
タイトル サブタイトル 分数
１月号

西大山駅

３月号
障害者差別解消法

とは?
５月号

県民の集い

90

90

80

150

タイトル サブタイトル 分数

てゲてゲ
「まさかの生出演！？

長渕剛アニキ
最強降臨!!」

2014.7.14　放送

てゲてゲ
☆拝見!学校グルメ～給

食・学食巡り～

2015.2.9　放送

第１話 30

第２話 30

第２８話 30

第２９話 30

第３０話 30

タイトル サブタイトル 分数

平成25年9月22日 利用区分 B－3 DVD

平成25年9月29日 利用区分 B－3 DVD

内　　　容

内　　　容

「学校グルメ探訪」第1弾! 「ご当地メニュー」豊富な小学校、校長先生が育
てた「名物野菜」登場の中学校、 生徒が考える「アイデア献立」、豪華ラン
チルームがある学校など、給食タイムを拝見! 一方、高校では売り切れ必
至の「人気パン」争奪戦や、独特のシステムで美味しさを届ける「お弁当専
門食堂」を発見。さらに短大生がプロデュースする「期間限定学食」にも潜
入!!

45

長渕剛がなんと！！生出演。７万５千人を集めた「桜島オールナイトコン
サート」からちょうど１０年。伝説のライブを振り返る。また、母校の生徒との
生トークで質問や悩みに回答しをしたり、歌ってくれたりの１時間。

45

「出たぞ古典妖怪！」「おはらいリターンズ」「古典妖怪ってすごいの？」

「太陽にほえるズラ 第１話人質」「妖怪あせっか鬼」「妖怪さかさっ傘」

「太陽にほえるズラ第２話 誘拐」「妖怪ぶようじん坊」「妖怪一旦ゴメン」

「妖怪がいる！」「恐怖の交差点」

妖怪ウオッチ

A　自主制作

あいかごしま

聞こえない人にも運転免許を

手話言語法、手話言語条例で
何が変わったか！

手話言語法を成立させる目的は何か、手話言語法によって変わること、手
話言語条例によって変わったことなど、実例を挙げながら現状も含めて話
しています。　　　　　　長谷川 芳弘　氏

知ろう、活かそう、みんなの条例
障害者権利条約ができて１年経過。かごしま障害フォーラム主催。
藤井克徳氏による条例検証。

私たちのろう運動と
世界ろう者会議について

（手話のみ）

Ｂ 字幕挿入番組

内　　　容

特急「指宿のたまてば箱号」や「快速なのはな号」に乗り、ＪＲ最南端の「西
大山駅」や竜宮神社を訪ねる。

30

今年で３４回目の「手話で話そう県民のつどい」について、第１回目の様子
を振り返りつつ、今年度の様子を紹介する。

45

欠格条項と苦闘し、田籠勝三氏が運転免許を取得するまでの話。

全日本ろうあ連盟理事、埼玉県聴覚障害者協会代表理事等の肩書を持
つ小出信一郎氏が、ろう運動の歴史や現在の活動、世界ろう者会議の様
子　など語っています。

２０１６年４月から施行される「障害者差別解消法」の解説と、その補充のた
めに求める「情報コミュニケーション法」「手話言語法」の解説。

45

「超有名なアイツ」「なんでそれ言っちゃうの」「フミちゃんの憂鬱」

C　趣味・教養  Culture

CB　風土記・旅

前川清の
笑顔まんてん

タビ好キ

　今回旅する場所は筑豊炭田の積み出し基地だった北九州市若松区。タ
ビのキーワードは「１００年続いたシブすぎる銭湯」。昭和の情緒が多く残っ
ている若松区には今でもマキで焚くという１００年続く銭湯「鶴の湯」があ
る。鶴の湯の５代目オーナーのヒサ子さんは陽気で愉快な名物お母さん。
　素敵な風情の数々に懐かしさを感じる若松区を旅する。 46

前川清／Ｗエンジン・えとう窓口

46

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

今回は北九州市八幡西区木屋瀬の古い通りを旅する。歩き始めてすぐ目
にしたのは四代続く老舗の麹屋。蒸しあがった麦をほおばりながら、独自
の麹菌を守るご主人の苦労話を伺う。次に立ち寄った１００年以上続くとい
う老舗の酒屋には、一升の十倍もある一斗の酒瓶があるという。前川清と
えとう窓口が人々と触れ合いながら北九州市八幡西区を旅する。

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

前川清／Ｗエンジン・えとう窓口

＃８３
北九州市

八幡西区・木屋瀬
若くて強い女性たち

＃７５
北九州市若松区

１００年続いた
シブすぎる銭湯

1



タイトル サブタイトル 分数

利用区分 A－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

　絆を取り戻したい

ＮＨＫ
平成26年11月18日 利用区分 B－3 DVD

Lifestyles of Deaf
Women ・

Studio AYA
平成23年 利用区分 A－3 DVD

～私たちの生きる道～

Ｓｔｕｄｉｏ　ＡＹＡ

平成24年 利用区分 A－3 DVD
ソーシャルワーク

を広げたい
～聴覚サポート

「なかま」～

平成26年6月8日 利用区分 B－3 DVD

ソーシャルワーク
を広げたい

～ろう学校での

取り組み～
平成26年6月15日 利用区分 B－3 DVD

町に手話が広がった

～手話言語条例の
鳥取県は今～

平成26年6月22日 利用区分 B－3 DVD

地域の防災力を
高めるために

平成26年7月6日 利用区分 B－3 DVD

内　　　容

D　記録・報道　Documentary

DA　障害関係

　「ユニバーシティライフ　～ろう・難聴学生の素顔～」（２００６）に出演して
いる５人の卒業生の現在を追ったドキュメンタリー｡仕事、結婚、育児など、
それぞれが自分の人生を歩んでいる。大学時代に学んだことや出会い、
経験が今につながっている。

