
【自主制作】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

2012年11月号
　ハートピアかごしま
　の運動療法訓練室
　を利用してみませ
　んか

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分
　ハートピアかごしま２階にある運動療法訓練室
を使って、無理をせず健康的に運動を続けられ
る方法を紹介。

2012年12月号
　麹の働きと
　　調理法について

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分
　麹の働きや活用法を紹介し、塩麹の作り方と
塩麹を使った調理を紹介。

2013年1月号
　鹿児島市
　　観光農業公園に
　　行ってきました

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分
　昨年11月にオープンした鹿児島市観光農業公
園の概要をキャスターが体験しながら紹介。

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

2時間

　昨年開催された聴覚障害者情報交流講座の
ビデオです。鹿児島での災害対策のヒントにな
ればと、岩本さんご自身の震災体験や支援活動
の詳細、今後の課題などを講演。

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

55分

　鹿児島県聴覚障害者協会　高齢部　創立３０
周年記念大会の記念講演として、福岡県聴力障
害者福祉協会福会長の太田陽介氏が講演され
た内容です。お父さまの生い立ち、お父さまの背
中を見て学んだこと、今後のろうあ運動と高齢
生活、これらについて講演。

【当センター字幕付与作品】　

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

夢輝く花の島
　　　～長島町～ 長島町 17分 長島町が作製した地域参加型の観光案内。

【他センター制作】　

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

みるっく

2012年11月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　情報提供センター20周年特集号。小野所長・
松永前所長20年を振り返って／「ビデオインカ
ム」から「みるっく」へ／ライブラリーお姉さんの
思い出話

2012年12月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストは小野康二熊本県聴覚障害者情報提
供センター所長。情提の20年・・いやそれ以前か
ら知るセンターの生き字引／くまじょう２０ｔｈフェ
スタＵＳＴＲＥＡＭでネット配信！／映像制作の
歩み。ビデオライブラリー＆掲示板

鹿児島県出水郡長島町の広報ビデオに字幕を付与しました

「あいかごしま」

　阪神大震災の経験を通して
　
　　　　　　　　　（字幕付き／字幕なし）

　私の父とろうあ運動
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【他センター制作】　

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

みるっく

2013年1月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストの一村美貴子さんは難聴協会会員。現
在桜の馬場・城彩苑「湧々座」にお勤めされてい
ます。笑顔がとてもチャーミングです！。桜の馬
場・城彩苑「湧々座」を訪ねて／熊本手話ガイド
／ビデオライブラリー＆掲示板

2013年2月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストの渡邉百代さんは天草聾学校出身。手
話による絵本の読み聞かせグループ「てとてと
てんとうむし」でも活躍。今回2回目のゲスト出
演！／天草・同窓会館から移転。朗の熊本手話
ガイド／ビデオライブラリー＆掲示板

2013年3月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストの山田京子さんは熊本聾学校中学部教
諭。多彩な才能をお持ちの先生で、これまでも
「みるっく」に色々な話題を提供してくれました。
実は今回も・・・／熊本県ろう者福祉協会青年部
創立50周年／須磨帆が通訳？「Unitra（ユニト
ラ）」／難聴あれこれ

2013年4月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストの小野尚寿さんは情報提供センター職
員。コミュニケーション支援担当。スポーツマン
で、サインネームは「なるほどさん」せす。／コ
ミュニケーション支援事業について／教えてみ
るっく、便利な手書きアプリ／ライブラリー＆お
知らせ

【趣味・教養】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

歴史の息吹を
　　　　感じながら

【H23.1.31放送】

ＢＳ－ＴＢＳ 47分

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

美しい海岸線から
山越えに挑む

【H23.2.7放送】

ＢＳ－ＴＢＳ 47分

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

＜前編＞

【H 23.9.20放送】

ＢＳ－ＴＢＳ 47分

　四川省の省都・成都から雲南省の省都・昆明
を結ぶ成昆鉄道は、中国有数の山岳路線だ。三
国志ゆかりの地・成都では、本場の四川料理を
堪能。雲南省ではパンダの研究施設を見学し、
仏教の聖地・峨眉山では世界最大の石仏・楽山
大仏に出会う。

