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貸し出し用ビデオ・DVD には貸し出しできる人の制限があります。 

① 身体障害者手帳をお持ちの方、聴覚障害者団体・関係施設・教育機関の方 

この目録に記載されている全ての作品、借りられます。 

  

② 身体障害者手帳を持っていないが、聴覚に障害があり、補聴機器がいつも必要な方 

この目録に記載されている全ての作品、借りられます。 

 

③ 聴者（耳が聞こえる方）、その他の施設の方 

               P１・２・21 の作品のみが借りられます（他は貸出不可）。 

 

 

 

この冊子の見方 

…ビデオテープの作品        …DVD の作品 
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳の有無に関係なく誰でも借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EA2010-006 23 （財）警察協会

EA2010-007 27 （財）警察協会

EA2010-008 17 環境省

EA2010-009 33 金融庁

作　品　名

　クレジットカードや振り込め詐欺など、金融取引に関係した犯罪被害が後を絶たない。こ
のＤＶＤでは３つの話を収録し、それぞれで金融取引の基礎知識や、金融に関するトラブル
から身を守る方法を解説する。収録されているテーマは「偽造盗難カードについて」「振り
込め詐欺について」「多重債務について」の３編。
平成20年

　あなたは、「ネットの裏側」という言葉から何を想像するだろうか｡この作品では、イン
ターネットの世界で起きている犯罪の中でも、掲示板などでの誹謗中傷（ひぼうちゅうしょ
う）行為や、個人情報を盗まれ悪用された事例など、中・高生でも巻き込まれやすい犯罪に
焦点を当て解説している。

情報セキュリティ対策

平成２０年度　アクセスの代償
あなたの知らないネットの裏側

平成１９年度　仕掛けられた罠

　インターネットの世界では、次々に新しい犯罪が起きている。しかし多くの人は、ワンク
リック請求やフィッシングといった言葉は知っていても、その内容を詳しくは知らなかった
り、自分には関係ないと思っていたりするのではないだろうか。
　この作品は、正しい情報を知り、被害に遭わないよう注意することが何より大切だと警告
している。
平成19年

天才？Ｄｒ．ハマックス
～みんなの力で地球を救え！！スペシャル～

　自ら発明したタイムマシンで未来の地球にやって来たドクター・ハマックスと仲間たち。
100年後の世界は地球温暖化の影響で荒れ果てたひどい環境だった。未来の世界でプクという
お魚ロボットと出会ったドクターたちは現在の日本に戻り、未来の地球を救うため地球温暖
化を防ごうとＣＯ２の削減に取り組む。地球温暖化のしくみや、身近なところでできるＣＯ
２削減の工夫などをアニメを通して楽しく学ぶ。
平成21年

はじめての金融ガイド
金融取引の基礎知識　～トラブルの予防のために～
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2
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳の有無に関係なく誰でも借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EA2010-010 23
(財)麻薬･覚せい剤
乱用防止センター

EA2010-011 15
(財)麻薬･覚せい剤
乱用防止センター

EA2010-012 17
(財)麻薬･覚せい剤
乱用防止センター

EA2010-013 20 国税庁

EA2010-014 16 国税庁

EA2010-015 19 総務省消防庁

EA2010-016 21 総務省消防庁

ジャンルで選べる税金ガイド
国税徴収官の仕事

　国税徴収官（こくぜいちょうしゅうかん）の仕事は、滞納されている税金を徴収する仕事
だ。不測の事態で税金を納付できなくなった人に分割納付などを認めてくれる一方で、納付
する財産があるにもかかわらず納付しなかったり、財産隠しを行ったりする滞納者に対して
は、差押えなどを行う。
　難しい内容も、ドラマ仕立てなのでわかりやすい。

作　品　名

　日本に住んでいるわたしたちは常に地震に備えておくことが必要だが、実際には何を準備
し、理解していればいいのだろうか。
　この作品は、ふだんから備えておくべきことと、地震発生時に取るべき行動の両方につい
て、過去の地震の被災者の声やデータを基に、具体的に教えてくれる。
平成20年

国税庁の海外協力

今すぐできる！家庭防災
家具等の転倒防止対策　ふせごう

　地震が起きた時、家庭でけがをしないために準備できることの１つに、家具の転倒防止対
策がある。実際、最近はDIYのお店などで、たくさんの転倒防止器具が売られている。しか
し、いざ取り付けようと思うと意外に難しく、また、正しく取り付けられているのかチェッ
クが難しいことも多い。
　この作品では、そうした器具の取り付け方を、具体的にわかりやすく教えてくれる。

地震だ！その時どうする？
自分を守り、みんなで助け合おう。

ダメ。ゼッタイ。「薬物乱用ＳＯＳ」

　人のこころや体に恐ろしい悪影響を及ぼす覚せい剤や大麻などの違法薬物。これらの薬を
乱用すると、何がいけないのか。からだや心にどんなことが起こるのか。なぜやめられなく
なるのか。
　薬物乱用の恐ろしさを、Q＆A形式で解説。違法薬物以外にも最近の脱法ドラッグ・ＭＤＭ
Ａ・ガスパン遊びなどについても解説。中・高校生向け。
平成17年

みんなで学ぼう！
薬物乱用は「ダメ。ゼッタイ。」（改訂版）

　薬物乱用の恐ろしさは、薬物が脳を破壊してしまうこと。一度破壊された脳は元には戻ら
ない。薬物乱用の恐ろしさや、やめられなくなること（依存症）の恐ろしさ等を解説する。
平成21年

薬物乱用は
「ダメ。ゼッタイ。」大麻（マリファナ）編

　薬物乱用による心身への悪影響について解説。薬物乱用をすると脳にどのような影響が出
るのか。また、マウスを使った動物実験で大麻の害についてもわかりやすく解説する。
平成21年

Ｗｅｂ-ＴＡＸ-ＴＶ

　税金の徴収を主な仕事にしている国税庁だが、その業務の一環として、開発途上国への税
務行政支援も行っている。この作品では、研修生の受け入れや職員の派遣など、さまざまな
形で行われている支援について、具体的な内容を紹介する。
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