東京都消費生活
総合センター

　近年、聴覚障害者を取り巻く社会環境は少しずつ改善され、ろう・難聴女
性の活躍の場も広がってきている。しかしこれらはすべて、先輩たちが苦

労して切り拓いてきたものだ。作品では、ろう・難聴女性の諸先輩のお話を
伺い、これからの時代を生きる若い人々に、「今後の自分の生き方」を考え

るきっかけを提供する。　　　　　藤田孝子／岩田恵子／大槻芳子

　
ろうを生きる
難聴を生きる

ＮＨＫ

　ソーシャルワーカーの矢野さんは、学校でのソーシャルワークに力を入
れている。いじめ、虐待、発達障害などのケースに応じて、関係する専門
家を交えてサポートするほか、ろう学校を卒業する子どもたちに、就職・進
学後の環境になじめるよう、アドバイスも行う。

矢野耕二／神部ほなみ

～第６２回全国ろうあ者大会ｉ
ｎ長野～

内　　　容

平成２５年１０月、鳥取県で手話言語条例が制定された。手話を言語と認
めた全国で初めての条例だ。条例制定後、鳥取県では、手話を普及させ
るさまざまな取り組みが進められている。制定から８か月が過ぎた現在の、
取り組みの状況を紹介する。 15

石橋大吾（鳥取県聴覚障害者協会事務局長）

平成２６年６月に長野で開かれた第６２回全国ろうあ者大会から、研究分
科会「防災」のもようを紹介する。テーマは「聴覚障害者の地域の防災力を
高めるには」。気象庁や大学教授といった専門家を招いて、それぞれの地
域で聴覚障害者を災害から守る防災力を高めるための具体的な方策を提
案、検討していく。

15

田中淳／荒谷博／小倉健太郎／倉野直紀／長谷川芳弘

日本聴覚障害者ソーシャルワーカー協会のスタッフは、東日本大震災で
被災した聴覚障害者に支援活動を行い、その経験を基に相談支援の活
動を全国に広げてきた。それが、全国相談支援事業、聴覚サポート「なか
ま」だ。今後、聴覚サポート「なかま」は四国で重点的に活動を進めていく
予定だ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　矢野耕二／舘脇千春

15

15

五目ごはん 82

昭和を
切り拓いた

ろう女性から
あなたへ

60

ハートネット
ＴＶ

創立１００周年を迎える宮城県立聴覚支援学校。東日本大震災によって
同窓会名簿は失われ、多くの卒業生と連絡が取れない状態となっていた。
創立記念式典をきっかけに、失われた絆を取り戻したいと願う卒業生た
ち。なるべく多くの卒業生に式典に参加してもらうため奮闘する同窓会会
長の渡邊征二さんを追う。

CC　生活情報

私はだまされ
ない！？

～悪質商法の被害を
防ぐ鉄則集～

　高齢期を迎えたばかりで、まだまだ元気で判断力のある３人は、悪質商
法に対して「私は、だまされない！」と自信満々。しかし、お金や孤独、住
まいへの不安を巧みに狙われ悪質商法の被害にあってしまう。悪質商法
の被害にあわないための鉄則を伝え、消費者被害の未然防止を図る。 24

石丸 謙二郎

29

渡邊征二／岩佐廣平／渡辺實
（手話付き）手話表現者：米内山昭枝

～被災地の
ろう学校

創立１００周年～

2



豊かな
コミュニケーションを

～中途失聴・難聴者の
手話講習会～

平成26年7月13日 利用区分 B－3 DVD

あの日の夢を
今リングで

～ヤミキ６３歳の

　　　　　挑戦～

平成26年7月20日 利用区分 B－3 DVD

あの日の夢を

今リングで

～百太聾　もっと

強くなりたい～

平成26年7月27日 利用区分 B－3 DVD

心一つに奏でる

～難聴の
吹奏楽部員～

平成26年8月31日 利用区分 B－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

棚田への思い
消えず…

～九州北部豪雨から
１年～

平成25年8月4日 利用区分 B－3 DVD

「戦後」いつまでも…
～戦争の記憶
次の世代へ～

平成25年9月1日 利用区分 B－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

「作造さん、交通安全に
目覚める」の巻

平成26年 利用区分 A－3 DVD

ＪＡ共済
きずな町

物語

ろうを生きる
難聴を生きる

ＮＨＫ

目撃者ｆ
福岡放送

DD　人間関係

E　教育・教材　Education
EA　社会教育

　東京都では、中途失聴者・難聴者のための手話講習会が行われており、
講師には、中途失聴・難聴者として、かつて講習会を受講した当事者が当
たっている。当事者同士という安心感と、中途失聴・難聴者に必要な手話
のあり方を考えながらの指導に、受講生に笑顔があふれる。東京都中途
失聴・難聴者協会では、今年から本格的に指導者養成に取り組みはじめ
た。講師のための手引き書「指導の手引き」を作成し、指導者養成講座を
開講する。　　　　　　　　　　　　　　　　新谷友良／小林順子／渡辺恭子

　ろう者によるプロレス団体ＨＥＲＯには５人の聞こえないレスラーが所属し
ている。最年長のヤミキは６３歳の悪役レスラーだ。ヤミキはかつて力道山
にあこがれ、新日本プロレスに入門した。しかし、聞こえないことを理由に
デビューできず、会社員としての人生を過ごしてきた。そんな彼が５９歳の
時、ＨＥＲＯが結成された。夢をかなえてプロレスラーとしてデビューしたヤ
ミキの奮闘の日々を追う。

