
1 

 

 

ビデオニュース 

群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ自主制作 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

Ｄ－１０４４ 

Ｎｅｗｓコミプラ 

Ｖｏｌ．１５ 

 「群馬県手話言語条例」が制定され、群馬県

では、手話に関する取り組みを実施していま

す。その１つが、「群馬県手話言語条例制定記念

フォーラム」です。前半は、このフォーラムと、

「群馬県 手話普及啓発推進フォーラム」のこ

とを紹介します。 

 後半は、全日本ろうあ連盟創立７０周年記念

のドキュメンタリー映画「段また段を成して」

の撮影がコミプラで行われた時の様子を紹介

します。 

16 

利用区分 Ａ－３ DVD 手話あり 

 

 

熊本県聴覚障害者情報提供センター自主制作 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

Ｄ－１０１８ 

くまもと聴障 

ビデオマガジン 

みるっく 

２０１６年１１月号 

 「熊本地震」聴覚障害者支援イベント 

 手話パフォーマンス甲子園 優勝！！熊

本聾学校 

 ライブラリーとお知らせ 

 新手話クイズ 

30 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話あり 

Ｄ－１０２１ 

くまもと聴障 

ビデオマガジン 

みるっく 

２０１６年１２月号 

 

 熊本地震 被災聴覚障害者の今 

 ケーキ工房 Vanilla Beans（バニラ ビ

ーンズ） 

 ライブラリーとお知らせ 

 新手話クイズ 

 

 

30 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話あり 

Ｄ－１０２２ 

くまもと聴障 

ビデオマガジン 

みるっく 

２０１７年１月号 

 新年のあいさつ 

 福祉避難所 同窓会 

 NPO 法人 熊本県中途失聴者難聴者協会

創立総会 

 ライブラリーとお知らせ 

 

 

30 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話あり 



2 

 

熊本県聴覚障害者情報提供センター自主制作 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

Ｄ－１０２３ 

くまもと聴障 

ビデオマガジン 

みるっく 

２０１７年２月号 

 熊本県ろう者交通安全協会 創立４０周年

記念祝賀会 

 熊本地震 被災聴覚障害者 第２次調査 

 ライブラリーとお知らせ 

 新手話クイズ 

30 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話あり 

Ｄ－１０４３ 

くまもと聴障 

ビデオマガジン 

みるっく 

２０１７年３月号 

 

 今村彩子監督 映画「Start Line（スター

トライン）」（舞台挨拶） 

 聞こえにくくても大丈夫！みんなで話そ

うカフェ 

 熊本地震 被災聴覚障害者 相談支援 

 ライブラリーとお知らせ 

 

 

30 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話あり 

 

 

C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

Ｄ－１０１９ 

ぐんま一番 

みなかみ町 

 お笑いコンビのエレファントジョンが、みな

かみ町に行きます。「阿部りんご園」で、アップ

ルパイや生りんごジュース、それに、りんごの

スープを食べます。「月夜野びーどろぱーく」で

は、ガラスのコップ作りを体験します。 

 そして、「法師温泉」では、「奇跡の湯」と呼

ばれている「法師乃湯」に入ってくつろぎます。 

 「ぐんま一番 みなかみ町」を見ると、みな

かみ町に行きたくなります！ 

 ぐんまちゃんも出てきます！ 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーシ

ョンプラザ 紙縒の会】 

28 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話付加 

 

  



3 

 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

Ｄ－１０２０ 

ぐんま２１ 

学び発見 

ふるさと再発見 

城下町小幡～甘楽町～ 

 

すこやか風の子 

家族一緒に体を動かそ

う 

＜学び発見＞ 

城下町小幡の、桜祭りの様子を紹介します。 

 

＜すこやか風の子＞ 

家の中で、子どもと一緒に、家族でできる簡単

な運動をいくつか紹介します。 

 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーシ

ョンプラザ 紙縒の会】 

28 

利用区分 Ａ－２ DVD 手話付加 

CB2016-001 

CB2016-002 

 