CB2010-001 25 ＴＢＳ

CB2010-002 25 ＴＢＳ

CC2010-001
各
30 ＮＨＫ

CC2010-003 30 ＮＨＫ

世界遺産

アルベロベッロのトゥルッリ
イタリア

　南イタリア、プーリア地方にあるアルベロベッロの町には、キアンカッレと呼ばれる石灰
岩を積み上げて屋根を造った家屋「トゥルッリ」が立ち並んでいる。その独特な街並みは、
おとぎの国のようだとも言われ、１９９６年に世界遺産に登録された。
平成19年10月14日放送。

いざというときの行動編

アッシジ、サンフランチェスコ聖堂と関連遺跡群
イタリア

　イタリア ウンブリア州にある町アッシジ｡アッシジには、カトリックの中で最大規模の修
道会であるフランチェスコ会の総本山がある｡そこに祭られているのは聖フランチェスコ。
　聖フランチェスコの生涯を今にとどめる、聖フランチェスコ聖堂と関連する建造物群を紹
介する。
平成19年12月2日放送。

まる得マガジン増刊号　実践！わが家の防災対策

　いつどこで起こるかわからない大地震。しかし大地震が起きても、とっさの行動で命を守
ることができる。
地震の際の行動について、シチュエーション別に専門家が解説する。
平成19年2月4日放送。

～家具の固定～

～防災必需品～

※２話収録

日ごろの備え編

作　品　名

　地震大国日本に暮らすわたしたちにとって、防災対策は宿命である。
　そして、いざ災害が発生した時、1人1人が災害と向き合わなければならない。
　日ごろ備えておくべき防災必需品について､専門家の山村武彦さんがわかりやすく解説す
る｡
平成19年1月7日放送。

　地震列島日本では、いつどこで大地震が起こるか分からない。大地震で家具や電化製品
が転倒しけがをしたり命を落とすケースもある。
　地震による家具の転倒などを防ぐ方法を専門家がわかりやくす解説する。
平成19年1月7日放送。
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

CC2010-004
各
5 ＮＨＫ

CF2010-001 29 ＮＨＫ

CF2010-002 29 ＮＨＫ

CF2010-003 121 日本テレビ

～防災グッズで１日訓練～

～安全に逃げる～

～家族防災マニュアル～

家具の転倒防止ほか

　人と動物が一緒に暮らす里山。里山では人々は昔から自然を利用して恵みを得てきた。そ
の人々の営みが多くの生き物を呼び寄せている。
　滋賀県琵琶湖畔の里山の１年間を紹介する。
平成21年3月15日放送。

大迫力！　水を飛ばすクジラ

　ザトウクジラの不思議な行動が、カナダ西海岸で目撃されている。尾びれで海面を激しく
たたき、水しぶきを上げるのだ。水しぶきの高さは５メートル以上におよび、水しぶきのか
かる範囲はバス５台分以上にもなる。この水かけ行動の秘密を解き明かす。
平成21年7月4日放送。

　地震で部屋中に物が散乱すると、避難する時の障害となる。
　今回は安全に避難するための日ごろからの対策を紹介する。
平成21年9月1日放送。

※４話収録

作　品　名

住まい自分流　地震から家族を守る

～家具の転倒防止～

天才！志村どうぶつ園　特別編
～涙と奇跡のどうぶつ物語～

　動物と人間の間に起こった奇跡の実話を紹介する。
「大好きな少女と生き別れになった犬は、17年間も彼女を待っていた。」
「少年に会うために信じられない距離を走りぬいたネコ。」
「オリンピックのメダリストと愛犬との知られざる真実」など。
平成21年12月19日放送。
出演：志村けん／山瀬まみ／相葉雅紀／ベッキー

ダーウィンが来た！　生きもの新伝説

まるで昔話！　里山生きもの大集合

　防災グッズは第１次グッズ、第２次グッズ、第３次グッズまで３段階がある。各グッズ
の紹介や便利な使い方を紹介する。
平成21年9月3日放送。

　自治体には一時避難所や広域避難所など、災害時に住民が避難する場所がある。
　今回は避難する際の注意点を紹介する。
平成21年9月2日放送。

　いつ起こるかわからない地震。いざという時のために、しっかりと対策をたてることが
家族の命を守る。今回は家具の転倒防止について紹介する。
平成21年8月31日放送。
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

DA2010-019 25 青森放送

DD2010-004 25 ＲＫＢ毎日放送

DD2010-003 25 大分放送

DA2010-020 25 四国放送

DA2010-018 47 ＴＢＳ

DA2010-021 93 毎日放送

作　品　名

中居正広の金曜日のスマたちへ　金スマ波瀾万丈
筆談ホステス　斉藤里恵

　音のない世界に生きる、ホステスの斉藤里恵さん。言葉を話せない彼女の接客術は筆談。
その筆談で、里恵さんは銀座のホステスナンバーワンとなった。
　里恵さんをスタジオに招き、里恵さんの波瀾万丈な人生を紹介する。
平成21年8月7日放送。
出演：中居正広／大竹しのぶ／斉藤里恵／室井佑月

新春ヒューマンドラマスペシャル
筆談ホステス

　銀座でナンバーワンホステスの斉藤里恵さん。彼女は耳が聞こえない。しかしその障害を
乗り越えるために始めた筆談が客の心をつかみ癒している。
　彼女がナンバーワンホステスになるまでの道のりを、ドラマで再現する。
平成22年1月10日放送。
出演：北川景子／田中好子／福士誠治／手塚里美／戸田菜穂

生きる×２

第２８０回　障害は個性！　ITで目指す自立

　青仕事をしたくても実現できない人を支援するNPO法人JCIテレワーカーズ・ネットワーク。
　その会員の多くは、障害を理由に就職できなかったり解雇された経験を持っている。
　仕事をしたいと強く思う人々のためのJCIの活動を紹介する。
平成20年8月9日放送。

第２５６回　喜び二倍、悲しみ半分

　青森県三戸郡で２年前から共同生活している工藤陽一さん80歳と川原キワさん81歳。キワ
さんは耳が聞こえないために、２人の会話は筆談で行われる。夫婦でも恋人でもない２人が
共同生活する理由と、実際の暮らしぶりを紹介する。
平成20年12月21日放送。
出演：工藤陽一／川原キワ