＜後編＞

【H 23.9.27放送】

ＢＳ－ＴＢＳ 47分

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

世界夢列車に
乗って

ＨＡＥＲＡＮＧ

韓国周遊
　豪華列車の旅

世界夢列車に
乗って

中国

四川から雲南へ
　　成昆鉄道の旅
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【趣味・教養】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

ハートをつなごう ＮＨＫ障害福祉賞
（１）私の家族

【Ｈ23.2.28放送】

ＮＨＫ 29分

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

日本の話芸 落語饅頭こわい

桂米朝

【Ｈ10.9.12放送】

ＮＨＫ 30分

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

演題
「船徳」

春風亭小柳枝

【Ｈ23.7.8放送】

ＮＨＫ 29分

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

演題
「三枚起請」

柳家さん喬

【Ｈ23.9.7放送】

ＮＨＫ 30分

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

ＮＨＫスペシャル 緊急報告
記録的豪雨の衝撃

【Ｈ23.9.9放送】

ＮＨＫ 73分

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

聴導犬
はやわかりＤＶＤ
Ｐart２
ユーザー編

当事者
（聴導犬希望者）の
ために当事者
(聴導犬ユーザー）
と一緒に作りました

社会福祉法人
日本聴導犬
協会

22分

　１９９６年に創設した日本聴導犬協会は、聴導
犬育成のパイオニアとして、育成とともに普及活
動に寄与してまいりました。「聴導犬はやわかり
ＤＶＤ」は三菱財団の助成事業として。これまで
にない当事者（全日本聴導犬ユーザー会）の企
画と協力を得た聴導犬普及ＤＶＤです。「人生で
もっとも幸せ！」。聴導犬というすばらしいパート
ナーを得て、生活や人生までもが変わった聴導
犬ユーザーの「ほのぼの幸せ」をご体験下さ
い！
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【趣味・教養】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

ダーウィンが
　　　　　　来た！

生きもの新伝説
壮絶１２００頭！
カバ大集合

【H20.4.13放送】

ＮＨＫ 29分

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

生きもの新伝説
目撃！
タカ対スズメバチ

【H23.9.28放送】

ＮＨＫ 29分

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

特報
　　フロンティア

炭坑が
“世界の記憶”に
　　　　　　　　なった

山本作兵衛の
　　　　　　　記録画

【H23.7.15放送】

ＮＨＫ 25分

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

【記録・報道】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

福祉ネットワーク この人と
福祉を語ろう

デザインで描く
生きる希望
～建築家
　　伊東豊雄さん～

【Ｈ24.1.9放送】

ＮＨＫ 29分

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

障害者の１か月
集団避難した
人たち

ＮＨＫ 29分

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

孤立を防げ
～石巻
   聴覚障害者は
                 いま～

ＮＨＫ 29分

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

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

福祉ネットワーク
東日本大震災
“盲ろう者”に
なにがおきたか

【Ｈ23.9.1放送】

ＮＨＫ 29分

　多くの人に甚大な被害をもたらした東日本大
震災。中でも視覚と聴覚の両方に障害を持つ
「盲ろう者」は、震災直後の停電や情報網の混
乱の中、情報を得る一切の手段を失った。さら
に震災は、日ごろ盲ろう者を支えていた支援者
の命も奪った。東日本大震災で盲ろう者はどん
な事態に直面したのか、そしてどんな支援が必
要なのか考える。　門川紳一

ろうを生きる
難聴を生きる

島のろう者は今

【Ｈ23.3.6放送】

ＮＨＫ 15分

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

災害関連情報

【Ｈ23.3.20放送】

ＮＨＫ 15分

　東日本大震災から９日目の放送。岩手・宮城・
福島の各被災地の様子、聴覚障害者の状況
を、各地のろうあ協会・難聴者協会や手話通訳
者から報告してもらう。また被災地の聴覚障害
者から番組に寄せられたメールを紹介し、被災
者の生の声を伝える。　斉藤千英

