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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21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 10.8

分類番号 分 制作等

CC2009-002 18
東京都消費生活
総合センター

EA2009-001 19
東京都消費生活
総合センター

作　品　名

―図解！よくわかる―
暮らしの製品安全知識

  近年、家庭内での製品による事故や怪我が増えている。製品機能の高度化により便利に
なった反面、誤った使い方や不注意による事故やけがも多くなっている。見落としがちな危
険や正しい製品情報を知って事故を防ぎ、より安全な生活に役立てるために、東京都消費生
活総合センターが制作。
  快適な暮らしの達人・近藤典子さんがキッチンやリビング、寝室などで製品と上手に付き
合うノウハウを伝授。また、アニメーションによる事故事例をまじえ、事故の原因や法制
度、救済制度を解説する。家庭に潜む危険や安全知識を紹介しながら、快適な暮らしのため
の製品と私たちの関係を提案をする。
（東京都消費生活総合センター リーフレット 参照）
【寄贈元：東京都消費生活総合センター】　平成20年　出演：近藤典子

ネットのトラブル、ブルブル！
―インターネットに振り回されないために―

　インターネットに潜む危険性について知り、トラブルを未然に防ぐために、東京都消費生
活総合センターが中学生向けに制作したアニメ。
　中学生が、インターネットを使うときに、いろいろなトラブルに巻き込まれていく。
迷惑メール・チェーンメールや学校裏サイトの怖さについて描いた「携帯電話」編。巧妙な
フィッシング詐欺や架空請求について描いた「ネット対応型携帯ゲーム機」編。コンサート
チケットをおとりにしてワナに落とす「オークション」編。これをナビゲーターの奇妙な
ロッカー風ラッパー、人呼んで「ブルブルラッパー」がテンポよく解説する。そして，最後
にブルブルラッパーからの問いかけに、成長した中学生たちの姿が…！？
（東京都消費生活総合センター リーフレット参照）
【寄贈元：東京都消費生活総合センター】　平成20年
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21年度前期

身体障害者手帳の有無に関わらず、聴覚に障害がある方

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 10.8

分類番号 分 制作等

FC2009-010 112 テレビ朝日

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 10.8

分類番号 分 制作等

CC2009-001 90 テレビ大阪

CF2009-001 94 日本テレビ

CF2009-002 94 日本テレビ

作　品　名

ドラマスペシャル
いのちのいろえんぴつ

　実話を元にしたドラマ。小学６年生の豊島加純さんは、完治する見込みのない脳しゅよう
にかかっていた。病気のことを知らない加純さんは、１日１日を仲間たちと楽しく過ごして
いく。家庭科の小山内先生からもらった色鉛筆で自分の思いをつづっていく加純さん。しか
し病気は少しずつ彼女の体をむしばんでいく。
　北海道の美しい自然を舞台に精いっぱい生きた少女の姿を描く。
平成20年3月22日放送。
出演：国分太一／杉本哲太／高橋由美子／藤本七海／片瀬那奈／蟹江敬三／原田美枝子

作　品　名

和風総本家冠婚葬祭マナー

　結婚式に招かれたり告別式に参列した際、マナーに自信がなくて周囲の人を真似てしまっ
た経験はないだろうか。この番組では、結婚式の披露宴で渡すお祝いの渡し方や、告別式で
のお焼香のマナーなど、確認しておきたいマナーを、クイズ仕立てで紹介する。これを機
に、自信を持って参列できる人になろう。
平成20年9月8日放送。
出演：石原良純／安倍麻美／萬田久子／地井武男／東貴博

天才！志村どうぶつ園

志村園長とパンくんも小学校に入学するヨ
ぽっかぽかの春が来た！
どうぶつ愛と絆と涙の感動２時間スペシャル！

　久しぶりにチンパンジーのパンくんと再会した志村園長。園長は６歳になったパンくんに
ランドセルをプレゼントして、パンくんのために作った教室で小学校の勉強を始める。
　「飼ってみよう！」のコーナーは。ギャル曽根がオランウータンの赤ちゃんを飼ってみ
る。実はこの赤ちゃんは母親に甘えた経験がないため甘え方を知らなかった。
　ほか、相葉が中国のパンダハウスを訪れる。
平成20年4月12日放送。
出演：志村けん／相葉雅紀／ギャル曽根／山瀬まみ／ベッキー