　５７歳で若年性認知症と診断された足立昭一さん。それまで当たり前だったことができな
い、今日が何月何日かわからなくなる…。仕事大好き人間だった足立さんの生活は一変して
しまう。しかし足立さんは妻の由美子さんとともに完治を目指し、いつか再び仕事をするこ
とを熱望している。夫婦二人三脚で病に立ち向かう二人の姿を追う。
平成21年8月2日放送。

　福岡を拠点に活動している音楽家の田原泰徳さんは、7年前に舌がんを患って声帯を摘出､
声を失った｡そしてそのために､大学で専攻したホルンの演奏もできなくなってしまった。
　しかし田原さんは、筆談とジェスチャーを使い、様々な音楽活動を通して、人々に音楽の
すばらしさを伝えていく。田原さんの、音楽を通した仲間たちとの触れ合いの日々を追う。
平成21年1月25日放送。

第２６４回　平成２０年度年間優秀作品
声は消えても～心で奏でるシンフォニー～

第２７９回　失いたくない笑顔の記憶
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

DA2010-022 101 ＢＳ－ＴＢＳ

DA2010-006 15 ＮＨＫ

DA2010-007 15 ＮＨＫ

DA2010-008
各
15 ＮＨＫ

作　品　名

シリーズ・被爆を語る
～聞こえない人と情報について考える～

風の歌が聴きたい
音のない世界に生きる　聴覚障害夫婦の１６年

　これは聞こえない両親と聞こえる一人息子の１６年間に及ぶ物語。親子でありながら息子
とは住んでいる世界が違うとなかばあきらめていた両親が、風の歌を聴かせたくて息子を宮
古島へ連れて行く。宮古島では両親がかつて参加したトライアスロンが開催されていた。一
生懸命頑張った人にだけ聴こえる風の歌。両親の思いを息子は理解するのか。（番組の一部
に放送時から音声を消している場面があります）
平成20年8月10日放送。
出演：高島良宏／高島久美子／高島怜音

　高齢のろう者の中には学校に通ったことのない人が数多くいる。このような未就学のろう
高齢者たちは、介護のための施設に入っても周囲とコミュニケーションがとれず、孤立した
り認知症と誤解されてしまうことが多い。ある未就学ろう高齢者への周囲の働きかけを見て
いきながら、この問題について考える。
平成20年5月18日放送。

（２００８年７月２７日放送）

ろうを生きる難聴を生きる

　長崎の山崎榮子さんは原爆被爆者。平和祈念式典では、迫真の手話で被爆の恐ろしさ、
平和の誓いを訴えた。疎開先で原爆投下の８月９日を迎えた山崎さんは、その日の夕方爆
心地に入り被爆した。被爆と同時に長らく山崎さんを苦しめたのは、ろう者であるが故に
情報から閉ざされ、真実を知るのが遅くなったことだ。
平成20年7月27日放送。

　山崎榮子さんを迎える２回目。長崎で被爆した山崎さんは、その後１年間も原爆のこと
を詳しく知らず、普通の爆弾だと思っていたという。聞こえる両親のもとに生まれた山崎
さんに、事実を手話で話してくれる人がいなかったためだ。山崎さんは情報から疎外され
ていたことに今も悔しさを感じているという。
平成20年8月10日放送。

日本のろう者にとってのギャローデット大学
～留学経験者は語る～

（２００８年８月１０日放送）

　世界で唯一の聴覚障害者のための大学ギャローデット大学。日本からも数多くの聴覚障害
者が留学している。スタジオに２名の留学経験者を迎え、ギャローデットで学んだこと、世
界のろう者との交流経験などを伺い、留学を通じて何を学んだのかを見つめ直す。
平成20年1月19日放送。

“ことば”を持たないお年寄りとともに

※２話収録
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

DA2010-010 15 ＮＨＫ

DA2010-011
各
15 ＮＨＫ

作　品　名

今要約筆記を考える
～字幕付与技術シンポジウム～

　聴覚障害者にとって大切な情報保障手段の１つ要約筆記。要約筆記で聴覚障害者に正確に
わかりやすく伝えるには何が必要なのか。
　要約筆記について考えるシンポジウムの様子や最新の音声自動認識システムを紹介する。
平成20年10月19日放送。

４コマ漫画描き続けて２０年

　北九州で開催された「パントマイムフェスティバル」に挑戦する多くの市民の中に、鮫
島加奈江さんがいた。彼女は聴覚障害者だ。
　聞こえる聞こえないという壁を超えた関係を周囲と築きながらステージに挑戦する彼女
の姿を追う。
平成20年11月2日放送。
出演：鮫島加奈江

ろうを生きる難聴を生きる（続き）

　ろう者の西尾政紀さんは､バイク好きの父の影響で､子どものころからバイクが好きだった｡
　21歳で免許を取得し、25歳で念願のサーキットデビューをした。
　西尾さんの目標は、同じろうのライダーとチームを組み、４時間耐久レースに出場し上
位入賞すること。目標に向かって走る西尾さんを追う。
平成20年11月16日放送。
出演：西尾政紀

　中橋道紀さんは全日本ろうあ連盟の発行する日本聴力障害新聞の4コマ漫画を20年にわ
たって描き続けている。
　漫画は聞こえない人にとって関心の高いテーマを素材にコミカルに描かれている。
中橋さんの４コマ漫画の作品を紹介する。
平成20年11月30日放送。
出演：中橋道紀

※３話収録

挑戦！パントマイム～鮫島加奈江さん～

サーキットに夢を追って～ライダー西尾政紀さんの挑戦～

挑戦！パントマイム～鮫島加奈江さん～　ほか
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

DA2010-014
各
15 ＮＨＫ

DA2010-016
各
15 ＮＨＫ

作　品　名

ろうを生きる難聴を生きる（続き）

ろう学校の永続を願って～特別支援教育を切る～
私は“サウンドクリエィター”～エブリン・グレニーさん～

元全米ろう連盟代表に聞く～アラン・ホーウィツさん～
ノートテイクは今～四国学院大学の取り組み～

　大学の講義を受講する聴覚障害者に欠かせない情報保障の１つ、ノートテイク。しかし
大学により、その取り組みは様々だ。
　香川県にある四国学院大学での取り組みを通して、大学でのノートテイクの実情と課題
を探る。
平成21年1月25日放送。