Ｄ－１０７４ 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ  

福岡・水巻町  

縁あって… 

 福岡県水巻町を訪れたタビ好きの２人。キー

ワードが示す前川が結んだ個人的な「縁」とは

何なのか？ 

 神社の境内で出会ったクレヨン画サークル

の写生会、ペットボトルを再利用して作った風

車の花畑、押し花を使って細密な絵を描く女性

など、アートあふれる水巻町をタビします。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センタ

ー】  

46 

九州朝日放送 前川清／えとう窓口 

平成 26 年 7 月 20 日 利用区分 DVD B－3 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ  

北九州市小倉南区・ 

井手浦 お尻ふりふり 

 今回の舞台は、福岡県北九州市小倉南区井手

浦。棚田が広がる農村地帯をタビします。 

 ジョギング中だという元気なおばあちゃん

達に、お寺のそばを流れる美しい清流を案内し

てもらいます。つづいて紫色のお米「紫咲米」

を作っているという農家のお宅へ。さらに井手

浦伝統の「お尻振り」を教えてもらい、みんな

でお尻を振る珍場面も。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センタ

ー】  

46 

九州朝日放送 前川清／えとう窓口 

平成 26 年 10 月 5 日 利用区分 DVD B－3 

 

  



4 

 

CC エチケット・生活情報 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CC2016-001 

CC2016-002 

 

Ｄ－１０４５ 

 

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  

10 

ＮＨＫ 鈴木福 

平成 26 年 7 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

 

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  

10 

ＮＨＫ 鈴木福 

平成 26 年 7 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



5 

 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CE2016-001 

CE2016-002 

CE2016-003 

 

Ｄ－１０４６ 

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。  25 

ＢＳ－ＴＢＳ 林修／養老孟司 

平成 27 年 4 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

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（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。  

25 

ＢＳ－ＴＢＳ 林修／小野正嗣 

平成 27 年 6 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  25 

ＢＳ－ＴＢＳ 林修／武井壮 

平成 27 年 6 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



6 

 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CE2016-004 

CE2016-005 

CE2016-006 

 

Ｄ－１０４７ 

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。  
25 

ＢＳ－ＴＢＳ 林修／鈴木おさむ 

平成 27 年 9 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  25 

ＢＳ－ＴＢＳ 林修／久保純子 

平成 27 年 10 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  25 

ＢＳ－ＴＢＳ 林修／羽田圭介 

平成 27 年 11 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



7 

 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DA2016-027 

DA2016-028 

DA2016-029 

 

Ｄ－１０４８ 

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。  15 

ＮＨＫ  

平成 27 年 7 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  

15 

ＮＨＫ 中石真一路 

平成 27 年 7 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  
15 

ＮＨＫ 富嶋まもみ 

平成 27 年 7 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

  



8 

 

 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DA2016-030 

DA2016-031 

DA2016-032 

DA2016-033 

 

Ｄ－１０４９ 

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ＮＨ

Ｋ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。  

15 

ＮＨＫ 山本裕子／早坂洋子／村岡美和 

平成 27 年 9 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

 

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。  

15 

ＮＨＫ  

平成 27 年 9 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  

15 

ＮＨＫ 東園子 

平成 27 年 9 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

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（２４）。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。  

15 

ＮＨＫ 平良鈴華 

平成 27 年 9 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

  



9 

 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DA2016-034 

 

Ｄ－１０５０ 

 

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  

49 

ＮＨＫ 桜木好彦／桜木久代 

平成 27 年 5 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2016-001 

 

Ｄ－１０７６ 

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。  

29 

ＮＨＫ 

厚生文化事業団 

山田賢治／奥山佳恵 

平成 26 年 12 月 2 日 利用区分 A－3 DVD 

DA2016-002 

 

Ｄ－１０７７ 

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。  
29 

ＮＨＫ 

厚生文化事業団 

山田賢治／奥山佳恵 

平成 26 年 12 月 3 日 利用区分 A－3 DVD 

DA2016-035 

 

Ｄ－１０７８ 

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。  
23 

ＮＨＫ 

厚生文化事業団 

脇坂清／脇坂美津江 

平成 27 年 7 月 4 日 利用区分 A－3 DVD 

  



10 

 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2016-036 

 

Ｄ－１０７９ 

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。  

29 

ＮＨＫ 

厚生文化事業団 

嶋中洋行／加藤優衣人 

平成 27 年 9 月 9 日 利用区分 A－3 DVD 

DA2016-037 

 