この一年を
振り返って
ハイライトシーン
をもう一度！

【Ｈ23.3.27放送】

ＮＨＫ 15分

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

災害関連情報

【Ｈ23.4.3放送】

ＮＨＫ 15分

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

災害関連情報

【Ｈ23.4.10放送】

ＮＨＫ 15分

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

あきらめない人生
前編
藤田孝子さん

【Ｈ23.4.17放送】

ＮＨＫ 15分

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

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

ろうを生きる
難聴を生きる

あきらめない人生
後編
藤田孝子さん

【Ｈ23.4.24放送】

ＮＨＫ 15分

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

形劇と
　　自分探しの旅
　　　　　～前編～

【H23.5.1放送】

ＮＨＫ 15分

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

形劇と
　　自分探しの旅
　　　　　～後編～

【H23.5.8放送】

ＮＨＫ 15分

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

どんぐりろう重複
　　　　障害とともに
～知的障害のある
　　仲間のために～

【H23.5.15放送】

ＮＨＫ 15分

　入所授産施設「ふれあいの里・どんぐり」には６
０人のメンバーが暮らす。その半数以上が、知
的障害のある人たちだ。メンバーは共同生活を
する中で、使える手話単語の数を増やしたり、買
い物をする力を付けたりして、少しずつ成長して
いる。全国的にも先進的と言われる取り組みを
伝える。　速水千穂

どんぐりろう重複
　　　　障害とともに
～さまざまな
　“生きづらさ”
　　　　　を支えて～
【H23.5.22放送】

ＮＨＫ 15分

　設立当初の「どんぐりの家」のころとは異なり、
今、「ふれあいの里・どんぐり」では、精神障害、
ひきこもり、盲ろうなど、さまざまな「生きづらさ」
のある人の暮らしを支えている。「ふれあいの
里・どんぐり」の取り組みを伝える。　速水千穂

制度改革①
　必要とする人に
　　　　　サービスを

【H23.6.12放送】

ＮＨＫ 15分

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

制度改革②
　どこでもいつでも
　コミュニケーション
　支援を

【H23.6.19放送】

ＮＨＫ 15分

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

大好きな
　　　犬と仲間と
｢びわこみみの里｣
　　　の就労支援

【H23.6.26放送】

ＮＨＫ 15分

　滋賀県守山市にある「びわこみみの里」は、一
般企業への就労が難しい聴覚障害者などが、
就労訓練を受けたり働いたりする施設。中でも
ユニークなのは犬の美容師であるトリマーの養
成。トリマーを目指す人たちを中心に、みみの里
を紹介する。
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【記録・報道】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

ろうを生きる
難聴を生きる 東日本大震災

　盲ろう者は

【H23.7.24放送】

ＮＨＫ 15分

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

東日本大震災
放射能の不安

【H23.7.31】放送

ＮＨＫ 15分

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

東海北陸
ヒューマン
　ドキュメンタリー

聴こえない僕が
　　　　　父になる

【H23.12.2放送】

ＮＨＫ 29分

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

11ドキュメント静岡 伝えたい思い
言葉を越えた
コミュニケーション

【H23.5.24放送】

静岡第一テレビ 48分

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

架け橋

東日本大震災

第１弾
宮城の被災ろう者は今

第２弾
一ヵ月後の被災ろう者

第３弾
地域の絆～

ＣＳ障害者放
送統一機構

75分

　甚大な被害をもたらした東日本大震災。その
時、聞こえない仲間たちは、建物の倒壊した町
で、避難所で、何を思いどう過ごしていたのか。
ろう者である今村彩子監督が見た被災地とは、
そして聞こえない仲間たちとは…。渾身のドキュ
メンタリー作品。　今村彩子【平成23年】

学びＥｙｅ！ 三陸“復幸”
～被災地の〈食〉
　に学ぶ６か月～

【H23.9.11放送】

ＩＢＣ岩手放送 26分

　世界三大漁場の１つに数えられる三陸沖。東
日本大震災の津波は三陸から多くのものを奪っ
ていった。船は流され、カキやホタテの養殖施設
は壊滅した。しかし三陸には食への絆・食への
思いが残っていた。三陸の復興に挑む人々の姿
を追う。　紺野美紗子