ヤミキ／ミスター・ポーゴ／佐藤剛由／友龍

～交通事故に
遭わない･起こさない

ために～

22

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：河合祐三子

　近年、高齢者の交通事故は増加傾向にある。原因の１つは意識と行動
のズレだ。加齢に伴い、視力や反射神経などは衰えていくが、頭の中では
若い頃のままの感覚で運転をしてしまうことが多い。作品では、ドラマ仕立
てで身近な事例を示しながら、高齢者の交通安全について分かりやすく
解説する。

ろう者のプロレス団体ＨＥＲＯの唯一の女性レスラー百太聾（ももたろう）
は、プロレス好きだったお父さんの影響で、子どものころから女子プロの観
戦が大好きだった。体を動かすのが大好きだった彼女は、とうとう２２歳の
時、女子プロに願書を提出するが、聞こえないことを理由に入門を断られ
る。以来、あきらめきれずに生きてきた彼女は、ＨＥＲＯ結成を機に、プロレ
スラーとしての日々をスタートさせた。強くなりたいと練習に励む日々だ。

15

百太聾／矢神葵／コマンド・ボリショイ／ラビット美兎

重度の感音性難聴である村里栞（むらさとしおり）さんは、現在高校３年
生。熊本商業高等学校に通い、吹奏楽部でコントラバスを演奏している。
聞こえのハンディを抱えながら、小さいときから普通校に通ってきた栞さん
は、障害を克服するために、周囲に対し自らさまざまな働きかけをしてき
た。そんな頑張り屋の彼女が、高校生活最後のコンクールに向け努力する
日々を追う。　　村里栞／村上美咲／熊本商業高校吹奏楽部のみなさん

15

15

15

「次の戦争が始まるまでが戦後。戦争さえ始まらなければ、ずっと『戦後』
は続くーー」この思いを胸に戦争のことを記録し、語り継ぐ人々がいる。か
つて特攻隊の基地のあった大分県宇佐市に平和資料館がオープンした。
資料館の誕生と運営には市民団体「豊の国宇佐市塾」が大きく貢献してい
る。宇佐市塾は地元の文化や歴史の研究を続ける中で、近年、戦争を
テーマにして、特攻隊の生き残りや遺族に戦争の話を聞いて記録に残す
活動などを行っている。

27

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：野口岳史

内　　　容

九州北部豪雨で大きな被害を受けた福岡県うきは市。日本の棚田百選
にも選ばれたつづら棚田も被災した。農業を営む坂本昭市さんも、この豪
雨で自宅と多くの田んぼを失った。一時は、田んぼをやめることも考えた
坂本さんだが、棚田を通じて交流してきた人々とのふれあいを通じて、再
び田んぼづくりに取り組む決意を新たにする。

27

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：高井洋　                 坂本昭市

内　　　容

3



「春子さん
危機一髪」の巻

～詐欺の被害に

遭わないために～

平成26年 利用区分 A－3 DVD

50

50

利用区分 A－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

（11）植物の進化の
　謎と不思議をめぐって

カワゴケソウの巻

平成19年 利用区分 A－3 DVD

（12）進め！
　　海洋の冒険者たち

ウミガメの巻

平成19年 利用区分 A－3 DVD

（13）たまには外で
　のんびりしたいんです

　ナマケモノの巻

平成19年 利用区分 A－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

薬の
正しい使い方

薬の正しい使い方
（手話・字幕版）
小学６年生向け

30

　
耳・鼻・のどの病気

最新情報

平成27年1月12日 利用区分 B－3 DVD
　

耳・鼻・のどの病気
最新情報

平成27年1月13日 利用区分 B－3 DVD

ＪＡ共済
きずな町

物語

地震！そのとき･･･
　　　　　　～阪神大震災からの教訓～

非常及び災害時における高齢聴覚障害者等支援ガイドビデオ
（ＶＨＳテープです）

サイエンス
チャンネル
赤ちゃんが
いっぱい

独立行政法人
科学技術振興

機構

　高齢者を狙った詐欺は後を絶たない。振り込め詐欺や、もうけ話をか
たった詐欺、医療費の還付金詐欺など、次々に新しい手口が出てきてい
る。高齢者を狙う詐欺に遭わないための最大の対策は、家族同士や同じ
町に住む人々が互いに気を配り声を掛け合うこと。作品では、ドラマ仕立
てで詐欺の具体例を紹介する。

EB　教材

横浜にまつわる奇想天外な歴史物語。語り部は、ＮＨＫ手話ニュースなど
でもおなじみの、小野　広祐さん。

災害がおきたとき
みんなで支えあうために

藤沢市
平成２６年

手話で語る横浜誕生物語

目で聴くテレビ 目で聴くテレビの番組がＤＶＤになったため、その番組を紹介。

　私たちが暮らす日本は、昔から何度も自然災害の被害に遭ってきた。大
災害の時に、まず大切なことは自分の身を守ること。そして家族の安全を
確認したあとに、地域住民相互の助け合いが重要になる。この作品では、
高齢者や障がい者等の災害時要援護者（避難行動要支援者）の避難支
援に役立てるための具体的な方法を説明する。

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明

17

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：河合祐三子

内　　　容

24

福島邦博／浜中博久／久田直子

福島邦博／浜中博久／久田直子

日本では１，０００人に１人の割合で難聴の赤ちゃんが生まれている。日
本耳鼻咽喉科学会の福島邦博専門医の話では、先天性難聴の半分は遺
伝子によるものが原因、残りは感染症や妊娠中のトラブルが原因だという。
最近では新生児スクリーニングで早期に難聴を発見し療育すれば、コミュ
ニケーション能力を得ることができるようになった。また最近利用者が増え
ている人工内耳について、実際に手術を受けた６歳の子どもの例を紹介