Ｄ－１０８０ 

ハートネットＴＶ 

私らしい“自立” 

～ＮＨＫ障害福祉賞

５０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。  
29 

ＮＨＫ 

厚生文化事業団 

林芳江／山田賢治 

平成 27 年 12 月 21 日 利用区分 A－3 DVD 

 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

Ｄ－１０２４ 

上野三碑 

（こうずけさんぴ）

紹介ビデオ 

 日本列島東部の古代上野国（こうずけのくに）にある三

つの石碑「上野三碑（こうずけさんぴ）」は、日本に１８例

しか現存しない古代（７～１１世紀）の石碑のなかで最古

の石碑群であり、大切に守られてきました。 

 それらは、山上碑（やまのうえひ）（６８１年）、多胡碑

（たごひ）（７１１年頃）、金井沢碑（かないざわひ）（７２

６年）と呼ばれています。 

 山上碑（やまのうえひ）は日本語の語順で漢字を並べた

最古級の歴史資料です。多胡碑（たごひ）は、１８世紀以

来、中国の「書」の手本となってきました。金井沢碑（かな

いざわひ）は、この地での仏教の広がりを刻んでいます。

これらの三碑は、東アジアにおける文化交流の実像を示す

極めて重要な歴史資料です。 

19 

高崎市 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ 

紙縒の会】 

利用区分 A-2 DVD 



11 

 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DC2016-001 

DC2016-002 

 

Ｄ－１０５１ 

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。  

46 

ＢＳ－ＴＢＳ 本郷和人／仁志耕一郎／六平直政／佐藤渚 

平成 27 年 7 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  
46 

ＢＳ－ＴＢＳ 本郷和人／仁志耕一郎／六平直政／佐藤渚 

平成 27 年 7 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

DC2016-003 

DC2016-004 

 

Ｄ－１０５２ 

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。  46 

ＢＳ－ＴＢＳ 木下昌輝／山田順子／六平直政／佐藤渚 

平成 27 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

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。  

46 

ＢＳ－ＴＢＳ 木下昌輝／六平直政／佐藤渚 

平成 27 年 9 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

  



12 

 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

EA2016-004 

 

Ｄ－１０５３ 

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  
9 

国土交通省中国運輸

局鉄道部安全指導課 

 

平成 20 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2016-005 

EA2016-006 

 

Ｄ－１０５４ 

 

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  

21 

愛知県警察  

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 

 

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  

38 

愛知県警察  

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 

  



13 

 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FC2016-001 

 

Ｄ－１０６０ 

 

マッサン  

総集編 前編  

「Ｄｅａｒ  

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…。  

88 

ＮＨＫ 
シャーロット・ケイト・フォックス／玉山鉄二／西川きよ

し／堤真一／相武紗季／濵田マリ 

平成 26 年 12 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

FC2016-002 

 

Ｄ－１０６１ 

 

マッサン  

総集編 後編  

「ＬＩＦＥ ＩＳ 

ＡＮ ＡＤＶＥＮＴ

ＵＲＥ」 

 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。  

88 

ＮＨＫ 
シャーロット・ケイト・フォックス／玉山鉄二／堤真一／

風間杜夫／八嶋智人／小池栄子／濵田マリ 

平成 27 年 5 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2016-012 

 

Ｄ－１０５５ 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ１ 

 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。 

94 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／杉本哲太／美保純／鈴木亮平／伊藤英明 

平成 27 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

  



14 

 

 

 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FB2016-013 

FB2016-014 

FB2016-015 

 

Ｄ－１０５６ 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ２ 

 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洗いだ

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…。  

56 

ＴＢＳ 
佐藤健／黒木華／鈴木亮平／武田鉄矢／小林薫／桐谷健太

／柄本佑 

平成 27 年 5 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ３ 

 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…。  

56 

ＴＢＳ 
佐藤健／黒木華／桐谷健太／杉本哲太／美保純／小林薫／

加藤雅也 

平成 27 年 5 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ４ 

 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…。  
47 

ＴＢＳ 
佐藤健／黒木華／桐谷健太／杉本哲太／美保純／小林薫／

加藤雅也 

平成 27 年 5 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

  



15 

 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FB2016-016 

FB2016-017 

FB2016-018 

 

