
【自主制作】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

2013年4月号
　絶景と開運の町
　　　　　　　頴娃町

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分
　頴娃町の景勝地と開運の神社などをキャス
ターが体験しながら、紹介する。

2013年5月号
　この人に聞く
　　高山亨太さん

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

40分

　精神保健福祉士と社会福祉士資格を持ち、東
海大学健康科学部の講師をされている高山さん
は、聾学校でスクールカウンセラーもされてい
る。情報センター聴覚障害者情報交流講座の講
師として鹿児島に来られた際にインタビューしま
した。

2013年6月号
　「ロコモ」を
　　予防しましょう

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分

　「ロコモ」とは、加齢により、骨・関節・筋肉など
が衰えて動作が困難になる可能性が高い状態
のことを表す。「ロコモ」のアドバイスドクターをさ
れている長嶺医師に予防方法や対処方法等を
紹介していただく。

2013年7月号
　鹿児島特産
　　「黒酢」の町
　　　　　　　福山

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分
福山の黒酢は江戸時代からの伝統的製法で造
られている。福山の歴史的見どころを紹介しな
がら、黒酢について紹介する。

2013年8月号
　天気図から
　　災害を知ろう

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

30分

　平成５年８月の豪雨災害から２０年を過ぎよう
としている。災害の情報が出たときの対処の仕
方などを鹿児島地方気象台担当官が基本的な
天気図の見方や気象現象の画像を提示しなが
ら説明する。

2013年9月号
　敬老の日に寄せて
　高齢者の話を聞こう

　　南竹ミドリさん

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

34分
　毎年、敬老の日に合わせて高齢者の話を聞い
てきた。高齢者の魅力的な手絵と様々な体験
（戦争体験など）を若い世代に伝えていく。

2013年10月号
　第62回全九州
       ろうあ者大会
　第41回全九州
  手話通訳者研修会

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

40分
　鹿児島で開催された第６２回全九州ろうあ者
大会第４１回全九州手話通訳者研修会の様子
を伝える

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

1時間

　第３１回手話で話そう県民のつどいが、平成２
５年２月鹿児島聾学校で開催された。その記念
講演は「海外体験　地球の歩き方～インド編
～」。海外旅行好きのモンキー髙野さんが、４度
も訪ね、また行きたいというインドについて、体
験談などを魅力たっぷりに話している。

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

23分

　平成２５年２月鹿児島聾学校で開催された第３
１回手話で話そう県民のつどいの特別企画とし
て、モンキー髙野氏が「ものまね」のレパートリー
の一部を披露した

鹿児島県
視聴覚障害者
情報センター

20分

　平成２５年２月鹿児島聾学校で開催された第３
１回手話で話そう県民のつどいの特別企画とし
て、モンキー髙野氏が「ろう者、聴者ノ手話コミュ
ニケーションのズレ」をテーマにミニパフオーマン
スを行った

手話で話そう県民の集い
　特別企画ミニパフォーマンス
　　　「ものまね」
　　　モンキー髙野氏　　（字幕なし）

「あいかごしま」

手話で話そう県民の集い
　記念講演　 ＜海外体験＞
   地球の歩き方～インド編～
　　　モンキー髙野氏　　（字幕なし）

手話で話そう県民の集い
　特別企画ミニパフォーマンス
　　ろう者、聴者 手話ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝのｽﾞﾚ
　　　モンキー髙野氏　　（字幕なし）
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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5月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストは松本幸造さんは熊本県ろう者福祉協
会理事。体育文化部長を務めており、今は５月
にある熊本で開かれる全九州ろうあ者スポーツ
大会で大忙し。／天草ビデオライブラリー／朗の
熊本手話ガイド／ライブラリー＆お知らせ

みるっく

2013年6月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストの竹中直樹さんは熊本県ろう者福祉協
会青年部。青年部のムードメーカー。ひょうきん
で笑顔が素敵な竹中さんは家では子煩悩な３人
の子供のお父さん。／全九州ろうあ者スポーツ
大会／朗の熊本手話ガイド／ライブラリー＆お
知らせ

みるっく

2013年7月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストは安藤明子さん。熊本情報提供センター
の映像制作に長年ご協力いただいている方で
す。番組への出演はもちろん、ナレーションなど
でも、大変お世話になっています。／みんなで手
話ッチ！／教えてみるっく！～防災情報メール
サービス～／ライブラリー＆お知らせ

みるっく

2013年8月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストは田嶋輝美さん。熊本県難聴者中途失
聴者協会事務局長。要約筆記者養成講座のス
タッフとして関わっているほか、難聴女性の集ま
り「難聴の花倶楽部」でも活躍されています。／
難聴あれこれ／事業紹介／ライブラリー＆お知
らせ

みるっく

2013年9月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分

　ゲストは小野藍子さん。熊本県立阿蘇中央高
等学校教諭。昨年度まで熊本聾学校で教鞭を
執られていました。また、全日本ろうあ連盟　青
年部中央委員　組織部長としてもご活躍。／県
教組・高教組「障害ｙ」児教育部合同学習会／朗
の熊本手話ガイド／ライブラリー＆お知らせ

みるっく

2013年10月号
熊本県聴覚
障害者情報
提供センター

30分
　ゲストは佐土原さん。パッチワークキルト展で
個展を開くのが夢だった。６日間で大勢の方が
訪れました。その様子を紹介します。

【趣味・教養】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

ＴＨＥ世界遺産
平和への祈りの
　　　　　　　黄金郷
平泉―浄土を表す
建築・庭園（日本）

【Ｈ23.6.26放送】

ＴＢＳ 25分

　２０１１年世界遺産に登録された平泉。かつて
マルコ・ポーロは著書「東方見聞録」の中で、「ジ
パングでは宮殿は黄金でできている」と書いた。
当時の日本で黄金の宮殿があったのはただ１つ
平泉だけだった。京の都にもない、きらびやかな
文化が花開いた平泉を紹介する。

ＴＨＥ世界遺産 マグマが生んだ
　　　　　進化の森
小笠原諸島（日本）
　
【Ｈ23.7.3放送】

ＴＢＳ 25分

　１８０もの島々からなる小笠原諸島。かつて無
人の島（ボニンアイランド）と呼ばれた小笠原
は、豊かな自然が残る亜熱帯の島々。一度も大
陸とつながったことのない島々で、生き物たちは
独自の進化を遂げた。世界中で、ここでしか見ら
れない自然の数々を紹介する。
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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