15

小学校で実施する「くすりの正しい使い方講座」の聴覚障害児用教材とし
て、大阪府立急性期総合医療センター薬局薬剤師の柴田昌彦氏の協力
で作成したもの

HA　医療・健康

内　　　容

きょうの健康
高齢者の難聴

ＮＨＫ

　カワゴケソウは、清流だけに生息する水中植物。しかし、驚くことに７０００
万年前には、陸上に生えるオトギリソウという植物だったという。新しい環境
に適応するために、現在の形に進化したのだ。進化の不思議に魅せら
れ、植物学の研究者たちはきょうも研究を続けている。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：後藤美幸

14

絶滅危惧種に指定されているウミガメ。沖縄美ら海（ちゅらうみ）水族館
は、世界のウミガメ８種類のうち５種類を展示している。 ウミガメ担当の前
田さんは、ウミガメを通して環境の大切さを伝えたいと、ウミガメの卵の保
護、飼育、研究を続けている。 14

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：荒井美香

東京都にある上野動物園のベテラン飼育員である細田さんが考えた動
物の見せ方の工夫について紹介する。 ナマケモノ、オオアリクイ、アイア
イなど、たくさんの動物を飼育してきて、いろんな改革をしてきた細田さん
だからこそわかる「動物も喜び、人も楽しい」というその工夫とは？ 14

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：河野光子

15

きょうの健康
子どもの難聴

ＮＨＫ

高齢者に多い、老化によって起こる加齢性難聴。加齢性難聴は、小さい
音が聞きづらくなるほか、高い音から聞き取りにくくなっていくことが特徴
だ。会話が聞こえづらくなることから、周囲の人とのコミュニケーションが減
り、認知症のきっかけになることもある。高齢者が聞こえづらくなったら、早
めに専門医を受診することが大切だ。

4



大人の中耳炎と難聴

平成27年9月16日 利用区分 B－3 DVD

チョイス
＠病気に
なったとき

耳鳴りのチョイス

平成27年6月6日 利用区分 B－3 DVD

合併症を食い止める！
傷つく全身の血管

平成26年6月30日 利用区分 B－3 DVD

合併症を食い止める！
神経障害

足をチェック

平成26年7月1日 利用区分 B－3 DVD

合併症を食い止める！
　腎症

早期発見の検査あり

平成26年7月2日 利用区分 B－3 DVD

合併症を食い止める！
網膜症

視力を保つには

平成26年7月3日 利用区分 B－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

1

平成16年4月11日 利用区分 B－3 DVD

2

平成16年4月18日 利用区分 B－3 DVD

3

平成16年4月25日 利用区分 B－3 DVD

福島邦博／浜中博久／久田直子

２回目のテーマは「神経障害 足をチェック」。糖尿病の合併症の１つ神
経障害は、足のしびれや痛みが起こる。神経障害を完全に治す薬はまだ
ないため、進行させないことが重要だ。神経障害の起こるしくみや最新の
検査方法、また神経障害を起こさないための血糖値の数値目標などを解
説する。

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：早瀨久美

FB　連続ドラマ

オレンジ
デイズ

　
ＴＢＳ

15

羽田勝計／濱中博久／久田直子

15

15

羽田勝計／濱中博久／久田直子

４回目のテーマは「網膜症 視力を保つには」。糖尿病網膜症は糖尿病
患者の３～４割に起きる合併症。失明などの重い視力障害に至ることもあ
るが、早期発見・治療で多くの場合、視力低下を食い止めることができる。
そのためには、網膜症の進行度合いに合わせた検査が必要だ。

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：早瀨久美
15

山下英俊／濱中博久／久田直子

羽田勝計／濱中博久／久田直子

３回目のテーマは「腎症 早期発見の検査あり」。近年、糖尿病の合併症
である糖尿病腎症を発症して人工透析に至る人が急増している。糖尿病
腎症は高血糖により腎臓の機能が損なわれる合併症で、最終的には腎不
全から死に至ることもある。重症化を防ぐには何より早期発見が第一だ。

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：早瀨久美

きょうの健康
糖尿病
ＮＨＫ

F　映画・ドラマ　Fiction

バイオリニストの道をあきらめた沙絵は、大事にしていたバイオリンを売っ
てしまった。しかし、本当はバイオリンをあきらめたくはなかった。そんな沙
絵の本心を知った櫂は、翔平と啓太とともに、沙絵のバイオリンを探した。

47

沙絵と櫂の関係に、櫂の年上の彼女・真帆の心は複雑だった。そして、
真帆は大学時代の友人だった佐野を誘い、悩みを打ち明ける。大学時代
から真帆のことが好きだった佐野は、いつでも受け止めてやると真帆に言
う。

現在糖尿病の患者数は約９５０万人。予備群を含めると２０００万人を超
えると言われる。糖尿病はあまり自覚症状もなく、気付いたときには病状が
進行していることが多い。進行するとさまざまな合併症を併発し、失明や足
の指の切断、人工透析等に至ることもある。番組では４回にわたり、糖尿病
の合併症を防ぐポイントをお伝えする。

