテーショ
ン病院教授の筒井廣明さんにお話を伺う。第１回目は「肩の状態
を知ろう」。肩は人間の体の中でいちばん大きな動きをする部分。
肩の関節と周りの筋肉の働きがうまくいかなくなると関節が壊れて
しまう。肩こりだと思ってほうっておくと、関節に負担がかかり肩が
動かなくなってしまうこともある。
理学療法士の山口光國さんに肩の状態のチェック方法を教えて
いただく。

DVD
15分 

04281
B－3

きょうの健康
あなたの肩の健康は？　肩こり予

防

　肩の健康についてお伝えする第２回目。テーマは「肩こり予防」。
肩こりとは自覚症状だ。周りの人から言われて気付く肩こりは「隠
れ肩こり」で、自分の中から出る信号を感知できていない状態な
のだという。肩こりの予防のためにも、まず肩こりを認識すること
が大事だ。肩こりを招く２大原因は「悪い姿勢」と「ストレス」。姿勢
の悪さをチェックする方法とともに、体のゆがみをリセットする運動
も紹介する。

DVD
15分 

04282
B－3

きょうの健康
あなたの肩の健康は？　肩こり解

消

　肩の健康についてお伝えする第３回目。テーマは「肩こり解消」。
肩こりをほうっておくと筋肉が硬くなって関節に負担がかかり、肩
関節の病気になる場合もある。肩こりはそのままにせず、上手に
解消することが大切だ。肩こりが起きるしくみと、肩こりを解消する
「ふるふる動作」、僧帽筋をゆるめる運動を紹介する。

DVD
15分 
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04283
B－3

きょうの健康
あなたの肩の健康は？　もし五十

肩になったら

　肩の健康についてお伝えする最終回。テーマは「五十肩」。突然
痛みだし、肩が動かしにくくなる五十肩。中高年にはなじみ深い病
気だが、どのような原因で起こるのだろうか。五十肩が起きるしく
みと回復に至る経過を解説し、急性期・慢性期・回復期のそれぞ
れの過ごし方や生活の注意点などをお伝えする。

DVD
15分 

04284
B－3

それいけ！アンパンマン
ハロウィンマンとプリンちゃん

カレーパンマンとクリ・キン・トン

　『ハロウィンマンとプリンちゃん』
　プリンちゃんとエクレアさんは、町のハロウィンパーティーに参加
する。そこへハロウィンマンに化けたばいきんまんが現れる。
　『カレーパンマンとクリ・キン・トン』
　イガグリ山に住むクリ・キン・トン。クリ料理を作るためクリを拾っ
ていた。そこへばいきんまんが現れて…。

DVD
25分 

04285
B－3

それいけ！アンパンマン
あかちゃんまんとショウガナイさん

ジャムおじさんとけむりいぬ

『あかちゃんまんとショウガナイさん』
　いつも陽気なショウガナイさん。あかちゃんまんは、ショウガナイ
さんのショウガ配りを手伝うため一緒に町へと向かうが…。
『ジャムおじさんとけむりいぬ』
　けむりいぬは、ばいきんまんに襲われていたところをジャムおじ
さんに助けられる。お礼に、パンの配達を手伝うことになったが
…。

DVD
25分 

04286
B－3

ちびまる子ちゃん
「まる子のおはし」の巻

「まる子、揺り椅子に憧れる」の巻

　「まる子のおはし」の巻
　まる子の家を訪れたよっちゃん夫婦。よっちゃんの奥さんは、め
おとばしの片方をなくしてしまい落ち込んでいた。
　「まる子、揺り椅子に憧れる」の巻
　テレビで揺りいすに座る優雅なお嬢様を見たまる子は、揺りいす
にあこがれる。お母さんに買ってほしいと頼むが…。

DVD
25分 

04287
B－3

ちびまる子ちゃん
「お姉ちゃんと料理対決」の巻
「藤木、いい人になる」の巻 

「お姉ちゃんと料理対決」の巻
　お姉ちゃんと料理対決でハンバーグを作ることになったまる子。
審査員としてクラスメイトの杉山や近所の中野さんを誘うが…。
「藤木、いい人になる」の巻
　まる子が学校に持って来た花を、藤木が持ってきたと同級生に
勘違いされる。ほめられた藤木は調子に乗るが…。

DVD
25分 

04288
B－3

妖怪ウォッチ
妖怪がいる！　恐怖の交差点

　ケータが森で見つけた怪しいガシャガシャマシン。そのマシンか
ら聞こえてくる怪しい歌にのせられて１００円を入れてみると「ウィ
スパー」と名乗る奇妙な妖怪が現れた！ウィスパーはケータの執
事になると言いだして…。
　最近おかしな事故が起きている交差点をケータが「妖怪ウォッ
チ」で照らしてみると、そこには地縛霊の「ジバニャン」がいた！
　大人気の「妖怪ウォッチ」第１話第２話、ついに登場！

DVD
24分 

04289
B－3

妖怪ウォッチ
超有名なアイツ　なんでそれ言っ

ちゃうの！？
フミちゃんの憂鬱

　あこがれのフミちゃんにトイレの大に入っているところを見られて
しまったケータ。しかもフミちゃんはそれをみんなに言いふらしてし
まう。いつもは、そんなことをしないフミちゃんが一体なぜ？なん
と、フミちゃんには秘密を暴露させる妖怪「バクロ婆」が取りついて
いたのだ！

DVD
24分 

04290
B－3

妖怪ウォッチ
３年Ｙ組ニャンパチ先生
やってきた熱血教師！

妖怪モノマネキン
妖怪ハナホ人

　熱血教師・ニャンパチ先生が、３年Ｙ組にやってきた。熱い心でビ
シッと生徒たちを指導しようと意気込むニャンパチ先生だが、クラ
スは問題だらけ！副担任のコマさん先生が抑えるが…。
妖怪モノマネキン
　フミちゃんが、最近極めたという先生のモノマネを披露した。とこ
ろが、とんでもなく似てない上に、超下品な仕草をしている！フミ
ちゃんには、妖怪「モノマネキン」が取りついていた！

DVD
24分 

04291
B－3

妖怪ウォッチ
３年Ｙ組ニャンパチ先生

大きな心　風邪とともにトゲニャン
妖怪砂夫

「風邪とともにトゲニャン」
　特訓を終えて帰ってきたジバニャンを見ると、なんと体の色が変
わりトゲトゲの姿になっていた！どうやら、カゼをひいたジバニャン
が「トゲニャン」になってしまったのだ
「妖怪砂夫」
　今日はカンチの誕生日パーティー。でも、カンチのパパとママは
仕事で忙しくて、去年も今年もケータとクマ、カンチの３人でのパー
ティーになってしまった。そんな中、カンチは何を聞いても「だよ
ねー！」と言って素直に聞き入れる。カンチには妖怪「砂夫」が取
りついていたのだ！

DVD
24分 
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04292
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１
いかないでおかあさん

　イタリア、ジェノバの町で少年マルコはお父さん、お母さん、トニ
オ兄さんと４人で幸せに暮らしていた。ある日、マルコ一家は馬車
でピクニックに出かけたが、それは大好きなお母さんが遠い国、ア
ルゼンチンへたってしまうための家族の思い出づくりだった。何も
知らないマルコは、その夜、お母さんが旅立つことを知らされる。
マルコの顔から笑顔が消えた。

DVD
26分 

04293
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　２
ジェノバの少年マルコ

　お母さんが、遠いアルゼンチンに出稼ぎに出発してから１年が過
ぎた。きょうは久し振りに鉄道に勤めているトニオ兄さんがうちに
帰ってくる。お父さんとお昼の食事をすませたとき、屋根裏に住む
ヤコブじいさんが、定期船ミケランジェロ号が入港したことを知らせ
る。恋しいお母さんの手紙を乗せたミケランジェロ号が、予定より３
日も早く港に入ってきたのだ。手紙を読んだマルコは、お父さんと
トニオ兄さんに大きな決意を語る。その決意とは？

DVD
26分 

04294
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　３

日曜日の港町

　久しぶりの日曜日、マルコはお父さんとトニオ兄さんと海に行くこ
とをとても喜んでいた。ところが船会社のジーナおばさんから手紙
の配達を頼まれてしまう。インドからの船便が嵐で遅れたのだ。海
に行くのは午後からにしてマルコは手紙の配達に出かけるが、街
中を駆け回っているうちにとっくにお昼を過ぎてしまう。マルコは楽
しみにしていた海に出かけられるのか？

DVD
26分 

04295
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　４
おとうさんなんか大きらい

　マルコは上級生にいじめられていたベルナルドをかばって、上級
生たちと大げんかする。少しでも早くお母さんを連れ戻したいマル
コは借金を返すために何としても働きたい。でもお父さんは全く気
持ちをわかってくれず、マルコは悔しくて家を飛び出してしまう。

DVD
26分 

04296
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　５

なかよしエミリオ

　エミリオが働いていることを知ったマルコは、自分も働きたいこと
を打ち明け、瓶を洗う仕事を紹介してもらった。瓶屋の主人は最初
は取り合わなかったが、小さいマルコでも一人前に働けることを認
めて見習いで雇ってくれた。同じ日、お父さんが世界地図を買って
きた。イタリアから三千里も離れたアルゼンチンを見つけ、マルコ
は胸がいっぱいになるのだった。

DVD
26分 

04297
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　６

マルコの月給日

　ある晩、マルコはお母さんの夢を見た。それは不吉な予感のす
る怖ろしいものだった。
夢だと安心し、またまどろむうちに、遠くから船の汽笛が聞こえて
きた。それは、半月も遅れているアルゼンチンからの定期船、ミケ
ランジェロ号の汽笛に違いない。マルコは朝の４時にお父さんを起
こし、桟橋へ行くと家を飛び出す。定期船が遅れたのは、アルゼン
チンで起きた暴動のためだと聞かされたマルコ。お母さんからの
手紙も、届いていなかった。

DVD
26分 

04298
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里７
屋根の上の小さな海

　初めて引っ越しをすることになったマルコ。でも、窓から海が見え
ると聞いていた新しいうちは、荒れた壁とガラクタばかりの部屋
だった。マルコはがっかりするが、わがままは言っていられないと
引っ越しの準備をする。引っ越しが終わり、広い海を見たいと屋根
に登ったマルコは、窓辺で人形を操るぺッピーノ一座のフィオリー
ナの姿を見つける。

DVD
26分 

04299
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　８
ゆかいなペッピーノ一座

　エミリオから移民船の話を聞いてマルコのアルゼンチンへの思
いが一気に強まる。
アメデオのおかげでショーが大入りになったペッピーノはお礼にマ
ルコを夕食に誘い、アルゼンチンへ一緒に行こうと誘う。帰りの遅
くなったマルコを父ピエトロはとがめるが、
マルコは今まで、母さんが出稼ぎに行くことも、引っ越すことも、何
も打ち明けてもらえなかった恨みを一気に爆発させる。

DVD
26分 

04300
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里９
ごめんなさいおとうさん

　工場に瓶洗いの機械が入ったため仕事がなくなったマルコはエ
ミリオを訪ねる。ところが足をケガしたエミリオは仕事がなくなって
は困ると、ケガをおして仕事を続けていた。一方ペッピーノはマル
コをアルゼンチンに連れて行くのは難しくなったと言い出す始末。
落ち込んだマルコが家に帰ると、父さんの友人と名乗る人が待っ
ていた。

DVD
26分 

04301
B－3

聴力障害者の時間　失聴と人生
～大原省三さんにきく～

　画家の大原省三さんは、秋田で生まれ、小学校２年のときに失
聴。ろう学校の中学部１年から絵を志し、卒業後は教員として採用
され、現在も美術科教室で絵を教えている。　先生の経験や人生
観、生活信条など貴重なお話を伺う。

DVD
15分 

30 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04302
B－3

聴力障害者の時間
手話落語にとりくむ

　手話落語にとりくむ古今亭圓菊さんと、ろう学校教諭の福石幸紀
先生を紹介する。実際にお２人に演じていただきながら、手話落
語を始めたきっかけや、魅力、手話表現の工夫について、また話
の流れと手話表現の難しさについて、お話を伺う。

DVD
19分 

04303
B－3

聴覚障害者のみなさんへ
盲ろう児を育む①
ことばをゆたかに

　盲ろう児のことばの獲得方法について紹介する。盲ろう児は、自
然に周囲で起きることを見聞きすることができないため、一つ一つ
の体験の場を作り、その経験を積み重ねてことばにつなげていく。
また周囲の大人とのコミュニケーションも大変重要で、欠かせない
行為だ。特に、盲ろうの大人との会話は、同じ視点を共有でき、疑
問も受け止めてもらえるため、とても重要な体験となる。

DVD
15分 

04304
B－3

聴覚障害者のみなさんへ
盲ろう児を育む②

人とかかわれる子どもに

　盲ろう児の教育についての第２回目。視覚と聴覚、そして知的障
害を併せ持つ子どもの教育について紹介する。柴田剛司くんは生
まれつき、難聴弱視と重い知的障害を持っている。お母さんは触
覚で理解しやすいサインを作って、剛司くんとコミュニーションして
きた。剛司くんを支える徳島県立ろう学校での取り組みも交えてお
送りする。

