
番号 タ　イ　ト　ル　名 内　　　　　　　容 時間

04501 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐ
ｉｓｏｄｅ１１

　関東大震災後、家を無くした篤蔵たちは弁護士の桐塚の家
に身を寄せていた。年が明けて大膳寮も落ち着きを取り戻し
つつあったある日、篤蔵の前に突然新太郎が姿を現した。
　ある晩、俊子は激しい胸の痛みで倒れてしまう。心不全と
診断された俊子は安静を言い渡される。篤蔵と俊子の食養生
が始まった。

DVD
56分 

04502 
 

B－3

日曜劇場　天皇の料理番　ｅｐ
ｉｓｏｄｅ１２

　戦争が終わり敗戦国となった日本は、ＧＨＱの統治を受け
ることになった。お上（天皇）が戦争責任を問われると聞い
た篤蔵は、何とかしてお救いしたいと、ＧＨＱの使い走りを
始める。そんな篤蔵を冷ややかに見つめる大膳寮の仲間た
ち。篤蔵の真心は通じるのか。

DVD
74分 

04503 
 

B－3

マッサン　総集編　前編　「Ｄ
ｅａｒ　Ｍｏｔｈｅｒ　～縁は

異なもの～」

　１９２０年（大正９年）スコットランドで２年間ウイス
キー製造技術を学んだマッサンこと亀山政春は、日本初の国
産ウイスキーを造るという夢の実現を目指し、新妻のエリー
を連れて帰国した。
　だが政春の実家では、２人の結婚に大反対。勤め先でもウ
イスキーの製造は株主総会で不承認となる。退職した政春
は、国産初のウイスキー造りを目指す鴨居商店に就職し、ウ
イスキー造りに打ち込むが…。

DVD
88分 

04504 
 

B－3

マッサン　総集編　後編　「Ｌ
ＩＦＥ　ＩＳ　ＡＮ　ＡＤＶＥ

ＮＴＵＲＥ」

　１９３２年（昭和７年）北海道の余市に政春一家は引っ越
した。ウイスキー造りの工場を建てるためだ。まずは地元の
リンゴでジュースを作り資金集めを始めた。そして昭和１５
年。ようやく政春の夢だったウイスキーが完成したが、売れ
行きは芳しくなかった。会社は存続の危機に陥るが、売れ
残ったウイスキーをすべて海軍が買い上げてくれることに。
だがやがて第二次世界大戦が始まり、エリーは人々から敵視
されるようになる。

DVD
88分 

04505 
 

B－3

天空の城ラピュタ 　炭鉱で働く少年パズーは、かつて父が見たという浮遊島・
ラピュタを見つけることを夢見ていた。そんなある日、パ
ズーは不思議な光に包まれて空から降りてきた少女シータを
助ける。２人は、海賊の助けを借りながらラピュタを目指
す。昭和６１年宮崎駿監督作品。（上映会使用の際は事前届
け出が必要です）

DVD
125分 

04506 
 

B－3

耳をすませば 　読書が大好きな中学３年の月島雫（しずく）は、図書館で
借りた本の読書カードにいずれも「天沢聖司」の名前がある
ことに気づく。ある日、学校のベンチに本を忘れた雫。取り
に戻ると、そこには雫の本を読む見知らぬ男子が座ってい
た。平成７年近藤喜文監督作品。（上映会使用の際は事前届
け出が必要です）

DVD
111分 

04507 
 

B－3

羅生門 　平安時代、雨の降りしきる中、荒れ果てた都の羅生門の下
で旅法師と杣売り（そまうり）がうつむいて座っている。そ
こへ駆け込んできた下人に２人が聞かせた不思議で恐ろしい
話とは…。
　やぶの中で殺された武士をめぐる証言の行き違い。武士を
殺して太刀を奪ったという盗賊、自分こそが武士を殺したと
いう武士の妻。そして武士自身は、巫女（みこ）の口を借り
て、自害したと述べる。１９５１年ヴェネツィア国際映画祭
グランプリ受賞作品。昭和２５年黒澤明監督作品。（上映会
使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
88分 

04508 
 

B－3

釣りバカ日誌１４ 　鈴木建設社長のスーさんは仕事に疲れ、体調もすぐれな
い。そこで、四国へお遍路の旅に出ることにする。旅の伴侶
に浜ちゃんを誘ってみるが、すでに有給休暇を使い果たして
しまった浜ちゃんは休暇が取れない。しかたなくスーさんは
一人で高知に向かう。しかし浜ちゃんは無理やり休暇を取
り、後を追って高知に。釣りのメッカである桂島に宿を取っ
たことで、みさきという女性と知り合う。平成１５年朝原雄
三監督。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
117分 

情報センター貸出しビデオ一覧                埼玉聴覚障害者情報センター

1 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



04509 
 

B－3

黒い画集　あるサラリーマンの
証言

　ある中堅会社の課長の石野は部下の梅谷と不倫関係を続け
ていた。石野は梅谷の家からの帰り道、保険の外交員・杉山
とすれ違う。後日、杉山は殺人事件の容疑者として逮捕され
る。杉山のアリバイ証明のため証言を頼まれる石野だが、不
倫が公になるのを恐れ「会ってない」と証言する。だが不倫
の事実を知る大学生・松野が現れて…。松本清張原作。昭和
３５年堀川弘通監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が
必要です）

DVD
96分 

04510 
 

B－3

黒い画集　第二話　寒流 　銀行の支店長・沖野は、料亭のおかみ・前川奈美と知り合
う。融資の仕事を通じて親しくなった二人は深い仲になる
が、沖野の上司・桑山も奈美のことを気に入る。やがて奈美
も、事業の資金繰りの関係で、沖野より力のある桑山に頼る
ようになる。桑山に左遷された沖野は、二人への復讐を企て
るが…。松本清張原作。昭和３６年鈴木英夫監督作品。（上
映会使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
96分 

04511 
 

B－3

点と線 　博多の郊外の香椎海岸で男女の遺体が発見された。産工省
の役人である佐山と赤坂の料亭の女中お時だった。死因と遺
体状態から警察医は心中だと判断するが、所轄の刑事鳥飼が
２人の死に疑問を抱き、捜査は思わぬ方向へと展開してい
く。松本清張原作。昭和３３年小林恒夫監督作品。（上映会
使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
86分 

04512 
 

B－3

アゲイン 　美枝の父は東日本大震災で亡くなった。高校球児だった父
は、野球部員宛の２７年分の年賀状を出さずじまいで残して
いた。マスターズ甲子園に携わる美枝は、元野球部キャプテ
ンの坂町を訪ねる。投函されなかった年賀状の理由とは？
平成２７年大森寿美男監督作品。（上映会使用の際は事前届
け出が必要です）

DVD
120分 

04513 
 

B－3

おかあさんの木 　おかあさんには７人の息子がいた。戦争が始まり息子たち
は次々に出征していく。おかあさんは息子の代わりにと、桐
の苗木を１本ずつ植えた。７本の桐の木に向かい、「無事で
いるか？生きて帰ってこい」と、願いを込めて毎日語りかけ
るのだったが、やがてつらい知らせが次々に届く…。
　平成２７年磯村一路監督作品。（上映会使用の際は事前届
け出が必要です）