さようなら…ペンペン最終回！
志村園長＆ＤＡＩＧＯが号泣
日本一近くでふれあえちゃう動物園へ
秋のお出かけ２時間スペシャル

　番組のメンバーが「那須どうぶつ王国」を訪れ、ラマやペンギン、カピバラなどと身近に
触れ合う。
　また、志村園長がオーストラリアで、ケガをした野生動物を保護している施設を訪ね、コ
アラやワラビーと触れ合う。
　さらに、これまで赤ちゃんペンギンのペンペンをお世話していたＤＡＩＧＯが、ペンペン
を群れに返すために涙の別れを体験する。
平成20年10月11日放送。
出演：志村けん／相葉雅紀／山瀬まみ／ベッキー／ＤＡＩＧＯ
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

CG2009-001 44 ＮＨＫ

CG2009-002 44 ＮＨＫ

DA2009-003 75 ＮＨＫ

DA2009-004 49 フジテレビ

DA2009-005 108 フジテレビ

作　品　名

科学大好き土よう塾

でんじろうさんの宇宙実験スペシャル

　サイエンスプロデューサーの米村でんじろうさんを迎えて、宇宙空間でのさまざまな実験
をもとにクイズを出題する。無重力の宇宙では、地上とは違う不思議な現象が起こる。でん
じろうさんはホバークラフトを使って、宇宙実験を地上で再現する。またスペースシャトル
内部の不思議な映像も紹介。
平成19年4月28日放送。
出演：中山エミリ／米村でんじろう

環境スペシャル

　「だれでもエジソン」のコーナーは太陽電池を使った太陽電池工作コンクール。小学生か
ら高校生まで全国から応募された932作品の中から、えりすぐりの作品を紹介する。
　「君もガリレオ」のコーナーは、100年後の地球の環境について。
　100年後の地球は温暖化が進み、環境が悪化することが予測されている。地球の温暖化の原
因について探り、その対策を考える。
平成19年2月17日放送。
出演：中山エミリ

ＢＳ成人の日スペシャル
手話のキャンパス　～アメリカろう社会の今～

　アメリカにあるギャローデッド大学は世界唯一のろう者のための総合大学だ。キャンパス
では、アメリカのろう者の母語であるアメリカ手話が飛び交う。番組では、手話を知らずに
育ち、大学で初めてろう社会に出会い戸惑う新入生の姿や、夢を追いかけるろう学生の姿、
聴者の親の悩みなどを紹介。ろう者の社会進出が進むアメリカの現状と、ろう社会の抱える
さまざまな課題を伝える。
平成9年1月15日放送。

奇跡体験！アンビリバボー
あなたの知らない地下世界の謎
奇跡の男女デュオ　アツキヨ７年間の軌跡

　東京都心の地下には、多くの地下鉄が走っている。しかし地下鉄以外にも、地図には示さ
れていない地下施設があるらしい…。この仮説をもとに、地下施設の存在を探っていく。ま
た、実際に秘密裏につくられた外国の地下施設の存在を紹介する。
　アツキヨの特集は、アツキヨが結成してから今日までの７年間の歩みを、再現ドラマと実
写映像を用いて追う。キヨの受ける厳しいレッスンの様子なども紹介される。
平成20年5月29日放送。
出演：森口博子／所ジョージ／ビートたけし／小林麻央／関根勤／清水圭

ありがとう！チャンピイ
～日本初の盲導犬誕生物語～

　勤めていた会社が倒産し、結核で余命10年と宣告を受けた塩屋は犬の訓練学校を始める。
そこへ１人の女性が訪れ、塩屋に、中途失明した幼なじみのために盲導犬を育ててほしいと
頼む。彼女の頼みで幼なじみを訪ねた塩屋は、そこでチャンピイという名のシェパード犬と
出会う。
　日本初の盲導犬誕生の物語。
平成20年9月13日放送。
出演：高嶋政伸／伊藤淳史／本仮屋ユイカ／桜井幸子／福田麻由子
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

DC2009-001 97 日本テレビ

DD2009-001 100 ＴＢＳ

作　品　名

日本史サスペンス劇場　大奥最後の女帝
天璋院篤姫　皇女和宮の謎

　篤姫は、徳川幕府１３代将軍家定の正室。わずか２３歳で未亡人となり、出家して名を天
璋院と改めた。そして、家定の養子としてわずか１３歳で将軍に就いた家茂を、義母として
助け支えた。この家茂の正室が和宮だ。
篤姫と和宮。２人の女性が幕末の動乱の中で果たした大きな役割と、和宮を巡る替え玉説の
真相に迫る。
平成20年7月9日放送。
出演：船越英一郎／ビビる大木／高橋かおり／杉浦太陽／石井正則／デビット伊東