DVD
15分 

04305 
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
ソーシャルワークを広げたい
～聴覚サポート「なかま」～

　日本聴覚障害者ソーシャルワーカー協会のスタッフは、東日本
大震災で被災した聴覚障害者に支援活動を行い、その経験を基
に相談支援の活動を全国に広げてきた。それが、全国相談支援
事業、聴覚サポート「なかま」だ。今後、聴覚サポート「なかま」は
四国で重点的に活動を進めていく予定だ。

DVD
15分 

04306
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
ソーシャルワークを広げたい
～ろう学校での取り組み～

　ソーシャルワーカーの矢野さんは、学校でのソーシャルワークに
力を入れている。いじめ、虐待、発達障害などのケースに応じて、
関係する専門家を交えてサポートするほか、ろう学校を卒業する
子どもたちに、就職・進学後の環境になじめるよう、アドバイスも行
う。

DVD
15分 

04307
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
町に手話が広がった

～手話言語条例の鳥取県は今～

　平成２５年１０月、鳥取県で手話言語条例が制定された。手話を
言語と認めた全国で初めての条例だ。条例制定後、鳥取県では、
手話を普及させるさまざまな取り組みが進められている。制定か
ら８か月が過ぎた現在の、取り組みの状況を紹介する。

DVD
15分 

04308
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
地域の防災力を高めるために

～第６２回全国ろうあ者大会ｉｎ長
野～

　平成２６年６月に長野で開かれた第６２回全国ろうあ者大会か
ら、研究分科会「防災」のもようを紹介する。テーマは「聴覚障害
者の地域の防災力を高めるには」。気象庁や大学教授といった専
門家を招いて、それぞれの地域で聴覚障害者を災害から守る防
災力を高めるための具体的な方策を提案、検討していく。

DVD
15分 

04309
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
豊かなコミュニケーションを

～中途失聴・難聴者の手話講習
会～

　東京都では、中途失聴者・難聴者のための手話講習会が行わ
れており、講師には、中途失聴・難聴者として、かつて講習会を受
講した当事者が当たっている。当事者同士という安心感と、中途
失聴・難聴者に必要な手話のあり方を考えながらの指導に、受講
生に笑顔があふれる。
　東京都中途失聴・難聴者協会では、今年から本格的に指導者
養成に取り組みはじめた。
講師のための手引き書「指導の手引き」を作成し、指導者養成講
座を開講する。

DVD
15分 

04310 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる
あの日の夢を今リングで
～ヤミキ６３歳の挑戦～

　ろう者によるプロレス団体ＨＥＲＯには５人の聞こえないレスラー
が所属している。最年長のヤミキは６３歳の悪役レスラーだ。ヤミ
キはかつて力道山にあこがれ、新日本プロレスに入門した。しか
し、聞こえないことを理由にデビューできず、会社員としての人生
を過ごしてきた。そんな彼が５９歳の時、ＨＥＲＯが結成された。夢
をかなえてプロレスラーとしてデビューしたヤミキの奮闘の日々を
追う。

DVD
15分 

04311 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる
あの日の夢を今リングで

～百太聾　もっと強くなりたい～

　ろう者のプロレス団体ＨＥＲＯの唯一の女性レスラー百太聾（もも
たろう）は、プロレス好きだったお父さんの影響で、子どものころか
ら女子プロの観戦が大好きだった。体を動かすのが大好きだった
彼女は、とうとう２２歳の時、女子プロに願書を提出するが、聞こえ
ないことを理由に入門を断られる。以来、あきらめきれずに生きて
きた彼女は、ＨＥＲＯ結成を機に、プロレスラーとしての日々をス
タートさせた。強くなりたいと練習に励む日々だ。

DVD
15分 

31 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04312
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
心一つに奏でる

～難聴の吹奏楽部員～

　重度の感音性難聴である村里栞（むらさとしおり）さんは、現在
高校３年生。熊本商業高等学校に通い、吹奏楽部でコントラバス
を演奏している。聞こえのハンディを抱えながら、小さいときから
普通校に通ってきた栞さんは、障害を克服するために、周囲に対
し自らさまざまな働きかけをしてきた。そんな頑張り屋の彼女が、
高校生活最後のコンクールに向け努力する日々を追う。

DVD
15分 

04313
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
人生を描く

～ろうの画家・八木道夫　前編～

　ろうの画家、八木道夫さんは静岡県焼津市の出身。八木さん
は、画家への道を応援してくれた故郷の人たちのことを今も大切
に思っている。焼津市からの依頼で描いている高齢者の肖像画
は、もう４０年描き続けている。今年も、１００歳以上のお年寄り４
人を描くことになった。八木さんの肖像画にかける思いに迫る。

DVD
15分 

04314
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
人生を描く

～ろうの画家・八木道夫　後編～

　ろうの画家、八木道夫さんは、ピエロを３０年以上描き続けてい
る。ピエロを自画像として描いているという八木さん。ピエロを通し
て八木さんの内面が語られているのか？描き続けてきた八木さん
の人生をたどる。

DVD
15分 

04315
B－3

ろうを生きる難聴を生きる
明日を信じて歌う

～４Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｉｅｓ～

　「４Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｉｅｓ（よん　ディサビリティーズ）」は、４人の障害者と
いう意味。障害を持つ４人が障害と向き合い、前向きに生きるに
はどうしたらいいのか？というテーマの下、思いを歌に込めて活動
している。サインダンスを担当する西田さんは、重度の感音性難
聴。かつて普通校に通っていたころ、コミュニケーションが取れ
ず、傷ついた経験があった。そんな彼が、「障害は個性」と言える
ようになった今、同じような思いをしている仲間に向けて、熱い思
いを伝える。

DVD
15分 

04316 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる
手話ビジネスで社会を変える
～ＩＴでもっと豊かな暮らしを～

　ＩＴベンチャー代表の大木洵人（おおきじゅんと）さんは中学生の
時から手話を勉強し、大学生の時には、手話サークルに入って通
訳活動を行っていた。そんな大木さんは２１歳で会社を立ち上げ、
ＩＴ技術で聞こえない人の暮らしを豊かにしたいと、さまざまなサー
ビスの提供に取り組んでいる。インターネットによる遠隔手話通訳
のサービスや、手話を使ったバラエティー番組の制作、動画配信
などだ。また、インターネットを使った
手話辞典の開発など、コミュニケーションの壁をなくす取り組みに
も力を注いでいる。大木さんの取り組みを紹介する。

DVD
15分 

04317
B－3

ハートネットＴＶ　絆を取り戻した
い

～被災地のろう学校・創立１００周
年～

　創立１００周年を迎える宮城県立聴覚支援学校。東日本大震災
によって同窓会名簿は流され、多くの卒業生と連絡が取れない状
態となっていた。創立記念式典をきっかけに、失われた絆を取り
戻したいと願う卒業生たち。なるべく多くの卒業生に式典に参加し
てもらうため奮闘する同窓会会長の渡邊征二さんを追う。（手話付
き）手話表現者：米内山昭枝

DVD
29分 

04318
A－3

五目ごはん
～私たちの生きる道～

　「ユニバーシティライフ　～ろう・難聴学生の素顔～」（２００６）に
出演している５人の卒業生の現在を追ったドキュメンタリー。仕
事、結婚、育児など、それぞれが自分の人生を歩んでいる。大学
時代に学んだことや出会い、経験が今につながっている。

DVD
82分 

04319 
A－3

昭和を切り拓いたろう女性からあ
なたへ

　近年、聴覚障害者を取り巻く社会環境は少しずつ改善され、ろ
う・難聴女性の活躍の場も広がってきている。しかしこれらはすべ
て、先輩たちが苦労して切り拓いてきたものだ。作品では、ろう・難
聴女性の諸先輩のお話を伺い、これからの時代を生きる若い
人々に、「今後の自分の生き方」を考えるきっかけを提供する。

DVD
60分 

04320
B－3

目撃者ｆ　棚田への思い消えず…
～九州北部豪雨から１年～

　九州北部豪雨で大きな被害を受けた福岡県うきは市。日本の棚
田百選にも選ばれたつづら棚田も被災した。農業を営む坂本昭市
さんも、この豪雨で自宅と多くの田んぼを失った。一時は、田んぼ
をやめることも考えた坂本さんだが、棚田を通じて交流してきた
人々とのふれあいを通じて、再び田んぼづくりに取り組む決意を
新たにする。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：高井洋

DVD
27分 

04321
B－3

目撃者ｆ　「戦後」いつまでも…
～戦争の記憶　次の世代へ～

　「次の戦争が始まるまでが戦後。戦争さえ始まらなければ、ずっ
と『戦後』は続くーー」この思いを胸に戦争のことを記録し、語り継
ぐ人々がいる。かつて特攻隊の基地のあった大分県宇佐市に平
和資料館がオープンした。資料館の誕生と運営には市民団体「豊
の国宇佐市塾」が大きく貢献している。宇佐市塾は地元の文化や
歴史の研究を続ける中で、近年、戦争をテーマにして、特攻隊の
生き残りや遺族に戦争の話を聞いて記録に残す活動などを行っ
ている。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：野口岳史

DVD
27分 

32 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04322
A－3

災害がおきたとき　みんなで支え
あうために

　私たちが暮らす日本は、昔から何度も自然災害の被害に遭って
きた。大災害の時に、まず大切なことは自分の身を守ること。そし
て家族の安全を確認したあとに、地域住民相互の助け合いが重
要になる。この作品では、高齢者や障がい者等の災害時要援護
者（避難行動要支援者）の避難支援に役立てるための具体的な
方法を説明する。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田
明

DVD
24分 

04323
A－3

ＪＡ共済　きずな町物語
「作造さん、交通安全に目覚め

る」の巻
～交通事故に遭わない・起こさな

いために～

　近年、高齢者の交通事故は増加傾向にある。原因の１つは意識
と行動のズレだ。加齢に伴い、視力や反射神経などは衰えていく
が、頭の中では若い頃のままの感覚で運転をしてしまうことが多
い。作品では、ドラマ仕立てで身近な事例を示しながら、高齢者の
交通安全について分かりやすく解説する。（字幕・手話付き　選択
可能）手話表現者：河合祐三子

DVD
22分 

04324
A－3

ＪＡ共済　きずな町物語
「春子さん危機一髪」の巻

～詐欺の被害に遭わないために
～

　高齢者を狙った詐欺は後を絶たない。振り込め詐欺や、もうけ話
をかたった詐欺、医療費の還付金詐欺など、次々に新しい手口が
出てきている。高齢者を狙う詐欺に遭わないための最大の対策
は、家族同士や同じ町に住む人々が互いに気を配り声を掛け合う
こと。作品では、ドラマ仕立てで詐欺の具体例を紹介する。（字幕・
手話付き　選択可能）手話表現者：河合祐三子

DVD
17分 

04325
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！　科
学マジック　不思議な貯金箱

　「エネルギーが分かれば世界が分かる！」を合言葉に、でんじろ
う先生が科学マジックを通じて、科学の不思議を紹介する。
　「不思議な貯金箱」は、コインと磁石を使ったマジックだ。

DVD
3分 

04326
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！
科学マジック　突然燃える紙！

　今回の科学マジックは「突然　燃える紙」。でんじろう先生がパ
ワーを送ると突然紙が燃えだした。タネは黒い液体の入ったフラス
コと強力なライト。でも黒いものは光を通さないはず。さて、紙が燃
えた理由は？

DVD
3分 

04327
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！
科学マジック　モグラを動かす不

思議な力

　今回の科学マジックは「モグラを動かす不思議な力」。コイルと磁
石を使ったマジックで、電磁誘導の仕組みを紹介する。

DVD
3分 

04328
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！
科学マジック　曲がる水

　今回のマジックは「曲がる水」。蛇口から流れる水をでんじろう先
生が念力で曲げる！タネは、わたしたちの身近にある電気の力。
プラスの電気とマイナスの電気を使うことで、自由に水を曲げられ
るのだ。

DVD
3分 

04329
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！
リモコンの秘密

　今回は「リモコンの秘密」に迫る。私たちの生活に欠かせないリ
モコンだが、どのような仕組みで機械を操作しているのだろう。携
帯電話のカメラを使って、リモコンから出ている光線の正体に迫
る。

DVD
3分 

04330
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！
放射線「Ｘ線」の性質

　今回のテーマは「放射線『Ｘ線』の性質」。飛行機の手荷物検査
や、健康診断に使われるＸ線。どうしてＸ線を使うと、荷物や体の
中身を見ることができるのだろう。

DVD
3分 

04331
B－3

でんじろう先生のはぴエネ！
美術館で活躍！ＬＥＤ

　今回のテーマは「美術館で活躍！ＬＥＤ」。私たちの身近に使わ
れているＬＥＤ照明は、家庭以外に美術館でも大活躍している。実
はＬＥＤ照明には、これまでの照明とは異なるある特徴があり、そ
れが美術館で重宝がられているのだ。

DVD
3分 

04332
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（１１）

植物の進化の謎と不思議をめ
ぐって

カワゴケソウの巻

　カワゴケソウは、清流だけに生息する水中植物。しかし、驚くこと
に７０００万年前には、陸上に生えるオトギリソウという植物だった
という。新しい環境に適応するために、現在の形に進化したのだ。
　進化の不思議に魅せられ、植物学の研究者たちはきょうも研究
を続けている。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後藤美
幸