ＴＨＥ世界遺産
空から見る日本Ⅰ
自然遺産のすべて

【Ｈ23.11.27放送】

ＴＢＳ 25分

　日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６
件。そのうちの自然遺産のすべてを空から見て
いく。登場するのは、「小笠原諸島」「知床半島」
「屋久島」「白神山地」の各自然遺産。

空から見る日本Ⅱ
文化遺産のすべて

【Ｈ23.12.4放送】

ＴＢＳ 25分

　日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６
件。そのうちの文化遺産のすべてを、特殊なカメ
ラを使いながら鳥の目で空から見ていく。登場す
る文化遺産は、「平泉」「日光」「紀伊山地」「古都
奈良」「古都京都」など。

ＴＨＥ世界遺産 女帝の夢うつした宮殿

シェーンブルン
宮殿と庭園群
（オーストリア）

【Ｈ21.4.5放送】

ＴＢＳ 25分

　１７世紀の終わり、ハプスブルク家の夏の離宮
としてシェーンブルン宮殿は建てられた。１８世
紀の半ばには、女帝・マリア・テレジアの居城と
するため、中国やインドなど遥か異国の美術を
取り入れて、絢爛豪華に改装された。部屋数
は、１４００室以上だったと言われる。第一次世
界大戦後、ハプスブルグ家が崩壊し、この宮殿
は市民に開放されたが…。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

ＴＨＥ世界
　　　　温泉遺産

神秘の力を訪ねて

魚の棲む神秘の温泉

トルコ・カンガル

【Ｈ23.3.3放送】

ＢＳ日本 46分

　マルマラ海と黒海からの海の恵みで漁業が盛
んなトルコ・イスタンブール。人気のサバサンド
に舌づつみを打ちながらフェリーに乗り込み、神
秘の温泉を目指す。ブルサで一番古い温泉がエ
スキ・カプルジャ。垢すりと泡マッサージが人気
の温泉。トルコのほぼ中心に位置する世界遺産
カッパドキアは、まるでおとぎ話の世界に迷い込
んだかのような奇岩群が連なる。カッパドキアか
ら車で５時間のカンガルに日本でも人気の魚温
泉発祥の地があった。天然のドクターフィッシュ
の癒しに思わず笑顔がこぼれる。
【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】

いい旅夢気分 さわやか！春の旅③
ローカル線で行く
秘湯めぐり秋田・
角館～青森・弘前

【Ｈ24.5.16放送】

テレビ東京 46分

　秋田から青森へローカル線でぶらり旅。今回
は角館を皮切りに秋田内陸線で北へ向かう。
　みちのくの小京都・角館では日本に１本しかな
い幻の桜を見学し、さらに秋田名物いぶりがっこ
の懐石料理の紹介。そして春から夏へのみちの
くの景色を楽しみながら東北の名湯・秘湯であ
る「マタギの湯」「大鰐温泉」「青荷温泉」などを
巡る。　モト冬樹／田中美奈子／さとう珠緒

辿り着いたら
スゴかった！

一生に一度は
行きたい旅

落差135メートル!
東北の秘境に
あるという幻の滝!!

【Ｈ24.6.23放送】

テレビ東京 95分

　日本の秘境「九階の滝」「赤湯温泉」「国宝・投
入堂」「ピナイサーラの滝」を４組の旅人たちが
訪ねる。どこも簡単にはたどり着けない秘境ば
かり。しかし苦難の果てにたどり着いたそこに
は、絶景が待っていた。
渡部陽一／塩谷瞬／矢部美穂／大西結花

地球バス紀行 アフリカ大平原
１３００キロ
タンザニア

【Ｈ23.4.5放送】

ＢＳ－ＴＢＳ 46分

　バスを乗り継ぎ、世界中を旅する「地球バス紀
行」。今回は、アフリカ・タンザニアを旅する。イン
ド洋に面した港町からキリマンジャロを抜け、ビ
クトリア湖を目指す１３００キロ。大平原、大地の
恵み、マサイ族との出会い。バスでしか味わえ
ない魅力が満載だ。
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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

地球バス紀行 ぐるっと4000キロ!
世界１４か国
感動出会い旅ＳＰ

【Ｈ24.8.7放送】

ＢＳ－ＴＢＳ 1時間40分

　アフリカ・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中南
米の５つの大陸にまたがる１４の国をバスで旅
する。まずはアフリカのタンザニアからスタート。
マサイ族の人と乗り合わせたり、煙突掃除人の
親子と出会ったり…。行くさきざきでたくさんの人
の笑顔と優しさに出会う一方で、ハプニングにも
遭遇！ピナクルスの絶景、ロカ岬の夕日、ウユ
ニ塩湖をバスで横断など、大自然のだいご味と
バス旅の魅力を存分に伝えてくれる。

きょうの料理

ビギナーズ
　レンジ上手は
　　料理上手！

①
しみじみしみ込む
おふくろの味

【Ｈ24.10.1放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽に作れて時間短縮もできる電子レンジ調
理は、料理ビギナーズにとって心強い味方。料
理初心者でも簡単に作れて、しかも本格的なお
味の料理をご紹介。
　１回目はレンジで作る煮物料理。紹介するの
は「ひじきの煮物」と「おからの煮物」。

②
巻いて並べて
簡単！肉巻き料理

【Ｈ24.10.2放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
２回。電子レンジが得意とする、「肉巻き料理」を
ご紹介。紹介するのは「えのきだけの豚バラ巻
き」と「長芋の牛肉巻き」。

③
つくねもハンバーグも
レンジにおまかせ!