アスリートの魂
私はもっと速くなる
車いすマラソン
土田和歌子

【H24.9.3放送】

ＮＨＫ
厚生文化
事業団

44分

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

7



【記録・報道】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

プロフェッショナル
　仕事の流儀 闘う介護

覚悟の現場
介護福祉士
和田行男

【H24.6.25放送】

ＮＨＫ
厚生文化
事業団

48分

　日本全国で２００万人を超えるといわれる認知
症。その介護の世界に、新しい風を吹き込み続
ける和田行男さん。介護の仕方によっては“普
通に生きる姿”を続けられると主張。認知症のお
年寄りたちが家庭的な環境のもと、少人数で共
同生活を送る「グループホーム」で、先駆的な取
り組みを続けてきた。
和田行男さんは、お年寄り１人１人の認知症の
度合いや身体能力などを見極めながら、できる
限り“普通の暮らし”を維持できるよう奮闘し続け
る。

【教育・教材】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

もしあなたが
消費者トラブルに
あったら・・・ 消費者センスを

　　　　　　高めよう 消費者庁 22分

　もしあなたが消費者トラブルにあったら・・・消
費者センスを高めよう！若者が巻き込まれやす
い消費者トラブルを３事例収録しています。映像
は「全編版」と「各テーマ別」に分かれています。
　・ネットショッピングの落とし穴
　・おしゃれのリスク
　・もうけ話にご用心

課外授業
　ようこそ先輩 今こそ大切

”笑いの力”
サンドウィッチマン

【H23.12.7放送】

ＮＨＫ 30分

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

成年後見物語

【平成21年】

横浜国立大学 54分

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

みんなで
節電アクション！

家庭でできる
節電アクション

【平成23年】

環境省 3分

　家庭で最も電力を消費しているのはエアコン。
電力不足が心配される現在、家庭で簡単にでき
る節電方法をわかりやすく解説する。（字幕・手
話付き　選択可能）
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【教育・教材】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

みんなで
節電アクション！

オフィスでできる
節電アクション

【平成23年】

環境省 4分

　オフィスで最も電力を消費している照明。電力
不足が心配される現在、オフィスで簡単にできる
節電方法をわかりやすく解説する。（字幕・手話
付き　選択可能）

がっかりしない
　　ＬＥＤ電球の
　　　　　　選び方
【平成23年】

環境省 5分

　省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥ
Ｄ電球は明るさや光の広がり方によって種類が
ある。購入してから後悔しないような選び方を紹
介する。（字幕・手話付き　選択可能）

ＬＥＤ電球で
光の模様替えを
　　　　　　楽しもう

【平成23年】

環境省 6分

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

津波から生き
　延びるために

知る・行動する

【平成22年】

総務省
消防庁

15分

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

地震火災から
命を守るために

総務省
消防庁

12分

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

平成２２年度
情報セキュリティ
対策ＤＶＤ

見えない悪意

【平成22年】

(財)警察協会 36分

　便利なパソコンや携帯電話も使い方を間違え
ると大きな危険が待っている。また、 気づかな
いうちに自分が加害者になっていることもある。
インターネットの正しい知識を身につけルールと
マナーを守る大切さを紹介する。　安田美沙子
／小出由華／千葉茂

（１）
割れない瓦の
　　　秘密を探る
　～旧閑谷学校
　　　　　　・備前～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

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

（２）
高度な水道技術が
生んだ名園
　～兼六・金沢～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

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

サイエンス
　　　チャンネル

時代を超える技

歴史的建造物を
　　　　科学する

【平成19年】
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【教育・教材】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

（３）
年輪が語る
投入堂の謎
　～三仏寺投入・
　鳥取県三朝町～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

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

（４）
漆喰壁の美と
　　　防火の秘密
～姫路城・姫路～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

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

第７回
南、中央アルプス

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

第８回
北アルプス・前編

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

第９回
北アルプス・後編

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

第１０回
諏訪湖、天竜川

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

第１１回
大阪,神戸,淡路島

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

サイエンス
　　　チャンネル

空から見た日本

　【平成21年】

サイエンス
　　　チャンネル

時代を超える技

歴史的建造物を
　　　　科学する

【平成19年】
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【教育・教材】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