DVD
14分 

04333 
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（１２）

進め！海洋の冒険者たち　ウミガ
メの巻

　絶滅危惧種に指定されているウミガメ。沖縄美ら海水族館は、
世界のウミガメ８種類のうち５種類を展示している。
　ウミガメ担当の前田さんは、ウミガメを通して環境の大切さを伝
えたいと、ウミガメの卵の保護、飼育、研究を続けている。（字幕・
手話付き　選択可能）手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

04334 
B－3

サイエンスチャンネル
赤ちゃんがいっぱい　（１３）

たまには外でのんびりしたいんで
す

ナマケモノの巻

　東京都にある上野動物園のベテラン飼育員である細田さんが考
えた動物の見せ方の工夫について紹介する。
　ナマケモノ、オオアリクイ、アイアイなど、たくさんの動物を飼育し
てきて、いろんな改革をしてきた細田さんだからこそわかる「動物
も喜び、人も楽しい」というその工夫とは？（字幕・手話付き　選択
可能）手話表現者：河野光子

DVD
14分 
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04335 
B－3

オレンジデイズ　１ 　大学４年生の結城櫂（ゆうきかい）は、就職の内定がもらえず
焦っていた。年上の彼女・真帆にも励まされるが、なかなかうまく
いかない。そんなある日、櫂はバイオリンを弾く美しい女性に出会
う。それが櫂と沙絵の初めての出会いだった。

DVD
73分 

04336
B－3

オレンジデイズ　２ 　バイオリニストの道をあきらめた沙絵は、大事にしていたバイオ
リンを売ってしまった。しかし、本当はバイオリンをあきらめたくは
なかった。そんな沙絵の本心を知った櫂は、翔平と啓太とともに、
沙絵のバイオリンを探した。

DVD
47分 

04337
B－3

オレンジデイズ　３ 　沙絵と櫂の関係に、櫂の年上の彼女・真帆の心は複雑だった。
そして、真帆は大学時代の友人だった佐野を誘い、悩みを打ち明
ける。大学時代から真帆のことが好きだった佐野は、いつでも受
け止めてやると真帆に言う。

DVD
47分 

04338
B－3

オレンジデイズ　４ 　啓太がオレンジ色のノートを用意し、自分の心の内を自由に書
き合うことを提案する。そして５人の仲間を「オレンジの会」と名付
けた。ある日、茜が就職試験が行われたホテルで偶然に翔平と出
会った。

DVD
47分 

04339
B－3

オレンジデイズ　５ 　自分の進路を決めた櫂、就職の内定が取れた茜と啓太。啓太は
そのお祝いに、オレンジの会でキャンプに行くことを提案する。５
人はレンタカーを借り、湖畔のキャンプ場に向かった。

DVD
47分 

04340
B－3

オレンジデイズ　６ 　沙絵の頑張る姿に影響を受け、人生の目標を見つけた櫂は、バ
イオリンをあきらめた沙絵にピアノを弾くことを勧める。「沙絵のお
陰で自分の道を見つけた。沙絵も頑張れ」と櫂に励まされた沙絵
は、自分の力でピアノを弾ける場所を探し始めた。

DVD
47分 

04341
B－3

オレンジデイズ　７ 　沙絵と親しげに手話で話す男性が一体何者なのか、気になる
櫂。茜によると、沙絵が留学先で一緒だった沙絵のあこがれの先
輩・柿崎であることが分かった。沙絵をデートに誘った柿崎は、沙
絵に「前から好きだった」と告白する。

DVD
47分 

04342
B－3

オレンジデイズ　８ 　沙絵に「櫂は自分より下の人に優しくしてあげるのが気持ちいい
のよ」と言われ、ショックと同時に怒る櫂。沙絵の本心を察した茜
は、２人を仲直りさせるため、翔平とともに、２人きりで海に行かせ
る計画を立てる。

DVD
47分 

04343
B－3

オレンジデイズ　９ 　沙絵の家に沙絵と親せきのハルキがやってきた。ハルキはドイ
ツの有名な楽団でピアノを弾いている。長期休暇を取って日本に
帰ってきたハルキは、しばらく沙絵の家に世話になることになった
のだ。沙絵とハルキは子供のころから仲がよかった。

DVD
47分 

04344
B－3

オレンジデイズ　１０ 　沙絵は母からドイツで手術を受けることを勧められ悩む。一方、
翔平はカメラマンの先生に、一緒にチベットへ撮影旅行にかない
かと誘われる。そして啓太は卒業後に実家の名古屋に帰ることを
決心する。オレンジの会のそれぞれが自分の歩む道に悩む。

DVD
47分 

04345
B－3

オレンジデイズ　１１ 　オレンジの会はバラバラになってしまった。ドイツへ行ってしまっ
た沙絵、チベットへ行ってしまった翔平、残りの３人も何となく顔を
合わせる機会が減っていった。そんなある日、櫂のもとへ沙絵か
ら手紙が届いた。そこに書かれていたのは…。

DVD
60分 

04346
B－3

釣りバカ日誌１３ 　浜崎伝助の営業の成果で鈴木建設は富山に美術館を建てるこ
とになった。発注者は伝助の釣り仲間の天狗堂の黒部会長。会長
は設計を手がけることになった桐山桂を気に入り、契約の条件と
して自分の息子と桂との縁談を強引に浜ちゃんに迫るが…。（上
映の際は事前届出が必要です）

DVD
110分 

04347
B－3

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３Ｄ　麦わらチェ
イス

　ある朝目覚めると、ルフィが命の恩人からもらった大切な麦わら
帽子が消えていた。
必死に帽子を捜すルフィたちは、帽子をくわえて飛んでいく大ワシ
を発見。そして、
ルフィたちはその大ワシを追って、危険地帯に入り込んでしまう。
ルフィは大切な麦わら帽子を取り戻せるのか？（上映の際は事前
届出が必要です）

DVD
31分 

04348
B－3

仮面ライダー鎧武　サッカー大作
戦！

黄金の果実争奪杯！

　封鎖された沢芽市で紘太（仮面ライダー鎧武）は、不思議な少
年・ラピスと出会いパラレルワールドへと迷い込む。その沢芽市
は、サッカーでにぎわい、全ビートライダーズたちが集結する
『オールライダーカップ』が開催されていた。街の様子の変わりよう
に戸惑う紘太だったが…。（上映の際は事前届出が必要です）

DVD
66分 
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04349
B－3

隠し砦の三悪人 　時は戦国の乱世。山名家との戦いに敗れた秋月家の侍大将・真
壁六郎太は、世継ぎの雪姫を擁し残党数名と隠し砦にこもってい
た。そして雪姫とともに軍用金を、盟約を結んでいた早川領へ運
び出そうとしていた。そんな時、砦に百姓の太平と又七が迷い込
んできた。六郎太は２人の強欲さを頼みに早川領へ脱出を試み
る。１９５８年公開の黒澤明監督作品。（上映の際は事前届出が必
要です）
　※作品中に、現在では不適切な表現や発言がありますが、作品
の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリジナルのまま字
幕制作しています。

DVD
133分 

04350
B－3

戦争と人間
第一部　運命の序曲

　新興財閥の伍代家は、当主・由介、弟・喬介、長男・英介らが関
東軍と手を取り満州利権獲得のために暗躍していた。父・由介の
庇護のもと長女・由紀子、次女・順子らはブルジョアとして優雅な
生活を送っていた。だが伍代家の次男・俊介は貧しい労働者の生
活を知るにつれ、一族のやり方に反感を覚えていく。
　張作霖の暗殺、柳条湖事件、そして満州事変と、中国大陸の戦
乱は拡大の一途をたどり、人々の運命は戦争の大きな渦の中へ
と巻き込まれていくのだった。（上映の際は事前届出が必要です）
　※作品中に、現在では不適切な表現や発言がありますが、作品
の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリジナルのまま字
幕制作しています。

DVD
197分 

04351
B－3

戦争と人間
第二部　愛と悲しみの山河

　昭和１０年、満州での事業拡大のため、伍代由介と喬介は、富
豪の趙大福に合資会社設立をもちかける。朝鮮人の徐在林、満
人の白永祥、趙の娘・瑞芳らは抗日運動に身を投じるが、そこに
待っていたのは裏切りや逮捕、拷問の日々だった。一方、俊介
は、かつて兄の婚約者だった温子に思いを寄せ、俊介の妹・順子
は、兄の親友・標耕平に心ひかれてゆく。
　相沢中佐事件、２．２６事件を経て、昭和１２年盧溝橋での１発の
銃声から、以後８年間におよぶ日中戦争に日本は突入していくの
だった。（上映の際は事前届出が必要です）
　※作品中に、現在では不適切な表現や発言がありますが、作品
の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリジナルのまま字
幕制作しています。

DVD
179分 

04352
B－3

戦争と人間
第三部　完結篇

　昭和１２年、日中全面戦争の火ぶたが切られた。南京占領後、
日本軍は３０万人もの中国人を虐殺した。順子は、標耕平と結ば
れるが、その１週間後耕平は入隊し、軍隊の過酷さを思い知る。
日本軍のやり方に疑問を覚えていた俊介も、ついに入隊する。
　昭和１４年、満州のノモンハンで国境紛争から日本とソ連軍で戦
闘が始まり、俊介の部隊はソ連軍により全滅してしまう。やがて日
本はさらなる戦争の泥沼に引き込まれていく。公開時タイトルは
「戦争と人間　完結篇」。（上映の際は事前届出が必要です）
　※作品中に、現在では不適切な表現や発言がありますが、作品
の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリジナルのまま字
幕制作しています。

DVD
187分 

04353
A－3

四つの終止符 　ろうあ者の青年・晋一は、母・辰子と祖父・進と慎ましく生活して
いた。ある日、晋一が買った薬を飲んで辰子が死んでしまう。警察
は、晋一による毒殺だと断定し、しつような取り調べを続ける。進
や晋一を慕う石母田幸子（いしもださちこ）は、彼を救おうと奔走す
るが…。
　ろうあ者を取り巻く差別的な状況を鋭く描いた一作。
　※作品中に、現在では不適切な表現や発言がありますが、作品
の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリジナルのまま字
幕制作しています。

DVD
107分 

04354
B－3

きょうの健康
糖尿病　合併症を食い止める！

傷つく全身の血管

　現在糖尿病の患者数は約９５０万人。予備群を含めると２０００
万人を超えると言われる。糖尿病はあまり自覚症状もなく、気付い
たときには病状が進行していることが多い。進行するとさまざまな
合併症を併発し、失明や足の指の切断、人工透析等に至ることも
ある。番組では４回にわたり、糖尿病の合併症を防ぐポイントをお
伝えする。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：早瀨久美

DVD
15分 
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04355
B－3

きょうの健康
糖尿病　合併症を食い止める！

神経障害　足をチェック

　２回目のテーマは「神経障害　足をチェック」。糖尿病の合併症
の１つ神経障害は、足のしびれや痛みが起こる。神経障害を完全
に治す薬はまだないため、進行させないことが重要だ。神経障害
の起こるしくみや最新の検査方法、また神経障害を起こさないた
めの血糖値の数値目標などを解説する。（字幕・手話付き　選択
可能）手話表現者：早瀨久美

DVD
15分 

04356
B－3

きょうの健康
糖尿病　合併症を食い止める！

腎症　早期発見の検査あり

　３回目のテーマは「腎症　早期発見の検査あり」。近年、糖尿病
の合併症である糖尿病腎症を発症して人工透析に至る人が急増
している。糖尿病腎症は高血糖により腎臓の機能が損なわれる
合併症で、最終的には腎不全から死に至ることもある。重症化を
防ぐには何より早期発見が第一だ。（字幕・手話付き　選択可能）
手話表現者：早瀨久美

DVD
15分 

04357
B－3

きょうの健康
糖尿病　合併症を食い止める！

網膜症　視力を保つには

　４回目のテーマは「網膜症　視力を保つには」。糖尿病網膜症は
糖尿病患者の３～４割に起きる合併症。失明などの重い視力障害
に至ることもあるが、早期発見・治療で多くの場合、視力低下を食
い止めることができる。そのためには、網膜症の進行度合いに合
わせた検査が必要だ。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：
早瀨久美

DVD
15分 

04358
B－3

名探偵コナン
意外な結果の恋愛小説（前編）

　コナン、蘭、園子は、ホテル暮らしをしている世良の部屋を訪れ
た。そのホテルで、有名恋愛小説家・火浦の助手が殺害される。
コナンと世良は、関係者の供述から犯人は火浦だとにらむが…。

DVD
25分 

04359
B－3

名探偵コナン
意外な結果の恋愛小説（後編）

　被害者の荷物から、消印が２０年前のはがきが見つかる。差出
人は火浦で、あて名は太田順と書かれていた。太田順は、火浦の
小説のヒロインの名だった。コナンと世良は、高木刑事の何気な
いひと言から事件のアリバイトリックを見破る。