【Ｈ24.10.3放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
３回。ひき肉料理も電子レンジなら、中までやわ
らかくジューシーに仕上げることができる。紹介
するのは「つくねのレンジ照り焼き」と「ハンバー
グのトマト煮込み」。

④
うまみたっぷり
ふっくら蒸し料理

【Ｈ24.10.4放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
４回。電子レンジは蒸し料理が得意。専用の蒸
し器がなくても、おいしい料理を作ることができ
る。紹介するのは「あさりとえびのワイン蒸し」と
「豚肉と長芋の中国風蒸し」。

⑤
マーボー豆腐も
レンジで簡単！

【Ｈ24.10.8放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
５回。火力が必要な中国料理も、電子レンジなら
簡単。中華鍋を使わずにマーボー豆腐も作れ
る。紹介するのは「マーボー豆腐」と「チンジャオ
ロースー」。

⑥
ササッと手軽に
煮込み料理

【Ｈ24.10.9放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
６回。長時間煮てうまみを引き出す煮込み料理
も、電子レンジなら１０分以下の時間でＯＫ。紹
介するのは「豚肉とじゃがいものクリーム煮」と
「チリコンカン」。

⑦
半日で完成！
簡単ピクルス

【Ｈ24.10.10放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
７回。簡単に野菜をとることができるピクルス。
常備菜にしておけば、お弁当のおかずにも大活
躍。これも電子レンジなら短時間で作ることがで
きる。紹介するのは「きゅうりとパプリカのピクル
ス」と「にんじんとうずら卵のカレーピクルス」。

⑧
レンジでできる！
お手軽スイーツ

【Ｈ24.10.11放送】

ＮＨＫ 5分

　手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第
８回。スイーツ作りでも電子レンジは大活躍。コ
ンポートにラスク、和菓子も簡単に作ることがで
きる。紹介するのは「くるみもち」に「りんごのコン
ポート」「蜂蜜ラスク」。

4



【趣味・教養】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

きょうの料理 おかず青年隊
ザ・男子弁当

【Ｈ24.4.18放送】

ＮＨＫ 25分

　２年目を迎えたおかず青年隊。きょうの料理の
テーマは「男子弁当」。中華料理の陳建太郎と
日本料理の柳原尚之が講師として登場し、不器
用な男性でも楽しく簡単に作れるお弁当を２種
類紹介する。陳建太郎／柳原尚之

志村どうぶつ園
特別編

涙と奇跡の
　　どうぶつ物語

【Ｈ24.9.22放送】

日本テレビ 94分

　人間と動物たちの絆が生む、涙と奇跡の物語
の特別編。日本一有名な盲導犬のクイール。実
はクイールは、幼いころは別の飼い主に育てら
れていた。その飼い主との１０年ぶりの再会。そ
こでクイールは…。ほかに「高齢ゾウの出産秘
話」「反省ザル次郎誕生物語」「新米獣医と野良
猫のふれあい物語」。
志村けん／山瀬まみ／相葉雅紀

どうぶつ冒険
　　バラエティ
　　　　ワンダ！

人と動物の絆
２時間スペシャル!

【Ｈ24.8.31放送】

テレビ東京 92分

　人と動物たちとの絆を見守り続けてきたワン
ダ。２匹のワンちゃんとの涙の物語。ライオンの
赤ちゃん兄妹の成長物語など。
　ほかに人間顔負けの技を持つ動物たちや、か
つて日本中をにぎわせた動物たちランキングな
ど盛りだくさんの内容。　大地真央／細川茂樹

笑顔まんてん
　　　　タビ好キ

＃８
糸島・二丈町の
まんてん笑顔

【Ｈ24.6.3放送】

九州朝日放送 46分

　今回は、福岡・糸島市二丈町一貴山（いきさ
ん）地区をタビする。脊振山（せふりさん）系の中
腹に位置し、自然豊かな「隠れ里」の趣が旅情
をそそる。ホラ貝を吹くおじいさん、１歳を迎えた
赤ちゃんのお祝い「餅踏み」、とんでもなく山奥に
あるお蕎麦屋さんなどを前川清とえとう窓口が
訪ねる。　前川清／えとう窓口
【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

笑顔まんてん
　　　　タビ好キ

＃１２
福岡・門司港の
　　まんてん笑顔

【Ｈ24.7.1放送】

九州朝日放送 46分

　今回は、福岡・北九州市門司港をタビする。明
治・大正と大陸貿易の基地として栄えた門司港
は、現在当時の面影を残したレンガ造りの洋館
などの街並みが「レトロ」として観光客を集める
魅力的な街。「昭和のヒーロー展」には、懐かし
いヒーローグッズがあり、昭和歌謡史の裏の裏
を知る前川から、驚きの秘話を明かされる。ま
た、にぎわう観光地から一歩路地裏に足をのば
すと、門司港の生活感を肌で感じることができ
る。　　前川清／えとう窓口
【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

ちょっと待った！
その契約

貸住宅の契約
トラブルを
防ぐために～

【平成24年度】

東京都
消費生活
総合センター

22分

賃貸住宅に関する情報は、インターネットなどで
も簡単に入手できる時代になり、ライフスタイル
に合わせた住まいの選択肢も増えている。一
方、賃貸住宅に関するトラブルは後を絶たない
ことで、契約トラブルの事例をもとに、トラブルを
回避するためのポイントを学ぶ。 【若者・一般向け】

ヒヤリ
　ハットリくん
　　只今参上！！

高齢者の
身の回りの
危険を防ぐでござる

【平成25年度】

東京都
消費生活
総合センター

23分

　高齢者の身の回りの事故は年々増加してい
る。事故の多くは住み慣れた場所で発生し、何
気ないことでも重大な事故につながっている。"
体"が原因となるもの、"物"が原因となるものそ
れぞれのヒヤリ・ハット事例をもとに、身の回り
の危険から身を守る方法を、少年忍者「ヒヤリ
ハットリくん」と一緒に考えていく。
【高齢者とその周りの人々向け】

5



【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

闘う人生
　大矢暹さん①
差別をなくすために

【Ｈ23.11.27放送】

ＮＨＫ 15分

　大矢暹さんは「淡路ふくろうの郷」で施設長を
務めている。ふくろうの郷には聞こえないお年寄
りが多く暮らしている。いつも穏やかな笑顔でお
年寄りと接する大矢さんの人生は、まさに闘い
の連続だった。大矢さんの闘う人生を２回シリー
ズで送る。　村松裕子／大矢暹

闘う人生
　大矢暹さん②
聞こえない
　　高齢者のために

【Ｈ23.12.4放送】

ＮＨＫ 15分

　ろう学校時代、教師たちの差別や偏見と闘っ
た大矢暹さんは、卒業後は社会の中のさまざま
な壁に立ち向かった。　大矢暹さんの闘う人生シ
リーズ２回目は、聞こえない高齢者が暮らしやす
い社会にしようと活動した思いを伺う。
村松裕子／大矢暹／大矢小百合