Ｄ－１０５７ 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ５ 

 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…。  

47 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／桐谷健太／杉本哲太／美保純／小林薫 

平成 27 年 5 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ６ 

 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。  
56 

ＴＢＳ 
佐藤健／黒木華／桐谷健太／杉本哲太／美保純／小林薫／

鈴木亮平／高岡早紀 

平成 27 年 5 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ７ 

 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。  

47 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／鈴木亮平／郷ひろみ 

平成 27 年 6 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

  



16 

 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FB2016-019 

FB2016-020 

FB2016-021 

 

Ｄ－１０５８ 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ８ 

 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。  

47 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／鈴木亮平／郷ひろみ／桐谷健太 

平成 27 年 6 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ９ 

 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。  

56 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／浅野和之／木場勝己／林泰文／天野義久 

平成 27 年 6 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ１０ 

 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。  

47 

ＴＢＳ 
佐藤健／黒木華／高岡早紀／伊藤かずえ／和久井映見／柄

本佑／木場勝己 

平成 27 年 6 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

  



17 

 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FB2016-022 

FB2016-023 

 

Ｄ－１０５９ 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ１１ 

 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。  

56 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／武田鉄矢／木場勝己／小林薫 

平成 27 年 7 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

 

日曜劇場  

天皇の料理番  

ｅｐｉｓｏｄｅ１２ 

 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。  

74 

ＴＢＳ 佐藤健／黒木華／小林薫／和久井映見／桐谷健太 

平成 27 年 7 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2016-003 

 

Ｄ－１０６２ 

 

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）  

111 

スタジオジブリ  

平成 7 年 利用区分 B－3 DVD 

  



18 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2016-006 

 

Ｄ－１０６３ 

 

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年朝原雄三監督作品。（上映会使用の際は事前届け

出が必要です）  

117 

松竹 三國連太郎／西田敏行／浅田美代子／高島礼子／三宅裕司 

平成 15 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2016-011 

 

Ｄ－１０６４ 

 

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）  

120 

東映 
中井貴一／波瑠／柳葉敏郎／和久井映見／工藤阿須加／門

脇麦／西岡徳馬 

平成 27 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2016-012 

 

Ｄ－１０６５ 

 

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）  

115 

東映 
鈴木京香／平岳大／田辺誠一／三浦貴大／志田未来／奈良

岡朋子 

平成 27 年 利用区分 B－3 DVD 

  



19 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2016-015 

 

Ｄ－１０６６ 

 

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）  

94 

東映 

平成 27 年 利用区分 B－3 DVD 

Ｄ－１０２５ 

 

バラッド 

ＢＡＬＬＡＤ 

名もなき恋のうた 

 

 天正２年、戦国時代。北関東の小国・春日に“鬼の井尻”と

呼ばれて恐れられた武将・井尻又兵衛と美しい姫君・廉姫

がいた。幼い頃から共に育った２人は、互いを秘かに想い

あっていたが、その時代ではそれは身分違いの叶わぬ恋だ

った。ある戦の日、的の足軽が鉄砲で又兵衛を撃とうとし

たその時、１人の少年が出現する。驚いた足軽の撃った弾

は外れ、又兵衛の命は救われた。少年の名は川上真一。未

来からタイムスリップして来たのだと言う・・・。 

 アニメ映画「クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶアッパレ！

戦国大合戦」を、山崎貴監督が実写映画化。 

草彅剛／新垣結衣／大沢たかお／夏川結衣／筒井道隆 他 

132 

＋特典 

37 分 「ＢＡＬＬＡＤ 

名もなき恋のうた」 

制作委員会 

平成 21 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０２６ 

生命（いのち）の 

ことづけ 

～死亡率２倍 

障害のある人たちの

３．１１～ 

 