水トク！激闘大家族スペシャル
東京下町五つ子ちゃん成長記２００８！

　1993年に東京の下町の湯浅家に生まれた五つ子ちゃん。2001年には妹の燈ちゃんが生ま
れ、８人家族になった。
　そして現在、中学生になった五つ子ちゃんは高校受験を考える時期になった。しかしサラ
リーマン家庭の湯浅家に私立高校進学は到底無理。両親は頑張って勉強して都立高校に行っ
てほしいと思うが、五つ子ちゃんの今の関心は携帯電話とゲームを買ってもらうこと。
　1993年から現在まで、五つ子ちゃんの成長過程を記録した作品。
平成20年2月27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21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 10.8

分類番号 分 制作等

FC2009-001 148 日本テレビ

FC2009-002 93 日本テレビ

FC2009-002 101 日本テレビ

FC2009-004 93 ＴＢＳ

FC2009-005 95 ＴＢＳ

作　品　名

ＤＯＲＡＭＡ ＣＯＭＰＬＥＸ
第６０回文化庁芸術祭参加作
終戦六十年スペシャルドラマ　火垂るの墓

　太平洋戦争末期の日本。清太と節子の母・京子と、久子はいとこどうしで、夫の出征中は
互いに助け合おうと約束した仲だ。昭和20年の神戸の空襲で京子は死亡し、久子は清太と節
子を引き取る。配給も途切れがちの食糧難の中、久子はしだいに２人につらく当たるように
なる。清太と節子は久子の家を出て、２人だけで生きていこうとするが…。
　野坂昭如原作の実写ドラマ化作品。
平成17年11月1日放送。
出演：松嶋菜々子／夏川結衣／井上真央／石田法嗣／岸恵子／佐々木麻緒／段田安則／
沢村一樹／要潤

「うつ」への復讐　～絶望からの復活～

　俳優・高島忠夫(68歳)を突然襲ったうつ病。妻・花代は忠夫を救おうと心に誓う。だが突
然、忠夫が「多額の借金がある」と言いだし、それがきっかけで家族崩壊の危機に。ついに
花代も体を壊してしまう。
　俳優の高島忠夫と妻と２人の息子の６年に及ぶ闘病の過程を描いたドキュメンタリードラ
マ。
平成20年6月26日放送。
出演：松方弘樹／高橋恵子／別所哲也／袴田吉彦／高島忠夫／寿美花代／髙嶋政宏／
髙嶋政伸

みゅうの足パパにあげる

　実在の人物の闘病記をドラマ化した作品。主人公の隼人は、学生時代に一目ぼれして結婚
した綾と、娘のみゅうと３人で幸せに暮らしていた。しかし２５歳のある日、手足に力が入
らなくなり、徐々に症状が悪化、歩くことも難しくなる。そして複数の病院で検査し、ＣＩ
ＤＰという難病であることが判明する。
平成20年8月30日放送。
出演：松本潤／香里奈／石原良純／渡辺えり／松重豊

輪違屋　糸里
～女たちの新選組～

前編

　文久３年（１８６３年）、京都雅野の輪違屋の転進・糸里は、姉のように慕っていた音羽
太夫を、浪士隊（後の新選組）の局長・芹沢に切り殺された。糸里は、その事件をきっかけ
に副組長の土方と出会い、心ひかれていく。浪士隊内には出自による対立があり、芹沢は忠
義の証として、土方に、糸里と部下の平間との仲人役を強要する。
平成19年9月9日放送。
出演：上戸彩／中嶋朋子／小田茜／山田太郎／古手川祐子／浅田美代子／中村獅童／
伊藤英明

後編

　京都守護職・松平容保公から、芹沢を切れと命じられた近藤勇と土方は、糸里を使って芹
沢たちの酒に眠り薬を入れさせ、暗殺しようと考える。だが、糸里の仲良しで、組頭・平山
の愛人・吉栄転進は、それを知って苦悩する。
いよいよ暗殺の決行日、雷雨の中、土方たちは刀を抜く。
平成19年9月10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21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 10.8