　学校教育法の改正で、法的には特別支援学校となったろう学校。そんな中、ろう教育の
専門性を大切にするために、ろう学校が反省と思い切った改革を行い、しっかりとしたろ
う教育を発展させるべきだと主張する人がいる。元岡崎ろう学校校長の市橋詮司さん。市
橋さんに、現在のろう学校の教員に訴えたいことを話してもらう。
平成20年12月14日放送。

※２話収録

　元全米ろう連盟代表、アラン・ホーウィツさんが、現在のアメリカの聴覚障害者が抱え
る課題について語る。一番大きな課題はろう教育で、ろう児が適正な教育を受けられるよ
う連盟が最優先で取り組んでいるという。
平成21年1月11日放送。

元全米ろう連盟代表に聞く～アラン・ホーウィツさん～

ノートテイクは今～四国学院大学の取り組み～

　エブリン・グレニーさんはイギリスの打楽器奏者で、グラミー賞を二度受賞している。
彼女は聴覚に障害があり12歳でほとんど聞こえなくなったが、音を全身の感覚でとらえ、
演奏する。そんなエブリンさんが、五感を研ぎ澄ますことの大切さについて語る。
平成20年12月28日放送。

※２話収録

ろう学校の永続を願って～特別支援教育を切る～

私は“サウンドクリエィター”～エブリン・グレニーさん～
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9
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

DA2010-040 25 テレビ大阪

DC2010-001 25 ＲＫＢ毎日放送

DC2010-002 25 ＲＫＢ毎日放送

DD2010-001 47 静岡放送

DD2010-002 26 静岡第一テレビ

作　品　名

ＮＮＮドキュメント’０９
こちら西伊豆、週末診療所　～医師偏在に挑む～

石橋勝のボランティア21
手話狂言で伝えるメッセージ
～西川慧子さんの挑戦～

　主として科（しぐさ）と白（せりふ）によって表現されるこの芸能に挑戦を続けているの
が西川慧子さんです。
　実は西川さんは聴覚に障害があります。彼女たちが演じているのは、手話で台詞を語る手
話狂言なのです｡「聞こえないことは個性」そう語る西川さん。
　35年も前、地元で初となるボランティアサークルを立ち上げ、手話の普及に尽力。今も彼
女を支える人々とともに、障害がある人たちのために幅広い活動を続けています。 （テレビ
大阪HPより）
【字幕制作寄贈：福岡県聴覚障害者センター】
平成21年2月13日放送。
出演：石橋勝／新井晴み／西川慧子

　静岡県内には約３００人の眼科医がいる。しかし西伊豆に眼科はなかった。
　西伊豆に週末だけの診療所を開設し、医師不足と医師の偏在に挑む１人の眼科医の取り組
みを紹介する。
平成21年7月27日放送。

ＳＢＳスペシャル　家族の肖像
～４７回目のラストスパート～

蒼天の下で
昭和２０年・小さな森で起きた悪夢

　昭和20年3月。現在の福岡県に位置し、旧日本軍が東洋一と誇った太刀洗飛行場が、アメリ
カ軍の大空襲を受けた。空襲は飛行場とその関連施設に限定されたものだったが、飛行場以
外に投下された一発の爆弾が、不運にも森に避難していた小学生の上に落下、３１名の児童
が亡くなる大惨事となった。
平成21年8月23日放送。

ＪＮＮ九州沖縄ドキュメントムーブ

　浜松市に住む永井恒さんは、生まれつき耳が聞こえない。浜松ろう学校中等部に在学して
いた時、校内マラソン大会で優勝したのを機にマラソンを始め、27歳の時には、マラソンで
聴覚障害者の日本記録を樹立した。
　その後、一時は走ることから遠ざかっていた永井さんだが、息子の闘病を機に再び走り始
め、今は、全都道府県すべてのマラソン大会で優勝することを目指している。残るはあと１
県、岡山県での優勝だ。
平成20年5月25日放送。

惣ちゃんは戦争に征った
～三世代のシベリアの旅～

　終戦直前の昭和２０年８月９日、ソ連が日ソ中立条約を破棄して参戦。当時の満州にいた
多くの日本兵が捕虜となり、シベリアに抑留され、強制労働に従事させられた。
　当時シベリアに抑留された貞刈惣一郞氏が、６１年ぶりに長男・孫と一緒にシベリアを訪
れ、当時のこと、仲間への思いを語る。
平成21年9月2日放送。
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10
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EA2010-001 29 ＮＨＫ

EA2010-002
各
25 ＴＢＳ

EA2010-004
各
25 ＴＢＳ

　篤主人公の岡山天音（おかやまあまね）君は、全国８１５名の応募者から選ばれた漫画家
志望の中学３年生。
　物語は、家庭の事情で東京から名古屋に転校した天音が、ふとしたことから耳の聞こえな
い中学１年生の少女　菜々子と出会うところから始まる。菜々子に「天の音ってどんな
音？」と尋ねられた天音は、自分の名前に込められた母の願いを聞くことになる。
平成21年8月29日放送。

ＴＯＹＯＴＡ　ｐｒｅｓｅｎｔｓ
ワンステップ！

（後編）

（前編）

　ばん馬・アグリランサの出産を手伝うことになった若者たち。しかし出産は難産とな
り、生まれた子馬はなかなか立たない。通常１時間以内に立てないと、子馬は生き延びる
ことができない。若者たちは祈るようなまなざしで子馬を見つめるが…。
平成21年5月10日放送。
出演：佐藤隆太／山口智充

　千葉県の松戸市立病院の小児科には、長期入院している子どもたちのための院内学級が
ある。病気と闘う子どもたちに何かしてあげたい…と、４人の若者たちが病院を訪れた。
彼らは専門学校でファッションを学ぶ学生たち。得意技である洋服作りで何とか子どもた
ちを元気づけたいと考える。若者たちの熱意は子どもたちに伝わるのか。
平成21年6月7日放送。
出演：佐藤隆太／山口智充