（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：早瀨久美

耳鳴りに悩んでいる人は多いが、その原因はさまざまだ。番組では、「難
聴からくる耳鳴り」「失聴にもつながる突発性難聴による耳鳴り」「聴神経腫
瘍からくる耳鳴り」「ストレスからくる耳鳴り」の４つを取り上げ、それぞれの
事例で選ばれた治療の「チョイス」について解説する。スタジオにＪＣＨＯ東
京新宿メディカルセンターの石井正則さんを迎えて、詳しい解説を伺う。

44

きょうの健康
  ＮＨＫ

47

内　　　容

大学４年生の結城櫂（ゆうきかい）は、就職の内定がもらえず焦ってい
た。年上の彼女・真帆にも励まされるが、なかなかうまくいかない。そんなあ
る日、櫂はバイオリンを弾く美しい女性に出会う。それが櫂と沙絵の初めて
の出会いだった。　  妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太

73

石井正則

高齢者に多い、老化によって起こる加齢性難聴。加齢性難聴は、小さい
音が聞きづらくなるほか、高い音から聞き取りにくくなっていくことが特徴
だ。会話が聞こえづらくなることから、周囲の人とのコミュニケーションが減
り、認知症のきっかけになることもある。高齢者が聞こえづらくなったら、早
めに専門医を受診することが大切だ。

15

5



4

平成16年5月2日 利用区分 B－3 DVD

5

平成16年5月9日 利用区分 B－3 DVD

6

平成16年5月16日 利用区分 B－3 DVD

7

平成16年5月23日 利用区分 B－3 DVD

8

平成16年5月30日 利用区分 B－3 DVD

9

平成16年6月6日 利用区分 B－3 DVD

10

平成16年6月13日 利用区分 B－3 DVD

11

平成16年6月20日 利用区分 B－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

６０歳の
ラブレター 平成22年

129

平成25年

復活の「F」

平成26年

プリキュア
オールスターズ
春のカーニバル

平成26年

釣りバカ日誌

松竹
13 110

66

ドラゴンボール
Z

東映

ドラゴンボールZ 「神と神」の続編。「F」は、主人公の孫悟空らサイヤ人の
宿敵であったフリーザを指している。伝説の戦士「超サイヤ人ゴッド」に覚
醒した孫悟空と破壊神ビルスの、地球の存亡を賭けた激闘からしばらく
経ったある日、平和な地球に不穏な影が近づいていた・・・

66

オレンジ
デイズ

　
ＴＢＳ

オレンジ
デイズ

　
ＴＢＳ

プリキュア

東映

歌とダンスの国である「ハルモニア」に招待された歴代プリキュアたちは「春
のカーニバル」に参加することになるが、国を乗っ取っていたハルモニアを
狙う怪盗たちに神聖なカーニバルを台無しにされてしまう。平和を救うため
想いをこめた歌とダンスで奇跡をおこそうとプリキュアオールスターズが活

66

佐野岳／小林豊／高杉真宙／久保田悠来／松田岳／片岡愛之助

好きって
いいなよ。

松竹

沙絵の家に沙絵と親せきのハルキがやってきた。ハルキはドイツの有名
な楽団でピアノを弾いている。長期休暇を取って日本に帰ってきたハルキ
は、しばらく沙絵の家に世話になることになったのだ。沙絵とハルキは子供
のころから仲がよかった。

47

沙絵は母からドイツで手術を受けることを勧められ悩む。一方、翔平はカ
メラマンの先生に、一緒にチベットへ撮影旅行にかないかと誘われる。そし
て啓太は卒業後に実家の名古屋に帰ることを決心する。オレンジの会の
それぞれが自分の歩む道に悩む。

47

FD　映画

沙絵と親しげに手話で話す男性が一体何者なのか、気になる櫂。茜によ
ると、沙絵が留学先で一緒だった沙絵のあこがれの先輩・柿崎であること
が分かった。沙絵をデートに誘った柿崎は、沙絵に「前から好きだった」と
告白する。

47

沙絵に「櫂は自分より下の人に優しくしてあげるのが気持ちいいのよ」と
言われ、ショックと同時に怒る櫂。沙絵の本心を察した茜は、２人を仲直り
させるため、翔平とともに、２人きりで海に行かせる計画を立てる。

オレンジ
デイズ

　
ＴＢＳ

オレンジの会はバラバラになってしまった。ドイツへ行ってしまった沙絵、
チベットへ行ってしまった翔平、残りの３人も何となく顔を合わせる機会が
減っていった。そんなある日、櫂のもとへ沙絵から手紙が届いた。そこに書
かれていたのは…。

60

離婚を決意した夫婦、新しい恋に臆病な石と作家、病と闘う仲良し夫婦、３
組が織りなす愛の実話　　　　               中村雅俊　原田美枝子

めいは小学生時代、クラスで飼っていたウサギが雑草を食べさせられた後
で急死した時、居合わせただけだったにもかかわらず、罪をなすりつけら
れてしまい心を閉ざした。高校生になってからも、人を信じることが出来
ず、一人でいることが日常になっていた。そんな中・・・
川口春奈　福士蒼汰

47

自分の進路を決めた櫂、就職の内定が取れた茜と啓太。啓太はそのお
祝いに、オレンジの会でキャンプに行くことを提案する。５人はレンタカー
を借り、湖畔のキャンプ場に向かった。

47

沙絵の頑張る姿に影響を受け、人生の目標を見つけた櫂は、バイオリン
をあきらめた沙絵にピアノを弾くことを勧める。「沙絵のお陰で自分の道を
見つけた。沙絵も頑張れ」と櫂に励まされた沙絵は、自分の力でピアノを
弾ける場所を探し始めた。

47

内　　　容

啓太がオレンジ色のノートを用意し、自分の心の内を自由に書き合うこと
を提案する。そして５人の仲間を｢オレンジの会｣と名付けた。ある日茜は、
就職試験が行われたホテルで偶然に翔平と出会った。 47