分類番号 分 制作等

FB2009-001 70 日本テレビ

FB2009-002 46 日本テレビ

FB2009-003 46 日本テレビ

FB2009-004 46 日本テレビ

FB2009-005 46 日本テレビ

FB2009-006 46 日本テレビ

作　品　名

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん

第一話

　ワルばかりを集めた赤銅学院の３年Ｄ組。その対応に苦慮していた教頭の猿渡は南の島に
いた山口久美子を連れ戻し、担任に据える。
　久美子が赴任してまもなく、Ｄ組の風間廉が町で連続的に発生していた強盗事件の容疑を
かけられ、警察に呼び出されてしまう。
平成20年4月19日放送。
出演：仲間由紀恵／生瀬勝久／高木雄也／三浦春馬／石黒英雄／中間淳太／桐山照史／
三浦翔平

第二話

　連帯感に欠ける３年Ｄ組を何とかしようと、山口は缶けりを提案するが、誰も参加しよう
としない。白金神社では緒方大和と風間廉がトップを決めるために決闘しようとしていた。
そのことを知って駆けつけた山口は、素手での勝負なら「やればいい」と言うのだが…。
平成20年4月26日放送。

第三話

　赤銅学院恒例の春の球技大会が一週間後に迫った。３Ｄは人数が少ないということで、山
口はラグビーに絞って参戦しようとするが、生徒たちにはまったくやる気がない。
そのころ、町では連続暴行事件が発生。猿渡は３Ｄの生徒の仕業ではないかと疑いの目を向
ける。
平成20年5月3日放送。

第四話

　ある日突然、風間廉の姉が学校にやってきた。廉の部屋から心当たりのないお金を見つけ
たというのだ。 廉はアルバイトで稼いだという。
　バイト先を明かさない廉だったが、ホストクラブでバイトしているという情報を得た山口
は自分の目で確かめようと潜入捜査に向かう。
平成20年5月10日放送。

第五話

　卒業後の進路を話し合う三者面談が始まった。しかし３Ｄの生徒たちはまじめに考えよう
とせず、山口は頭が痛い。生徒の１人、本城の家は豆腐屋。父親が一人で切り盛りしてい
る。しかし本城は豆腐屋の仕事はきついから継ぐ気はなくフリーター希望だという。
平成20年5月17日放送。

第六話

　３Ｄは神谷がセッティングした合コン企画で盛り上がっていた。しかし倉木はまったく興
味を示さない。倉木は風邪で病院に行った折、入院中の藤村早希という女子高生と知り合
い、早希に恋をしていたのだ。
ある日早希は、倉木に遊びに連れていってほしいと電話をかけてくる。
平成20年5月24日放送。
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7
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

FB2009-007 46 日本テレビ

FB2009-008 46 日本テレビ

FB2009-009 46 日本テレビ

FB2009-010 46 日本テレビ

FB2009-011 71 日本テレビ

作　品　名

日本テレビ開局５５年記念番組
ごくせん（続き）

第七話

　間近に迫った赤銅祭。３Ｄだけはなかなか出し物が決まらない。山口はあせるのだが、生
徒たちはまるでやる気なし。しかし緒方が学園祭には女の子が来ると言ったことから、３Ｄ
の生徒たちはとたんにやる気になり「イケメンカフェ」を やることになったのだが…。
平成20年5月31日放送。

第八話

　山口の昔の教え子の熊井に、子供が誕生する日が近づいてきた。
山口はおばあちゃん気分でベビー用品を集めたりしていた。
そんな中、神谷が合コンで知り合った女の子と、やっとデートにこぎつける。
しかしデートの最中に荒高の生徒にからまれケンカをしてしまう。
平成20年6月7日放送。

第九話

　卒業後の進路を決めなければいけない時期になったが、３Ｄの生徒たちは真剣に考えよう
としないので山口は頭が痛い。さらに村山たち５人には遅刻や欠席が増えていた。芝山とい
う不良グループたちとの付き合いが原因だった。
平成20年6月14日放送。

第十話

　山口の強さに疑問を持った３Ｄの生徒たち。
風間や緒方らは秘密を探ろうと山口の尾行を開始する。そしてついに山口の家にたどり着
く。一方、緒方家では両親が離婚することに。
緒方の父親はエリート高校の教師で、家族を壊したのはお前だと緒方を責めていた。
平成20年6月21日放送。

