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
番号

タ

イ

ト

ル

名

04582 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
B－3
遺産の街へ

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～

04584 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
A－3
回 絶望から権利へ
04585 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
A－3 回 パートナーと見つけた希望
04586
A－3

04587
A－3

04588
B－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

ハートネットＴＶ シリーズ 平成
がのこした“宿題” 「災害弱者」

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？

内

容

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】
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。
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。
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。
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。
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。
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

時間
95分
DVD

59分
DVD

29分
DVD
29分
DVD
29分
DVD

29分
DVD

10分
DVD

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
04589 劇場版 仮面ライダーウィザード 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
63分
ＩＮ ＭＡＧＩＣＬＡＮＤ イン マジッ 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
B－3
クランド
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
DVD
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】
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
04590 きょうの健康 命を守る！ストレス 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
徹底対策 万病のもと！ストレス 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
B－3
をチェック
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。
04591
「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。
きょうの健康 命を守る！ストレス
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
徹底対策 体からリラックス
B－3
を紹介する。
「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
04592
きょうの健康 命を守る！ストレス 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
徹底対策 行動を変えてみよう 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
B－3
除く方法として「アサーション・トレーニング」を紹介する。
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15分
DVD
15分
DVD
15分
DVD

貸出ビデオ一覧表（No.4582-4603）

番号
04593
B－3
04594
B－3
04595
B－3
04596
B－3
04597
B－3
04598
B－3

タ

イ

ト

ル

名

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

ポコニャン！ さよならミキちゃん
ニャン

ポコニャン！ お化けやしきだ
ニャン

ポコニャン！ おそうじぴっかぴか
ニャン

ポコニャン！ いい夢を見るニャ
ン

ポコニャン！ さよならはスタート
ニャン

04599
名探偵コナン セレブ夫婦の秘密
B－3

04600
名探偵コナン 口の悪い九官鳥
B－3

04601 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
B－3
の怖い話」の巻

04602 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、
B－3
ファンレターをもらう」の巻

内

容

「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。
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】
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】
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】
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】
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】
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】
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】
「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】
「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】
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時間
15分
DVD
10分
DVD
10分
DVD
10分
DVD
10分
DVD
10分
DVD

25分
DVD

25分
DVD

25分
DVD

25分
DVD

貸出ビデオ一覧表（No.4582-4603）

番号

タ

イ

ト

ル

名

内

容

時間

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
04603
30分
行ってみよう！工場探検 ～おか 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
しを作っているところ～
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
A－3
DVD
を見に行くよ。工場探検に出発だ！！
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貸出ビデオ一覧表（No.4582-4603）