※２話収録

　ばん馬とは木材の運搬や農耕地の開墾に欠かせない大型の農耕馬。かつては北海道の開
拓を支えたばん馬も、機械化の波に押され飼育している人は数少ない。士別市でばん馬を
育てる北島さんの家には、出産を控えた雌馬・アグリランサがいた。ばん馬の出産を４人
の若者たちが手伝うことになった。「今、自分に何ができるのか」…新たな一歩を踏み出
す若者たちの姿を追う。
平成21年5月3日放送。
出演：佐藤隆太／山口智充

北海道士別市温根別町
ばん馬の出産のお手伝い

千葉県松戸市
院内学級の子どもたち

※２話収録

中学生日記
少年は天の音を聴く　シリーズ・転校生　第１話

作　品　名

　子どもたちのために完璧な服をつくろうと走り回る若者たち。しかしそんな彼らに「目
的が違ってないか」と声をかける人がいた。そもそもの目的は何だったのか。それは「子
どもたちを励ますこと」だったはず。先輩の叱咤に涙を流す若者たち。
平成21年6月14日放送。
出演：佐藤隆太／山口智充

（後編）

（前編）
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EB2010-001
各
10 ＮＨＫ

企業をささえる仕事

森とかかわる仕事

ものを売る仕事

金融にかかわる仕事

作　品　名

１０ｍｉｎ．ボックス　職業ガイダンス

農業とかかわる仕事

　いろんな職業の情報を10分間で伝える『１０ｍｉｎ．ボックス　職業ガイダンス』。番
組では、その職業に就くために必要な資格や、就職の方法などを紹介する。今回は「農業
とかかわる仕事」。
　最近若い人たちからも注目を集めている農業。国もさまざまな制度で就農者支援を始め
ている。農協の支援制度を利用し、４年前から農業を始めた荒木さんの仕事を見ながら、
農業について紹介する。
平成19年4月9日放送。

農業とかかわる仕事　ほか

※５話収録

　企業の中には営業・広報・企画開発・人事などさまざまな部署があり、それぞれが連携
して仕事をしている。今回はその中から経理の仕事を取り上げ、企業をささえる仕事を紹
介する。
平成19年7月9日放送。

　銀行や証券会社など金融にかかわる仕事は、わたしたちの生活に欠かせないお金に関す
る仕事だ。今回は銀行員の仕事を紹介する。銀行員の仕事は窓口業務だけではない。企業
にお金を貸して、事業の支援をするのも大事な仕事だ。
平成19年6月25日放送。

　わたしたちの生活の周りにはさまざまなものを売る仕事が存在する。今回はその中か
ら、書店員の仕事を見ていきながら、ものを売る仕事の魅力を紹介する。
平成19年6月11日放送。

　日本は国土の約３分の２を森林に覆われている。今回は森を舞台に活躍する仕事を紹介
する。林業作業士は森に木を植え、育て、切り出す仕事。林業作業士になって４年目の安
藤さんの姿を追う。
平成19年4月23日放送。

B-3



12
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EB2010-006
各
10 ＮＨＫ

人やものを運ぶ仕事

ファッションにかかわる仕事

食にかかわる仕事

食にかかわる仕事　ほか

作　品　名

　道路やトンネルはわたしたちの生活に欠かせない。それらを造る仕事にはさまざまな職
種があるが、今回は「ライン引き」と呼ばれる仕事を紹介する。「ライン引き」とは、道
路に車線や制限速度等の道路標示を描く仕事だ。
平成19年5月28日

　ファッションにかかわる仕事には、ファッションデザイナー、ヘアメイク、スタイリス
ト、ショップの商品を仕入れるファッションバイヤーなどがある。今回は、放送局を担当
するヘアメイクさんに密着。その忙しい仕事ぶりを追う。
平成20年1月21日

　料理人にケーキ職人、パン職人。近年趣味としてもブームになったうどん職人など、食
にかかわる仕事はさまざま。今回は和菓子職人の仕事を取り上げ、必要な資格や修業の様
子を紹介する。
平成20年1月7日

道路やトンネルを作る

１０ｍｉｎ．ボックス　職業ガイダンス（続き）

※５話収録

　建築現場で働く仕事には、大工や鳶(とび)、鉄筋の組み立て工などがある。今回は左官
の仕事を取り上げる。左官とは、こて一つで建物の壁を美しく仕上げる仕事だ。
平成20年9月26日

　人やものを運ぶ仕事の中から、今回は電車の車掌の仕事を紹介する。車掌になって２か
月目の栗橋さん。車掌の仕事は電車のドアの開け閉めから、車内アナウンス、お客さんの
安全確保とたくさんある。栗橋さんが工夫しながら仕事に取り組む姿を追う。
平成20年9月12日

建築現場で働く
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EB2010-011
各
10 ＮＨＫ

ものを作る仕事

動物にかかわる仕事

スポーツにかかわる仕事

ものを作る仕事　ほか

作　品　名

１０ｍｉｎ．ボックス　職業ガイダンス（続き）

　スポーツにかかわる仕事には、プロスポーツ選手やトレーナー、スポーツカメラマンな
どさまざまなものがある。今回はスポーツクラブなどで運動の指導をするインストラク
ターの仕事を紹介する。
平成20年10月10日

命や財産を守る仕事

　スポーツにかかわる仕事には、プロスポーツ選手やトレーナー、スポーツカメラマンな
どさまざまなものがある。今回はスポーツクラブなどで運動の指導をするインストラク
ターの仕事を紹介する。
平成20年11月7日

　動物にかかわる仕事には、ペット専門の美容師トリマーや、獣医師、盲導犬の訓練士な
どさまざまなものがある。今回は動物園の飼育係を取り上げ、その仕事を見ていく。
平成20年10月24日

　わたしたちの命や財産を守る仕事には、警察官や消防士、海上保安庁職員などがある。
今回は消防士の仕事を取り上げる。消防士は火災が発生したら、すぐ現場に急行し消火に
あたる過酷な仕事だ。消防士は日ごろから厳しい訓練をこなして、いざというときの出動
に備えている。
平成20年12月5日

　医療や福祉にかかわる仕事には、医師や看護師、臨床工学士や介護専門職などがある。
今回は小児科医を紹介する。小児科医の仕事は、小さな子供たちの病気を治すこと。地域
の総合病院の小児科医の忙しい１日を追う。
平成20年11月21日