DVD
115分 

04514 
 

B－3

ＤＲＡＧＯＮ　ＢＡＬＬ　Ｚ
ドラゴンボールＺ　復活の

「Ｆ」

　フリーザ軍の生き残りソルベが、地球のドラゴンボールで
フリーザを復活させた。フリーザは悟空を倒すため訓練を行
いさらなる進化を遂げ、１，０００人の兵士とともに地球に
やって来た。フリーザ対悟空の空前絶後の戦いが幕を開け
る。平成２７年山室直儀監督作品。（上映会使用の際は事前
届け出が必要です）

DVD
94分 

04515 
 

B－3

仁義なき戦い 　敗戦直後の広島県呉市の闇市。広能（ひろのう）のもとへ
友人がケガをして飛び込んできた。広能は山守組の者たちと
現場に駆け付け、ケガをさせた相手を射殺。１２年の懲役刑
を受けることになった。広能は刑務所で土居組の若頭若杉と
義兄弟の契りを交わし、山守組の組員となり極道の道に。し
かし土居組と山守組が市議選に絡んで敵対するようになり、
血で血を洗う抗争に巻き込まれていく。（作品内に暴力的な
場面を含みます。）昭和４８年深作欣二監督作品。（上映会
使用の際は事前届け出が必要です）

DVD
99分 

04516 
 

B－3

きょうの健康　正しく理解　高
血圧　なぜ血圧が高くなる？

　日本国内の高血圧患者は、約４，３００万人。高血圧は
れっきとした病気だ。放置しておくと、症状のない間に病気
が進むため「サイレントキラー」とも呼ばれる。
　第１回目は、高血圧の原因や分類、血圧が上がるしくみ、
そして高血圧が影響を与える病気について、大阪大学大学院
教授の楽木さんにお話を伺う。（字幕・手話付き　選択可
能）手話表現者：皆川愛

DVD
15分 
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04517 
 

B－3

きょうの健康　正しく理解　高
血圧　血圧を下げる食事・運動

　血圧を下げるための生活習慣の改善で、まず基本になるの
が減塩。そして減量、運動、節酒などがある。それぞれを改
善することで、上の血圧を４～５ミリ下げられる。日本は食
塩摂取過剰国で、１日に男性は１１．１グラム、女性は９．
４グラムの食塩相当量をとっている。高血圧の人の目標値は
１日６グラム未満だ。減塩に効果的な食事の工夫や、血圧を
下げる運動について、楽木さんからお話を伺う。（字幕・手
話付き　選択可能）手話表現者：皆川愛

DVD
15分 

04518 
 

B－3

きょうの健康　正しく理解　高
血圧　自分の血圧を知ろう

　３日目のテーマは「自分の血圧を知ろう」。高血圧の治療
には、まず自分の血圧を知ることが大事だ。現在は、診察室
で測る「診察室血圧」よりも家庭で測る「家庭血圧」を大事
にしている。診察室血圧に比べて家庭血圧は、平均で５低い
値だ。番組では、正しい血圧の測り方や測る時間などについ
て解説する。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：皆
川愛

DVD
15分 

04519 
 

B－3

きょうの健康　正しく理解　高
血圧　血圧を下げる薬

　４日目のテーマは「血圧を下げる薬」。高血圧患者４，３
００万人のうち、病院にかかっているのは約半数、適切に血
圧管理ができているのは約５００万人。血圧を下げる第一の
手段は生活習慣の改善だが、それでも難しい場合は降圧剤を
服用する。降圧剤が血圧を下げるしくみや、副作用について
解説する。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：皆川
愛

DVD
15分 

04520 
 

B－3

おはなしのくに　手ぶくろをか
いに

　きつねの親子が住む森に、寒い冬がやってきました。子ぎ
つねは雪の中をとびまわり、手がぼたん色になってしまいま
した。その夜、きつねの親子は手ぶくろを買いに出かけます
が、母さんぎつねは人間が怖くて、町へ行くことができませ
ん。母さんぎつねが子ぎつねの手を握ると、その手がかわい
い人間の手になりました。（作者：新美南吉）
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：五十嵐由美子

DVD
10分 

04521 
 

B－3

おはなしのくに　長ぐつをはい
たねこ

　ある日、粉屋の主人が死にました。三人息子への財産は、
粉ひき小屋と、ロバと、ねこだけ。残りもののねこを手にし
た末の息子は、粉ひき小屋やロバを手にした兄たちをうらや
みます。すると、ねこがしゃべりだしました。「ご主人さ
ま、ここはわたしにおまかせを。心配ご無用、すべてうまく
いきますよ。」末っ子は、ねこのいうとおりにしてみること
にしました。（ペロー童話集）（字幕・手話付き　選択可
能）手話表現者：江副悟史

DVD
10分 

04522 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２８　バルボーサ大牧場

　バルボーサ牧場で大歓迎を受けたマルコとペッピーノ一
座。だが、ペッピーノは自分たちの扱いに不満だ。そこで、
マルコの旅を大冒険に仕立て直し牧場主をうならせること
に。劇では、マルコがバルボーサ牧場の面々に助けられ、蛮
族にさらわれたお母さんを救い出したが、観客の反応がいま
いち。そこでペッピーノは、お母さんが蛮族の矢に刺さり最
後に息絶えるという筋に変えてしまった。

DVD
26分 

04523 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　２９　雪がふる

　長旅の疲れからか、幼いジュリエッタは、具合が悪くなっ
てしまう。大切な水もなくなり、その上、馬車は車軸が曲
がって走れなくなってしまう。ペッピーノは車軸を直そうと
するが、元に戻せなくなり、マルコたちは大草原に立ち往
生。ジュリエッタは熱を出してしまうが、飲み水も頭を冷や
す水もない。見渡す限りの大草原、通りかかる旅人もなく、
助けを求めることもできないマルコたち。

DVD
26分 

04524 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３０　老ガウチョ　カル

ロス

　カルロスに助けられた翌朝、マルコたちが目を覚ますと、
彼は馬車を修理してくれていた。再び馬車を走らせるペッ
ピーノ一行は、イタリア料理をふるまう宿屋でひと休みする
ことにした。しかし居合わせたオルテガという乱暴者のため
に食事どころではなくなってしまう。コンチェッタに乱暴し
ようとするオルテガを見かねたペッピーノは、銃を抜いてや
めさせようとするが…。

DVD
26分 

04525 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３１　ながい夜

　草原の中の廃墟で一夜を過ごすことになったマルコたち。
だがペッピーノとマルコは昼間に出くわしたピューマが夜
襲ってくるのではないかと心配する。馬を部屋に入れ､フィ
オリーナたちにはないしょで、寝ずに見張ることにする。だ
が２人とも睡魔に勝てず眠ってしまい…。

DVD
26分 
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04526 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３２　さようならといえ