DVD
25分 

04360
B－3

名探偵コナン
自首したお笑い芸人（前編）

　落ちていた財布を交番に届けに来たコナン。そこへお笑い芸人
のドドンパ六助が、所属事務所の社長・天藤秀樹を殺したと自首
して来た。だが、捜査を進めていくと、供述内容の矛盾が発覚し、
ドドンパによる殺害は不可能だとわかった。
　ドドンパは、なぜ犯人になろうとしたのか。真犯人は誰なのか。コ
ナンの推理が始まる。

DVD
25分 

04361
B－3

名探偵コナン
自首したお笑い芸人（後編）

　ドドンパの都合が良すぎるアリバイに違和感を持ったコナンは、
ドドンパへの疑いを強める。そんな中、警視庁に犯人を名乗る女
性から電話がくる。コナンは、事件当時のドドンパの足取りをたど
りながら、巧妙なアリバイトリックを見破る。

DVD
25分 

04362
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１０

かあさんのブエノスアイレス

　雨のため興行を中止したペッピーノ一座に出くわしたマルコ。一
座では、コンチェッタとペッピーノが高熱に見舞われていた。見か
ねたマルコが、お父さんの働く診療所に相談すると、ロンバル
ディーニ先生が往診に来てくれた。往診の帰り道、先生は南米の
空に輝く南十字星の話をしてくれた。お母さんからの便りが途絶え
がちだったが、それを聞いたマルコは希望を持つのだった。

DVD
26分 

04363
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１１

おかあさんの手紙

　ペッピーノとコンチェッタの代わりに、一人で人形劇をやりに出か
けたフィオリーナは、子どもたちに石を投げつけられ、すっかり自
信をなくしてしまう。そんなフィオリーナを見たマルコは、マリオネッ
トを渡して、「君にはこの人形が一番なんだ。」と励ます。懸命に人
形を操るフィオリーナの周りには、見物人が集まり大喝采を受け
る。ペッピーノやコンチェッタに感謝されるマルコだが、元気がない
様子。マルコの気がかりは？

DVD
26分 

04364
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１２

ひこう船のとぶ日

　町はジェノバを飛び立つ飛行船のことで持ちきり。たくさんの人
でにぎわうこの日、会場でアイスクリームを売ったら大繁盛間違い
ないとエミリオがマルコを誘ってきた。アルゼンチンに行くためにお
金をためているマルコは大喜びだ。古い機械を持ち出してアイス
クリームを作り、たくさん売ろうとする二人だが、大粒の雨が降りだ
す。せっかく用意したアイスクリームは、果たして売れるのか？

DVD
26分 

04365
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１３

さよならフィオリーナ

　フィオリーナはマルコと一緒にアルゼンチンに行けることが嬉しく
て機嫌がいい。
その様子を見てコンチェッタはマルコが行けなくなった時のことを
思うと心配になる。
　マルコを移民船に乗せてくれると約束したレナートは最初からお
金をだまし取ることだけが目的だった。それに気づいたエミリオは
マルコと必死にレナートを捜すが…。

DVD
26分 
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04366
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１４

マルコの決意

　お母さんの身を案じて、マルコはアルゼンチンに行かせてほしい
と懇願するが、お父さんは猛反対。そんなとき、トニオが機関士の
上級学校に合格してミラノに行くことに。お母さんを助けに行ける
のは夏休み中の自分だけだとマルコは確信した。マルコは、港に
停泊していたブラジル行きの快速船フォルゴーレ号に潜り込もうと
企て、ある夜、お父さんに置き手紙を残し、そっと家を出ていった。

DVD
26分 

04367
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１５

すすめフォルゴーレ号

　船に隠れて不安な一夜をフォルゴーレ号で明かしたマルコは、
船のコック長レオナルドに見つかってしまう。ここで降ろされては
せっかくのチャンスがなくなるので、マルコは事情を話し、乗せて
いってくれるよう必死に頼む。マルコの熱心さにレオナルドはだん
だん心を動かされていくのだった。
　マルコは、船に乗ることができるのか。そして、お母さんに会うこ
とができるのか。

DVD
26分 

04368
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１６

ちいさなコック長

　フォルゴーレ号でブラジルに向かったマルコ。炊事係の一員とし
て働きはじめるが、慣れない船の生活に緊張してしまう。そんなマ
ルコを心配したコック長のレオナルドは、早く海の上での生活に慣
れるようにと、「マストに花を咲かせろ」とマルコに不思議な仕事を
命令する。マルコはロッキーやゆかいな船乗りたちに囲まれて、ど
んな船の旅を始めるのか。

DVD
26分 

04369
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１７

赤道まつり

　マルコはフォルゴーレ号の船の生活にも慣れてきて、コック長、
船員たちにかわいがられながら、厳しくも楽しい旅を続けていた。
船が赤道を通過した時に祝う赤道祭りのパーティーが盛大に行わ
れることになり、コック長はマルコを驚かそうとある計画を練ってい
た。一方マルコは大きな魚を釣りあげたり、おいしい料理を作った
り…と大活躍。でも、赤道祭りの最後に…。

DVD
26分 

04370
B－3

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１８

リオの移民船

　フォルゴーレ号はリオデジャネイロに到着した。この港からお母
さんのいるブエノスアイレスまでもうすぐ。そう思うとマルコの心は
躍る。優しくかわいがってくれたコック長やロッキーに別れを告げ、
下船の身仕度をするマルコ。だが乗り換えるはずのエドワード号
が座礁して修理に１０日ほどかかるという。しかしフォルゴーレ号
は３日後には出港の予定だ。マルコはこの先、どうなるのか。

DVD
26分 

04371 
 

B－3

前川清の笑顔まんてん　タビ好キ
＃７５　北九州市若松区

１００年続いたシブすぎる銭湯

　今回旅する場所は筑豊炭田の積み出し基地だった北九州市若
松区。タビのキーワードは「１００年続いたシブすぎる銭湯」。
　昭和の情緒が多く残っている若松区には今でもマキで焚くという
１００年続く銭湯「鶴の湯」がある。鶴の湯の５代目オーナーのヒサ
子さんは陽気で愉快な名物お母さん。
　素敵な風情の数々に懐かしさを感じる若松区を旅する。

DVD
46分 

04372 
 

B－3

前川清の笑顔まんてん　タビ好キ
＃８３　北九州市八幡西区・木屋

瀬
若くて強い女性たち

　今回は北九州市八幡西区木屋瀬の古い通りを旅する。
まず歩き始めてすぐに目にしたのは四代続く老舗の麹屋。蒸しあ
がった麦をほおばりながら、独自の麹菌を守るご主人の苦労話を
伺う。続いて立ち寄ったのはこちらも百年以上続くという老舗の酒
屋。この酒屋には、一升の十倍もある一斗の酒瓶があるという。
　前川清とえとう窓口が人々と触れ合いながら北九州市八幡西を
旅する。

DVD
46分 

04373 
 

A－3

私はだまされない！？
～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集

～

　高齢期を迎えたばかりで、まだまだ元気で判断力のある３人は、
悪質商法に対して「私は、だまされない！」と自信満々。しかし、お
金や孤独、住まいへの不安を巧みに狙われ悪質商法の被害に
あってしまう。
　悪質商法の被害にあわないための鉄則を伝え、消費者被害の
未然防止を図る。

DVD
24分 

04374 
 

B－3

きょうの健康
耳・鼻・のどの病気

最新情報　子どもの難聴

　日本では１，０００人に１人の割合で難聴の赤ちゃんが生まれて
いる。日本耳鼻咽喉科学会の福島邦博専門医の話では、先天性
難聴の半分は遺伝子によるものが原因、残りは感染症や妊娠中
のトラブルが原因だという。最近では新生児スクリーニングで早期
に難聴を発見し療育すれば、コミュニケーション能力を得ることが
できるようになった。また最近利用者が増えている人工内耳につ
いて、実際に手術を受けた６歳の子どもの例を紹介する。

DVD
15分 
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04375 
 

B－3

きょうの健康
耳・鼻・のどの病気

最新情報　高齢者の難聴

　高齢者に多い、老化によって起こる加齢性難聴。加齢性難聴
は、小さい音が聞きづらくなるほか、高い音から聞き取りにくくなっ
ていくことが特徴だ。会話が聞こえづらくなることから、周囲の人と
のコミュニケーションが減り、認知症のきっかけになることもある。
高齢者の聞こえが悪くなったら、早めに専門医を受診することが
大切だ。

DVD
15分 

04376 
 

B－3

きょうの健康
大人の中耳炎と難聴

　子どもだけでなく大人にも多い中耳炎は、痛くないからと放置し
ておくと難聴になる恐れがある。高齢者が、老化による難聴と思っ
て放置しておき、炎症が内耳にまで波及して失聴する例もあると
いう。６０歳代から多くなる滲出性中耳炎は、薬で治療してもよくな
らない時は、鼓膜チューブを入れる手術で改善することも。回復が
困難な難聴に進行する中耳炎には、慢性中耳炎、真珠腫性中耳
炎、好酸球性中耳炎などがあるが、いずれも聞こえづらくなったら
まず受診することが大切だ。

DVD
15分 

04377 
 

B－3

チョイス＠病気になったとき
耳鳴りのチョイス

　耳鳴りに悩んでいる人は多いが、その原因はさまざまだ。番組
では、「難聴からくる耳鳴り」「失聴にもつながる突発性難聴による
耳鳴り」「聴神経腫瘍からくる耳鳴り」「ストレスからくる耳鳴り」の４
つを取り上げ、それぞれの事例で選ばれた治療の「チョイス」につ
いて解説する。
　スタジオにＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンターの石井正則さんを
迎えて、詳しい解説を伺う。

DVD
44分 

04378 
 

A－3

知ることから始めましょう
～聴覚障害・盲ろうの基礎～

　２０１６年４月に施行される障害者差別解消法では、障害を理由
とした差別を解消するために合理的配慮が求められている。
　聴覚障害・盲ろうとは「どんな障害か」「何に不便を感じるのか」
「必要な支援、配慮は何か」ということを当事者の経験から学ぶと
ともに、聴覚障害・盲ろうについて基礎的な知識を学ぶ。

DVD
50分 

04379 
 

A－3

手話かみしばい
「うらしまたろう・三枚のおふだ」

　有名な日本のむかしばなしを、魅力的な手話語りと美しいイラス
トで送る。
　「うらしまたろう」浜で子どもたちにいじめられていた亀を助けたう
らしまたろう。たろうは亀につれられて、海の底の竜宮城へ行き楽
しい日々を送るが…。
　「三枚のおふだ」山にクリ拾いに行った小僧さん。ところが山には
こわ～い鬼ばばが暮らしていた。和尚さんからもらった三枚のお
ふだを使って、うまく鬼ばばから逃げられるか？
　手話語り：那須英彰

DVD
33分 

04380 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１４回　可能／必要の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「可能に関する表現」「できる」「大丈夫」「できな
い」「難しい」「跳べる」「跳べない」「厳しい」「簡単」　頑張る/元気/
生（なま）/横柄
○学習ステップ２「必要ない」「行くべき」「大切」「判断」「決める」
珍しい/眠い　おめでとう/新しい　なんだ/病気
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

DVD
25分 

04381 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１５回　～する／～されるの表

現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「見る」「見られる」「あげる」「もらう」「怒る」「怒ら
れる」　恩師
○学習ステップ２「頼む」「頼まれる」「断る」「断られる」「助ける」
「助けられる」　　ぼぉっとしている
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部」１
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

DVD
25分 

04382 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１６回　比較の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「比較する表現」「こちらのほうがよい」「どちらで
もよい」「良い」「悪い」　　人気がある
○学習ステップ２「同じ」「違う」「変わる」「相変わらず」「間違い」
おかしい
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部」２
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

DVD
25分 
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04383 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１７回　強い／弱いに関する表

現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「すごいなあ、心が強いんだ」「弱い」「普通」「ま
あまあ」「最高／最低」「緊張する」
○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまらない」「将棋」
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん　ダンス」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

DVD
25分 

04384 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１８回　学校生活に関する表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「卒業後私は専門学校、あなたは大学」「大学」
「高校」「中学校」「小学校」「勉強」「寂しい（“懐が寂しい”の手話表
現は？）」
○学習ステップ２「放課後」「テスト」「受験」「暇」
○手話で語る絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん　ダンスⅡ」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

DVD
25分 

04385 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第１９回　買い物の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「買う」「売る」「買い物」「値上げ」「バーゲン」
「“他”と“以降”」
○学習ステップ２「この近くにスーパーありますか」「商売」「商店
街」「デパート」「付いていく」「会う／ばったり会う／すれ違う」
○手話で語る絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』練習の様
子　大橋ひろえさん　金子真美さん　西田夏奈子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

DVD
25分 

04386 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２０回　健康／医療の表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「病気」「かぜ」「診断を受ける」「薬」
○学習ステップ２「入院」「退院」「医師」「病院」
○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』千葉での
公演の様子」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

DVD
25分 

04387 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２１回　旅行に関する表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「電車」「バス」「車」「船」
○学習ステップ２「旅館」「ホテル」「地図」「案内」
○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「早瀬憲太郎監督作品　映画『生命のこと
づけ』」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ　ＤＡＹＳ」

DVD
25分 

04388 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２２回　仕事に関する表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「会社員」「公務員」「理髪店」「料理人」
○学習ステップ２「契約」「残業」「アルバイト」「出張」
○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観音様』前編
半澤啓子さん　穀田千賀子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

