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平成 30年７月 

 

 
 
 
 
当センターでは、聴覚障害者やその関係者を支援する様々な事業を行っています。手話・

字幕付きの映像作品の企画･制作もしており、ここで紹介する DVD は、実費での頒布も
行っています。 

既に頒布している 20 作品に加えて、新たに７作品の頒布を開始します。 
別紙「申込書」に必要事項をご記入のうえ、FAX またはＥメールにてお送りください。 

 手順 ①申込書送付 ②見積書受取 ③代金(送料含む)振込 ④作品受取  

         1.「字幕付き」映像と「手話付き」映像の切替えができます。 
2.「壁を拓く 社会を開く」シリーズは、日本語訳リーフレット(解説書)付きです。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

視聴目的に応じて、価格は次の 2 種類に分かれます。 
① 個人用価格  自宅での個人（原則、購入者本人）での視聴を目的とする方。  
② 団体用価格  サークル･公共団体･企業等、複数人でご覧になることが想定される方。（※貸出不可） 

特長 

価格の見方 
 

社会福祉法人 聴力障害者情報文化センター 
手話･字幕付き「頒布ＤＶＤ」のご案内 

作品№21 大学を目指すあなたへ          平成 26(2014)年 制作 
～大学選びのポイント～                 （45 分） 

内容  ろう・難聴高校生が大学進学を目指す際の大切なポイントについて、先輩の
ろう・難聴大学生から経験やメッセージを聞いています。 
また、現在の日本の障害学生支援の一例として、同志社大学の「障がい学生
支援制度」と日本社会事業大学の「聴覚障害者大学教育支援プロジェクト」
を紹介しています。 

出演者 斉藤くるみ／日置淑美／矢田直人／土橋恵美子／白澤麻弓／ 
日本社会事業大学生／同志社大学生／森田明／荒井美香 

価格〔個人用〕税込 1,950 円（本体 1,806 円＋税） 
〔団体用〕税込 2,400 円（本体 2,223 円＋税） 
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作品№22 知ることから始めましょう        平成 27(2015)年 制作 
～聴覚障害・盲ろうの基礎～                 （50 分） 

内容  平成 28(2016)年４月施行の「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ます。 
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、基礎的な知識を学びます。 

出演者 五十嵐由美子／前田晃秀／藤鹿一之／森せい子 

価格〔個人用〕税込 2,050 円（本体 1,899 円＋税） 
〔団体用〕税込 2,600 円（本体 2,408 円＋税） 

作品№23 手話かみしばい                 平成 27(2015)年 制作 
「うらしまたろう／三枚のおふだ」          （33 分） 

内容  有名な日本の昔話を、魅力的な手話語りと美しいイラストで送ります。 

 「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ました。和尚さんからもら
った３枚のおふだを使って、うまく鬼ばばから逃げら
れるか？  

出演者 那須英彰（手話語り） 

価格〔個人用〕税込 1,400 円（本体 1,297 円＋税） 
〔団体用〕税込 1,750 円（本体 1,621 円＋税） 

作品№24 今から始めましょう            平成 28(2016)年 制作 
～聴覚障害者の防災～                   （33 分） 

内容  地震の多い日本ですが、日頃から地震に対して備えている人は、まだ少な
いです。 
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の話を伺っています。 

出演者 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 

価格〔個人用〕税込 1,400 円（本体 1,297 円＋税） 
〔団体用〕税込 1,750 円（本体 1,621 円＋税） 
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作品№27 聴覚障害者のみなさんへ             平成 29(2017)年 制作 
見直しましょう食生活                （30 分） 

～糖尿病予防のために～ 

内容  「糖尿病」は従来、中高年に多い病気だったため、「成人病」といわれてい

ました。しかし、その原因は、生活習慣が大きく関与していることがわか

り、現在、名称も「生活習慣病」と変わっています。 

 「糖尿病」の早期発見と生活の中でできる予防について、医師と管理栄養

士に話を伺っています。 

出演者 片倉和彦／重田亜裕子／佐沢静枝（手話ワイプ）／森せい子 
 

価格〔個人用〕税込 1,300 円（本体 1,204 円＋税） 
〔団体用〕税込 1,650 円（本体 1,528 円＋税） 

作品№25 手話どうぶつ図鑑             平成 28(2016)年 制作 
 （すべての漢字にふりがな付き）             （36 分） 

内容  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！  

出演者 江副悟史 

価格〔個人用〕税込 1,500 円（本体 1,389 円＋税） 
〔団体用〕税込 1,950 円（本体 1,806 円＋税） 

作品№26 手話どうぶつ図鑑２           平成 29(2017)年 制作 
～海や水辺のいきものたち～（すべての漢字にふりがな付き）（30 分） 

内容  手話のおにいさんと一緒に水族館に行こう！ 

今回の動物は、クジラ・イルカ・アザラシ・サメなど、全部で 12 種類！ 

それぞれの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。「手話どうぶつ図鑑」の第２弾。 

出演者 江副悟史 

価格〔個人用〕税込 1,300 円（本体 1,204 円＋税） 
〔団体用〕税込 1,650 円（本体 1,528 円＋税） 
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１～３枚目の作品と一緒にお申込みください 
● 社 会 情 報  
NO. 作  品  名 価  格 分 証言者・出演者等 