第１２回
　鳴門海峡から
　　　　　室戸岬へ

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

第１３回
四国山地、吉野川

独立行政法人
科学技術
振興機構

14分

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

【映画】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

劇場版
ゲゲゲの鬼太郎
日本爆裂！！

【昭和20年】

東映 83分

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

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ
　　　　　　　ＦＩＬＭ ワンピースフィルム

ＳＴＲＯＮＧ ＷＯＲＬＤ
ストロングワールド

東映 116分

　航海を続けるルフィたちのもとに、故郷イースト
ブルーの島々が次々と襲われているという
ニュースが飛び込んできた。ルフィたちは旅を中
断してイーストブルーに向かうことにする。その
途中、海賊王ロジャーの時代に暴れていた伝説
の海賊金獅子のシキにナミを連れ去られてしま
う。境宗久監督作品。

手塚治虫の
　　　　　　ブッダ

赤い砂漠よ！美しく

【平成23年】

東映 1時間52分

　２５００年前のインドでは、いくつもの王国が誕
生し、争いが繰り広げられていた。強大な勢力を
ほこるコーサラ国は、緑豊かなシャカ国を征服し
ようとしていた。そんな中、シャカ国に待望の王
子が誕生する。后のマーヤーは王子に「シー
ダールタ（目的を遂げる者）」という名前を残し、
静かに息を引き取る。祝福に訪れた偉大な聖者
アシタは、「この子は世界の王になるであろう」と
予言した。

天国と地獄

【昭和38年】

東宝 1時間24分

　ある日、製靴会社・ナショナルシューズ社の常
務・権藤の元に、男から「あなたの子供をさらっ
た」という電話が入る。しかし息子の純は誘拐さ
れておらず、代わりに社用車の運転手である青
木の息子・進一の姿が見つからなかった。犯人
は間違えて進一をさらったのだ。だが犯人は権
藤に身代金を要求してくる。犯人と警察、そして
権藤の息詰まる駆け引きが始まった。傑作サス
ペンス映画。黒澤明監督作品。三船敏郎／仲代
達矢／山崎勉／香川京子／三橋達也

サイエンス
　　　チャンネル

空から見た日本

　【平成21年】
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【映画】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

破戒

角川書店 1時間59分

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

リトル
アインシュタイン

うちゅうでレース
ムービー
マネジメント
カンパニー

1時間12分

　子供たちの心や体、能力をトータルに育むディ
ズニーのエデュテインメント映像作品。リトル・ア
インシュタインの4人が赤いロケットに乗って世
界中を旅するストーリーで、本作では宇宙に飛
び出しての大冒険が展開する。楽しく学べる３つ
の冒険ストーリー

轟轟戦隊
ボウケンジャー
ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ 最強のプレシャス

ムービー
マネジメント
カンパニー

33分

　突如、都会のど真ん中に出現した、巨大な岩
山。時を同じくして謎の美少女・ミューズが全人
類にメッセージを送った。これにネガティブ・シン
ジケートが早速動き出した。われらのボウケン
ジャーも現場へ急行し・・・

電影版
獣拳戦隊
ゲキレンジャー

ネイネイ！
　ホウホウ！
　　香港大決戦

ムービー
マネジメント
カンパニー

34分

　激しい戦いと繰り広げるゲキレンジャーとリオ
たちが、香港のメディア王　ヤンが所有する島に
転送された。そして同じように次々と転送されて
くる世界各地の格闘家たち。彼らはヤンの主催
する「乾坤一擲武術会」で戦うために集められた
のだ。

スイート
プリキュア♪ とりもどせ！

心がつなぐ
奇跡のメロディ

ムービー
マネジメント
カンパニー

1時間11分

ある日、音楽の国メイジャーランドから音楽が消
え去ってしまう。黒幕はメイジャーランドのアフロ
ディテ女王だといううわさが広まる中、プリキュア
たちは音楽を取り戻すために立ち上がる。