浜崎伝助の営業の成果で鈴木建設は富山に美術館を建てることになっ
た。発注者は伝助の釣り仲間の天狗堂の黒部会長。会長は設計を手がけ
ることになった桐山桂を気に入り、契約の条件として自分の息子と桂との
縁談を強引に浜ちゃんに迫るが…。

（上映の際は事前届出が必要です）
6



平成14年 利用区分 B－3 DVD

サッカー大作戦！
黄金の果実争奪杯！

平成26年 利用区分 B－3 DVD

劇団ＧＭＧ
映画制作委員会

現鼓舞指座

平成2年

利用区分 A－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

１０　かあさんの
ブエノスアイレス

利用区分 B－3 DVD
日本

アニメーション

11　おかあさんの手紙

利用区分 B－3 DVD

12　ひこう船のとぶ日

利用区分 B－3 DVD

１３　さよならフィオリーナ

利用区分 B－3 DVD

１４　マルコの決意

利用区分 B－3 DVD

世界名作劇場
母をたずねて

三千里

日本
アニメーション

四つの終止符

ろうあ者の青年・晋一は、母・辰子と祖父・進と慎ましく生活していた。ある
日、晋一が買った薬を飲んで辰子が死んでしまう。警察は、晋一による毒
殺だと断定し、しつような取り調べを続ける。進や晋一を慕う石母田幸子
(いしもださちこ)は、彼を救おうと奔走するが…。

ろうあ者を取り巻く差別的な状況を鋭く描いた一作。

※作品中に、現在では不適切な表現や発言がありますが、作品の時代
背景や原作者・制作者の意図を尊重しオリジナルのまま字幕制作していま
す。

（上映の際は事前届出が必要です）

世界名作劇場
母をたずねて

三千里
26

ペッピーノとコンチェッタの代わりに、一人で人形劇をやりに出かけたフィ
オリーナは、子どもたちに石を投げつけられ、すっかり自信をなくしてしま
う。そんなフィオリーナを見たマルコは、マリオネットを渡して、「君にはこの
人形が一番なんだ。」と励ます。懸命に人形を操るフィオリーナの周りに
は、見物人が集まり大喝采を受ける。ペッピーノやコンチェッタに感謝され
るマルコだが、元気がない様子。マルコの気がかりは？

26

町はジェノバを飛び立つ飛行船のことで持ちきり。たくさんの人でにぎわ
うこの日、会場でアイスクリームを売ったら大繁盛間違いないとエミリオがマ
ルコを誘ってきた。アルゼンチンに行くためにお金をためているマルコは
大喜びだ。古い機械を持ち出してアイスクリームを作り、たくさん売ろうとす
る二人だが、大粒の雨が降りだす。せっかく用意したアイスクリームは、果
たして売れるのか？

26

雨のため興行を中止したペッピーノ一座に出くわしたマルコ。一座では、
コンチェッタとペッピーノが高熱に見舞われていた。見かねたマルコが、お
父さんの働く診療所に相談すると、ロンバルディーニ先生が往診に来てく
れた。往診の帰り道、先生は南米の空に輝く南十字星の話をしてくれた。
お母さんからの便りが途絶えがちだったが、それを聞いたマルコは希望を
持つのだった。

26

フィオリーナはマルコと一緒にアルゼンチンに行けることが嬉しくて機嫌
がいい。その様子を見てコンチェッタはマルコが行けなくなった時のことを
思うと心配になる。マルコを移民船に乗せてくれると約束したレナートは最
初からお金をだまし取ることだけが目的だった。それに気づいたエミリオは
マルコと必死にレナートを捜すが…。

内　　　容

26

お母さんの身を案じて、マルコはアルゼンチンに行かせてほしいと懇願
するが、お父さんは猛反対。そんなとき、トニオが機関士の上級学校に合
格してミラノに行くことに。お母さんを助けに行けるのは夏休み中の自分だ
けだとマルコは確信した。マルコは、港に停泊していたブラジル行きの快
速船フォルゴーレ号に潜り込もうと企て、ある夜、お父さんに置き手紙を残
し、そっと家を出ていった。

107

J　子ども物・アニメ　Junior

JB　創作アニメなど

仮面ライダー
鎧武

東映

封鎖された沢芽市で紘太（仮面ライダー鎧武）は、不思議な少年・ラピス
と出会いパラレルワールドへと迷い込む。その沢芽市は、サッカーでにぎ
わい、全ビートライダーズたちが集結する『オールライダーカップ』が開催さ
れていた。街の様子の変わりように戸惑う紘太だったが…。 66

佐野岳／小林豊／高杉真宙／久保田悠来／松田岳／片岡愛之助

西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／丹波哲郎／鈴木京香／小澤征
悦

7



１５　すすめ
フォルゴーレ号

利用区分 B－3 DVD

１６　ちいさなコック長

利用区分 B－3 DVD

１７　赤道まつり

利用区分 B－3 DVD

１８　リオの移民船

利用区分 B－3 DVD

平成26年11月22日 利用区分 B－3 DVD

意外な結果の
恋愛小説（後編）

読売テレビ 平成26年11月29日 利用区分 B－3 DVD

自首したお笑い芸人
（前編）

平成26年11月1日 利用区分 B－3 DVD

読売テレビ 平成26年11月8日 利用区分 B－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

平成25年7月7日 利用区分 A－3 DVD

平成25年7月14日 利用区分 A－3 DVD

世界名作劇場
母をたずねて

三千里

日本
アニメーション

ＮＨＫ
みんなの手話

名探偵コナン

名探偵コナン

落ちていた財布を交番に届けに来たコナン。そこへお笑い芸人のドドン
パ六助が、所属事務所の社長・天藤秀樹を殺したと自首して来た。だが、
捜査を進めていくと、供述内容の矛盾が発覚し、ドドンパによる殺害は不
可能だとわかった。 ドドンパは、なぜ犯人になろうとしたのか。真犯人は
誰なのか。コナンの推理が始まる。