DVD
25分 

04389 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２３回　スポーツに関する表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「野球」「サッカー」「バレーボール」
○学習ステップ２「練習」「トレーニング」「準備体操」「運動不足」
○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観音様』後編
半澤啓子さん　穀田千賀子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

DVD
25分 
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04390 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２４回　レジャーに関する表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「動物園」「水族館」「博物館」「美術館」
○学習ステップ２「ハイキング」「海水浴」「スキー」
○しゅわしゅわワールド「手話通訳学科のある専門学校　世田谷
福祉専門学校　高島良宏さん　飯泉菜穂子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

DVD
25分 

04391 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２５回　いろいろな行事の表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
○学習ステップ１「節分」「クリスマス」「お盆」
○学習ステップ２「入学式」「卒業式」「入社式」
○しゅわしゅわワールド「手話サークルが開く子ども手話体験教室
東京都墨田区手話講習会　手話サークルすみだ」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

DVD
25分 

04392 
 

A－3

ＮＨＫみんなの手話
第２６回　手話で話しかけられた

ら

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ず
つ選べます。
これまでのスキットを振り返りながら、手話で話しかけられた時に
答える練習をします。
○場所を尋ねられた時の練習　○値段を尋ねられた時の練習
○食堂での会話練習
○ホテルのフロントでの会話練習　○電車の中での会話練習
○手話で語る絵本「おつきさまこんばんは」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ「ＤＲＥＡＭ　ＳＴＡＧＥ」

DVD
25分 

04393 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる
“ご当地手話”を伝えたい

　福井ならではの手話を中心に、およそ３５００語を編纂した手話
集が、福井県越前市で刊行された。まとめたのは、地元で手話通
訳を務めてきた建築士の福島幸一さん。「地元の手話を残したい」
という福島さんの思いと、ろう者をまじえて単語を確定する話し合
いの様子を紹介する。

DVD
15分 

04394 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる
子育ては笑顔で

　～東京・練馬　手輪るサロン～

　東京・練馬区に、手話で交流し、子育てを支え合う集いがある。
「手輪（しゅわ）るサロン」だ。サロンが生まれたのは２年前。聴覚
障害者だけでなくみんなで交流する輪を広げることを目的に、ろう
の長野留美子さんが聞こえるママと共同で立ち上げた。手話で新
しい輪を広げるママさんたちの活動とその思いを描く。

DVD
15分 

04395 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる
もっと学びたい

～ろう・難聴高校生の学習塾～

　ろう・難聴の生徒専門の大学受験塾が、新宿にある。ろう者の講
師がいるほか、手話通訳とパソコン通訳が選べ、国語・英語・数学
の３教科を学べる。日本社会事業大学の斉藤くるみ教授が、聴覚
障害者のための進学塾を提案、日本財団の助成を受け、５年前
にスタートさせた。塾の取り組みを紹介する。

DVD
15分 

04396 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　夢は
チャンピオン　キックボクサー郷

州力　前編

　デビュー４年目にして１４戦１３勝という好成績をおさめている難
聴のキックボクサーがいる。スーパーフェザー級の郷州征宜（ごう
しゅうまさのぶ）さん。リングネームは郷州力（ごうしゅうりき）。攻
撃的な試合運びを得意とする若手の有望株だ。夢を追う若きキッ
クボクサーの日々を追う。

DVD
15分 

04397 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　夢は
チャンピオン　キックボクサー郷

州力　後編

　難聴のキックボクサー、スーパーフェザー級の郷州征宜（まさの
ぶ）さん。後楽園ホールで、今後の試金石となる試合が行われ
た。去年新人王を獲得した若手選手との対戦だ。両親や交際相
手、会社の同僚たちが応援する中、結果はどうなるのか。郷州さ
んの挑戦を描く。

DVD
15分 

04398 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　音楽
を体で感じて　～ダンスチーム　Ｓ

ＯＵＬ　ＦＡＭＩＬＹ～

　聴覚か視覚に障害のある学生が学ぶ筑波技術大学は、聴覚障
害者によるダンスが盛んだ。中でもＯＢ、ＯＧ、現役学生の１１人
からなるダンスチーム「ＳＯＵＬ　ＦＡＭＩＬＹ（ソウル・ファミリー）」は、
高い評価を得てきた。彼らのダンスへの熱い思いを伝える。

DVD
15分 

04399 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　壁は
越えられる　～盲ろうの大学生

森敦史さん～

　生まれた時からの盲ろう者としては、日本で初めて大学に進学し
た森敦史さん。東京三鷹にあるルーテル学院大学に通っている。
授業には通訳介助者がつき、触手話などでコミュニケーションをし
ている。周囲の支えを受けながら、前向きに生きる森さんの姿を
追う。

DVD
15分 

04400 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　筆談
が変わる

　１０月下旬に三重で行われた全国中途失聴者・難聴者大会の分
科会で、「ＵＤ手書き」と言われる会話支援機器の使いこなし方が
紹介された。ＵＤとはユニバーサルデザインの意味で、タブレット
やスマートフォンの画面に指で手書きできるというメモ用アプリだ。
大会の模様を伝えながら、筆談最新機器の機能をわかりやすく解
説する。

DVD
15分 

40 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04401 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　絆を
取り戻したい　～被災地のろう学

校　１００周年の同窓会～

　今年、宮城県立聴覚支援学校は、創立１００周年を迎えた。１０
月に開催する記念式典のため、同窓会会長を務める渡辺征二さ
んは、震災の影響で連絡の取れない卒業生を探し、一人でも多く
の参加者を呼ぼうと奔走してきた。絆を取り戻そうとする渡辺さ
ん、そしてさまざまな思いを胸に秘め、集まってきた人たちの姿を
描く。

DVD
15分 

04402 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　どう育
む？日本語力　～文の仕組みを

知る～

　聞こえない子どもの多くが、日本語力に課題を抱えている。教育
現場では様々な取り組みが行われているが、生徒のためにはど
んな学習法が必要なのだろうか。各現場の取り組みを２回にわけ
て紹介する。第１回では、最近注目を集めている文法の学習法を
取材する。

DVD
15分 

04403 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　どう育
む？日本語力　～表現力を高め

る～

　聞こえない子どもの日本語学習の取り組みを紹介する。第２回
目は、語彙を育む方法を考える。紹介するのは、筑波大学附属聴
覚特別支援学校で開かれた授業。テレビの天気予報キャスター
の言葉を活用して、生活に身近な言葉から、その言葉がもつ「表
現」を学ぶ。

DVD
15分 

04404 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　安心
を届けたい　～音を知らせる腕時

計～

　聴覚障害がある齋藤勝さんは、生活に欠かせない音を腕時計
に表示する機械を作ろうと、独学で技術を学び、７年の歳月をか
けてついに時計型の受信機「シルウオッチ」を開発した。２００９年
には、その功績から、総理大臣賞を受賞した。不屈の精神で障害
を乗り越えてきた齋藤さんの人生を描く。

DVD
15分 

04405 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　共に
生きやすい社会を　～言葉の壁

を越える～

　東京・本郷に、ろうの店員が接客するスープカフェがある。立ち
上げたのは、ろう者の柳匡裕（やなぎまさひろ）さん。客の多くは手
話ができない健聴者だが、筆談をしたり、メニューを指さしたりして
注文する。前編では「ろう者に接客は無理」という既成概念を壊し
た柳さんの戦略を紹介する。

DVD
15分 

04406 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　共に
生きやすい社会を　～理想の職

場を創る～

　聴覚障害者の中には、聞こえる人の中で働くうちに、コミュニ
ケーションの難しさから疲れてしまい、働く意欲を失ってしまう人が
少なくない。本来持っている能力を生かせずに悩む人たちをどう
再生させるか。誰もが主体的に働ける社会を作りたいと願う柳匡
裕（やなぎまさひろ）さん。後編ではその人材活用術に迫る。

DVD
15分 

04407 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　“働く”
を見に行こう！　看護師を目指す

学生×中途失聴の医師

　聞こえない学生が聞こえない先輩の職場を訪ね、働き方や生き
方のヒントを学ぶ「働くを見に行こう」。今回は看護師を目指す大
学生が、琵琶湖病院精神科・医師の藤田保さんを訪ねる。医療現
場で働くために必要な心構えとは何か。聞こえない当事者だから
こそできることとは何か。藤田さんの経験から学ぶ。

DVD
15分 

04408 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　心で
感じて踊りたい　手話パフォー

マー　中嶋元美

　手話を使って音楽や踊りの楽しさを伝える劇団「きいろぐみ」。こ
こに２０歳の花形パフォーマーがいる。中嶋元美さんだ。高校１年
生のときに聞こえなくなった中嶋さんは、「きいろぐみ」の手話パ
フォーマンスと出会い、聞こえなくても音楽を楽しみ、表現できるこ
とを知る。人生の一歩を踏み出す彼女の日々を描く。

DVD
15分 

04409 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　この
音に心をこめて　～難聴のオカリ

ナ奏者　仲里尚英～

　沖縄で有名なプロのオカリナ奏者、仲里尚英さん。学生のときか
ら音楽とともに生きてきたが、３３歳のとき原因不明の難聴にな
り、ステージに立てなくなる。しかし、オカリナなら演奏できることに
気づき、今では地元のテレビにも出演。全国各地で演奏活動を行
なっている。仲里さんの半生をひもときながら、その情熱あふれる
姿を追う。

DVD
15分 

04410 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　教育
にささげた人生　古河太四郎 生

誕１７０年

　明治１１年に京都盲唖院を設立した古河太四郎。聞こえない子
どもに言葉を教えるために、かな文字が書かれた板に玉を当てる
と、文字に対応する絵が飛び出す器具を考案するなど、さまざま
な方法で教育を行った。生誕１７０年にあたり、古河太四郎の人生
をひもときながら、日本のろう教育の原点に迫る。

DVD
15分 

04411 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　実験
中！“字幕電話”

　電話の相手の声を字幕に変換するサービスが始まろうとしてい
る。オペレーターが、相手の声を文字に変換、利用者はそれをス
マートフォンなどで読むというものだ。サービスを行うのは、一瀬宗
也（いちせむねや）さんが社長を務める沖縄のＩＴ企業。字幕電話
の仕組みや利用者の日常を取材、その可能性に迫る。

DVD
15分 

04412 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　マジッ
クで人生を切り開け　デフマジ

シャンＮＯＢＵ

　世界で活躍するマジシャンを目指している難聴者がいる。デフマ
ジシャンＮＯＢＵこと、上鶴伸夫さんだ。ＮＯＢＵさんは、２０１０年に
米国で開催された世界聴覚障害マジシャンズ大会・ステージ部門
に出場し、優勝を果たした。練習に励むＮＯＢＵさんに密着し、マ
ジックにかける思いに迫る。

DVD
15分 

41 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04413 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　私は
負けない　～修行中！難聴の芸

妓～

　静岡県の港町・清水で２年前から芸妓の修業に励んでいる女性
ねね子さんは中度の難聴だ。芸妓の募集を見つけ面接したが、接
客時のコミュニケーション能力が心配され、不採用となった。ねね
子さんは働きながら発音の練習を繰り返し面接に再挑戦、そして
合格した。厳しい芸の道を歩むねね子さんの姿を見つめる。

DVD
15分 

04414 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　この
仕事にかける　～難聴の宮大工・

渡辺健太～　前編

　寺社の建築、修理を手がける宮大工。この世界に飛び込んだ聞
こえない大工がいる。渡辺健太さんだ。難聴だったが、工業高校
で建築を学び、宮大工となった。渡辺さんの姿を追い、２回シリー
ズで取り上げる。前編では、渡辺さんの職人魂を描く。

DVD
15分 

04415 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　この
仕事にかける　～難聴の宮大工・

渡辺健太～　後編

　寺社の建築、修理を手がける難聴の宮大工、渡辺健太さん。今
の渡辺さんの目標は職人を育成することだ。時には若手が暮らす
寮に泊まり込み、熱心に指導にあたっている。後編では、伊勢国
一の鳥居の建てかえ工事に若い人たちと取り組みつつ、技術を後
の世代に伝えようとする渡辺さんの姿を描く。

DVD
15分 

04416 
 

B－3

目撃者ｆ　５分間に込めた夢　～
親に捨てられた私～

　児童養護施設で過ごした子どもたちが自分の将来の夢を５分間
のスピーチコンテストで発表する。コンテストに出場すれば学校を
卒業するまで奨学金を受け取ることができる。
　自分の過去と将来の夢に向き合うスピーチコンテストに出場する
若者の姿と、若者を支える支援者たちの姿を追う。（字幕・手話付
き　選択可能）手話表現者：野口岳史

DVD
49分 

04417 
 

A－3

あなたも狙われています　性犯罪
未然防止対策広報用ビデオ

　夜の帰り道や駐車場、オートロックマンションのエレベーターな
ど、性犯罪の危険は日常のあちらこちらに潜んでいる。性犯罪は
他人事ではなく、「自分も被害に遭うかもしれない」と意識すること
が大事だ。作品では、場面ごとに、危険から身を守る方法を伝え
る。また、実際に性犯罪の被害に遭った女性から、性犯罪の恐ろ
しさ、立ち向かう勇気などのお話を伺う。（字幕・手話付き　選択可
能）手話表現者：小野寺善子