 障害があるからといって 決して、いのちをあきらめた

くない 

 障害のある人の生死を分けたものは何か。どうすれば人

間としての尊厳を失わずに生きのびることができるのか。 

 東日本大震災で被災した盲ろう者の早坂さんをナビゲー

ターとして、この映画は進行する。 津波で命を失った人

たち・・・家族や仲間たちが語る証言。 

 ようやく生きのびた人たちを待っていた、過酷な現実。 

雛所で罵声を浴びせられ、蹴られた精神障害のある人たち。

床に寝られず、１６日間車いすに座り続けるしかなかった

女性。避難指示区域に５日間取り残された全盲の高齢女

性・・・。 

 そうした中、さまざまな団体が、自治体からの協力を得

ながら、支援の取り組みを開始する。新たな大災害の可能

性が指摘される中、今後の復興と地域づくりに向けたあり

方を探る。（監督：早瀬憲太郎） 

37 日本障害フォーラム

（JDF） 

日本財団 

特定非営利活動法人 

CS 障害者放送統一機

構 目で聴くテレビ 

平成 25 年 利用区分 A-１ DVD 



20 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

Ｄ－１０３０ 

 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 

エピソードオブ 

アラバスタ 

砂漠の王女と海賊た

ち 

 グランドラインをアラバスタ王国に向かって突き進む、

ゴーイング・メリー号。そこには、アラバスタ王国の王女・

ビビもいた。 

 ――砂漠の国といわれるアラバスタは、悪の秘密結社の

暗躍により崩壊の危機に直面。ビビは組織の正体を暴くた

め２年前に国を出て、やがて諸悪の根源が国の英雄・クロ

コダイルだと知る。 

90 

東映 

平成 19 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３１ 

 

仮面ライダー×スーパ

ー戦隊×宇宙刑事 

スーパーヒーロー大

戦Ｚ 

 かつて世界征服を企んだ悪の秘密結社ショッカーが、ス

ペースショッカーとして新生した。それに伴い、宇宙全域

で魔法の暴走現象が発生。操真晴人＝仮面ライダーウィザ

ードは、この現象を起こしている張本人として、銀河連邦

警察からやってきた十文字撃＝宇宙刑事ギャバン ｔｙｐ

ｅＧの攻撃を受ける。そのころ、特命戦隊ゴーバスターズ

の宇佐見ヨーコ＝イエローバスターは、空から落ちてきた

謎の小型ロボットを回収していた。 

石垣佑磨／池田純矢／小宮有紗／本田博太郎／白石準也 

他 

92 

東映 

平成 25 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３２ 

 

映画クレヨンしんち

ゃん 

オタケベ！カスカベ

野生王国 

 

 エコエコ－！ 

いま、カスカベでは、エコ活動が大ブーム！オラも、カス

カベ防衛隊のみんなと、川でゴミ拾いをしたゾ。 

そのときに拾ってきたオラのドリンクを飲んで、とーちゃ

んとかーちゃんが動物になっちゃった！あのドリンクは、

エコ組織「SKBE＜スケッベ＞」が「人類動物化計画」のた

めに作ったドリンクだったんだ・・・！ 

100 

シンエイ動画(株) 

平成 21 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３４ 

 

ベイマックス 

 

 かけがえのない絆と限りない勇気を描いた、感動のアド

ベンチャー！ 

 謎の事故で最愛の兄タダシを失った天才少年ヒロ。深く

傷ついた彼の心を救ったのは、人々の心と体を守るために

兄が開発したケア・ロボットのベイマックスだった。 

 兄の死の真相をつかもうとする二人だったが、彼らの前

に未知なる強大な敵が立ちはだかる。 

102 ウォルト・ディズニ

ー・スタジオ・ジャ

パン 

平成 26 年 利用区分 A-１ DVD 

  



21 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

Ｄ－１０３５ 

 

きな子 

～見習い警察犬の物

語～ 

 

 警察犬訓練士を目指す１８歳の望月杏子が入所した訓練

所で出会ったのは、まだ子犬の「きな子」。「きな子は体が

弱く、警察犬にはなれない」という所長に、杏子が思わず

「私がきな子を警察犬にします！」と宣言。その日から見

習いコンビの奮闘の日々が始まる。  
125 

松竹 
夏帆／寺脇康文／戸田菜穂／山本裕典／遠藤憲一／浅田美

代子／平田満 他 

平成 22 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３６ 

 

好きっていいなよ。 

 

 

 友達も彼氏も作らずに生きてきた１６歳の橘めい。ある

日、ふとした誤解から学校一のモテ男・黒澤大和にケガを

させてしまうが、なぜか大和はめいを気に入って一方的に

友達宣言。さらに、ピンチから救うためにキスをする。優

しく一途な想いを秘めた大和にめいは次第に惹かれていっ

て･･･ 

川口春奈／福士蒼汰／市川知宏／足立梨花 他 

105 

松竹 

平成 26 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０４０ 

 