コクリコ坂から
ムービー
マネジメント
カンパニー

1時間31分

　太平洋戦争が終わって１８年、日本は焼け跡
から奇跡の復活を遂げた。そして、高度経済成
長が始まろうとしていた時代に、復活の象徴とし
て、日本は東京オリンピックの開催を目前に控
えていた。そんな時代に横浜にある高校で・・・

ドラゴンエイジ ブラッドメイジの
　　　　　　　　戦略

ムービー
マネジメント
カンパニー

1時間29分
　世界中を熱狂させたダークファンタジーワール
ドをフルＣＧアニメーションで完全映画化

ロック

わんこの島

ムービー
マネジメント
カンパニー

2時間3分

　太平洋の小さな島、三宅島。そこで民宿を営む
野山一家。小学生の芯は、生まれたばかりの子
犬に“ロック”と名付け、愛情を注ぐ。2000年8
月、三宅島・雄山が大噴火する。島外避難をす
ることになった野山一家だが、その矢先、ロック
がいなくなる。慣れない東京での避難生活が始
まるが、必ず島に帰る、ロックは生きてる、という
希望を胸に、一家は毎日を懸命に生きていく。
そんなある日、芯たちは噴火災害動物救護セン
ターでロックと奇跡の再会を果たすが･･･。
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【映画】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

アンダルシア

女神の報復
ムービー
マネジメント
カンパニー

2時間5分

　『アマルフィ 女神の報酬』、テレビドラマ「外交
官・黒田康作」に続き、真保裕一の小説を基にし
た織田裕二主演のシリーズ劇場版第2作目とな
るサスペンス大作。海外で極秘任務を遂行する
「邦人テロ対策室」に所属する主人公が、日本
人投資家殺人事件の真相を究明すべく情熱の
国・スペインで国際犯罪の闇に立ち向か。外交
官・黒田康作、最大にして極限の任務が始ま
る！

ＲＡＩＬＷＡＹＳ
レイルウェイズ

愛を伝えられない
          大人たちへ

ムービー
マネジメント
カンパニー

2時間3分

　鉄道運転士の滝島徹は、仕事一筋の日々を
過ごし、気がつけば５９歳。ずっと専業主婦とし
て彼を支えてきた妻の佐和子は５５歳。徹の定
年退職を１ヶ月に控え夫婦は、第２の人生を迎
えようとしていた。

わが母の記

ムービー
マネジメント
カンパニー

1時間58分

　小説家・井上靖が自身の家族とのきずなを基
に著した自伝的小説を映画化した家族ドラマ。
小説家の伊上は、幼少期、両親と別れて育てら
れていたため、母親に捨てられたという想いを
ずっとひきずっていた。そんな中父の訃報が入
る。

ツレがうつに
　　　なりまして。

ムービー
マネジメント
カンパニー

2時間1分

　夫がうつ病になったことをきっかけに、これまで
の自分たちの姿を見つめ直し、共に成長してい
く夫婦のきずなを描いた感動のラブストーリー。
「スーパーサラリーマン」だったツレ（作者の夫）
がある朝「死にたい」と真顔で言い出した。うつ
病だった。売れない漫画家の妻（作者）と共に送
る闘病生活を描く。

ＨＯＭＥ　愛しの
座敷わらし

ムービー
マネジメント
カンパニー

1時間49分

　東京から岩手の古民家へ引っ越すことになっ
た一家が、その家に宿る座敷わらしに導かれ、
家族のきずなを取り戻していくさまを描く。それ
ぞれに悩みを抱え、心がバラバラになりかけて
いた一家が築100年以上の古民家での田舎暮ら
しに慣れてきたころ、不思議な現象の数々に遭
遇する。やがて、その家には座敷わらしが居つ
いていることがわかり、家族の関係に少しずつ
変化が訪れる。

ＬＩＡＲ　ＧＡＭＥ
再生

ムービー
マネジメント
カンパニー

2時間11分

　ファイナルステージから２年ーすべてが終わっ
たかにみえたライアーゲーム。しかし、謎の復活
を遂げたライアーゲーム事務局が最大の復習
劇を仕掛ける。

海賊戦隊
ゴーカイジャー
ＴＨＥ　ＭＯＶＩＥ
空飛ぶ幽霊船

ムービー
マネジメント
カンパニー

31分
　宇宙をさまよい、地球へとやってきた謎の幽霊
船には、どんな願いでも１つだけ叶えてくれると
いう宝玉・ゴットアイが積まれていた。
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【医療・健康】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