DVD
15分 

04418 
 

A－3

ひとりで悩まないで　－ＤＶのない
社会を目指して－

　ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは、配偶者やパートナーなど
親密な関係にある人から振るわれる暴力のこと。被害者の多くは
女性だ。作品では、ＤＶの種類やＤＶ被害者を守る法律、支援制
度について紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：小野寺善子

DVD
11分 

04419 
 

A－3

きけんからじぶんをまもろう！　コ
スモたんと学ぶ防犯

　子どもが外で遊ぶ時や、家に一人だけの時などに、犯罪被害に
遭わないために何に気をつけたらいいかを、コスモスの妖精コス
モたんと一緒に考える。
　作品後半では保護者向けに子どもの被害防止を解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
16分 

04420 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（１）月の扉

　扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさんが、科学の世
界を冒険する作品。今回は「月の扉」。建物の出口を探しておねえ
さんが扉を開けると、そこは月の部屋だった。
　月に住んでいると言われる月のウサギを探しに、うさみみとおね
えさんが月の世界を冒険する。（字幕・手話付き　選択可能）手話
表現者：森田明

DVD
14分 

04421 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（２）火の扉

　今回、おねえさんが冒険するのは「火の扉」。熱気が漂う扉の前
に立つおねえさんが扉を開けると、そこは火の部屋だった。部屋
の住人の火の精霊ファイアーゴブリンが、おねえさんを火の世界
に招待する。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
14分 

04422 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（３）水の扉

　今回、おねえさんが冒険するのは「水の扉」。おねえさんが、あ
る扉を開くと人魚の女の子・ウォーターマーメイドが泣いていた。
海を旅している間にお母さんとはぐれて迷子になったのだ。
　お母さんを捜すために、おねえさんは水の世界をインスタント博
士から学ぶ。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

04423 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（４）木の扉

　扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。今回冒険す
るのは「木の扉」。
　おねえさんが扉を開けると、木の精霊・スノッピーリーフが一生
懸命に本を読んでいた。しかし、その本に書かれていたのは文字
ではなく年輪だった。
　スノッピーリーフが言うには立派な木の伝記だという。おねえさ
んはスノッピーリーフから木の大切さを学ぶ。（字幕・手話付き　選
択可能）手話表現者：荒井美香

DVD
14分 

42 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）
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04424 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（５）金の扉

　扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。今回冒険す
るのは「金の扉」。
　金属の部屋に迷い込んだおねえさん。部屋の中に居たのは金
属製のメタロイド。金属の特徴をメタロイドから学ぶ。（字幕・手話
付き　選択可能）手話表現者：野崎静枝

DVD
14分 

04425 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（６）土の扉

　いつの間にか地下室に迷い込んだおねえさん。今回冒険するの
は「土の扉」。
　土の部屋に迷い込んだおねえさんが出会ったのはモグラのク
レーブンモール。少し生意気だが地下のことは何でも知っていて、
地震や化石のことなどを教えてくれる。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：野崎静枝

DVD
14分 

04426 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（７）日の扉

　あたたかい日ざしであふれる部屋にたどり着いたおねえさん。今
回冒険するのは「日の扉」。
　あたたかい部屋で居眠りをしていたおねえさんの前に現れたの
は太陽の精霊シャイニー。赤外線や紫外線の特徴や光の三原則
について、おねえさんに教えてくれる。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後藤美幸

DVD
14分 

04427 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（８）火星の秘密編

　扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。出口を探し
て入った部屋の中にいたのはタコ型火星人だった。
　地球人が作り出した空想の火星と実際の火星の違いや、地球と
火星の今後のかかわりについて、おねえさんと一緒に学ぶ。（字
幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後藤美幸

DVD
14分 

04428 
 

B－3

サイエンスチャンネル　うさみみ
玉手箱　（９）火力利用編

　扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。出口を探し
て入った部屋の中にいたのは蒸気機関の精霊アングリースティー
ム。
　蒸気機関の仕組みや動力装置の移り変わりをおねえさんと一緒
に学ぶ。久しぶりにインスタント博士も登場し、蒸気機関につい
て、やさしく解説する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

DVD
14分 

04429 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　１ 　東京第一銀行の臨店班の花崎舞と相馬健は、支店で起きる問
題を解決すべく奔走していた。ある日２人は日本橋支店への臨店
を命じられる。日本橋支店では投資信託をめぐるトラブルから顧
客である諸角産業の社長が銀行を訴えようとしていた。担当の北
原有里から話を聞こうするが…。
　メガバンクを舞台に、痛快ヒロイン・花咲舞が大活躍する、池井
戸潤原作の大ヒットドラマ。

DVD
60分 

04430 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　２ 　五反田支店で事務ミスが続いていると報告を受け、本部臨店班
の相馬と舞は調査に出かけた。帰りがけ、かつての部下である松
木に遭遇した相馬。松木は担当先であるあづみ屋ストアの融資
が、支店長判断で突然回収されることに決まり、頭を抱えていた。

DVD
52分 

04431 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　３ 　六本木支店で３００万円の現金が紛失するという事件が起きた。
駆けつけた舞と相馬は、行員の持ち物やロッカー検査までして現
金を探すが見つからない。２人は、防犯カメラの映像をすべて
チェックすることに。すると、テラーの吉川恭子に不審な動きが見
つかる。

DVD
52分 

04432 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　４ 　町田支店でストーカー被害が発生。犯人は行員の可能性がある
ということで、舞と相馬が調査にあたることになった。聞き取り調査
にあたった舞は、被害者・美樹の上司の女性を軽視した発言に怒
りを覚える。そして張り込み調査をする舞たちの前に不審な男が
現れて…。

DVD
52分 

04433 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　５ 　同窓会に出かけた相馬は、１０年ぶりに大学の同級生の青井と
再会。青井はＩＴ会社を立ち上げて、わずかな期間で業績を伸ばし
ていた。再会翌日、青井が今後は東京第一銀行から融資を受け
たいと言ってきた。喜んだ相馬は、五反田支店の松木を紹介。松
木は稟議書を上げる準備を始める。

DVD
52分 

04434 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　６ 　舞と相馬は融資が正しく行われているかどうか調べる「与信検
査」の応援を命じられた。検査を指揮する氷室は「支店荒らし」の
異名をとるほど検査に厳しい高圧的な人物だった。氷室は「元テ
ラーなど役に立たない」と舞を雑用係にする。
　一方、相馬は与信検査の陰で、氷室の挙動に目を光らせてい
た。実は氷室が不正行為をしているとの内部告発があったのだ。

DVD
52分 
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04435 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　７ 　五反田支店の松木が、大事な顧客情報の入ったクレジットファイ
ルを紛失してしまう。しかも拾った人物から、１００万円と引き替え
にファイルを返すという連絡が入る。顧客情報を紛失したとなると
銀行の不祥事となるため、真藤常務からは「警察には届けず内々
に解決せよ」と命令される。このままでは松木が処分されてしまう
と奔走する舞と相馬だが…。

DVD
52分 

04436 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　８ 　川崎支店長の水原と武蔵小杉支店長の金田が、帰宅途中何者
かに襲われケガをした。２人は８年前、虎ノ門支店の融資課で一
緒に働いていた。調査に赴いた舞たちはベテラン事務員の田川か
ら、７年前に虎ノ門支店で起きた暴力事件のいきさつと、その責任
を取らされた磯部のことを聞き出す。

DVD
52分 

04437 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　９ 　三鷹支店で１０００万円の手形が紛失する事件が起き、舞と相馬
が駆けつける。手形を紛失したという融資課員に話を聞くと、昼前
に取引会社から手形を預かり、気づいたときにはなくなっていたと
言う。
　舞と相馬は当日の融資課員の行動を追うが、小切手は見つから
なかった。

DVD
52分 

04438 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　１０ 　インターネットの掲示板に「東京第一銀行豊洲支店をぶっつぶ
す」という書き込みがされる。駆けつけた舞と相馬の警戒する中で
ぼや騒ぎが起き、防犯カメラには、不審な動きをする若い男が
映っていた。再び掲示板には「三枝支店長に罰を与えろ」という書
き込みが。犯人は豊洲支店の三枝支店長に恨みを持つ者の犯行
なのか。

DVD
51分 

04439 
 

B－3

花咲舞が黙ってない　１１　最終
回

　大手建設会社・蔵中建設が倒産し、その社員を名乗る人物から
「蔵中建設から東京第一銀行に１億円の賄賂がわたった」という
告発文が届く。もしこれが真実なら、たいへんな不祥事だ。調査に
あたった舞と相馬は、告発を行った人物から、証拠となる裏帳簿
を見せられる。そこには賄賂の受取人として、真藤常務の名前が
あった。

DVD
59分 

04440 
 

B－3

魔女の宅急便 　魔女の少女・キキはおきてに従い、ある満月の夜に生まれ故郷
を飛び立った。魔女は１３歳になったら独り立ちするために、１年
間、見知らぬ町で修業しなければならないのだ。黒猫のジジとお
父さんからもらったラジオをお供に、海辺の町に降り立つキキ。パ
ン屋のおソノさんや少年トンボたちに囲まれて、空飛ぶ宅急便屋
を始めたキキだったが…。
　魔女の少女の自立と成長を描く、スタジオジブリ制作の感動アニ
メーション。
　１９８９年宮崎駿監督作品。（上映の際は事前届出が必要です）

DVD
103分 

04441 
 

B－3

波の塔 　小野木は正義感あふれる新米検事。観劇中に知り合った結城
頼子と愛し合うようになるが、頼子は自分が人妻であることも身内
のことも、一切語ろうとしなかった。汚職事件を担当することになっ
た小野木は、頼子の夫が事件の重要人物であることを知る。
　推理小説の巨匠・松本清張が、危険な恋の罠に落ちた男女を描
く。
　昭和３５年中島登監督作品。（上映の際は事前届出が必要で
す）

DVD
99分 

04442 
 

B－3

トラック野郎　御意見無用 　トラック野郎の一番星こと星桃次郎と、やもめのジョナサンこと松
下金造。ある日東北に向かった２人は、盛岡のドライブインのくる
まやでウエイトレスの洋子と出会う。そして桃次郎は洋子に一目
ぼれ。そんな時、九州のトラック野郎、関門のドラゴンから勝負を
挑まれる。トラック野郎桃次郎が恋にケンカに大暴れする、痛快ア
クション映画。（映像の一部に、暴力的な場面や大人向けの場面
を含みます。）
　１９７５年鈴木則文監督作品。（上映の際は事前届出が必要で
す）

DVD
98分 
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04443 
 

B－3

スーパーヒーロー大戦ＧＰ　仮面
ライダー３号

　仮面ライダー１号２号の活躍によりショッカーは全滅。世界に平
和が訪れた…と思ったその時。仮面ライダー３号が１号と２号を抹
殺してしまい、歴史が変わってしまう。そして２０１５年。仮面ライ
ダードライブこと泊進ノ介は、ショッカーの一員となり、ライダーを
追う立場になっていた。しかし仮面ライダーＢＬＡＣＫとの出会い
で、正義の心に目覚める進ノ介。そこに再び３号が現れる。果たし
て３号は敵か味方か！？
　平成２７年柴崎貴行監督作品。（上映の際は事前届出が必要で
す）

DVD
96分 

04444 
 

B－3

映画　プリキュアオールスターズ
春のカーニバル♪

　歌とダンスの国『ハルモニア』の春のカーニバルに招待されたは
るかたちプリンセスプリキュア。そこには先輩のプリキュアたちも
招待されていた。だが、司会であるオドレンとウタエンの正体は盗
賊で、プリキュアたちのアイテムを盗もうとたくらんでいたのだ。
　歴代プリキュアオールスターキャストによる、歌と踊りの祭典。
平成２７年志水淳児監督作品。（上映の際は事前届出が必要で
す）

DVD
75分 

04445 
 

B－3

それいけ！アンパンマン　はにわ
くんとフラワー姫　ドリアン王女と

パジャマン

「はにわくんとフラワー姫」
　フラワー姫にしょうたいされて、フラワーランドへ向かうはにわく
んとはにわん。ところが、ばいきんまんのじゃまが入って、さあたい
へん。
「ドリアン王女とパジャマン」
　たびのとちゅうでパジャマンを見かけたドリアン王女。パジャマン
のパジャマがほしくて、ひっしにパジャマンをおいかけるが…。

DVD
25分 

04446 
 

B－3

それいけ！アンパンマン　みみせ
んせいとねがい星かなえ星　しょ
くぱんまんとソフトクリームマン

「みみせんせいとねがい星かなえ星」
　七夕の日、学校でたんざくにねがいごとを書く生とたち。そこに
ばいきんまんがあわれ、そうじきメカでたんざくをすいとってしま
う。みみ先生は、たんざくをとりかえそうとするが…。
「しょくぱんまんとソフトクリームマン」
　ソフトクリームマンに、「しょくぱんは、あじのしないただの四角い
パンだ。」と言われ、おこるしょくぱんまん。しょくぱんとソフトクリー
ム、どちらが人気か２人ではり合うことになる。