たら

　長かった馬車の旅も終わりに近づき、マルコたちは川のほ
とりで、バイアブランカからブエノスアイレスに向かうイタ
リア人のシルバーニ一家と出会う。マルコはシルバーニに、
ラパス通りのモレッティならイタリア人のことに詳しいと教
えてもらう。
　バイアブランカに近づくにつれマルコとフィオリーナの別
れの時が近づく。

DVD
26分 

04527 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３３　かあさんがいない

　バイアブランカに到着した夜、マルコは１人でラパス通り
のモレッティの家を探しだした。執事に追い返されそうに
なったが、メレッリおじさんとお母さんを捜してほしいとい
うマルコの願いは聞いてもらえた。ところが話を聞いたモ
レッティは、お母さんは手紙が書けないほど重病か、もはや
この世にいないのではないかと言う。

DVD
26分 

04528 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３４　ジェノバに帰りた

い

　モレッティに訪ねるよう言われ、マルコは一人でドメニコ
に会いに行く。しかし情報屋のドメニコも、アンナ・ロッシ
という名前は知らないと言う。お母さんがこの町にはいない
ことがはっきりして、マルコはイタリアへ帰る旅費をためる
ため、仕事を捜してくれるようドメニコに頼むのだが…。

DVD
26分 

04529 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３５　おかあさんのなつ

かしい文字

　メレッリおじさんを探す手がかりもなく、どうすればいい
か分からなくなったマルコは行く当てもなく駅にやってく
る。そこで浮浪者風の男、マルセル・エステロンに出会う。
マルセルはマルコの身の上話を聞いて、メレッリかも知れな
い男を知っていると言いだす。

DVD
26分 

04530 
 

B－3

世界名作劇場　母をたずねて三
千里　３６　さようならバイア

ブランカ

　マルコとフィオリーナはブエノスアイレス行きの汽車の出
発時間を調べるために駅に行く。マルコはこの汽車に乗っ
て、お母さんに会えると思うと、嬉しさがこみ上げてくる
が、フィオリーナは、もうすぐ訪れるマルコとの別れを考え
ると悲しくなってしまう。
　しかし約束の時間が過ぎても、旅費を持ってくると言った
マルセルは現れない。

DVD
26分 

04533 
 

A－3

ハートネットＴＶ　シリーズ
変わる障害者支援（１）私のこ

とは私が決める

　障害者権利条約の中で注目される理念の１つが自分のこと
を自分で決める社会の実現である。しかし知的障害者の多く
は判断力が不十分であるとして子どものころから親や周囲に
決められた人生を歩む人が多い。
　誰もが自分で自分のことを決められるための支援について
考える。

DVD
29分 

04534 
 

A－3

ハートネットＴＶ　シリーズ
変わる障害者支援（２）あなた

の決断を支えたい

　障害者権利条約が採択され、各国が条約の理念の実現に向
け取り組んできている中、日本も自分自身で決められる社会
を目指すための障害者支援を模索している。
　障害者の自己決定を支援する活動例を見ながら支援のあり
方を考える。

DVD
29分 

04535 
 

A－3

目撃！日本列島　心をつなぐ
“千本ノック”～盲目の夫婦の

日々～

　目の不自由な人たちの野球・グランドソフトボール。選手
たちはボールの転がる音を頼りにプレーする。全盲の脇坂清
さん（６６歳）は、同じく全盲の妻・美津江さんとともに、
週１回のノックの練習を２６年間続けてきた。盲目の二人が
ノックに懸ける思いとは何か。

DVD
23分 

04536 
 

A－3

ハートネットＴＶ　エンジンの
鍵みつけた　～発達障害とのは

ざまで～

　全国から不登校の小中学生が集まる全寮制の学校に、幼い
ころ発達障害の疑いが強いと診断された少年が入学してき
た。彼は同じ境遇の仲間に心を閉ざしていた。しかし、ある
ことがきっかけで彼は仲間に心を開いていく。
　彼の成長の記録と彼を見守る先生と仲間の２年半に及ぶ記
録。

DVD
29分 

04537 
 

A－3

ハートネットＴＶ　私らしい
“自立”～ＮＨＫ障害福祉賞５

０年～

　ＮＨＫ障害福祉賞は、５０年前に始まった障害のある人や
支援者の体験を集めた記録である。この記録は半世紀にわた
る日本の福祉の歴史でもある。その中の１つである、２７年
前に障害福祉賞に入選した脳性まひの女性が、自立とは何か
を考え続けた年月を振り返る。

DVD
29分 

04538 
 

B－3

きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ
狭心症に注意

　心筋梗塞は生活習慣病の多い人がなりやすい。特に肥満や
糖尿病、高血圧などは日ごろから気をつけることが大切。
「狭心症に注意」をテーマに国立循環器病研究センター部門
長の安田聡さんにお話を伺う。

DVD
15分 

4 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



04539 
 

B－3

きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ
生活を見直す

　シリーズ「心筋梗塞を防ぐ」今回のテーマは「生活を見直
す」。
　日常生活を見直すことは心筋梗塞の予防になるが、そのた
めの７つの生活習慣をチェックし、国立循環器病研究セン
ター部門長の安田聡さんに解説していただく。

DVD
15分 

04540 
 

B－3

きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ
薬を使う

　シリーズ「心筋梗塞を防ぐ」今回のテーマは「薬」。
　ゲストの松村邦洋さんは、東京マラソンの最中に心筋梗塞
で倒れた。松村さんから当時の様子等を聞き、安田聡さんに
治療で使う薬について解説していただく。

DVD
15分 

04541 
 

B－3

きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ
カテーテルかバイパス手術か

　シリーズ「心筋梗塞を防ぐ」今回のテーマは「治療」。
　心筋梗塞の予防には生活習慣の見直しが基本だ。そして次
に症状に応じて薬による治療、さらに重症な場合はカテーテ
ル治療やバイパス手術が行われる。心筋梗塞の治療について
安田聡さんに伺う。

DVD
15分 

04544 
 

A－3

手話どうぶつ図鑑 　みんなが大好きな動物を、手話のおにいさんと一緒に見に
行こう。出てくる動物は、ライオン、パンダ、ゾウ、キリン
など全部で１７種類！住んでいる場所や食べ物、そして動物
についての豆知識を、手話のおにいさんが楽しくお話しして
くれる。これを見れば、みんなも動物博士になれるかも！
（すべての漢字にルビ付き）

DVD
36分 

04545 
 

A－3

今から始めましょう　～聴覚障
害者の防災～

　地震の多い日本だが、日ごろから地震に対して備えている
人はまだ少ない。
　阪神・淡路大震災をきっかけにできた「防災士」の役割に
ついて、防災士研修センターの代表取締役・甘中繁雄さんに
お話を伺うとともに、防災士の資格を取得した聴覚障害者に
防災について話を伺う。