日々是修業
　  　　　表具師
　中河吉由樹さん

【Ｈ23.12.11放送】

ＮＨＫ 15分

　表具師の中河吉由樹（なかがわよしゆき）さん
は中途失聴のために、目指していた表具師の道
を一時はあきらめた。だが復職を可能にしたの
は人工内耳だった。表具師という仕事を「人生で
これほど打ち込めたものはない」と言い切る中
河さん。表具の技を磨き続ける中河さんの日々
を追う。

イグ・ノーベル賞と
　　　　聴覚障害者
わさび臭
　　火災警報装置

【Ｈ23.12.18放送】

ＮＨＫ 15分

　イグノーベル賞とは、人を笑わせ考えさせる独
創的な研究に贈られる賞だ。化学賞を受賞した
日本人のグループが開発したのは、「わさびの
においで火災を知らせる警報装置」。装置の開
発には、多くの聴覚障害者が協力した。
善岡修／松森果林

ろうを生きる
難聴を生きる

手話の権利を
　　確立させよう
　「手話言語法」
　　　　　制定運動

【Ｈ24.1.8放送】

ＮＨＫ 15分

　２０１１年７月「改正障害者基本法」が成立し、
日本で初めて「手話は言語である」ということが
認められた。手話の権利をさらに確かなものに
しようと、全日本ろうあ連盟が進めているのが、
「手話言語法（仮称）制定推進事業」。手話言語
法はどんな権利の確立を目指しているのか。ろ
うあ連盟の西滝憲彦さんに伺う。　西滝憲彦

聞こえる子を
　　　育てる親へ
「コーダ」からの
　　　　メッセージ

【Ｈ24.1.15放送】

ＮＨＫ 15分

　聞こえない親から生まれた子どもをコーダと呼
ぶ。聞こえない親は、コーダの子育てに迷いを
持つことがあるという。そんな親たちを支援する
ため、聴力障害者情報文化センターがＤＶＤをつ
くった。乳幼児期や学齢期の子育てについてわ
かりやすく解説している。ＤＶＤに解説者として登
場する金沢大学の武居渡さんと声優の佐田明さ
んの２人のコーダが、コーダの子育てについて
語り合う。　武居渡／佐田明

シリーズ
若者が見たアメリカ①

前向きな生き方
～西川愛理さん～

【Ｈ24.2.5放送】

ＮＨＫ 15分

　手話で学べる大学「ギャローデット大学」。アメ
リカでは、大学で専門的なことを学ぶ若い難聴
者やろう者が増えている。難聴者の西川愛理さ
んも、自分の難聴について学びたいと、アメリカ
の大学でオーディオロジーを学んだ。海外の仲
間と触れあう中で、難聴者として生きることに自
信を持ったという西川さん。彼女を変えたきっか
けについて伺う。　　西川愛理
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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

シリーズ
若者が見たアメリカ②
聞こえない人への
相談支援
～高山亨太さん～
　

【Ｈ24.2.12放送】

ＮＨＫ 15分

　精神保健福祉士であり、社会福祉士でもある
高山亨太さんは、３年間ギャローデット大学で、
聞こえない人のソーシャルワークについて学ん
だ。現在は、聴覚障害のある子どもたちの相談
にあたっている。高山さんがアメリカでみた聴覚
障害者への専門的な支援について伺う。
高山亨太

由香ちゃんは
小さな通訳者

ろう唖家族の
　　９年間の記録

【Ｓ62.6.1放送】

日本テレビ 46分

　若松由香ちゃん（９歳）は、兄と両親の４人家
族。両親は耳が聞こえないろうあ者だ。由香ちゃ
んは今日も小さな手を動かして、両親のために
一生懸命通訳をする。一家４人の心温まる絆を
描く、昭和６０年代のろう者の生活を記録したド
キュメンタリー。

防災の日
　スペシャル
　　首都大震災

わ・す・れ・な・い
　３・１１の警告

【Ｈ24.8.31放送】

フジテレビ 1時間36分

　未曽有の被害をもたらした東日本大震災。あ
の日、東北では何が起きたのか。番組では震災
時の貴重な映像をもとに、東日本大震災の被害
を詳細に分析し、もし同じ規模の地震が首都圏
を襲ったらどうなるのかを具体的に予測。どう
やって大地震から身を守るか考える。
伊東四朗

池上彰の
　戦争を考える
　　　　　　　　ＳＰ

戦争を起こした
　　独裁者と熱狂

【Ｈ24.8.12放送】

テレビ東京 95分

　今なお戦争や紛争が絶えない現代社会。いつ
の時代も戦争の陰には、独裁者とそれを支える
民衆の熱狂があった。太平洋戦争時の日本、ナ
チスドイツ、中東の国々…それぞれの時代や地
域で、戦争を支えた「独裁と熱狂」の真実につい
て、池上彰がわかりやすい説明で迫る。
池上彰／八千草薫／峰竜太／宮崎美子／
徳重聡／パックン／道重さゆみ

歴史秘話
　　　　ヒストリア 新春激突！

織田・徳川・武田
三大決戦
　
長篠の合戦
 男たちは
　　　何を見た！？

【Ｈ24.1.4放送】

NHK 43分

　「エピソード１　信玄と戦いたくない！信長の弱
気な接待作戦」ゴージャスな織物４００枚に帯を
３００本に虎の皮にヒョウの皮、オーダメイドの服
や帽子。戦国のカリスマ織田信長が武田信玄に
贈ったプレゼント。信長にとって戦国最強軍団を
率いる信玄は絶対敵にしたくない相手だった。
　「エピソード２　最強軍団は占いで生まれた？
武田信玄若き日の苦悩」信玄は家臣のために
祈ったり、ほうびを与えたり、温泉を用意して福
利厚生を充実させたり…と家臣が気持ちよく働
けるよう気を配り、その心をつかんでいった。
　「エピソード３　激突！長篠の戦い　戦場に散っ
た忠義の男たち」信長は最強武田を叩くため３０
００丁の鉄砲を準備、万全の手を打つ。案の定、
信長の作戦はことごとく的中、勝頼の命も風前
の灯火となったその時、信長に立ちはだかった
のが、命がけで主君を守ろうとする武田の男た
ちだった。
 【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】
渡邊あゆみ
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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