DVD
25分 

04447 
 

B－3

ちびまる子ちゃん　「まる子、きの
こ探しに行く」の巻　「まる子と絹と

お蚕さん」の巻

「まる子、きのこ探しに行く」の巻
　小杉に後ろ姿がきのこに似ていると言われ怒るまる子。しかし野
口さんに誘われて、なぜかきのこ探しに行くことに。
「まる子と絹とお蚕さん」の巻
　近所のおばさんの家でまゆ玉を見たまる子は絹製品に興味を持
つ。花輪君の案内で、絹を生み出す蚕（かいこ）を育てる農家を見
学することになる。

DVD
25分 

04448 
 

B－3

ちびまる子ちゃん　「ステキな額縁
のぞいて見れば」の巻　「まる子

の小部屋」の巻

「ステキな額縁のぞいてみれば」
　宿題で絵を描くことになったまる子。花輪君に「絵は額縁に飾る
と、良く見える」と教わり、額縁を１つ借りることに。額縁からのぞ
いた風景はステキな絵画のようで、うれしくなったまる子は、いろ
んなものをのぞくが…。
「まる子の小部屋」
　自分の部屋が欲しいまる子は、おじいちゃんに手伝ってもらって
自分だけの小部屋を作る。そこに入れば、マンガを読んでもお菓
子を食べても、だれにも見つからない。「ず～っと小部屋で暮らし
たい」と思うまる子だが…。

DVD
25分 

04449 
 

B－3

妖怪ウォッチ　妖怪むかしばなし
うらしまたろう　妖怪ボー坊　妖怪

大後悔船長

　漁師である浦島太郎は、子供にいじめられている亀を助けた。
亀は「ＫＡＭＥ－３」に変形して浦島太郎を竜宮城に招待した。そこ
で浦島太郎は、増えすぎた人類を海底へ移住させる「竜宮計画」
のプロジェクトリーダーを務める「早乙女渚」と出会う。ほかに人々
をボーっとさせる妖怪「妖怪ボー坊」、何をしても後悔させてしまう
「妖怪大後悔船長」の２話。

DVD
24分 

04450 
 

B－3

妖怪ウォッチ　セミまるライブに行
く！　武者かぶととクワノ武士　妖

怪あつガルル

　ケータ、ウィスパー、ジバニャンが公園でだらだらと過ごしている
と、突然地面から謎の音が聞こえてくる。謎の音はセミまるがセッ
トしていた目覚まし時計の音だった。セミまるによると、今日は年
に１度行われるニャーＫＢのサマーライブの日のため、なんとして
も起きなければならなかったからであった。ほかに「武者かぶとと
クワノ武士」、「妖怪あつガルル」の２話。

DVD
24分 
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04451 
 

B－3

名探偵コナン　あやつられた名探
偵（前編）

　小五郎は金庫破りの名人に変装し、強盗団を潜入捜査すること
になった。しかし強盗団のボスは小五郎の正体に気づいていた。
ボスは小五郎に計画どおり部下と行動を共にすることを命じ、息
子を殺した犯人を明後日までに特定しろと要求する。犯人は部下
の中にいるとボスは言う。

DVD
25分 

04452 
 

B－3

名探偵コナン　あやつられた名探
偵（後編）

　強盗団につかまったコナンは小五郎とボスの息子を殺した犯人
を推理する。しかし犯人を特定するまで時間がない。もし犯人が
特定できなければ、蘭はボスが手配した殺し屋に殺されてしまう。

DVD
25分 

04453 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　１９　かがやく南十字星

　マルコが乗り込んだ移民船は、長い船旅で疲れ切った人たちで
いっぱい。移民船には満足な食料もなく、出される食事はまずい
スープと堅いパン。大人はいらだち子どもたちはおなかをすかせ
ていた。そんな船の中で、マルコは迷子になって泣きじゃくるニー
ノという小さな子どもと出会う。マルコは、アメデオと一緒に遊ぶ
ニーノの姿にジュリエッタを重ね、懐かしいジェノバの思い出がよ
みがえってくるのだった。

DVD
26分 

04454 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２０　おおあらしの夜

　水も食料も満足にない移民船での旅。けれどマルコはまだ見ぬ
ブエノスアイレスの町を思い浮かべて、期待に胸を膨らませてい
た。そして、狭い船内での生活に疲れ切った人々も、折からの雨
に、命の洗濯と大喜びするが、喜んだのもつかの間、風は強くな
り、海は荒れ出し、雨は激しくなるばかり。船は嵐の中へ入ってし
まったのだった。船は無事アルゼンチンに着けるのか。

DVD
26分 

04455 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２１　ラプラタ川は銀の川

　ブエノスアイレス到着の前夜。不吉な夢で夜中に目を覚ましたマ
ルコは、お母さんの身を案じ、居ても立ってもいられない。フェデリ
コじいさんになだめられ、やっと眠りについた。翌朝、船は海から
ラプラタ川の河口をさかのぼっていた。「やっとお母さんに会える、
でも僕を忘れてないだろうか…」。期待と不安で胸が押しつぶされ
そうになるマルコ。

DVD
26分 

04456 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２２　かあさんのいる街

　待ちに待ったブエノスアイレス。そこにはお母さんがいる。マルコ
はこみ上げてくる喜びに胸をいっぱいにしながら、メレッリおじさん
の家を１人探し歩く。ところがメレッリおじさんは、遠い見知らぬ町
に引っ越してしまっていた。途方に暮れるマルコ。そんなマルコの
身に、もうひとつの災難が起こる。その災難とは？

DVD
26分 

04457 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２３　もうひとりのおかあさ

ん

　お金を盗まれ汽車にも乗ることができなかったマルコは、相談に
乗ってもらおうと移民局に行く。そこで、２～３か月前に行き倒れに
なって慈善病院に収容された女性が、マルコのお母さんと同じ「ア
ンナ」という名前だったことを教えてもらう。不安な気持ちをおさえ
て病院に駆けつけるマルコ。

DVD
26分 

04458 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２４　待っててくれたフィオ

リーナ

　マルコは移民局で、イタリア人の多く住むボーカの町へ行けば、
お母さんに関する手がかりがあるかもしれないと教えられる。
ボーカへ出かけたマルコは、そこでメレッリおじさんを知る人たち
に出会う。運よくペッピーノ一座も広場のわきで人形芝居をやって
いるらしいことを知らされる。

DVD
26分 

04459 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２５　ペッピーノ一座大あた

り

　マルコと一緒にペッピーノ一座もバイアブランカへ行くことになっ
た。でも旅のためにペッピーノが調達してきた馬車はぼろぼろだっ
た。
　マルコはお母さんの情報を尋ねて、イタリア領事館へ行く。領事
館では、お父さんから手紙が届いていたものの、お母さんの居所
はわからないままだった。

DVD
26分 

04460 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２６　草原へ

　どこまでも果てしなく広がる大草原の中を進む馬車の旅を、ペッ
ピーノ一座とマルコは楽しんでいた。休憩の時に出会ったサルバ
ドールという若者に、ぜひ自分の牧場へ寄るように誘われる。サ
ルバドールが牧童３００人を抱える大金持ちの息子であると知った
ペッピーノは途中の興業をやめてでも行こうと乗り気だ。だがコン
チェッタはマルコがお母さんと会うのが遅れてしまうと反対する。

DVD
26分 

04461 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２７　フィオリーナの涙

　サルバドールに牧場に来るようにと誘われたペッピーノは、どん
な芝居を出せば喜ばれるか、あれこれ考える。ペッピーノはどうし
てもお偉方に自分たちの芸術を認めさせたいのだ。フィオリーナ
はマルコにあるお話をする。それは悪魔にさらわれたおきさきを捜
し歩く王子の話だった。それを聞いたペッピーノは、もっと悲しく観
客を泣かせる芝居にしようと大張り切りになるが…。

DVD
26分 

46 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）



番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04462 
 

B－3

スマホ・リアル・ストーリー　無料
ゲームのはずが…

　この番組では、実際にあったトラブルの事例をもとにドラマ仕立
てで解説する。
　無料でゲームや動画も楽しめるスマホ。でも、その利用に際して
は使用のルールを決めることが大切だ。
　スマホのゲームに夢中の小学６年生のショウは、ゲームのレベ
ルアップのために親に禁じられていた課金のレアアイテムを購入
してしまう。そして…。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：
河合祐三子

DVD
10分 

04463 
 

B－3

スマホ・リアル・ストーリー　たった
一言のちがいが…

　この番組では、実際にあったトラブルの事例をもとにドラマ仕立
てで解説する。
　無料通信アプリは、速く簡単に、グループでもやりとりできる便利
さから普及している。でも、実際には返信の速さや言葉の行き違
いなどから、トラブルが生じることも多い。
　無料通信アプリに夢中の小学６年生の凜。ある日、書き込んだ
言い回しを誤解され、グループから仲間はずれにされてしまう。本
人には理由がわからず…。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現
者：河合祐三子

DVD
10分 

04464 
 

B－3

林修・世界の名著　「昆虫記」
（ジャン・アンリ・ファーブル）　養

老孟司

　林修さんが本を愛する著名人をゲストに招き、ゲストが選んだ１
冊の魅力を対談形式で語る番組。
　今回のゲストは、解剖学者の養老孟司さん。「ファーブル昆虫
記」について語り合う。

DVD
25分 

04465 
 

B－3

林修・世界の名著　「百年の孤
独」（ガルシア・マルケス）　小野正

嗣

　林修さんが本を愛する著名人をゲストに招き、ゲストが選んだ１
冊の魅力を対談形式で語る番組。
　今回のゲストは、芥川賞作家の小野正嗣（おのまさつぐ）さん。
「百年の孤独」（ガルシア・マルケス著）について語り合う。

DVD
25分 

04466 
 

B－3

林修・世界の名著　「ソークラテー
スの弁明」「クリトーン」（プラトー

ン）　武井壮

　林修さんが本を愛する著名人をゲストに招き、ゲストが選んだ１
冊の魅力を対談形式で語る番組。
　今回のゲストは、百獣の王をめざす男・武井壮さん。プラトーン
の著書について語り合う。

DVD
25分 

04467 
 

B－3

林修・世界の名著　「国盗り物語」
（司馬遼太郎）　鈴木おさむ

　林修さんが本を愛する著名人をゲストに招き、ゲストが選んだ１
冊の魅力を対談形式で語る番組。
　今回のゲストは、放送作家の鈴木おさむさん。「国盗り物語」（司
馬遼太郎著）について語り合う。

DVD
25分 

04468 
 

B－3

林修・世界の名著　「窓ぎわのトッ
トちゃん」（黒柳徹子）　久保純子

　林修さんが本を愛する著名人をゲストに招き、ゲストが選んだ１
冊の魅力を対談形式で語る番組。
　今回のゲストは、フリーアナウンサーの久保純子さん。「窓ぎわ
のトットちゃん」（黒柳徹子著）について語り合う。

DVD
25分 

04469 
 

B－3

林修・世界の名著　「盗まれた手
紙」（エドガー・アラン・ポー）　羽

田圭介

　林修さんが本を愛する著名人をゲストに招き、ゲストが選んだ１
冊の魅力を対談形式で語る番組。
　今回のゲストは、芥川賞作家の羽田圭介さん。「盗まれた手紙」
（エドガー・アラン・ポー著）について語り合う。

DVD
25分 

04470 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　知って
得する！　イマドキ補聴器最新情

報

　デジタル技術の進歩で高性能な機種が次々に作られている補
聴器。その一方で、初めて購入した高齢者からのクレームも増加
している。最新機器を紹介するとともに、使いこなすためのポイン
トもわかりやすく紹介する。

DVD
15分 

04471 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　聞き
やすい声を作れ！　難聴者向け

スピーカー

　難聴者の聞こえを助ける機器として注目を集めている卓上ス
ピーカーがある。難聴者の聞きやすい音にこだわり、小型化を進
めたスピーカーは、難聴学級の授業や窓口での接客などに役
立っている。さらに現在は、個々人の聞こえに対応したカスタマイ
ズも進められている。

DVD
15分 

04472 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　夢は
マンガ家！

　ろう者の富嶋まもみさんは、ろう者の体験を４コマ漫画にしてブ
ログで発信し、人気を集めている。昼間は不動産会社に勤めなが
ら、プロのマンガ家を目指す富嶋さん。今夏、初めて雑誌向けに
原稿を書くことになり、奮闘する。

DVD
15分 

04473 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　「家族
と私」　～盲ろう者のための本音

ラジオ～

　視覚と聴覚の両方に障害のある盲ろうの女性３人にＮＨＫのスタ
ジオに集まってもらい、「家族と私」というテーマで話し合ってもらっ
た。パートナーとの出会いや家族との
きずな、障害による困難をどう乗り越えるか、３人の体験や思いが
語られた。

DVD
15分 
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番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04474 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　人生
はコミュニケーションだ　通訳が暮

らしを変える

　兵庫県西宮市にあるＮＰＯ・聴覚障害者自立生活センターＬＩＣ
は、社会参加に立ちはだかる「聞こえない」という壁を乗り越える
ため、多様な通訳サービスを展開している。それは、自治体が
行っている公的な通訳制度では、通訳の派遣が認められない
ケースが多いからだ。
　通訳派遣を拡充していこうというＬＩＣの取り組みを追う。