自首したお笑い芸人
（後編）

フォルゴーレ号はリオデジャネイロに到着した。この港からお母さんのい
るブエノスアイレスまでもうすぐ。そう思うとマルコの心は躍る。優しくかわい
がってくれたコック長やロッキーに別れを告げ、下船の身仕度をするマル
コ。だが乗り換えるはずのエドワード号が座礁して修理に１０日ほどかかる
という。しかしフォルゴーレ号は３日後には出港の予定だ。マルコはこの
先、どうなるのか。

26

意外な結果の
恋愛小説（前編）

ドドンパの都合が良すぎるアリバイに違和感を覚えたコナンは、ドドンパ
への疑いを強める。そんな中、警視庁に犯人を名乗る女性から電話がく
る。コナンは、事件当時のドドンパの足取りをたどりながら、巧妙なアリバイ
トリックを見破る。

25

ZF 　手話学習用　手話表現
内　　　容

○学習ステップ１「できる」「大丈夫」「できない」「難しい」「跳べる」「跳べな
い」「厳しい」「簡単」
○学習ステップ２「必要ない」「行くべき」「大切」「判断」「決める」
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

○学習ステップ１「弱い」「普通」「まあまあ」「最高／最低」「緊張する」
○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまらない」「将棋」
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん　ダンス１」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

第１５回
～する／～されるの表現

25

コナン、蘭、園子は、ホテル暮らしをしている世良の部屋を訪れた。その
ホテルで、有名恋愛小説家・火浦の助手が殺害される。コナンと世良は、
関係者の供述から犯人は火浦だとにらむが…。 25

被害者の荷物から、消印が２０年前のはがきが見つかる。差出人は火浦
で、あて名は太田順と書かれていた。太田順は、火浦の小説のヒロインの
名だった。コナンと世良は、高木刑事の何気ないひと言から事件のアリバ
イトリックを見破る。

25

フォルゴーレ号でブラジルに向かったマルコ。炊事係の一員として働き
はじめるが、慣れない船の生活に緊張してしまう。そんなマルコを心配した
コック長のレオナルドは、早く海の上での生活に慣れるようにと、「マストに
花を咲かせろ」とマルコに不思議な仕事を命令する。マルコはロッキーや
ゆかいな船乗りたちに囲まれて、どんな船の旅を始めるのか。

26

マルコはフォルゴーレ号の船の生活にも慣れてきて、コック長、船員たち
にかわいがられながら、厳しくも楽しい旅を続けていた。船が赤道を通過し
た時に祝う赤道祭りのパーティーが盛大に行われることになり、コック長は
マルコを驚かそうとある計画を練っていた。

26

世界名作劇場
母をたずねて

三千里

日本
アニメーション

船に隠れて不安な一夜をフォルゴーレ号で明かしたマルコは、船のコッ
ク長レオナルドに見つかってしまう。ここで降ろされてはせっかくのチャンス
がなくなるので、マルコは事情を話し、乗せていってくれるよう必死に頼
む。マルコの熱心さにレオナルドはだんだん心を動かされていくのだった。
マルコは、船に乗ることができるのか。そして、お母さんに会うことができる
のか。

26

第１４回
可能／必要の表現
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平成25年7月21日 利用区分 A－3 DVD

第１７回
強い／弱いに
関する表現

平成25年7月28日 利用区分 A－3 DVD

平成25年8月4日 利用区分 A－3 DVD

平成25年8月11日 利用区分 A－3 DVD

第２０回
健康／医療の表現

平成25年8月18日 利用区分 A－3 DVD

平成25年8月25日 利用区分 A－3 DVD

平成25年9月1日 利用区分 A－3 DVD

第２３回
スポーツに関する表現

平成25年9月8日 利用区分 A－3 DVD

ＮＨＫ
みんなの手話

ＮＨＫ
みんなの手話

第１６回
比較の表現

○学習ステップ１「比較する表現」「こちらのほうがよい」「どちらでもよい」
「良い」「悪い」
○学習ステップ２「同じ」「違う」「変わる」「相変わらず」「間違い」
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部２」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

○学習ステップ１「野球」「サッカー」「バレーボール」
○学習ステップ２「練習」「トレーニング」「準備体操」「運動不足」
○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観音様』後編　半澤啓子
さん　穀田千賀子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

第１９回
買い物の表現

○学習ステップ１「買う」「売る」「買い物」「値上げ」「バーゲン」「“他”と“以
降”」
○学習ステップ２「商売」「商店街」「デパート」「付いていく」「会う／ばったり
会う／すれ違う」
○手話で語る絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』練習の様子　大橋
ひろえさん　金子真美さん　西田夏奈子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

ＮＨＫ
みんなの手話

ＮＨＫ
みんなの手話

早瀬憲太郎／貴田みどり

早瀬憲太郎／貴田みどり

○学習ステップ１「病気」「かぜ」「診断を受ける」「薬」
○学習ステップ２「入院」「退院」「医師」「病院」
○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』千葉での公演の様
子」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

第２１回
旅行に関する表現

○学習ステップ１「電車」「バス」「車」「船」
○学習ステップ２「旅館」「ホテル」「地図」「案内」
○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「早瀬憲太郎監督作品　映画『生命のことづけ』」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