※５話収録

医療や福祉にかかわる仕事
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

EB2010-016
各
10 ＮＨＫ

※５話収録

子どもの成長にかかわる仕事　ほか

作　品　名

１０ｍｉｎ．ボックス　職業ガイダンス（続き）

　メディアにかかわる仕事の中でもテレビ制作には多くの職種の人々がかかわっている。
出演者のほかに、番組を演出するディレクター、撮影をするカメラマン、セットを作成す
る大道具。今回は明かりを使って番組の演出を助ける照明の仕事を紹介する。
平成21年1月23日

メディアにかかわる仕事

情報化社会をささえる仕事

国際的な仕事

　保育士や幼稚園教諭、小学校教諭など子供の成長にかかわる仕事はさまざま。今回は通
信教育会社の幼児向け教材開発の担当者の仕事を通じて、子供にかかわる仕事を見てい
く。
平成21年1月9日

子どもの成長にかかわる仕事

　飢えに苦しむ世界の人々を支援する組織・ＷＦＰ（国連世界食糧計画）。ＷＦＰでは、
さまざまな国の人々が集まり一緒に仕事を行う。職場では、日常会話も仕事の会議もすべ
て英語だ。今回は国際的な組織で働く仕事を紹介する。
平成21年3月6日

　わたしたちの納めた税金を使ってさまざまなサービスを提供する公務員。中でも地方公
務員は、わたしたちの生活の身近な存在だ。ある地方都市の市役所に勤務する地方公務員
の仕事を紹介する。
平成21年2月20日

　わたしたちを取り巻く情報化社会。今やインターネットや携帯電話は生活の必需品だ。
今回はそんな情報化社会を支える仕事の一つ、携帯電話会社の通信エンジニアの仕事を紹
介する。
平成21年2月6日

地方公務員
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

FB2010-001 93 ＴＢＳ

FB2010-002
各
47 ＴＢＳ

FB2010-004
各
47 ＴＢＳ

　吉原のおいらん野風の願いで、先輩のおいらんである夕霧の病と対峙することになった
仁。夕霧は梅毒の末期の状態にあった。梅毒の特効薬であるペニシリンを作り出す決意を
した仁は、西洋医学所で緒方らとともに青カビからペニシリン抽出の作業を始める。
平成21年11月8日放送。

第二話

第三話

第四話

　ある日、龍馬が行き先も告げずに仁を連れ出した先は吉原だった。龍馬は吉原の鈴屋の
呼び出しと言われる最上級のおいらん・野風に思いを寄せていた。その野風はなんと、仁
が現代に置いてきた恋人の未来と瓜二つだった。
平成21年11月1日放送。

作　品　名

日曜劇場　JIN　-仁-

第一話

第二話・第三話

第四話・第五話

第五話

　仁は謎の男の正体が坂本龍馬だと知り、驚く。そのころ、江戸の町では伝染病のコロリ
が、猛威をふるい始めていた。コロリの根絶を切望する医師の緒方洪庵は、佐分利から仁
の存在を聞き、橘家を訪れて、コロリの治療法を教えてほしいと仁に願い出る。
平成21年10月18日放送。

※２話収録

※２話収録

　仁はコロリの実態を見て病と闘う決意をする。点滴の必要性を感じた仁は、専用の道具
を作ってもらえるように西洋医学所の緒方に依頼。また勝の働きかけで幕府もコロリ対策
に動き出す。そんな中、ついに仁がコロリに感染し、危篤に陥ってしまう。
平成21年10月25日放送。

　東都大学付属病院の脳外科医・南方仁。ある日、仁のもとに大けがをした身元不明の男が
運ばれてくる。手術後に病室から逃げ出したその男を追って、仁は階段から転落し気絶して
しまう。そして気がついた仁は江戸時代にタイムスリップしていた。
平成21年10月11日放送。
出演：大沢たかお／綾瀬はるか／中谷美紀／内野聖陽／小出恵介／桐谷健太／
武田鉄矢／麻生祐未／小日向文世
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

FB2010-006
各
47 ＴＢＳ

FB2010-008
各
47 ＴＢＳ

52

69

　ある日、茶屋の娘茜が油をかぶってやけどを負ってしまう。診察した仁は治療は皮膚移
植しかないと判断。皮膚移植をするためには大量のペニシリンが必要となるため、仁はペ
ニシリンの生産を緒方に願い出る。緒方は快く引き受けてくれるのだが…。
平成21年11月22日放送。

作　品　名

最終話

　仁は漢方と西洋医学を融合させた医療を目指し「仁友堂」を開院した。ある日、仁は龍
馬に連れられ吉原に行く。すると野風から初音という女郎の診察を頼まれる。初音は客の
子を妊娠して中絶していた。その処置が原因で敗血症を引き起こしていたのだ。
平成21年11月29日放送。

　野風に身請け話が浮上。女郎は身請け話を断わることはできない。一方「仁友堂」で
は、皆が協力して医療器具を作るなどしていた。そんな中、仁は「を組」の大親分と出会
い、ささいなことで言い争いになる。そして火事の時には駆けつけると約束してしまう。
平成21年12月6日放送。

日曜劇場　JIN　-仁-

　江戸の町では、仁の神がかり的な医術が『南方大明神』という護符が作られるほど評判
になっていた。そんな仁のうわさを聞き、漢方医学の総本山・医学館の奥医師の多紀が仁
に面会を求めてきた。仁は龍馬と恭太郎とともに医学館に出向く。
平成21年11月15日放送。

第八話

第九話

第十話

第八話・第九話

※２話収録

第六話

第七話

第六話・第七話

※２話収録

第十話・最終話

※２話収録

FB2010-010 ＴＢＳ

　野風の身請け話が決まり、野風の強い希望で仁は身請けに際しての診察をすることにな
る。野風の胸のしこりに気づいた仁だったが、体には何も問題がないという診断結果を出
してしまう。野風が身請けされないと、未来が生まれないのではないかと考えたからだっ
た。
平成21年12月13日放送。

　突然刺客に襲われて、仁と龍馬はがけから転落。そのまま龍馬の姿は消えてしまった。
仁は龍馬はタイムスリップしたのだと考えていた。そんな中、佐分利が野風の乳がんを一
緒に調べさせてほしいと言い出す。佐分利はかつて乳がんの研究をしていたことを明か
す。
平成21年12月20日放送。
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