DVD
33分 

04546 
 

おしえてタモちゃん！～合理的
配慮ってなに？～

2016年4月にスタートした障害者差別解消法および改正障害
者雇用促進法等で謳われている「合理的配慮」とはどういう
ものか、聴覚障害者等を対象に映像をを用いてわかりやすく
解説したＤＶＤです。 
聴覚障害者に対する合理的配慮を欠いた場面をドラマで再現
し、その対処方について、田門弁護士が解説します。

DVD
50分 

04547
 

B－3

ハートネットＴＶ　笑顔のそば
に卓球があった　～ろう者卓球
日本一　伊藤優希１７歳～

　広島県立広島南特別支援学校に通う３年生、伊藤優希君は
卓球の日本代表に選ばれた。伊藤君は２０１５年１月に行わ
れた「全日本・全国ろうあ者卓球選手権大会」で史上初の男
子シングルス２連覇を達成している。伊藤君が卓球を始めた
のは、小学校５年生の時だ。

DVD
29分 

04548
 

B－3

ハートネットＴＶ　静かでうる
さい居酒屋

　東京の大久保にある居酒屋「ふさお」はいつもお客さんで
いっぱいの人気店。店主自慢の串揚げを片手に盛り上がるお
客さんたちだが、よく見ると普通の店と様子が違う。店で飛
び交うのは「手話」だ。ろう者の夫婦が営むこの店では手話
が「公用語」。ここには憩いを求めてやってくるろう者も、
そして手話の魅力にひかれて来る聞こえる人もいる。

DVD
29分 

04549
 

B－3

きょうの健康　夏の急病を防
げ！　熱中症対策

　日本医科大学付属病院高度救命救急センター長の横田裕行
さんをお迎えして、熱中症対策について伺う。熱中症は室内
にいてもなることが多い。夏は、室内の温度が外の気温以上
に高くなることがあるので、室温の管理や水分補給をしっか
り行わないと、室内でも十分熱中症になる可能性が高い。

DVD
15分 

04550
 

B－3

きょうの健康　夏の急病を防
げ！　食中毒対策

　夏は、食中毒を引き起こす細菌が増えやすい時期だ。いつ
も無意識にやっていることが、実は食中毒の原因になること
もある。食中毒を防ぐ三原則は「つけない・増やさない・
やっつける」だ。日本医科大学付属病院・部長（救急診療
科）の宮内雅人さんに、食中毒の対策について伺う。

DVD
15分 

04551
 

A－3

手話どうぶつ図鑑２　～海や水
辺のいきものたち～

　手話のおにいさんと一緒に水族館に行こう。今回の動物
は、クジラ、イルカ、アザラシ、サメなど全部で１２種類！
それぞれの動物についての豆知識を、手話のおにいさんが楽
しくお話ししてくれる。昨年制作した「手話どうぶつ図鑑」
の第二弾。（すべての漢字にルビ付き）

DVD
30分 

4552

A-3

聴覚障害者のみなさんへ　見直
しましょう食生活　～糖尿病予
防のために～

　糖尿病は従来、中高年に多い病気だったため成人病といわ
れていた。しかし、その原因は生活習慣が大きく関与してい
ることがわかり、名前も生活習慣病と変わった。
　糖尿病の早期発見と生活の中でできる予防について、医師
と管理栄養士に伺う。

DVD
30分 

5 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



4553

A-3

その情報、誰のもの？　～情報
社会と権利侵害～

　授業で「情報の正しい取り扱い方」をテーマにグループ発
表することになった中学生の春たち。春の描いたイラストの
「マモルル」とともに、「著作権」や「複製」などについて
の基礎知識や、情報社会での権利侵害の考え方について学
ぶ。（視聴対象：中学生～高校生）

DVD
25分 

4554

B-3

美の巨人たち　松本竣介「水を
飲む子ども」

　１３歳で聴力を失い「静寂の詩人」と呼ばれた松本竣介。
彼の作品「水を飲む子ども」は、寂しげな表情の少年を描い
た透明感のある作品だ。だが繊細な表情と裏腹に、少年の手
は奇妙なほど大きくごつごつと描かれている。なぜ竣介はこ
のように描いたのか。【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュ
ニケーションプラザ】

DVD
25分 

4555

B-3

名探偵コナン　小五郎、怒りの
大追跡（前編）

　小五郎がアイドル歌手・リサのボディーガードをすること
になった。だがリサのライブ会場に怪しい男が現れて、リサ
を連れ去ってしまう。しかし連れ去られたのは、リサと間違
われた蘭だった。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報セ
ンター】

DVD
25分 

4556

B-3

名探偵コナン　小五郎、怒りの
大追跡（後編）

　蘭に顔を見られた犯人たちは、冷蔵庫に蘭を閉じ込め、粗
大ゴミを不法投棄する穴に埋めてしまう。早く助けないと、
空気がなくなって蘭の命が危ない。蘭を助けるために、小五
郎は犯人たちにワナをしかける。【字幕制作：北九州市立聴
覚障害者情報センター】

DVD
25分 

4557

B-3

ちびまる子ちゃん　「さくら家
の洗濯大騒動」の巻　「まる
子、パーッとしたい」の巻

「さくら家の洗濯大騒動」の巻　雨が続いて洗濯ができない
さくら家。やっと晴れの日が来て、まる子とお父さんたちで
洗濯をすることになるが、途中で雨が降りだして…。
「まる子、パーッとしたい」の巻　大人には老人会や飲み会
など「パーッとする会がある」と聞いてうらやましがるまる
子。子どももパーッとしたいと考えるが、「パーッとする」
とは何なのか分からず調べ始める。【字幕制作：北九州市立
聴覚障害者情報センター】

DVD
25分 

4558

B-3

ちびまる子ちゃん　「まる子、
後ろ姿を磨きたい」の巻　「成
績が上がる魔法の机」の巻

「まる子、後ろ姿を磨きたい」の巻　後ろ姿美人になれると
いうサラランシャンプーのコマーシャルにあこがれるまる
子。どうすれば後ろ姿美人になれるのか。
「成績が上がる魔法の机」の巻　まる子はテストで３０点を
とってしまう。杉浦君は同じテストで９０点。いい点の秘密
はかっこいい学習机だという。なんとその机には、自動鉛筆
削り機に温度計、万年カレンダーまで付いていた。【字幕制
作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

DVD
25分 

4559

B-3

ポコニャン！　シッポがあるお
とうとニャン

　パパとママと一緒に山に遊びに来たミキ。「ポコニャー
ン」という鳴き声に誘われて林の中を進むと、ネコのような
タヌキのような不思議な生き物が現れた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

DVD
10分 

4560

B-3

ポコニャン！　ようちえんに行
くニャン

　幼稚園に行くユウたちを見て、自分も行きたくなったポコ
ニャン。ミキに「人間じゃないと行けない」と言われたポコ
ニャンは、人間の男の子に化けて幼稚園に体験入園すること
になる。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

DVD
10分 

4561

A-3

ハートネットＴＶ　リハビリ・
介護を生きる　おひとりさまの
自分介護　（１）要介護になっ
てもひとりで暮らす

　少子高齢化が進む中、単身世帯が増えている。今や７５歳
以上の男性の１０人に１人、女性では４人に１人が「おひと
りさま」で暮らす時代。要介護状態になってもひとり暮らし
は可能なのか？おひとりさまに関する著作のある中澤まゆみ
さんを迎え、介護保険や在宅医療を活用した「おひとりさま
介護」の現実を見ていく。