奇跡のひと 

マリーとマルグリッ

ト 

 

 

 １９世紀末、フランスに実在した“もうひとつ”のヘレン・

ケラー物語 

 聴覚障害の少女たちがクラス修道院に、目も耳も不自由

な少女マリーがやってきた。しつけと教育を一切受けずに

育ってきたマリーは、野生動物のようで、誰にも心を開か

ない。不治の病で余命わずかな修道女マルグリットは、マ

リーに”世界”を与えるべく、教育係を申し出る。 

 困難の末、ついにマリーが言葉の存在を知る日が訪れた。

しかり、二人の別れの時間は目前に迫っていた――。 

94 

ドマ、スターサン

ズ、ハピネット 

平成 26 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０４１ 

 

ファインディング・

ニモ 

 

 

 元気で好奇心いっぱい、カクレクマノミの子どもニモは、

初登校に大喜び。でも、ニモは同級生たちに度胸のあると

ころを見せようと、心配性の父マーリンの制止を振り切っ

てサンゴ礁の外に出たことから人間にさらわれてしまいま

す。 

 マーリンは、”ニモをさらったボートを見た”と言う、親切

だけど物忘れのひどいドリー（ナンヨウハギ）を相棒に、

ニモを探す果てしない海の旅へ――。 

100 

ブエナ ビスタ ホ

ーム エンターテイ

メント 

平成 15 年 利用区分 A-１ DVD 

 



22 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

HA2016-006 

 

Ｄ－１０６８ 

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。  
15 

ＮＨＫ 安田聡／彦麻呂 

平成 27 年 5 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2016-007 

 

Ｄ－１０６９ 

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。  

15 

ＮＨＫ 安田聡／彦麻呂 

平成 27 年 5 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2016-008 

 

Ｄ－１０７０ 

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。  

15 

ＮＨＫ 安田聡／松村邦洋 

平成 27 年 5 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2016-009 

 

Ｄ－１０７１ 

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。  

15 

ＮＨＫ 安田聡／松村邦洋 

平成 27 年 5 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



23 

 

J 子ども物・アニメ Junior 

JA 童話など 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

 

JA2016-001 

JA2016-002 

 

Ｄ－１０６７ 

 

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  

10 

ＮＨＫ 木村多江 

平成 25 年 12 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

 

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  

10 

ＮＨＫ 近藤公園 

平成 26 年 1 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

Ｄ－１０４２ 

 

白雪姫 

スペシャル・エディ

ション 

 世界初の長編アニメ映画「白雪姫」が、新しくデジタル・

リマスターを施され、更に美しい映像として蘇りました。 

 美しく心優しい白雪姫。美しさを妬む継母の女王から命

を脅かされ、森の奥に逃れた白雪姫は、７人のこびとたち

と出会い、一緒に暮らし始めます。 

 ある日、老婆に姿を変えた女王が訪ねてきて、毒リンゴ

を食べてしまった白雪姫。横たわる白雪姫の傍らで悲しむ

こびとたちの元に王子様が現れて･･･。 

 

83 
ウォルト ディズニ

ースタジオ ホーム 

エンターテイメント 

昭和 12 年 利用区分 A-１ DVD 

 

 

  



24 

 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2016-027 

JB2016-028 

 

Ｄ－１０７５ 

しまじろうのわお！ 

はなちゃんの 

おねえちゃん！？ 

 はなちゃんとすなばであそんでいたしまじろう。で

も、ともだちにさそわれて、はなちゃんをひとりにして

サッカーをしてしまいます。はなちゃんは「お兄ちゃん

きらい！」とおこり、お姉ちゃんがほしいと言い出しま

した。そこで、しまじろうは…。  
24 

テレビせとうち 
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラ

ザ】 

平成 25 年 5 月 27 日 利用区分 DVD B－3 

しまじろうのわお！ 

ハロー、みみりん！ 

 ある日、みみりんの家に見知らぬ外国人がやってきま

した。でも、その外国人は英語しか話せず、話しかけら

れたみみりんは何を言ってるのか分からずににげ出し

てしまいました。こまっている外国人のために、しまじ

ろうたちは何とか役に立とうとふんとうします。  
24 

テレビせとうち 
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラ

ザ】 

平成 25 年 6 月 3 日 利用区分 DVD B－3 

 その他 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

Ｄ－１０３３ 

 