最終話

　夏休みが近づき勝手に夏目とのハワイ旅行を夢見る山口。
　３Ｄの生徒たちも高校生活最後の夏休みに心躍らせていた。しかし期末テストで１人でも
赤点を取ったら、夏休みに補習授業が行われることに。
　そんな時、町で強盗事件が発生する。大和たちは、たまたま現場近くで卒業生の郷田を見
かける。
平成20年6月28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21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 10.8

分類番号 分 制作等

FB2009-012 58 フジテレビ

FB2009-013 47 フジテレビ

FB2009-014 47 フジテレビ

FB2009-015 47 フジテレビ

FB2009-016 47 フジテレビ

作　品　名

コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命

第１回

　翔陽大学附属北部病院救命救急センターに、４人の医師がフライトドクターの研修にやっ
てきた。フライトドクターとは、ヘリコプターで現場に急行し、治療を行う医師のことだ。
野心を秘めた藍沢、エリートの白石、負けず嫌いの緋山、小心者で見えっぱりの藤川。４人
を指導するのは、腕は一流だが若い医師のことを毛嫌いする黒田。
　黒田の指名で一番乗りでヘリに搭乗した白石だが、現場の重症患者を目の前に何もできず
に終わってしまう。次に黒田が指名したのは藍沢だった。
平成20年7月3日放送。
出演：山下智久／新垣結衣／戸田恵梨香／比嘉愛未／浅利陽介／柳葉敏郎／勝村政信／
寺島進／杉本哲太／児玉清／りょう

第２回

　病院内で外来に来ていた老人が急性心筋梗塞で倒れた。彼女は前夜藍沢が救急で診察し、
問題なしとして帰宅させた患者だった。黒田は藍沢に「お前が死なせるかもしれない患者
だ」と告げる。この一件で藍沢の代わりにヘリ担当となった緋山は、念願の現場に飛ぶ。流
産しかけている妊婦を前に緋山は…。
平成20年7月10日放送。

第３回

　白石と藤川が担当のフェローだけの当直の夜。白石は黒田らシニアドクターの不在に不安
を隠せない。しかし藍沢と緋山は大きなオペを自分たちで担当できるかもしれないと考え、
当直担当でもないのに深夜の病院に残る。そこへ道で転倒したという急患が運ばれてきた。
平成20年7月17日放送。

第４回

　白石が担当した患者・宮本が急に吐血する。めまいを訴える宮本に精密検査をするが異常
は見つからない。宮本の話では過去にも検査のために何度も開腹手術をしているが、なぜか
原因がわからないのだという。
　そのころ黒田は藤川に「お前はフライトドクターには向いていない。辞めろ」と告げてい
た。
平成20年7月24日放送。

第５回

　病院に真壁という男がシニアドクターの三井に会わせろとどなりこんできた。真壁は三井
に妻子を殺されたと言う。医療ミスかと色めきたつ藤川だが、ほかのフェローたちの反応は
そっけない。
　そんな中、工事現場でガス管が爆発。重傷者多数の大事故が起きる。藍沢らフェローたち
もヘリで現場に飛ぶが、黒田は藤川だけには事務処理を命じるのだった。
平成20年7月31日放送。
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9
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

FB2009-017 47 フジテレビ

FB2009-018 47 フジテレビ

FB2009-019 47 フジテレビ

FB2009-020 47 フジテレビ

FB2009-021 47 フジテレビ

FB2009-022 58 フジテレビ

作　品　名

コード・ブルー
ドクターヘリ緊急救命（続き）

第６回

　救命センターに買い物途中に転倒し、大腿部骨折をした藍沢の祖母・絹江が搬送された。
　藍沢が絹江の病室を訪れると、絹江は藍沢に「初めまして」とあいさつする。
　診察した西条は、ケガをしたショックによる一時的な健忘症か認知症の疑いがあると判断
した。
平成20年8月7日放送。

第７回

　突然のおう吐と腹痛を訴えて、成田空港から大柄な女性が搬送されてきた。しかし女性と
思われた患者は、外国で性転換手術を受けた男性だった。
　一方、白石は病院内で電動車いすに乗った男生とその母親に声をかけられた。2人は冴島に
会いに来たという。白石は冴島に伝えるが冴島は…。
平成20年8月14日放送。