DVD
29分 

4562

A-3

ハートネットＴＶ　リハビリ・
介護を生きる　おひとりさまの
自分介護　（２）やがてくる時
のために

　既婚未婚や家族の有無にかかわらず、多くの人に訪れるの
が老後のひとり暮らし。中でも近年特に増えているのが、高
齢女性のひとり暮らしだ。単身高齢者にとって、介護やお葬
式、お墓のことなど不安はつきない。おひとりさまの暮らし
方を模索するＮＰＯ法人ＳＳＳネットワーク代表の松原惇子
さんをゲストに、きたるべきおひとりさまの老後を考える。

DVD
29分 

6 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



4563

A-3

認知症キャンペーン　認知症介
護　家族の悩みにこたえます

　認知症の高齢者を介護する家族の負担は大きい。認知症の
夫に寄り添いながら介護を続ける８０歳の女性や、妻の介護
でストレスを募らせる男性などを紹介しながら、家族の悩み
を解決する方法を考える。国立長寿医療研究センターの遠藤
英俊さんが、認知症について解説し、視聴者からの質問にも
アドバイスを頂く。（この番組は、平成２７年７月１４日に
生放送されたものです。）

DVD
49分 

4564

A-3

認知症キャンペーン　認知症介
護　わたしたちにできること

　厚生労働省の推計では、２０２５年には団塊の世代が７５
歳を超え、認知症の人は７００万人、６５歳以上の５人に１
人が認知症になるとされている。とても怖い病気という印象
が強い認知症だが、実際は２０年３０年かけて穏やかに進行
する病気で、早期発見可能だ。病気を正しく理解すること
で、よい経過をたどることもできる。番組では、鳥取大学医
学部教授の浦上克哉さんをお迎えして、認知症のイロハを学
ぶ。また地域で展開されている「認知症カフェ」などの取り
組みを紹介する。

DVD
49分 

4565

A-3

すくすく子育て　発達障害？と
思ったとき

　発達障害は発達の過程で見られる行動や認知の障害だ。
「自閉症スペクトラム」「注意欠陥多動性障害（ＡＤＨ
Ｄ）」「学習障害（ＬＤ）」の３つのグループに分けられ、
それぞれ特有の行動特性がある。発達障害は生まれつきの障
害で育て方は関係ない。お茶の水女子大学副学長で小児科医
の榊原洋一さんと明星大学教育学部教授の星山麻木さんを迎
えて、診断や療育について詳しく伺う。

DVD
29分 

4566
遠隔手話通訳・電話リレーサー
ビスについて　－聴覚障害者情

報提供施設の役割－

DVD
35分 

4567

B-3

きょうの健康　うつ病　信頼で
きる最新治療　軽症のうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の１回目は「軽症のうつ
病」。軽症のうつ病だと、頑張れば日常生活が維持できるため治
療が遅れがちだ。しかし、治療をせずに放置することで重症化す
ることもある。うつ病は重症でも早期の治療で治せるので、早めに
治療することが大切だ。

DVD
15分 

4568

B-3

きょうの健康　うつ病　信頼で
きる最新治療　中等症・重症の

うつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の２回目は「中等症・重
症のうつ病」。うつ病は適切な治療で後遺症もなく完全によくなる
病気だが、そのためには、家族や周囲の理解と援助が欠かせな
い。周囲は、治療の過程で病状が一進一退を繰り返しても、一喜
一憂せずに、患者を支えていくことが大切だ。

DVD
15分 

4569

B-3

きょうの健康　うつ病　信頼で
きる最新治療　子どものうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の３回目は「子どものう
つ病」。子どもの対象になるのは６歳から１８歳で、特に１３～１４
歳以降は患者が急激に増え、発症率も大人と同じくらいになる。
子どものうつ病の特徴と、周囲の大人（家庭・学校）の支援方法に
ついてお話を伺う。

DVD
15分 

4570

B-3

きょうの健康　うつ病　信頼で
きる最新治療　高齢者のうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の４回目は「高齢者のう
つ病」。高齢者は、環境的にも体質的にもうつ病になりやすい。ま
た高齢者特有の症状があったり、検査法や治療法も異なってい
る。高齢者のうつ病について、その特徴をおさえながらお話を伺
う。

DVD
15分 

4571

A-3

手話で知りたい　成年後見制度
の基礎　～大切な財産を守るた

めに～

　認知症が進み判断能力が衰えて、必要のない家のリフォームや
高額な商品購入の契約をしてしまう高齢者が多い。その人たちの
大切な財産を守る制度が成年後見制度だ。この作品では、ろうの
弁護士・田門浩さんに成年後見制度の基礎をやさしく解説してい
ただく。　ミニドラマで具体的事例などを紹介。ドラマでは日本ろう
者劇団の江副悟史さんが８０歳の老人を演じる。（手話・字幕つ
き）

DVD
20分 

4572

A-3

きこえづらいってどんなこと？　～
難聴について知ろう～

耳が聞こえない人、聞こえづらい人たちを、難聴者といいます。難
聴者はどんなふうに聞こえるのか、難聴者と話すときにどんなこと
に気をつけたらよいのかなど、難聴者とのコミュニケーションにつ
いて学びます。小学校３～４年生向け。（手話・字幕つき）

DVD
16分 

4573

A-3

ハートネットＴＶ　シリーズ　相模
原障害者施設殺傷事件　言葉は
なくとも　重度知的障害のある人

たち

　相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で、１９人が殺害さ
れ２７人が負傷した事件が起きた。容疑者は取り調べの中で「意
思疎通ができない人たちを刺した」と語った。ネット上でも「知的障
害者は怖い」「何を考えているか分からない」などの声が上がっ
た。知的障害者の思いを知ろうと模索する人たちの活動を追う。

DVD
29分 

7 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



4574

A-3

ハートネットＴＶ　シリーズ　罪を犯
した発達障害者の再出発　第１回

少年院の現場から

　罪を犯した少年たちに立ち直るための教育を行う少年院。罪を
犯した少年の中には発達障害や、その疑いがある人もいることが
分かった。しかし発達障害は外見では判断しづらく一般の少年と
同じ教育が行われてきた。そこで国は発達障害のある少年に対す
る指導方針を打ち出し配慮ある指導を促した。その成果と課題に
ついて考える。

DVD
29分 

4575

A-3

ハートネットＴＶ　シリーズ　罪を犯
した発達障害者の再出発　第２回

出所、そして社会へ

　障害への支援や配慮が受けられないため罪を犯してしまう人た
ちがいる。地域生活定着支援センターは、こうした人たちの再犯を
防ぐために活動している。中でも先進的な取り組みをしている長
崎県の地域生活定着支援センターの取り組みを紹介する。