ハートネットＴＶ ＮＨＫハート展
　　叱られたとき

【Ｈ24.12.17放送】

ＮＨＫ 29分

　障害がある人が作った詩に著名人が絵をつけ
るアートのコラボレーション「ＮＨＫハート展」。今
回は入選者の中から、茨城県に住む遠藤真宏
さん（１９歳）の作品をとりあげます。
真宏さんは知的障害と自閉症があります。小さ
い時は、自分の感情をコントロールできず、ほと
んど人と関わることもできませんでした。母親の
礼子さんは、幼少から２つのことを心がけて、真
宏さんに向き合ってきたといいます。その２つの
こととは…？
　真宏さんの詩を読むと、本人や家族のひたむ
きな努力と温かさを伺い知ることができます。
遠藤真宏／つちだよしはる

ハートネットＴＶ みつえとゆういち
　親子で紡ぐ
　　“認知症”漫画

【Ｈ24.11.29放送】

ＮＨＫ 29分

　日本の認知症高齢者は３００万人を超え、今
多くの人たちがさまざまな困難に直面しながら家
族の介護に格闘しています。認知症とどう向き
合えばよいのでしょうか。記憶を失いながら生き
るとはどういうことなのでしょうか。番組では、自
身も認知症の介護の経験がある作家の田口ラ
ンディさんとともに、岡野さんの漫画が問いかけ
るメッセージをひもときながら、認知症介護のあ
り方を見つめ直します。（ＮＨＫＨＰより）

【教育・教材】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

（７）
絢爛な装飾を
　生んだ漆の秘密

日光東照宮・日光

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　江戸幕府を開いた徳川家康をまつる日光東照
宮。家康の霊びょうである東照宮は、きらびやか
な彩色を施された無数の彫刻で飾られている。
それらを守るために、今も職人たちが修復を続
けている。美しい建物を守る漆職人の技術を紹
介する。

（８）
流されない橋は
アーチから生まれた

～錦帯橋・岩国～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　美しいアーチが印象的な錦帯橋（きんたいきょ
う）は、江戸時代に造られた木造の橋だ。木造で
ありながら、創建以来約３００年間、どんな嵐に
も流されることはなかった。その強さの秘密は、
独特のアーチ構造にあった。

（９）
風水観による町と
　　　　　景観づくり

太山寺周辺・神戸

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　神戸市にある太山寺の周辺に開かれた集落
は、中国から伝来した風水の原理「風水観」に
よってつくられた。建設から１０００年の時を経
て、今その合理性が見直され、新しい町づくりに
生かされている。風水による町づくりの秘密に迫
る。

（１０）
古民家と
　自然エネルギー

古民家の知恵を
　　　　生かす科学

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　年々深刻化する地球の温暖化問題。省エネル
ギーが叫ばれる中で、住宅でもエネルギーの効
率的利用が求められている。日本の古民家には
自然エネルギーを利用した作りと、それを生かし
た生活があった。古民家の知恵に現代技術を加
え、快適な生活空間を実現する方法を探る。

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】

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

（１１）
五重塔を揺らす
　　　　　　　（前編）
～１４００年
　　倒れない秘密～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　五重塔は日本を代表する伝統的な建造物。日
本各地に残る五重塔は、過去に起きた大地震で
倒れた記録がない。木造の五重塔が倒れない
理由は、まだ解明されていない。最新科学の力
で、五重塔の秘密に迫る。

（１２）
五重塔を揺らす
　　　　　　　（後編）
～１４０１年
　　倒れない秘密～

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　五重塔が倒れない秘密を探るため、模型を
使った振動実験を行う。実験に使われるのは、
本物の五重塔と同じ工法で作られた５分の１の
模型。実際の地震と同じ振動を加えることで、五
重塔はどのように揺れるのか。

（１３）
建物のデザインと
職人技の科学

旧閑谷学校
姫路城
日光東照宮

独立行政法人
科学技術
振興機構

29分

　優れた耐久性を持った備前焼の瓦、防火性に
秀で、美しさも兼ね備えた姫路城の白壁、鮮や
かな色彩を際立たせるため使われた漆の性質。
これらは科学がまだ十分に発達していない時代
に培われた技術だ。職人の技が生み出した、機
能と美の融合に迫る。

急な大雨・雷・
　竜巻から
　　身を守ろう！

発達した
積乱雲による
災害・事故防止
啓発映像ＤＶＤ

気象庁 18分

児童の屋外活動が増える春から夏は、積乱雲
が急発達しやすい時期でもあります。このＤＶＤ
は、積乱雲がもたらす「急な大雨」「落雷」「竜巻」
などに対して、児童が自らすみやかに身を守る
行動をとるための知識や意識を学ぶことを目的
としています。

津波からにげる
（小学生向け）

気象庁 17分

本ＤＶＤには、津波から身を守るために、①迅
速かつ自主的に避難するという意識の向上②
避難のために必要な津波の正しい知識の獲得
③日頃から津波に備える個との大切さを知るた
め、特に小学校の授業での活用を期待して作成
されています。実話を基にしたアニメーション等
で校正されており小学生を対象にしています。

津波からにげる
（小学生以上）

気象庁 17分

本ＤＶＤには、津波から身を守るために、①迅
速かつ自主的に避難するという意識の向上②
避難のために必要な津波の正しい知識の獲得
③日頃から津波に備える個との大切さを知るた
め、特に小学校の授業での活用を期待して作成
されています。実話を基にしたアニメーション等
で校正されており小学生以上を対象に大人の方
にもおすすめです。

津波に備える

気象庁 17分

本ＤＶＤには、津波避難に必要な知識を①「津
波の正しい知識を得る」②「避難のしかたを知
る」というテーマ二分け、東日本大震災における
津波の映像やＣＧ津波を経験した方々のインタ
ビューなどを用いて、「津波から避難するときに
しってほしいこと」を伝えるものとして作成してあ
ります。理科的な内容も多く、中学生以上を対象
にしています。

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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【ドラマ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

家政婦のミタ 1

【Ｈ23.10.12放送】

日本テレビ 58分

　阿須田家は母親の凪子が事故で死んでから、
父親の恵一と結、翔、海斗、希衣の子どもたち
で暮らしていた。家事は滞り家族はみんな不満
を抱え、恵一には何か秘密がある様子。そんな
ある日、家政婦紹介所から家政婦の三田灯（み
たあかり）がやって来る。家事能力は抜群、言わ
れたことはなんでもこなすが、無表情でまったく
笑わない三田。いったい彼女は何者なのか。視
聴率４０％を記録した大人気ドラマ。
松嶋菜々子／長谷川博巳／忽那汐里／中川大
志／綾部守人／本田望結／相武紗季／平泉成