第２２回
仕事に関する表現

○学習ステップ１「会社員」「公務員」「理髪店」「料理人」
○学習ステップ２「契約」「残業」「アルバイト」「出張」
○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観音様』前編　半澤啓子
さん　穀田千賀子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

○学習ステップ１「弱い」「普通」「まあまあ」「最高／最低」「緊張する」
○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまらない」「将棋」
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん　ダンス１」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

25

第１８回
学校生活に関する表現

○学習ステップ１「大学」「高校」「中学校」「小学校」「勉強」「寂しい」
○学習ステップ２「放課後」「テスト」「受験」「暇」
○手話で語る絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん　ダンス２」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

25
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平成25年9月15日 利用区分 A－3 DVD

第２５回
いろいろな行事の表現

平成25年9月22日 利用区分 A－3 DVD

平成25年9月29日 利用区分 A－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

平成27年 利用区分 A－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

　「うらしまたろう・
三枚のおふだ」

聴力障害者
情報文化センター

利用区分 B－3 DVD

タイトル サブタイトル 分数

30

120

90

100

110

60

60

100

100

100

100

ＮＨＫ
みんなの手話

内　　　容

第１９回　　記念講演「手話通訳とは何か」松本晶行（字幕なし）

手話
かみしばい

XE　教育・教材

X　手話

XJ　子ども物・アニメ

有名な日本のむかしばなしを、魅力的な手話語りと美しいイラストで送る。
　「うらしまたろう」浜で子どもたちにいじめられていた亀を助けたうらしまた
ろう。たろうは亀につれられて、海の底の竜宮城へ行き楽しい日々を送る
が…。
　「三枚のおふだ」山にクリ拾いに行った小僧さん。ところが山にはこわ～
い鬼ばばが暮らしていた。和尚さんからもらった三枚のおふだを使って、う
まく鬼ばばから逃げられるか？　　　　　　　　　　　手話語り：那須英彰

内　　　容

手話で話そう県民の集い

 第２０回　　記念講演　伊東氏

難聴児の親福祉講座 講演　岩山 誠　①

鹿児島聾学校　運動会

難聴児の親福祉講座

2001年9月

第１回　県民の集い

講演　山本 清

第29回全九集手話通訳者研修会講演 「私の弁護士活動」田門浩（字幕なし）

全通研１日研修会講演

平和への誓い 講演　山崎 豊子　氏

難聴児の親福祉講座 講演　岩山 誠　②

かわりゆくもの まもらねばならないもの１(伊藤雋祐：字幕なし）

26
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かわりゆくもの まもらねばならないもの２(伊藤雋祐：字幕なし）

知ることから
始めましょう

第２４回
レジャーに関する表現

○学習ステップ１｢動物園」「水族館」「博物館」「美術館」
○学習ステップ２「ハイキング」「海水浴」「スキー」
○しゅわしゅわワールド「手話通訳学科のある専門学校　世田谷福祉専門
学校　高島良宏さん　飯泉菜穂子さん」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

ＮＨＫ
みんなの手話

○学習ステップ１「節分」「クリスマス」「お盆」
○学習ステップ２「入学式」「卒業式」「入社式」
○しゅわしゅわワールド「手話サークルが開く子ども手話体験教室　手話
サークルすみだ」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ　９月の曲「ＳＴＯＲＹ」

25

早瀬憲太郎／貴田みどり

第２６回
手話で

話しかけられたら

○場所を尋ねられた時の練習
○値段を尋ねられた時の練習
○食堂での会話練習
○ホテルのフロントでの会話練習
○電車の中での会話練習
○手話で語る絵本「おつきさまこんばんは」
○ＨＡＮＤＳＩＧＮ「ＤＲＥＡＭ　ＳＴＡＧＥ」

25

　　～聴覚障害・
　　　　　盲ろうの基礎～

五十嵐由美子／前田晃秀／藤鹿一之／森せい子

14

２０１６年４月に施行される障害者差別解消法では、障害を理由とした差別
を解消するために合理的配慮が求められている。
　「聴覚障害・盲ろうとはどんな障害か」「何に不便を感じるのか」「必要な
支援、配慮は何か」ということを当事者の経験から学ぶとともに、聴覚障害・
盲ろうについて基礎的な知識を学ぶ。

内　　　容

Ａ　自主制作番組バックナンバー（ビデオをＤＶＤに作り直し）
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2001　５月号

2001　10月号

2002　１月号

2002　２月号

2002　３月号

2002　５月号

2002　８月号

2002　９月号

2002　11月号

2003　２月号

2003　５月号

2003　６月号

2003　９月号

2004　１月号

2004　３月号

2005　１月号

2005　３月号

2005　９月号

各
３０分

長崎の山口幸枝

警察特集　咲月遙ポエム

家電リサイクル法　施設紹介

家庭でできる応急手当　塩屋祐幸　敬老会　早瀬久美
ろう学校運動会

魅力ある手話　かぐや姫　岩山誠

各協会　石神禄山

あいかごしま
インフルエンザ

節句　福永次男

かつおのびんた料理　立石辰也

下堂園里美

聾学校１００周年　慣用句 さ行

九州新幹線　慣用句な　県民の集い　砂田アトム　アントニオ高田

「自然災害の時、聴覚障害者は」　～「８・６水害」の体験談～

「聾学校生の卒業」～卒業を目前にした生徒は・・・～

「素敵なおばあちゃん紹介」　～敬老の日に寄せて～

ＩＴ講習　小平田　和博

石神禄山

盲ろう者について　東郷せつ子

11