DVD
29分 

4576

A-3

ＥＴＶ特集　亜由未が教えてくれた
こと

　ＮＨＫ青森のディレクター坂川裕野さんの妹・亜由未さんは脳性
マヒと知的障害を持つ重度障害者だ。相模原市で起きた障害者
殺傷事件をきっかけに、「障害者の家族は不幸ではない」ことを伝
えるため、坂川さんは亜由未さんの暮らしを撮影することにする。
そして今まで両親に任せていた亜由未さんの介助を１か月間して
みることに。両親の苦労、亜由未さんの双子の妹の思い…。重度
障害者とともに暮らす家族の姿を描く。

DVD
60分 

4577

A-3

ハートネットＴＶ　ＷＥＢ連動企画
“チエノバ”　これだけは知ってほ

しい！聴覚障害の悩み

　聴覚障害者といっても、全く聞こえない人から補聴器で少し聞こ
える人、生まれつき聞こえない人、途中で聞こえなくなった人など
さまざまだ。しかし聴力に違いはあっても、日常生活で不便を感じ
ることに共通点は多い。番組では視聴者から寄せられた意見を紹
介しながら、聴覚障害者の抱える悩みについて、ろう者のゲストと
共に考えていく。

DVD
29分 

4578

B-3

ちびまる子ちゃん　「まる子、東海
道線駅弁の旅」の巻　「３年４組に

宇宙人が？」の巻

　「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻
　たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見て、自分もほしくなったま
る子。おじいちゃんと一緒に駅弁を買いに行き、止まっていた電車
で駅弁ごっこをしていた。その時、電車が発車して…。
　「３年４組に宇宙人が？」の巻
　クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は地球人に変装している
かも…と知ったまる子。お姉ちゃんと全然似ていない自分は、もし
かしたら宇宙人かもと考える。【字幕制作：北九州市立聴覚障害
者情報センター】

DVD
25分 

4579

B-3

ちびまる子ちゃん　「何度も楽しい
新聞紙」の巻　「まる子、ブルマの

ゴムに振りまわされる」の巻

「何度も楽しい新聞紙」の巻
　お父さんから新聞紙で作るおもちゃを教えてもらったまる子は、
作ることが楽しくてその日の新聞紙を全部使っていまい、家族に
怒られる。次の日、寒かったまる子は温まるために新聞紙を体に
巻くが…。
「まる子、ブルマのゴムに振りまわされる」の巻
　まる子はブルマのゴムがゆるくなってしまい、お母さんに新しい
ブルマを買ってもらう。次の日、まる子は体操服を洗濯するのを忘
れ、予備のブルマをはいて登校した。しかし、それはお姉ちゃんの
ブルマで、ゴムもゆるゆるだった。【字幕制作：北九州市立聴覚障
害者情報センター】

DVD
25分 

4580

B-3

名探偵コナン　待合室の７人 　突然降りだした雨を避けるため、コナンたちは駅舎に駆け込ん
だ。そこには５人の先客と駅長と駅員のあわせて７人がいた。台
風の影響で電話も通じず、駅で一晩過ごすことになるコナンたち。
客たちは駅にある温泉に入ることにする。小五郎が温泉から出て
くると、上着のポケットから「今夜ここで人が殺されます」と書かれ
た紙切れが出てくる。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報セ
ンター】

DVD
25分 

4581

B-3

名探偵コナン　曇柄寺が隠す秘
密

　米花金融から現金を奪った犯人が交通事故で死亡する。しかし
奪われた現金は見つからなかった。そのころ小五郎は曇柄寺（ど
んがらじ）の住職・足立了全から、「寺の建て替え工事を中止しろ」
と脅迫電話があったと相談を受ける。調べを進める中で、小五郎
は犯人は曇柄寺に現金を隠したのではないかと推理するが…。
【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

DVD
25分 

04582 
 

B－3

聞きこみ！ローカル線　気まぐれ
下車の旅　群馬　上信電鉄　世界

遺産の街へ

　群馬県のローカル線・上信電鉄を杉浦太陽とカイヤが旅する。
沿線には、世界遺産の富岡製糸場や、歴史ある庭園や史跡、極
上温泉など見どころが盛りだくさん！２人は地元の皆さんに聞きこ
みをしながら、名物カツ丼や巨大観音像、こんにゃくパークなどを
巡っていく。【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラ
ザ】

95分 
 

DVD

8 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



04583 
 

A－3

ＥＴＶ特集　静かで、にぎやかな世
界　～手話で生きるこどもたち～

　東京都品川区にある私立明晴学園は、聞こえない・聞こえにくい
子どもたちが、手話で学ぶ学校。そこでは授業も休み時間の会話
も子どもたちの大事な会議も、すべて手話が飛び交い実ににぎや
かだ。番組では、ろう者として手話とともにのびのびと生きる子ど
もたちの姿と、大学で「聴者の社会」に直面する卒業生の姿を追
う。

59分 
 

DVD

04584 
 

A－3

ハートネットＴＶ　シリーズ　認知
症　当事者とつくる新時代　第１

回　絶望から権利へ

　２０１７年４月に京都で開かれた認知症についての世界最大の
国際会議。この会議に大きな影響を与えてきたのが、認知症当事
者のクリスティーンだ。彼女は当事者として、公の舞台で自分の考
えを語り、認知症への見方を変えてきたことで有名だ。そして今、
日本でも当事者が声を上げ始めている。

29分 
 

DVD

04585 
 

A－3

ハートネットＴＶ　シリーズ　認知
症　当事者とつくる新時代　第２
回　パートナーと見つけた希望

　丹野智文さんは３９歳で若年性アルツハイマー型認知症と診断
された。今、認知症への見方を変えようと、各地を飛び回る丹野さ
んの傍らには、活動を手伝うために常に同行する人がいる。家族
でもない、介護者でもない「仲間（パートナー）」。希望を探して歩
む丹野さんと仲間たちの記録。

29分 
 

DVD

04586 
 

A－3

ハートネットＴＶ　シリーズ　“ゲー
ム障害”　ＬＩＶＥ相談　治療と対策

　オンラインゲームなどに熱中し生活に支障をきたす症状を「ゲー
ム障害」という。ＷＨＯ（世界保健機関）は新たな病気として国際疾
病分類に加える見通しだ。当事者や家族の悩み、疑問、体験談を
募集し生放送で相談に応える。治療の現場を紹介しながら、対策
や予防について考える。

29分 
 

DVD

04587 
 

A－3

ハートネットＴＶ　シリーズ　平成
がのこした“宿題”　「災害弱者」

　平成の３０年間では阪神・淡路大震災、東日本大震災など数多
くの災害が起きたが、避難や復興から取り残される高齢者や障害
者など「災害弱者」が顕在化した。国は自治体に対して「災害時要
援護者の避難支援ガイドライン」を示したが縦割り行政の中では
思うように進まない。悲劇を繰り返す社会の課題とその解決の端
緒を探る。