２

【Ｈ23.10.19放送】

日本テレビ 47分

　「妻は事故死ではない」恵一の突然の告白に
も、顔色ひとつ変えない三田。恵一は子どもたち
には妻の死の真相を黙っているように頼む。次
男の海斗は、同級生からいじめられていた。業
務命令なら何でもすると言う三田に、「いじめっ
子を殺して」と頼む。すると三田は「かしこまりま
した」と言って…。

家政婦のミタ ３

【Ｈ23.10.26放送】

日本テレビ 47分

　ついに凪子の死の真相を長女の結が知ってし
まう。恵一の不倫が原因と知った結はそのこと
を、恵一の会社にばらして欲しいと三田に頼む。
父親の秘密を知った子どもたちは、恵一を置い
て家を出る。

４

【Ｈ23.11.2放送】

日本テレビ 47分

　家を出た子どもたちは凪子の妹うららの元に
身を寄せる。一方、会社に不倫がばれた恵一
は、モデルハウスの営業に飛ばされる。何とか
家族を元どおりにしたい末娘の希衣は、三田に
「自分を誘拐して」と頼む。

家政婦のミタ ５

【Ｈ23.11.9放送】

日本テレビ 47分

　恵一を追い出して、元の家に戻ることにした子
どもたち。三田に子どもたちの世話を頼んで恵
一はホテル暮らしを始めた。バラバラになった家
族にいらだつ翔は、次々にトラブルを起こしてし
まう。警察に駆けつけた恵一に「こんな人、父親
じゃない」と言い放つ翔。

６

【Ｈ23.11.16放送】

日本テレビ 47分

　凪子の父親が子どもたちを養子にすると言い
だす。頑固な祖父が苦手な翔たちは、恵一の考
えを聞いてきて欲しいと三田に頼む。だが父親
を許せない結は弟たちの行動が気に入らない。
結はつきあっている先輩と駆け落ちしようとする
が…。

家政婦のミタ ７

【Ｈ23.11.23放送】

日本テレビ 47分

　「家族は自分が殺した」という三田の発言に驚
く翔たち。事情を探ろうと家政婦紹介所に押しか
けるが、三田に「無理に事情を聞くなら、辞める」
と言われてしまう。一方、子どもたちに「わたした
ちを本当に愛していると証明して欲しい」と言わ
れた恵一だが、方法がわからず悩んでいた。

８

【Ｈ23.11.30放送】

日本テレビ 47分

　　恵一が家に戻ったことで、今度は祖父と険悪
になってしまった子どもたち。結は何とか仲直り
しようと、三田に凪子の幽霊のふりをして祖父の
心を開いてくれと頼む。少しずつ、家族の絆を取
り戻していく阿須田家。そんな中、三田が自分の
過去を告白する。
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【ドラマ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

家政婦のミタ ９

【Ｈ23.12.7放送】
日本テレビ 59分

　壮絶な過去を告白した三田は、阿須田家の家
政婦を辞めてしまう。こんなことなら聞かなけれ
ばよかったと後悔する子どもたち。ところが次の
日、三田が隣の家の家政婦として現れた。

１０

【Ｈ23.12.14放送】

日本テレビ 58分

　家族のように接してくる阿須田家の人々に、少
しずつ心が変化していく三田。だがそんな様子
を見て、恵一への思いを抱えたうららは複雑な
心境になる。海斗は学校で母親への感謝の作
文を書くことになった。何を書いていいか分から
ないと悩む海斗は恵一宛の作文にしようかと迷
う。しかし三田は「凪子へ書くべきだ」と言うの
だった。

家政婦のミタ １１

【Ｈ23.12.21放送】
日本テレビ 57

　三田に「お母さんになって欲しい」と頼んだ子ど
もたち。三田は「承知しました」と答えるが、その
真意は？そして三田は最後に笑うのか？

ＮＨＫスペシャル
鬼太郎が見た玉砕
水木しげるの戦争

【Ｈ19.8.12放送】

ＮＨＫ 1時間29分

　漫画家の水木しげるは、２６年ぶりにニューブ
リテン島を訪れた。太平洋戦争中、水木はこの
島で約２年間、兵隊として過ごしたのだ。昭和２
０年６月、水木の所属部隊は敵の夜襲で全滅。
ただ１人生き残った水木は、その後の爆撃で左
腕を失う。復員後水木は、戦死した戦友たちの
亡霊に頼まれ、部隊が玉砕するまでを漫画に描
いた。漫画家・水木しげるの体験した戦争と玉砕
を描く。
香川照之／塩見三省／嶋田久作／田畑智子／
榎本孝明／石橋蓮司／木村彰吾／北村有起哉
／神戸浩

金曜プレステージ 鬼平犯科帳
　　　スペシャル
　　　　　盗賊婚礼

【Ｈ23.9.30放送】

フジテレビ 1時間35分

　薬種問屋・山城屋に盗賊が入った。七百八十
両盗まれた上に、蔵には傘のはり紙が残されて
いた。１２年前にも同じ手口の盗みがあり、火付
盗賊改の長官・長谷川平蔵は、盗賊の２代目・
笠山の弥太郎の仕業とにらむ。その探索中に弥
太郎が、盗賊・鳴海の繁蔵の妹と婚礼を挙げる
ことを知る。だが、その婚礼には裏があり…。
中村吉右衛門／松平健／綿引勝彦／三浦浩一
／多岐川裕美／勝野洋／梶芽衣子／布施博／
市川染五郎

スペシャルドラマ

　一休さん

【Ｈ24.6.30放送】

フジテレビ 1時間47分

　室町時代、三代将軍足利義満（あしかがよし
みつ）は、家臣を相手に問答を楽しんでいた。こ
の世でいちばん知恵のある者は一休さんだと聞
いた義満は、一休さんを呼び出し難しい問題を
出す。「ついたてに描かれた虎を退治しろ」「この
はし、わたるべからず」「おわんのふたを取らず
に、中身を食べる」…。次々に繰り出される難問
を鮮やかにとんちで切り抜ける一休さん。楽しい
問答のエピソードを交えながら、貴い血筋に生
まれた一休さんが、母と別れ仏の道に入り、成
長していく姿を追う。
鈴木福／東山紀之／成宮寛貴／小林星蘭／安
田成美／中村梅雀／平泉成／曙太郎
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【映画】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