ホンネで話そう

思春期の生と性

　中学生編

【平成18年】

日本助産師会 21分

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

　高校生編

【平成19年】

日本助産師会 21分

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

きょうの健康 運動で健康
　ハイキングを
　　　　はじめよう

【H23.8.25放送】

ＮＨＫ 15分

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

耳が聞こえにくい
と　感じたら
　老化？病気？

【H22.12.20放送】

ＮＨＫ 15分

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

耳が聞こえにくい
と　感じたら
補聴器の最新事情

【22.12.21放送】

ＮＨＫ 15分

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

【アニメ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

３７
あらたな漂流者

日本
アニメーション

26分

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

３８
男の子と女の子

日本
アニメーション

26分

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

３９
ひねくれ者モートン

日本
アニメーション

26分

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

世界名作劇場

家族ロビンソン
　　　　　　　漂流記

ふしぎな島の
　　　　　　フローネ
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【アニメ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

４０
少年タムタム

日本
アニメーション

26分

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

４１
行ってしまった
　　　モートンさん

日本
アニメーション

26分

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

４２
恐ろしい地震

日本
アニメーション

26分

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

４３
戻ってきた
　　モートンさん

日本
アニメーション

26分

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

４４
もう一度船を！

日本
アニメーション

26分

　モートンさんとお父さんの話では、島がいつ爆
発するかわからない。今度こそ島から脱出する
ために、モートンさんの指示のもと、もう一度船
をつくることになる。使える道具や材料はもう少
ない。これが最後のチャンスなのだ。

４５
死なないでロバさん

日本
アニメーション

26分

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

４６
ヤギをすてないで

日本
アニメーション

26分

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

４７
続ヤギを
　　　　すてないで

日本
アニメーション

26分

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

４８
さようなら無人島

日本
アニメーション

26分
　ついに島を脱出する日がやって来た。フローネ
たちは、２年間を過ごした木の上の家に別れを
告げるのだった。

４９
陸が見える！

日本アニメー
ション

26分

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

５０
また会う日まで

日本アニメー
ション

26分

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

世界名作劇場

家族ロビンソン
　　　　　　　漂流記

ふしぎな島の
　　　　　　フローネ
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【アニメ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

名探偵コナン

時の番人の刃
　　　　　　（前編）

【H23.10.1放送】

読売テレビ 25分

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

時の番人の刃
　　　　　　（後編）

【H23.10.8放送】

読売テレビ 25分

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

【スポーツ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

驚愕のゴール
　　　　　　　１６６

ムービー
マネジメント
カンパニー

50分
　マラドーナからカカ、ジェラード、メッシまで、
サッカー史に燦然と輝く究極のスーパーゴール
集

世界ろう者
選手権大会
ｉｎ
ＪＡＰＡＮ

全日本
ろうあ連盟

1時間25分

２０１２年日本国内では２つの大きなろう者世界
選手権が開催されました。国立オリンピック記念
青少年総合センタ０（東京都渋谷区）で４月２９
日～５月６日まで開催された「２０１２世界デフゴ
ルフ選手権」。この２つ世界大会における日本代
表選手たちの大いなる活躍を報告します。

南の楽園沖縄で
思いっきり
楽しもう！

沖縄県
障がい者
スポーツ協会

9分

沖縄県では「誰にでもやさしい観光地づくり形成
事業」を実施し、高齢者の方も、障がいを持った
方でも安心して楽しめる観光地を目指していま
す。あなたが沖縄にいきたくなるような情報がた
くさん詰まっています。青い海、豊かな自然に囲
まれた暖かい沖縄で思い余暇活動を楽しみま
せんか。

【手話】　ＤＶＤ・ＶＨＳ （ＶＨＳは字幕付きあり）

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

手話かみしばい

「くつやとこびと」

「シンデレラ」

聴力障害者
情報文化
センター

21分

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

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