FC2010-001 89 ＮＨＫ

FD2010-001 67 東映

FD2010-002 96 角川映画

FD2010-010 112 シネマエンジェル

座頭市物語

作　品　名

仮面ライダーディケイド
オールライダー対大ショッカー

　世界の崩壊を防ぐためにさまざまな世界を渡り歩いてきた仮面ライダーディケイド・士
（つかさ）は、とうとう本来の自分の世界にたどり着く。そこで妹・小夜（さよ）と再会し
た士は、ついに自分の使命を思い出す。士はすべてのライダーを集め最強の1人を決めるライ
ダートーナメントを開催する。士の真の目的とは…？
　新旧オールライダーが総出演のライダーバトルが、いま幕を開ける！
平成21年。
出演：井上正大／村井良大／森カンナ／戸谷公人／荒井萌／大滝龍宇一／GACKT／
石橋蓮司／大杉漣

ホーム・スイートホーム
《日本語字幕入り》

　人の命はやさしく、人の絆はあたたかい。元オペラ歌手、山下宏（７５歳）は痴ほう症で
ある。部屋でも街頭でも力の限り歌い徘徊する毎日。取り巻く息子夫婦と孫娘達の苦悩と軋
轢は限界に達し、ある決断をする。それは岩手のグループホーム「おばんでがんす」の前に
宏を置き去りにすることだった。宏は一通の手紙を持たされ、ひとりたたずむ。「おじい
ちゃんを預かってください。おじいちゃんがいるとわが家は全滅、このままでは家庭崩壊で
す。」
　壮麗な岩手山、グループホーム「おばんでがんす」を舞台に心やさしき日本人達のふれあ
いと再生のドラマが展開する。そして名曲「オンブラ・マイ・フ」にのった感動のラスト
シーン、新しい家族像が私達の前にしめされる。
原作・脚本/松山善三　　監督/栗山富夫
【寄贈：シネマエンジェル】
平成12年。
出演：神山繁／小林稔侍／風吹ジュン／酒井美紀／喜多嶋舞／横山通乃ほか

　１９６２年制作のシリーズの第一作。下総で新勢力のやくざ・笹川と対立する飯岡助五郎
は、盲目だが居合抜きの名人、座頭市を客として迎える。市は釣り場で江戸から来た浪人、
平手造酒と知り合い友情を感じるようになるが、実は平手は笹川が雇った用心棒だった。
昭和37年。
出演：勝新太郎／万里昌代／天知茂

ＮＨＫスペシャル　氣骨の判決

　昭和１７年、首相の東條英機は戦争に勝つためには軍部の方針に従う議会が必要と考え、
衆議院を解散し総選挙を行った。選挙では政治団体・翼協の推薦を受けなかった候補者に対
し、露骨な選挙妨害が行われた。その結果、落選した候補者は各地で選挙のやり直しを訴え
た。各地で軍部の方針に従った判決が続出する中、鹿児島二区を担当した吉田判事は、真実
を見極めるため地道な証人尋問を続ける。政府や軍部からの圧力がかかる中、吉田が下した
判決とは。
平成21年8月16日放送。
出演：小林薫／麻生祐未／田辺誠一／石橋蓮司／山本圭／国村隼／京野ことみ／篠井英介
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

HA2010-001
各
59 ＮＨＫ

HA2010-009 15 ＮＨＫ

HA2010-010 15 ＮＨＫ

HA2010-011 15 ＮＨＫ

あなたの疑問に答えます！　子宮がん

子宮がん

作　品　名

ここが聞きたい！名医にＱ

子宮がん
あなたの疑問に答えます！　子宮がん

きょうの健康　インフルエンザ最新情報

　新型インフルエンザは重症化すると合併症を起こす危険性もあるが、季節性のインフルエ
ンザと新型インフルエンザの違いはどこにあるのか。また、新型インフルエンザの予防と治
療について専門家が解説する。
平成21年9月15日放送。
出演：川名明彦

Ｑ＆Ａ

　前回、前々回と伝えた新型インフルエンザについて、新型インフルエンザの検査方法や使
用する薬、もしかかった場合にどうするかなど視聴者からの質問に専門家が答える。
平成21年9月18日放送。
出演：川名明彦

これは新型？インフルエンザとかぜ

　世界中で人々が新型インフルエンザに感染し、中には重症化して死亡するケースも出た。
　新型インフルエンザの平成21年9月現在での最新情報を、専門家が解説する。
平成21年9月14日放送。
出演：川名明彦

予防と治療わたしたちにできること

※２話収録

　子宮がんと呼ばれているがんには、子宮頸がんと子宮体がんの２種類があり、現在は、
その発症原因が全く異なることがわかっている。この２つのがんについて、原因、症状、
治療方法を解説する。
　横浜市立大学附属病院准教授　宮城悦子
　国立がんセンター中央病院医長　加藤友康
　琉球大学医学部附属病院准教授　戸板孝文
平成21年3月21日放送。

　子宮がんに関する視聴者からの質問に、３人の専門医がわかりやすく答えてくれる。
　また、子宮がんの手術後に起きるリンパ浮腫の予防や改善のためのセルフマッサージに
ついても実演指導してくれる。
　横浜市立大学附属病院准教授　宮城悦子
　国立がんセンター中央病院医長　加藤友康
　琉球大学医学部附属病院准教授　戸板孝文
平成21年3月28日放送。
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平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

JB2010-001 25 日本テレビ

JB2010-002 25 日本テレビ

JB2010-003 51 日本テレビ

JB2009-004
各
26

日本アニメーション

それいけ！アンパンマン

作　品　名

がんばれクリームパンダ！
クリスマスの冒険

　子こどもたちは、クリスマスのプレゼントを入れてもらう靴下を編むために、みんなで編
み物の国へでかける。ばいきんまんとドキンちゃんも、変装して参加している。ところが、
ばいきんまんは、またまた悪いことを思いついてしまう。
　みんなは、無事に靴下を編み上げて、サンタさんにプレゼントをもらえるのかな？
平成21年12月25日放送。