眠狂四郎
無頼剣

【昭和41年】

角川書店 1時間19分

　油問屋の弥彦屋が押し込み強盗にあった。蔵
には不思議な燃える水（石油）が隠されており、
押し込みの背後には大塩忠斎の残党一味の暗
躍があった。謎の越後獅子の女芸人と知り合い
になった狂四郎は、この騒動に巻き込まれてい
く。やがて事態は江戸の町を燃やし尽くそうとい
う計画にいたり…。三隅研次監督作品。
市川雷蔵／天知茂／藤村志保／工藤堅太郎／
島田竜三

聯合艦隊
　　司令長官
　　　山本五十六

【平成23年】

東映 2時間21分

　１９３９年、日独伊三国同盟締結に日本国民は
大きな期待を持っていた。しかし海軍次官の山
本五十六は、三国同盟締結に反対していた。日
本がドイツと組めばアメリカとの戦争は避けられ
ず、国力の差で日本は敗戦することは明白だっ
たからだ。　しかし１９４０年、三国同盟は締結さ
れた。山本は講和を強く望んだが日米の間で戦
争が起こった。成島出監督作品。
役所広司／玉木宏／香川照之／柳葉敏郎／
板東三津五郎／吉田栄作

虹色ほたる 永遠の夏休み

【平成24年】

東映 1時間45分

　事故で父親を亡くしたユウタは、父親との思い
出の地である山奥のダムに虫捕りに出かける。
その帰り道、突然の豪雨ではんらんした川に足
を取られたユウタは意識を失う。意識を取り戻し
たユウタの目の前には、３０年前の町の景色が
広がっていた。懐かしい昭和の田舎町を舞台
に、少年のひと夏の切ない物語が始まる。
宇田鋼之介監督作品。

仮面ライダー
　×仮面ライダー フォーセ＆オーズ

ムービー大戦
ＭＥＧＡ　ＭＡＸ

東映 1時間35分

　地球・・そして銀河の危機を救うため、時空を
越えて仮面ライダー集結。第１章幕開け　第２章
仮面ライダーオーズ　第３章風都　暗躍する陰
謀　第４章仮面ライダーフォーゼ　第５章ＭＯＶＩ
Ｅ大戦　ＭＥＧＡ　ＭＡＸ

テルマエ・ロマエ

東宝 1時間48分

　古代ローマの浴場設計技師ルシウスは、生真
面目すぎる性格が時代の変化に合わず職を
失ってしまう。落ち込む彼は友人に誘われて訪
れた公衆浴場で、突然現代の銭湯にタイムス
リップしてしまう。

天地明察

松竹 2時間21分

　将軍に囲碁を教える名家の息子として生ま
れ、学問への造形も深い。しかし、出世も富にも
興味がなく、自分の好きなこと以外には、とにか
く“不器用”男の名前は安井算哲。星の観測と算
術の設問を解いているときが１番幸せで、自分
の好きなことに集中しているときは周りが見えな
くなってしまう。

ブレイブハーツ
　海猿

フジテレビジョン 1時間56分

　世界最大級の天然ガスプラント「レガリア」の爆
発事故から２年。仙崎大輔は自ら志願し、海難
救助のエキスパートであり最も危険な事案に従
事する「特殊救命隊」で後輩の吉岡と共に海難
現場の最前線にいた。
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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

九州先端医療
　　　　　　最前線 ～がん治療の今～

【Ｈ24.3.20放送】

ＲＫＢ毎日放送 25分

日本人の死因の３０％を占める『がん』。全国で
年間１２０万人以上ががんを発症し、福岡県内
では毎年１万人以上が亡くなっている。しかし、
がん撲滅に向け、医療は進化を遂げている。番
組では、注目されるがん治療の最前線を紹介す
る。　【字幕制作：福岡県聴覚障害者センター】

【アニメ】

タイトル サブタイトル 制　作 総時間数 内容

世界名作劇場

ピーターパンの
　　　　　　　冒険

１
早く来て！
みんなの憧れ
　　ピーターパン

日本アニメー
ション

24分

　ウェンディの夢に出てくる不思議な少年ピー
ターパン。大人は誰も信じないが、ウェンディ、
ジョン、マイケルの３人兄弟は、きっとピーターパ
ンはいると信じていた。そんなある夜、彼がやっ
て来た！だが犬に驚いたピーターパンは影を落
として逃げてしまう。夢の国ネバーランドを舞台
に、永遠に大人にならない不思議な少年とウェ
ンディたちの大冒険が始まる！

２
ネバーランドへ
ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！

日本アニメー
ション

24分

　ピーターパンは、ウェンディたち兄弟をネバー
ランドに招待する。そこは楽しいことがいっぱい
の夢の国だという。早速出発しようとするが、ネ
バーランドに行くには空を飛んでいくしかない。さ
あどうするのか？

３
海賊が出た！
　夢と冒険の国
　　　ネバーランド

日本アニメー
ション

24分

　ネバーランドに着くなり、海賊たちの大砲が
襲ってきた。ウェンディたちはピーターパンとはぐ
れてしまう。１人空を飛んでいたウェンディは、
ピーターパンの仲間トートルズの矢に当たってし
まい…。

世界名作劇場

ピーターパンの
　　　　　　　冒険

４
登場！時計ワニは
フック船長の友だち？

日本アニメー
ション

24分

　海賊を見にいったジョンたちが帰ってこない。
フック船長に捕まってしまったのだ。助けに向か
うピーターパンだったが、ジョンたちを人質に取
られて危機一髪。そこへ時計ワニが現れた。

５
フック船長は
ミシンの音が
大嫌い！

日本アニメー
ション

24分

　ピーターパンの仲間のカーリーとスライトリー
が海賊の元へ。実はウェンディを喜ばせようと、
あることを計画していたのだ。だが２人は海賊に
見つかってしまい…。

６
ジョンの初恋？
おてんば娘現れる!