DVD
15分 

04475 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　誰か
らも愛されるパンを　パン職人

東園子

　熊本市内で、おいしいと評判のパン屋を営む・パン職人の東園
子さん。重度難聴の東さんが、パン職人としてお店を軌道にのせ
るまでには数々の困難が待ち受けていた。本人の努力と家族の
支えで、人気のパン屋さんを営む東さんの奮闘を追う。

DVD
15分 

04476 
 

B－3

ろうを生きる難聴を生きる　踊りは
私の人生　～琉球舞踊家　平良

鈴華～

　琉球舞踊の若き舞踊家として認められている平良鈴華さん（２
４）。生まれたときから難聴の鈴華さんは、小さいときから踊りが大
好きで、難聴のためにつらいことがあった時も、踊ることで乗り越
えてきた。琉球古典芸能のコンクールで最高賞まで受賞した彼女
は今、師範として教えられるようになるために、新たな試練に立ち
向かっている。

DVD
15分 

04477 
 

B－3

ＮＨＫスペシャル　見えず聞こえず
とも　～夫婦ふたりの里山暮らし

～

　丹後半島の山あいにある小さな集落で、農業を営み自給自足に
近い暮らしを続けている桜木好彦さん（６８歳）と久代さん（６５歳）
夫妻。今は笑顔の絶えない久代さんだが、２歳で失聴し５０歳で視
力を失い、二度も自殺を試みたという。桜木さん夫妻は、お互いの
手を触れて情報を伝える「触手話」によって会話する。２０１４年の
夏から冬を経て、春を迎えるまでの２人の生活を紹介する。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：米内山昭枝

DVD
49分 

04478 
 

B－3

ＴＨＥ歴史列伝　～そして傑作が
生まれた～　スペシャル　“天下
分け目”関ヶ原の戦いスペシャル

第一部

　関ヶ原の戦いは、今から４００年以上前の１６００年９月１５日、東
軍・徳川家康（７万）と西軍・石田三成（８万）が、関ヶ原で対決した
天下分け目の一大決戦だ。
　秀吉の死後、天下取りに向け着々と布石を打った家康。その家
康を許せなかった光成。この２人が、全国の武将たちを巻き込ん
で戦いへと突き進んでゆく。

DVD
46分 

04479 
 

B－3

ＴＨＥ歴史列伝　～そして傑作が
生まれた～　スペシャル　“天下
分け目”関ヶ原の戦いスペシャル

第二部

　全国の名だたる武将を巻き込んだ関ヶ原の戦い。しかし決戦当
日の戦いは、わずか６時間で決したという。なぜ、そのような結果
になったのか？
　西軍８万が総崩れとなった、決戦当日の謀略と裏切りの数々に
迫る。

DVD
46分 

04480 
 

B－3

ＴＨＥ歴史列伝　～そして傑作が
生まれた～　戦国最強伝説　真

田三代　前編

　戦国の乱世において、日ノ本一のつわものと恐れられた真田幸
村。もともとは小さな豪族だった真田が、歴史に名を残せたのはな
ぜか？
　幸隆、昌幸、幸村、親子三代の活躍を追う。

DVD
46分 

04481 
 

B－3

ＴＨＥ歴史列伝　～そして傑作が
生まれた～　戦国最強伝説　真

田三代　後編

　日ノ本一のつわものと恐れられた真田幸村。戦国最後の大決
戦・大坂の陣で、徳川を相手にすさまじい戦いを繰り広げた。家康
を恐怖に陥れた武勇は、やがて伝説となり、幸村は今に続く絶大
な人気を得た。幸村の壮絶な生きざまを追う。

DVD
46分 

04482 
 

A－3

ふみきりってなあに？　でんしゃ
のおはなし　～こども向け踏切事

故防止アニメ～

　ふみきりは、気をつけてわたらないととてもきけんです。
　電車が大好きな「てっちゃん」「みっちー」と一緒に、ふみきりの安
全なわたり方や、せんろでやってはいけないことをべんきょうしま
しょう。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：江副悟史

DVD
9分 

04483 
 

A－3

ＢＯ－ＫＥＮあいち　子ども防犯体
験学習プログラム　小学生用映

像

　「ＢＯ－ＫＥＮ　あいち」は、子ども向けの防犯体験学習プログラ
ムだ。そのノウハウはボランティアの取り組みによって普及しつつ
ある。
　まずは自分たちの町の危険な場所をあらかじめ知っておくことで
犯罪に巻き込まれるリスクを減らそう。（字幕・手話付き　選択可
能）手話表現者：森田明

DVD
21分 

04484 
 

A－3

ＢＯ－ＫＥＮあいち　子ども防犯体
験学習プログラム　指導者用映

像

　愛知県警では、子ども向けの防犯体験学習プログラムを作成、
実施し、その後は
県内で体験型防犯教室を行っている。
　この防犯教室での映像を見ながら、子どもへの指導方法をわか
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
38分 
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04485 
 

B－3

サイエンスチャンネル　夢みる未
来世界　物語のなかの科学技術
史　第１話　未来都市のライフスタ

イル

　ありすが図書館で見つけた本『ＲＡＬＰＨ　１２４Ｃ　４１＋』。その
物語には２６６０年の未来の暮らしが描かれていた。この本は１９
１１年に、ヒューゴー・ガーンズバックによって書かれた小説だが、
すでに現在使われているシステムも登場する。ヒューゴーの描い
た未来が、現代で実現しているのだ。驚くありすの元に、謎の男が
現れる。

DVD
14分 

04486 
 

B－3

サイエンスチャンネル　夢みる未
来世界　物語のなかの科学技術

史　第２話　ロボットは友だち

『ＲＡＬＰＨ　１２４Ｃ　４１＋』を読み進めるありす。小説の中にはさ
まざまな機械やシステムが登場する。今で言うロボットも登場する
が、まだ「ロボット」という言葉は生まれていない。「ロボット」という
言葉は、１９２０年に、カレル・チャペックが書いた戯曲の中で初め
て使われる。だが、この戯曲はロボットが人間を滅ぼす話だ。
　その後、アメリカの作家アシモフが、自らの作品中で「ロボット工
学三原則」を定め、
ロボットは人間の友だちとして定着していく。

DVD
14分 

04487 
 

B－3

サイエンスチャンネル　夢みる未
来世界　物語のなかの科学技術
史　第３話　無限のエネルギー

「ＲＡＬＰＨ　１２４Ｃ　４１＋」で描かれる未来の発電の風景は、まさ
に現代の大規模太陽光発電そのもので、改めてヒューゴーの想
像力にありすは驚く。謎の男は、その想像力の源は「現実を注意
深く観察する視点」だと言って、エドガー・アラン・ポーの『メエル
シュトレエムに呑まれて』を紹介する。その作品では謎の渦に飲み
込まれた男が、注意深く周囲を観察することで、渦の底から脱出
する様子が描かれていた。

DVD
14分 

04488 
 

B－3

サイエンスチャンネル　夢みる未
来世界　物語のなかの科学技術

史　第４話　永遠の生命

　ありすは謎の男から、『フランケンシュタイン』の物語と、その作
者で科学小説の祖と言われるメアリー・シェリーを紹介される。
　さらに医学や科学の分野で、人々が永遠の生命を追い求め、生
命の神秘を解明しようと挑み続けてきたことを知る。

DVD
14分 

04489 
 

B－3

サイエンスチャンネル　夢みる未
来世界　物語のなかの科学技術

史　第５話　憧れの宇宙旅行

　ラルフの世界で描かれる宇宙の描写のリアルさに驚くありす。
ヒューゴーがこの作品を書いた時代は、まだ人類は宇宙へ到達し
ていなかったからだ。謎の男は、作家の想像力が宇宙を描いた作
品として、ジュール・ヴェルヌの『月世界旅行』を紹介する。ヴェル
ヌは「ＳＦ小説の父」とも呼ばれ、今も愛されている作家だ。

DVD
14分 

04490 
 

B－3

サイエンスチャンネル　夢みる未
来世界　物語のなかの科学技術
史　第６話　未来で逢いましょう

　最終話で紹介するのは、Ｈ・Ｇ・ウェルズ原作の『タイム・マシ
ン』。ＳＦ小説の礎を築いたと言われるウェルズは、深い洞察力
で、タイムマシンで見てきたかのように未来を描いた。
　作家たちが夢みた世界が今、現実になっているように、ありすの
夢みる世界が未来の現実をつくるのだ、と謎の男は言う。

DVD
14分 

04491 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ１

　時は明治。福井の片田舎に暮らす秋山篤蔵（とくぞう）はどんな
仕事をしても長続きせず、地元では「のくてぇ（ばかな）子」と呼ば
れていた。しかしひょんなことで食べたカツレツをきっかけに、帝国
一の料理人になりたいという夢を抱き上京する。
　明治から昭和にかけて、夢ひとつを胸に多くの困難に立ち向か
い、ついには「天皇の料理番」にまでのぼり詰めた秋山篤蔵と、家
族や仲間の物語。

DVD
94分 

04492 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ２

　篤蔵は、一流西洋料理店・華族会館で働けることになる。そこで
は料理に対して一切の妥協を許さないコック長の宇佐美と、スタッ
フたちが懸命に働いていた。下働きとなった篤蔵は、朝から晩まで
ひたすら厨房の掃除と食器荒いだけで、料理の勉強ができるなど
到底考えられずにいた。そんなとき篤蔵は、宇佐美が修業時代か
ら料理の作り方を書き留めた大学ノートの存在を知り、盗み出して
しまうのだが…。

DVD
56分 

04493 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ３

　篤蔵の妻・俊子は、父に篤蔵との離縁を迫られ離縁状を持って
上京する。華族会館で働く篤蔵は、仕事での細かい心配りが認め
られ始めていた。俊子は、偶然出会った宇佐美の計らいで篤蔵の
作った料理を食べることに。篤蔵の料理に対する真剣な気持ちを
知った俊子は離縁を申し出るが、その直後、妊娠していることが
発覚し…。

DVD
56分 

04494 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ４

　生まれてくる子どものために、早く一人前になりたいと考えた篤
蔵は、華族会館の仕事の合間に英国公使館の厨房を手伝うこと
にした。もちろん宇佐美には内緒だ。篤蔵に目を付けていた荒木
は、辰吉に篤蔵の後をつけろと命じた。辰吉は英国公使館に入る
篤蔵を見つけて…。

DVD
47分 

49 貸出ビデオ一覧表（No.4001-4500）
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04495 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ５

　篤蔵は、町場の食堂・バンザイ軒で働き始めた。俊子が流産し
たと知り、久しぶりに鯖江に帰ったが、俊子から「二度と関わらん
といて」と離縁をつきつけられる。
　自分と一緒だと、篤蔵の夢の実現の邪魔になるという、俊子の
本心に気付かぬまま、篤蔵は再び東京へ…。

DVD
47分 

04496 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ６

　篤蔵は華族会館での経験を生かし、バンザイ軒で出す料理に創
意工夫を凝らすが、やがて客から飽きられてしまう。ある日、篤蔵
が作ったカレーを食べた宇佐美から「お前の性根は腐っている」と
酷評される。そんなとき、兄・周太郎の手紙を読んだ篤蔵はある決
意をする。

DVD
56分 

04497 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ７

　宇佐美にもらった包丁を背負って、フランスのパリへ渡った篤
蔵。日本大使館の粟野に仕事を紹介してもらうが、働き口は下働
きの小僧しかなかった。篤蔵は小僧でもいいと、一流レストランに
入ることになる。しかし、初日から白人たちにばかにされ、からか
われてしまう。激しい怒りをあらわにする篤蔵。果たして、篤蔵は
人種差別を乗り越え、どう成長していくのか。

DVD
47分 

04498 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ８

　明治天皇崩御のニュースをパリで知った篤蔵に大使館から、新
帝ご即位の御大礼の料理を指揮し、その後は天皇陛下の料理番
として陛下にお仕えしてほしいとの話が舞い込む。一度はその話
を断ろうと決めた篤蔵だが、病気の兄、周太郎が夢枕に立ち、帰
国して大日本帝国一のシェフになろうと決意する。
　一方、フランソワーズは、篤蔵とともに日本に行くことを喜んでい
たが、歌手になるという夢が捨てきれないでいた。

DVD
47分 

04499 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ９

　帰国した篤蔵は皇居にある大膳寮を訪れ、いよいよ長年の夢で
あるコックの頂点にたどり着こうとしていた。厨司長となり励んでい
る間、篤蔵は以前世話になっていたバンザイ軒で寝泊まりする
が、そこで俊子に再会する。
　天皇即位の祝宴の料理で、諸外国は日本の文化水準を判断す
ると言われた篤蔵は、どんな料理を作り出すのか。

DVD
56分 

04500 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐｉｓｏ
ｄｅ１０

　篤蔵と俊子は再婚し、二男一女を授かった。篤蔵は子どもには
自分の仕事を料理人とだけ教え、どこで働いているかは教えな
かった。当時、料理人は、ろくでもない人間がなるものと思われて
いたのだ。父親の仕事に長男の一太郎は反発を覚えていた。
　そして大正１２年９月１日、関東大震災が起きた。被災者を受け
入れた皇居で、篤蔵は炊き出しに奮闘する。

DVD
47分 
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