トムとジェリー 

スパイ・クエスト 

 毎度お騒がせコンビのトムとジェリーがビーチで出会っ

たのは・・・なんと世界的に有名なスパイの少年・ジョニ

ー・クエスト、そして、親友のハジと愛犬のバンディでし

た。 

実は、ベントン・クエスト博士が世界のエネルギー問題

を解決する総・整理（机）を持っていることを、宿敵のジン

博士が嗅ぎつけ、手下の邪悪なネコ軍団を使って、装置を

盗み出し、クエスト博士とボディーガードのレース・バノ

ンをさらっていったのです・・・。 

73 

＋特典 

91 

ワーナー・ブラザー

ズ・ホームエンター

テイメント 

平成 27 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０２７ 

 

ハローキティと 

いっしょにお勉強 

ごはんはたのしく！ 

 キティちゃんが社会のルールや決まり事を学んでいきま

す。キティちゃんといっしょに”やって良いこと、悪いこ

と”“毎日をもっとステキに”が、自然と身につきます。「ごは

んはたのしく！」「どうろのルール」など５話収録 
40 

サンリオ  

平成 25 年 利用区分 A-１ DVD 

 



25 

 

X 手話 

XC 趣味・教養 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XC2016-001 

 

Ｄ－１０７２ 

 

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）  

36 

聴力障害者 

情報文化センター 

江副悟史 

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 

XE 教育・教材 
分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XE2016-001 

 

Ｄ－１０７３ 

 

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。  

33 

聴力障害者 

情報文化センター 

米内山昭枝／片岡幸壱／及川リウ子／加藤仁志／鈴木

義雅／當芳枝 

平成 28 年 利用区分 A－3 DVD 
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その他 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

Ｄ－１０２８ 

 

手話ダンス！ 

With HANDSIGN 

ヒップホップ編 

 健聴者とろう者が一緒に楽しめる「手話ダンス」の魅力

とテクニックを伝える画期的ＨＯＷ ＴＯ ＤＶＤ ヒッ

プホップ編！ 

 ＨＡＮＤＳＩＧＮのオリジナルパフォーマンスが楽しめ

るのはもちろんのこと、ヒップホップダンスの基礎をレク

チャーしてくれるＤＶＤ。 

92 

株式会社 マクザム 

平成 24 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０２９ 

 

手話ダンス！ 

With HANDSIGN 

ブレイクダンス編 

 健聴者とろう者が一緒に楽しめる「手話ダンス」の魅力

とテクニックを伝える画期的ＨＯＷ ＴＯ ＤＶＤ ブレ

イクダンス編！ 

 ＨＡＮＤＳＩＧＮのオリジナルパフォーマンスが楽しめ

るのはもちろんのこと、ブレイクダンスの基礎をレクチャ

ーしてくれるＤＶＤ。 

85 

株式会社 マクザム 

平成 24 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３７ 

 

手にうたを 

手話で歌おう① 

収録曲「世界に一つだけの花」「おなかのへるうた」 

歌の模範歌唱と解説指導（企画・監修・歌：手話ランドきい

ろぐみ） 

38 

株式会社 テイチク

エンタテイメント 

平成 18 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３８ 

 

手にうたを 

手話で歌おう② 

 収録曲「手のひらを太陽に」「ちいさい秋みつけた」 

歌の模範歌唱と解説指導（企画・監修・歌：手話ランドきい

ろぐみ） 

36 

株式会社 テイチク

エンタテイメント 

平成 18 年 利用区分 A-１ DVD 

Ｄ－１０３９ 

 

手にうたを 

手話で歌おう③ 

 収録曲「幸せなら手をたたこう」「きよしこの夜」 

歌の模範歌唱と解説指導（企画・監修・歌：手話ランドきい

ろぐみ） 

32 

株式会社 テイチク

エンタテイメント 

平成 18 年 利用区分 A-１ DVD 

 

 