日本アニメー
ション

24分
　「海賊になる！」と言ってジョンが家を飛び出し
た。フックのもとへ向かう森の中、怪しい影がジョ
ンをつけてきた。影は一体何者？
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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

世界名作劇場

ピーターパンの
　　　　　　　冒険

７
ウェンディ頑張る！
卵は誰にも渡さない

日本アニメー
ション

24分

　ピーターパンがウェンディにプレゼントしたの
は、３年に一度だけ産まれるネバーバードの
卵。でもウェンディに、かわいそうだから親鳥に
返してあげてと言われて、ピーターパンは怒って
しまう。ところがフック船長もその卵を狙っていて
…。

８
作戦開始！
　時計ワニを
　　　　笑わせろ！

日本アニメー
ション

24分

　時計のないネバーランド。寝坊や遅刻ばかり
の子どもたちを見て、ウェンディは時計があれ
ば、みんなも規則正しく生活できると考える。で
もネバーランドで時計を持っているのはフック船
長だけだった。

９
ネバーランドの
　　　　　　　法律？
毎日が誕生日だ！

日本アニメー
ション

24分

　楽しいことは毎日あった方がいいと考えたピー
ターパン。勝手にみんなの誕生日を今日にして
しまう。誕生パーティーのために全員分のケー
キを作って待っていたウェンディだが、ピーター
パンは約束を忘れてしまう。怒ったウェンディは
家を出てしまい…。

それいけ！
　アンパンマン カツドンマンと

　　　にんにくこぞう

メロンパンナと
　　　　クリスタル姫

【Ｈ24.9.7放送】

日本テレビ 25分

「カツドンマンとにんにくこぞう」
　ジャムおじさんのにんにくスープを飲んだドン
ブリマントリオはその味に大感激。もっとスープ
を作ってもらうために、にんにく寺へ向かう。

「メロンパンナとクリスタル姫」
　ガラスの国にやってきたメロンパンナたち。クリ
スタル姫とハープの不思議な力で、自分たちの
望む物を出してもらう。メロンパンナとクリームパ
ンダはガラスのロールパンナを作ってもらうが、
ばいきんまんが現れて…。

それいけ！
　アンパンマン クリームパンダと

　　　　ちゅらおばあ

おむすびまんと
　　おしんこちゃん

【Ｈ24.9.14放送】

日本テレビ 25分

「クリームパンダとちゅらおばあ」
　ちゅらおばあのお手伝いのため、さとうきびじ
まにやってきたクリームパンダたち。そこへ変な
２人組が現れて手伝うというが…。

「おむすびまんとおしんこちゃん」
　おむすびまんは、うめぼしばあやのうめぼしを
届けるためパン工場に向かう。途中でばいきん
まんが現れてうめぼしを奪おうと…。

名探偵コナン くらやみ塔の秘宝
（前編）

【Ｈ24.9.15放送】

読売テレビ 25分

　蘭の柔道部の先輩・鏡堂ナナミの屋敷に建つ
「くらやみの塔」。塔には宝が隠されているという
町のうわさがあった。ナナミは、コナンたち少年
探偵団に宝探しを依頼する。ナナミがコナンたち
に屋敷を案内していると突然、女性の悲鳴が
…。

くらやみ塔の秘宝
（後編）

【Ｈ24.9.22放送】

読売テレビ 25分

　灰原たちを救出するため、塔の入り口に入った
コナンと歩美。しかし、通路には鏡などによる仕
掛けが施されなかなか進めない。何とか元太や
光彦と合流できたコナンだったが、不思議な子
供部屋の仕掛けにほんろうされ、気がつくと１人
きりになってしまった。
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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
紅葉御殿で
　　　　謎を解く
　　　　　　　（前編）

【Ｈ23.11.26】

読売テレビ 25分

　コナン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人
が暴走車にひかれそうな場面に遭遇。ひかれそ
うになったのは、須坂衛子という紅葉御殿と呼
ばれる屋敷の運転手と、両親を事故で亡くし、御
殿に引き取られた中北楓（なかきた かえで）だっ
た。衛子はコナンたちを紅葉御殿の主、片寄王
三郎に紹介する。車椅子の王三郎は、ミステ
リーファンで３人を歓迎する。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

紅葉御殿で
　　　　謎を解く
　　　　　　　（後編）

【Ｈ23.12.3】

読売テレビ 25分

　庭でコナンと楓が遊んでいるころ、紅葉御殿で
密室殺人が起きた。そこには不可解な暗号文
「さあ　かさをすぼめよう　東に沈む夕日をなが
めよう…」が残されていた。王三郎の子どもであ
る荻人と野笛は、暗号文は隠し財産のありかを
示しているのではと考え、行方をくらます。

アニメ「ジュノー」

【平成24年】

アニメ・ジュノー
制作委員会

1時間3分

　修学旅行で、広島平和記念公園を訪れた中学
生の美依と優子は、「マルセル・ジュノー博士」と
刻まれた顕彰碑を見つける。突然２人は不思議
な光に包まれ、意識だけが時空を越え７０年以
上前のヨーロッパへタイムスリップ。そこで２人
は、ジュノー博士の苦難と波乱に満ちた半生を
見ることになる。赤十字の一員として世界中の
戦地で救援にあたり、原爆投下後の広島に医薬
品を届けるなどした「広島の恩人」マルセル・
ジュノー博士の半生を描く。
【「ＮＰＯ法人 モースト」より寄贈】

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ
　　　　　　　ＦＩＬＭ

ワンピース

エピソードオブ
　　　　　チョッパー
プラス
冬に咲く、奇跡の桜

東映 1時間53分

　サウザンド・サニー号でグランドラインを突っ走
るルフィ海賊団。そんな中、ナミが原因不明の高
熱で倒れる・・・。医者を探すルフィたちが辿り着
いたのはドラム共和国だった。この”ドクターくれ
は“という医者がひとりだけいると聞き、ルフィは
雪山の城へと向かった！！

プリキュア
オールスターズ

Ｎｅｗ　Ｓｔａｇｅ
みらいのともだち

東映 1時間12分

　横浜みなとみらいの街は、プリキュラたちが、
謎の怪物・フュージョンを倒したというニュースで
持ちきり！プリキュラに憧れる女の子たちは、
ポーズをマネして大ハシャギ。でも転校してきた
ばかりのあゆみは、ひとりぼっち。

ミッキーマウス
クラブハウス
めいたんてい
　　　　　　ミニー

ウォルト・
ディズニー・
スタジオ・
ジャパン

1時間36分
　かわいいミニーが大活躍。ミニーがまるで
シャーロック・ホームズのよう“名探偵ミニー”と
なって登場です。
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