29分 
 

DVD

04588 
 

B－3

オンマイウェイ　一歩踏み出すた
めには何が必要なんだろう？

　困難に立ち向かう挑戦者が、人生の途中で何を考え、どう行動
したかを紹介する。
　今回のテーマは「一歩踏みだすには何が必要なんだろう？」視
覚に障害のあるクライマーの姿を参考に考える。（字幕・手話付き
選択可能）手話表現者：森田明

10分 
 

DVD

04589 
 

B－3

劇場版　仮面ライダーウィザード
ＩＮ　ＭＡＧＩＣＬＡＮＤ　イン　マジッ

クランド

　ある日、虹色の竜巻によって世界は一変してしまう。そこは誰で
も魔法を使える「魔法使いの国」だった。竜巻に巻き込まれた晴人
とコヨミは、竜巻で母と離ればなれになった少年・シイナと出会っ
た。シイナは竜巻を起こしたのは「金色の魔法使い」だと言う。晴
人は真相を探るため、この世界の王の住むエメラルド城へ向か
う。中澤祥次郎監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必
要です）【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

63分 
 

DVD

04590 
 

B－3

きょうの健康　命を守る！ストレス
徹底対策　万病のもと！ストレス

をチェック

　情報化社会が進むにつれ、ますます大きな社会問題となってい
るストレス。ストレスに負けない力を身につける方法を４回にわた
りお送りする。お話は早稲田大学教授の熊野宏昭さん。第１回目
はストレスが心身に及ぼす影響や、手軽にできるストレスチェック
の方法を紹介する。

15分 
 

DVD

04591 
 

B－3

きょうの健康　命を守る！ストレス
徹底対策　体からリラックス

　「命を守る！ストレス徹底対策」第２回目はストレス対策実践編。
目の周りと肩の力を抜く練習を通して、体の緊張をゆるめる方法
を紹介する。

15分 
 

DVD

04592 
 

B－3

きょうの健康　命を守る！ストレス
徹底対策　行動を変えてみよう

　「命を守る！ストレス徹底対策」第３回目は、行動を変えることで
ストレスの解消をはかり、原因に対処する。前向きなストレス解消
法として「コーピング」を、そして対人関係のストレスの原因を取り
除く方法として「アサーション・トレーニング」を紹介する。

15分 
 

DVD

04593 
 

B－3

きょうの健康　命を守る！ストレス
徹底対策　心を〝今〟に向ける

　「命を守る！ストレス徹底対策」第４回目は、めい想を紹介する。
わたしたちは、つい過去のことを思い出して後悔したり、将来のこ
とを取り越し苦労してしまう。それを現実のように感じると、それが
ストレスになる。過去や未来ではなく、「今」に目を向けるトレーニ
ングとして、めい想を取り上げる。

15分 
 

DVD

04594 
 

B－3

ポコニャン！　さよならミキちゃん
ニャン

　ミキちゃんの家に赤いスポーツカーに乗った男がやってきた。男
は術をかけてポコニャンをねむらせ、自分が元の飼い主だと言っ
て連れて行ってしまう。しかし実はこの男、飼い主ではなく、動物を
売り買いする商人だった。ポコニャンはどうなるのか？
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

10分 
 

DVD

9 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



04595 
 

B－3

ポコニャン！　お化けやしきだ
ニャン

　ゆうれい屋しきと言われている家に、ミキやポコニャン、秀作たち
は探検しにきた。うす暗い屋しきに入り、おそるおそる階段を上
る。時計が１２時の時報を打つと、とつ然何かがおそいかかってき
た。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

10分 
 

DVD

04596 
 

B－3

ポコニャン！　おそうじぴっかぴか
ニャン

　放課後のそうじ当番になったミキたち。早く終わらせて遊びに行
きたい。秀作はラジコンカーを利用した自作の「自動そうじ機」を取
り出した。ほうきを取り付けてみたが、重くて動かない。そうじは無
事に終わるのか。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

10分 
 

DVD

04597 
 

B－3

ポコニャン！　いい夢を見るニャ
ン

　将来どんな人になりたいか、「ぼくの夢」「わたしの夢」という作文
の宿題が出た。何を書こうかなやむミキに、ポコニャンはま法を
使って、夢の世界にさそいこむ。夢の中では、アイドルとして活や
くしステージに立つミキがいた。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

10分 
 

DVD

04598 
 

B－3

ポコニャン！　さよならはスタート
ニャン

　パパの仕事でアメリカに引っこすことになったミキ。しかし、何に
でも反対するおじいちゃんがいっしょに行ってくれるか、心配して
いた。ママが話すと意外にもすんなり賛成してくれたおじいちゃ
ん。ところが、本心はちがったようで…。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

10分 
 

DVD

04599 
 

B－3
名探偵コナン　セレブ夫婦の秘密

　小五郎とコナンが迷子のネコを依頼人に届けに行くと、警察を呼
ぶ声が聞こえた。コナンたちが駆けつけると、そこではデイトレー
ダーの前原と妻の早紀が死んでいた。マンションの防犯カメラに
は犯人と思われる人物の姿が映っていた。さまざまな証拠から、
目暮警部はある人物を犯人だと確信するが…。【字幕制作：北九
州市立聴覚障害者情報センター】

25分 
 

DVD

04600 
 

B－3
名探偵コナン　口の悪い九官鳥

　コナンたちが公園でサッカーをしていると、近くの小久保家から
小久保衛が悲鳴を上げて飛び出してきた。家の中では、衛の伯
母・直子が亡くなっていた。そのころ、小五郎と蘭は九官鳥を捕ま
えて交番へ届けていた。それは直子が飼っていた九官鳥のナイン
だった。警察の調べで、直子の関係者にはアリバイがあることが
分かる。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

25分 
 

DVD

04601 
 

B－3

ちびまる子ちゃん　「さくら家の車
を探せ！」の巻　「むかしむかーし

の怖い話」の巻

「さくら家の車を探せ！」お父さん、おじいちゃん、お姉ちゃんと海
水浴に出かけたまる子。泳いだり、アイスを食べたり楽しく過ごし
たのはよかったけれど、広い駐車場のどこに車をとめたのか、わ
からなくなってしまった。
「むかしむかーしの怖い話」夏の暑い日、少しでも涼しくなれれば
と、まる子たちは集まって怖い話をすることになった。お寺の庭の
木陰に円になって座り、むかしから伝わる怖い話を話しはじめた。
【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

25分 
 

DVD

04602 
 

B－3

ちびまる子ちゃん　「まる子、漢字
の達人を目指す」の巻　「まる子、

ファンレターをもらう」の巻

「まる子、漢字の達人を目指す」漢字テストでいい点がとれないま
る子。満点だった丸尾が、漢字をすぐに覚えられる技を教えてくれ
るという。漢字の達人になるために、丸尾とまる子の特訓がはじま
る。
「まる子、ファンレターをもらう」お母さんがバザーに出品するコー
スターの袋入れを手伝ったまる子。自分も小鳥の絵を描いたしお
りを作り、出品することにした。次の日、しおりを買ってくれたおば
あさんが手紙をくれた。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報
センター】