第８回

　祭りの山車の下敷きになった男性が搬送されてきた。男性は足を骨折し、山車の一部の木
片が大腿部から腹部にかけて突き刺さっていた。
　男性の手術は無事成功したが、その晩、男性の容体が急変する。
　一方、化学工場でボイラー室の爆発事故が起き、ケガ人が出たという連絡が入った。黒田
と白石がドクターヘリで現場に向かった。
平成20年8月21日放送。

第９回

　爆発事故の現場で落下物に右腕を挟まれた黒田。藍沢は黒田を救うために現場で黒田の腕
を切断する。病院に搬送された黒田は、森本によって腕の接合手術を受ける。幸い腕は接合
したが大幅な機能回復は難しい状態だった。
　一方、成田空港のエスカレーターから転落した少年が搬送されてきた。
　その少年・健一は黒田と別れた妻との間に生まれた子供だった。
平成20年8月28日放送。

第１０回

　健一のオペが始まった。何もしてやることのできない黒田はいらだつ。
　一方、救命センターに患者の受け入れ要請が入った。妊娠３６週目の妊婦が本棚の下敷き
になり、すでに数件の病院で断られていた。三井は受け入れることを決め藍沢と処置を始め
る。藍沢は一度は母体を優先することを決めたが母子両方を助けることに方針をかえた。
平成20年9月4日放送。

最終回

　高速道路のトンネル内で多重衝突事故が発生し、多数の死傷者が出た。ドクターヘリで現
場に向かった藍沢が目にした光景は、すさまじい事故現場だった。
　報告を受けた黒田は白石と緋山も現場に向かわせたが、現場では救命のための人も血液も
機材も不足していた。藤川は自分も現場に行かせてほしいと黒田に申し出る。
平成20年9月11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21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 10.8

分類番号 分 制作等

FC2009-006 95 ＴＢＳ

FC2009-007 95 フジテレビ

FC2009-008 96 フジテレビ

FC2009-009 97 フジテレビ

作　品　名

マラソン

　自閉症の青年・彰太郎は、走ることに対して人並み外れた能力を持っていた。雑誌記者の
さなえは、彰太郎の才能に気づき、フルマラソンに挑戦させるため、大学時代の同級生・野
口にコーチを依頼する。(このドラマは実在の自閉症の青年・ヒョンジン君の話をもとに描か
れている。)
平成19年9月20日放送。
出演：二宮和也／田中美佐子／内藤剛志／桜井幸子／松岡昌宏

金曜プレステージ　眉山

　入院中の母の龍子が錯乱したという知らせに徳島に帰った咲子は、医師から母が末期がん
と告げられる。その上母は、咲子には内緒で献体の申し込みをしていたのだ。
　咲子は母の部屋で若き日の母と青年の写真と藤崎孝次郎と書かれた数通の手紙を見つけ
る。父親の名前も、東京から徳島に転居した理由も聞かされていない咲子だが、やがて母の
切なく苦しい愛を知るのだった。
平成20年4月4日放送。
出演：常盤貴子／富司純子／山本耕史／宮崎美子／山本学／小市慢太郎

ドラマスペシャル　古畑中学生

　１５歳の古畑少年は、家庭の事情で田舎の中学校に転校した。都会から転校してきた彼は
クラスメイトに好奇の目で見られたが、隣の席の音吉とはすぐに仲良くなった。そして、音
吉が教頭先生に疑われた事件で音吉の無実を証明したことから、探偵事務所を開くことにな
る。彼のもとには、次々と相談が持ち込まれ始め…。
平成20年6月14日放送。
出演：田村正和／山田涼介／原田泰造／石田ゆり子／タモト清嵐／浅野和之

カスペ！
ほんとにあった怖い話　夏の特別編2008
気の謎を解明する心とカラダのミステリーＳＰ

　５編の再現ドラマに加え、スザンヌと木下優樹菜が浄霊を受ける。２人にとりついた霊は
素直に出て行ってくれるのだろうか？
　再現ドラマは、高田翔主演「廃屋の螺旋」、加藤ローサ主演「病室の住人」、ベッキー主
演「路上の思い」、野久保直樹主演「Ｋ町のマンション」、木下優樹菜主演「着信履歴」。
平成20年8月26日放送。
出演：スザンヌ／木下優樹菜／稲垣吾郎／つるの剛士