ぼく、アンパンマンです！

　子クリームパンダとメロンパンナの２人が、パン工場で見つけたベビーベッドやおしゃぶ
り。ジャムおじさんやバタコさんに聞くと、それらはアンパンマンが赤ちゃんのとき使って
いた物だという。
　アンパンマンが赤ちゃんだった！？どんな赤ちゃんだったかは、お話を見てのお楽しみ。
平成21年8月28日放送。

ばいきんまんとマシュマロさん
ちびぞうくんとシチューおばさん

※３話収録

　子どもたちがサッカーをしている所に、マシュマロさんが通りかかった。サッカーボール
と間違えられたマシュマロさんは、みんなと友達になる。そこへアンパンマンがクッキーを
届けてくれるのだが、マシュマロさんが１人で食べてしまい、みんながっかり。でも、代わ
りにマシュマロさんが、レインボーマシュマロをごちそうしてくれる。ほかに１話。
平成21年2月6日放送。

世界名作劇場　フランダースの犬

１６～１８

１６　１０サンチームの写生帳

　アロアからもらった帳簿を使い終えてしまったネロは、町で画用紙と鉛筆が売られてい
るのを見て欲しくてたまらなくなります。そんな時、たまたま町で出会ったミッシェルさ
んの仕事が忙しいことを知ったネロは、ミッシェルさんの仕事を手伝うことを思いつきま
す。

１７　丘の上の木の下で

　画用紙を手に入れたネロは、うまくかこうと緊張してしまい、なかなか絵をかくことが
できません。
そんなネロに、アロアは「絵をかきたくなるまで待てばいい」とアドバイスします。ネロ
が画用紙に最初にかいたのは、パトラッシュでした。

１８　いたずらっ子のクロ

　ヌレットおばさんの所に、一人娘のミレーヌが里帰りしてきます。おばさんと大事な話
があるというのです。けれど、クロが話の邪魔ばかりするので、おばさんがきつくしかっ
てしまいます。つまらなくなったクロは、ネロたちについて森に入り込み、夜になっても
帰らず…。
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平成22年度前期

身体障害者手帳をお持ちの方・常時補聴機器が必要な方のみが借りられる作品

聴覚障害者団体・施設、教育機関、関係機関が借りられる作品 10.13

分類番号 分 制作等

JB2009-007
各
26

日本アニメーション

JB2009-010
各
26

日本アニメーション

作　品　名

世界名作劇場　フランダースの犬（続き）

※３話収録

　村じゅうの人が参加して牧草刈りをすることになりました。その日、ネロはアロアの絵
を描く約束をしていましたが、おじいさんの代わりに牧草刈りをすることにしました。
　アロアはネロの仕事が早く終わるようにネロの手伝いをしますが…。

※３話収録

１９～２１

１９　金物屋が村に

　おじいさんはパトラッシュを譲ってもらう代わりに、金物屋にお金を払う約束をしてい
ました。ところが約束の日に、おじいさんと金物屋がうまく会えなかったことから、金物
屋がネロの家に押しかけてきます。そこには、パトラッシュだけが留守番をしていて…。

２０　どこまでも

　金物屋に連れ去られたパトラッシュを捜すネロ。でも、アントワープの町では見つけら
れません。その上、おじいさんは疲れから体調を崩してしまいます。それでもパトラッ
シュを捜さずにいられないネロは、とうとう夕方から、1人で出発します。

２１　船で来たお客さま

　イギリスに住んでいるアロアの叔母さんのソフィアと、いとこのアニーが遊びにやって
きます。しつけの行き届いているアニーの様子を見て、コゼツさんは、アロアをイギリス
のソフィアの家に預け、イギリスの学校に通わせようと考えます。
　アロアは、イギリスに行ってしまうのでしょうか？

２２～２４

２２　イギリスからの贈物

　アロアがイギリスに行くのは勉強のためだと聞いたネロは、寂しくても我慢しようと思
い、イギリス行きを望んでいないアロアを怒らせてしまいます。アロアは、家族もネロ
も、みんなが自分をじゃまにしていると思ってしまったのです。
　アロアとネロは、仲直りできるでしょうか？

２３　アロアの誕生日

　コゼツ家では村の子どもたちを招待してアロアの誕生日パーティーを開いていました。
ネロもプレゼントの花を持ってやってきました。おいしい料理を食べて大満足のこどもた
ち。みんなでかくれんぼをすることになりました。でもその時、大変なことが起きてし
まったのです。

２４　アロアの絵

世界名作劇場　フランダースの犬（続き）
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平成22年度前期

身体障害者手帳の有無に関係なく誰でも借りられる作品 12.13追加作品

分類番号 分 制作等

DA2010-041 43
ＮＨＫ

厚生文化事業団

DA2010-042 29
ＮＨＫ

厚生文化事業団

作　品　名

ヒューマンドキュメンタリー　“私の家族”

 小学生と中学生の3人の子どもを育てるある一家。家族の間に血のつながりはない。子ども
に恵まれなかった夫婦は15年前、ＮＰＯを通じて生後数か月の赤ちゃんと特別養子縁組を行
い、さらに2人を迎え育ててきた。子どもたちには産みの親が別にいることを隠さず伝えてき
たが、最近12歳の長女が「産みの母に会いたい」と言い始めた。親子とは？家族のきずなと
は何なのか?子どもが成長の節目を迎えた家族の姿を通して見つめる。
平成22年５月７日放送。

福祉ネットワーク　うちの子どもは世界一
ぼくと音楽のたのしい関係

 小柳拓人さん（16歳）は自閉症で落ち着きがなく集団行動や、家族とのコミュニケーション
がうまくいかなかった。5歳で音楽教室に通わせると通常、子どもが苦手とする「同じことを
反復練習する」などといったことがピタリとはまりみるみる上達。音楽を通して場面に応じ
た行動をすることを次第に身につけていく。拓人さんの日常を紹介しながら、同世代の若者
たちや自閉症や発達障害について正しく理解し、一人一人の個性を大切に生きるということ
を考える。。
平成22年１月27日放送。

(社福)聴力障害者情報文化センター聴覚障害者情報提供施設 映像ライブラリー係

〒153‐0053 東京都目黒区五本木１－８－３

TEL．03-6833-5004（受付時間月～金10:00～17:00）

FAX．03-6833-5005（24時間受付）
ホームページ http://www.jyoubun-center.or.jp/
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