25分 
 

DVD

04603 
 

A－3

行ってみよう！工場探検　～おか
しを作っているところ～

みんなの身の回りにある、おかしやアイス、ジュースや調味料、ペ
ンやノートの文房具は、どうやって作っているんだろう。物を作って
いる工場に探検に出かけよう！今回はおかしを作っているところ
を見に行くよ。工場探検に出発だ！！

30分 
 

DVD

04604 
 

A－3
動画で学ぶパワハラ５

部下へのパワハラにより失うものは信用だけではなく、職場全体
の士気の低下や対外的なイメージの低下など、企業にとって大き
な損失を与える。良い例、悪い例を通して学習する。（字幕・手話
付き　選択可能）手話表現者：江副悟史

16分 
 

DVD

04605 
 

B－3
つくるということ

布からデザインして服をつくる、その優れた日本の作り手と、美し
い日本の原風景で生きる女性の姿を描く。日本のブランド「ミナ
ペルホネン」の協力のもと、ものづくりに携わる人々の想いが映像
から伝わってくる。ニューヨークフェスティバル金賞、アジアテレビ
賞（最優秀撮影賞）など日本だけでなく、世界で称賛を浴び様々な
賞を受賞した作品。

14分 
 

DVD

10 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



04606 
 

A－3

ハートネットＴＶ　ＮＨＫハート展
手話・ままのめ

障害のある人がつづった詩に、著名人が作品を寄せるＮＨＫハー
ト展。知的障害を伴う自閉症のある岩元優真さん（１４）にとって、
詩は周囲の人に自分の言葉を伝えられる数少ない機会。二人三
脚で奮闘する母との日常を独特の表現で描く。聴覚障害のある駿
河富子さん（６８）は、幼いころ言葉に傷つき、詩を書く中で自らの
人生を取り戻してきた。詩に込められたそれぞれの人生を見つめ
る。

29分 
 

DVD

04607 
 

A－3

ハートネットＴＶ　亜由未が教えて
くれたこと　２０１９

障害者と暮らす家族の本音、共に生きる幸せとは何か。３年前の
相模原障害者殺傷事件を機に、重度の障害者の妹・亜由未さん
にカメラを向けるＮＨＫディレクターの記録。この夏、２年ぶりに亜
由未さんと向き合う兄。妹の症状や環境の変化、介助する親の老
いなど、多くの問題を目の当たりにしながら、家族とは何かを模索
する。

29分 
 

DVD

04608 
 

A－3

ハートネットＴＶ　手話で楽しむみ
んなのテレビ！～おはなしのくに

編～

ハートネットＴＶでは、今回「おはなしのくに」２作に手話をつけて放
送。渡辺直美さんふんする「きんたろう」と熊の相撲対決は、手話
でどう表現されるのか。壇蜜さん出演の「つるのおんがえし」で、
鶴の鳴き声や機織りの音はどう手話になるのか。聞こえない人
も、聞こえる人もみんなで見てほしい、ＮＨＫ初の手話エンターテイ
メント番組。

29分 
 

DVD

04609 
 

A－3

ハートネットＴＶ　手話で楽しむみ
んなのテレビ！～ドキュメント７２

時間編～

「いろんな番組を手話で楽しみたい」という、ろう者・難聴者の声か
ら、ＮＨＫ初の手話エンターテインメントに「ハートネットＴＶ」が挑
戦。今回は、「ドキュメント７２時間～海が見える老人ホーム～」に
手話をつけて放送。吹石一恵さんのナレーションや、人々の人生
が垣間見える一言はどう表現されるのか？シンガーソングライ
ター・松崎ナオさんが歌う７２時間テーマ曲「川べりの家」と、手話
パフォーマーのコラボレーションも！

29分 
 

DVD

04610 
 

A－3

ハートネットＴＶ　手話で楽しむみ
んなのテレビ！　～昔話法廷編

～

ＮＨＫの人気番組に手話がつく「手話で楽しむみんなのテレ
ビ！」。今回は、Ｅテレで話題となったドラマ「昔話法廷」に手話を
つけて放送。「さるかに合戦」をモチーフに、カニの親子を殺した猿
が法廷で裁かれる。死刑を求めるカニの子ども、涙声で謝罪する
猿のセリフを、ろう者たちが手話で表現する。ＮＨＫ初の手話つき
ドラマ、果たしてその仕上がりやいかに？手話のできる芸人・河本
準一さんをナビゲーターに迎えてお送りする。

29分 
 

DVD

04611 
 

A－3

ハートネットＴＶ　手話で楽しむみ
んなのテレビ！　～サンドのお風

呂いただきます編～

ＮＨＫの人気番組に手話がつく「手話で楽しむみんなのテレビ」第
２弾！今回は、サンドウィッチマンが各地の家庭風呂をいただきな
がら人々と触れ合う、湯けむり人情バラエティー「サンドのお風呂
いただきます」。会話のテンポが速く、音楽も効果音も盛りだくさ
ん。にぎやかだから面白いバラエティーを、どうやって手話で表現
する？？新たな魅力を帯びた「サンドのお風呂いただきます」をお
届け！

29分 
 

DVD

04612 
 

B－3

きょうの健康　そのめまい耳のト
ラブル！？　まさか？メニエール

病

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿病等の
全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今回は耳の異常
から起こるめまいについて３回シリーズで紹介。１回目は「まさ
か？メニエール病」。メニエール病は、めまいのほかに耳鳴りや難
聴、耳がつまった感じを伴うのも特徴で、進行すると耳が聞こえな
くなることもあるため適切な治療が必要だ。特徴や治療の流れに
ついて専門家に伺う。

15分 
 

DVD

04613 
 

B－3

きょうの健康　そのめまい耳のト
ラブル！？　気になる短いめまい

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿病等の
全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今回は耳の異常
から起こるめまいについて３回シリーズで紹介。２回目は「気にな
る短いめまい」。耳に異常があって起こるめまいの中で最も多いと
言われている「良性発作性頭位めまい症」について、症状や治療
方法を専門家に伺う。

15分 
 

DVD

04614 
 

B－3

きょうの健康　そのめまい耳のト
ラブル！？　激しいめまい

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿病等の
全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今回は耳の異常
から起こるめまいについて３回シリーズで紹介。３回目は「激しい
めまい」について。内耳の奥にある前庭神経に異常があると起こ
る前庭神経炎は、強いめまいと吐き気を生ずるため飲食が困難に
なり、入院での治療となるケースが多い。症状や治療について専
門家に伺う。

15分 
 

DVD

11 貸出ビデオ一覧表（No.4501-4603）



04615 
 

A－3

手話ｄｅクッキング　飾り巻き寿司
を作ろう！

新しい生活様式の推奨で自宅での過ごし方が見直されている。家
で過ごす時間を楽しむ工夫のひとつに料理がある。今回は、自宅
でできる飾り巻き寿司の作り方を紹介。飾り巻き寿司は華やかな
見た目だけはなく、食材であるすし飯やのりには身体によい効果
もある。初心者でも作れる「桃の花」と「カエル」の作り方を紹介。

32分 
 

DVD
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