01 広島・原爆 
～ろう者の語る戦争体験～ 

[個人]税込 1,800 円（本体 1,667円＋税） 
[団体]税込 2,300 円（本体 2,130円＋税） 48 

松岡秋夫／高夫勝己／ 
黒川トモエ／森岡正勝／ 
掛谷久美子 

02 東京大空襲 
～ろう者の語る戦争体験２～ 

[個人]税込 1,700 円（本体 1,575円＋税） 
[団体]税込 2,200 円（本体 2,038円＋税） 46 斎藤日出男／鈴木哲郎／ 

細山芳子／鈴木義夫 

03 壁を拓く 社会を開く 
－昭和 30 年～40 年代のろうあ運動－ 

[個人]税込 2,300 円（本体 2,130円＋税） 
[団体]税込 2,900 円（本体 2,686円＋税） 60 

野澤克哉／持田隆彦／ 
大矢暹／樋下光夫／ 
河合洋祐 

04 壁を拓く 社会を開くⅡ 
 －昭和50年代のろうあ運動－ 

[個人]税込 1,900 円（本体 1,760円＋税） 
[団体]税込 2,400 円（本体 2,223円＋税） 51 

野澤克哉／馬屋原亜季／ 
高田英一／山田裕明／ 
黒崎信幸／黄田規子／ 
土谷道子 

05 壁を拓く 社会を開くⅢ 
－平成のろうあ運動－ 

[個人]税込 2,000 円（本体 1,852円＋税） 
[団体]税込 2,500 円（本体 2,315円＋税） 53 

野澤克哉／馬屋原亜季／ 
安藤豊喜／早瀬久美／ 
田口哲朗 

06 壁を拓く 社会を開くⅣ 
－ろう教育の歴史－ 

[個人]税込 1,300 円（本体 1,204円＋税） 
[団体]税込 1,700 円（本体 1,575円＋税） 35 野澤克哉／馬屋原亜季／ 

濱田豊彦 

● 手 話 か み し ば い  
NO. 作  品  名 価  格 分 出 演 者 

07 「くもの糸」 [個人]税込 900 円（本体 834円＋税） 
[団体]税込 1,200 円（本体 1,112円＋税） 26 井崎哲也／是枝行子 

08 「かぐや姫」「ももたろう」 [個人]税込 1,200 円（本体 1,112円＋税） 
[団体]税込 1,600 円（本体 1,482円＋税） 33 五十嵐由美子／ 

井崎哲也／是枝行子 

09 「注文の多い料理店」 [個人]税込 1,300 円（本体 1,204円＋税） 
[団体]税込 1,700 円（本体 1,575円＋税） 36 那須英彰／是枝行子 

10 「しらゆき姫」 [個人]税込 1,000 円（本体 926円＋税） 
[団体]税込 1,300 円（本体 1,204円＋税） 28 緒方リナ／是枝行子 

11 「ツルのおんがえし」 [個人]税込 900 円（本体 834円＋税） 
[団体]税込 1,200 円（本体 1,112円＋税） 25 佐沢静枝／是枝行子 

12 「イソップものがたり」 [個人]税込 1,100 円（本体 1,019円＋税） 
[団体]税込 1,400 円（本体 1,297円＋税） 30 砂田アトム／佐沢静枝 

13 「一寸法師」「わらしべ長者」 [個人]税込 900 円（本体 834円＋税） 
[団体]税込 1,200 円（本体 1,112円＋税） 25 佐沢静枝／野崎誠 

14 「ジャックと豆の木」 
「はだかの王様」 

[個人]税込 1,000 円（本体 926円＋税） 
[団体]税込 1,300 円（本体 1,204円＋税） 28 野崎誠／内田園子 

15 「かさじぞう」 
「おむすびころりん」 

[個人]税込 1,200 円（本体 1,112円＋税） 
[団体]税込 1,500 円（本体 1,389円＋税） 32 野崎誠／佐沢静枝 

16 「みにくいアヒルの子」 
「赤ずきんちゃん」 

[個人]税込 800 円（本体 741円＋税） 
[団体]税込 1,100 円（本体 1,019円＋税） 24 野崎誠／佐沢静枝 

17 「はなさかじいさん」 
「さるかにがっせん」 

[個人]税込 800 円（本体 741円＋税） 
[団体]税込 1,100 円（本体 1,019円＋税） 24 野崎誠／佐沢静枝 

18 「星の銀貨」 
「王様の耳はロバの耳」 

[個人]税込 800 円（本体 741円＋税） 
[団体]税込 1,000 円（本体 926円＋税） 21 野崎誠／佐沢静枝 

19 「あかんぼうになったおばあさん」 
「ねずみのよめいり」 

[個人]税込 600 円（本体 556円＋税） 
[団体]税込 800 円（本体 741円＋税） 18 野崎誠／佐沢静枝 

20 「くつやとこびと」 
「シンデレラ」 

[個人]税込 800 円（本体 741円＋税） 
[団体]税込 1,000 円（本体 926円＋税） 21 野崎誠／佐沢静枝 

社会福祉法人聴力障害者情報文化センター（担当：公益支援部門） 
〒153-0053 東京都目黒区五本木 1-8-3  Tel.03-6833-5003  Fax.03-6833-5000 
E メール dvd-hanpu@jyoubun-center.or.jp  ※お申込みの際には、「申込書」をご利用ください。 

作 品 の 紹 介 

 