B-3



11
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

JB2009-001
各
26

日本アニメーション

JB2009-004
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

１～３

１　少年ネロ

ネロは絵をかくことが大好きな心優しい少年。牛乳運びの仕事をするおじいさんと2人で
暮らしていました。幼なじみの女の子アロアと毎日遊び、貧しいながらも楽しい毎日でし
た。そんなある日、ネロはアントワープの町で１頭の犬に出会います。パトラッシュとい
う名のその犬は、金物屋の主人にこき使われていたのです。

２　アロアと森へ

ネロはアロアといっしょに森へイチゴ摘みに出かけます。初めて森へ行くアロアは大喜
び。時間を忘れてイチゴを摘むうちに、急に天気が崩れ雨が降りだしてしまいます。ネロ
は森の木こり・ミッシェルおじさんの小屋で雨宿りすることに。でも帰りが遅くなってし
まいアロアのお父さんは不機嫌になってしまいます。

３　アントワープの町で

おじいさんといっしょにアントワープの町へ牛乳を届けに行ったネロ。途中で教会の絵を
かいている絵かきに出会います。ネロは時がたつのも忘れて、絵かきの様子に見入りま
す。
そしてアントワープの町でネロは、とてもすばらしいものを見ることになるのでした。

※３話収録。

４～６

４　新しい友達

ネロが釣りをしていると、以前町で出会ったジョルジュとポールの兄弟がやって来ます。
そこにアロアとアンドレも加わって、みんなでかくれんぼをすることになりました。小さ
いポールは橋の下に隠れるのですが、そこから落ちてしまったからたいへん！

５　パトラッシュ

すっかり仲よしになったネロとジョルジュたち。３人で秘密の場所に遊びに行ったネロ
は、そこで金物屋にむち打たれるあの労働犬を見つけます。かわいそうな犬に水をやろう
とするネロたちでしたが、そこに金物屋が現れて３人は追い払われてしまいます。

６　がんばれパトラッシュ

アントワープの町で開かれる月に一度の朝市の日。ネロはパトラッシュに会えるかもしれ
ないと、町を探し回ります。ところがどこにもパトラッシュの姿はありません。やっとの
ことで見つけた金物屋は、「パトラッシュは捨てた」とネロに言うのです。

※３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21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 10.8

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）

７～９

７　スープをおのみ

ネロは金物屋に捨てられたパトラッシュを連れ帰りました。一生懸命看病をしますが、パ
トラッシュは元気になりません。おじいさんは庭で取れた薬草をパトラッシュに飲ませる
ように言って出かけてしまいました。ネロは何とか薬を飲ませようとするのですが…。

８　ほえたよおじいさん

パトラッシュはネロの看病のおかげで元気を取り戻します。アロアが持ってきた干し肉も
食べられるようになります。ネロはアロアといっしょにパトラッシュのためのすてきな
ベッドを作ることにしました。

９　おもいでの鈴

ジョルジュとポールの兄弟とも友達になったパトラッシュ。ネロはみんなといっしょにア
ントワープの町へ出かけます。ところがそこであの金物屋に会ってしまい、ネロたちは急
いで逃げ出すのでした。アロアはパトラッシュに首輪を付ければ、もうネロの犬になると
言うのですが…。

※３話収録。

１０～１２

１０　アロアのブローチ

森にたきぎ拾いに出かけたネロとアロア。すっかり元気になったパトラッシュもいっしょ
に楽しく森で遊んでいると、アロアがお父さんにもらったブローチをなくしてしまいまし
た。

１１　エリーナの花畑

アロアのお母さんのエリーナは、お花を育てるのが大好き。そのエリーナの美しい花畑を
だれかが荒らしてしまいました。しかもそこには犬の足跡が残っていたのです。それをお
せっかいなハンスが見つけて大変な騒ぎになってしまいます。

１２　おじいさんの小さな壺

アントワープの町に行ったネロとパトラッシュ。そこであの金物屋に見つかってしまいま
す。パトラッシュを返せという金物屋に、おじいさんはパトラッシュをネロに譲って欲し
いと頼みます。すると金物屋はお金をよこせと言い出しました。

※３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21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 10.8

分類番号 分 制作等

JB2009-013
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）

１３～１５

１３　ナポレオン時代の風車

村にあらしが来た次の日。アロアの家の風車が止まってしまいました。修理のために呼ば
れたノエルじいさんはとても風変わりなおじいさん。ネロはノエルじいさんの仕事ぶりに
ひかれます。風車が直って回り始めたとき、アンドレが羽根につり上げられてしまい…。

１４　夜空に描いた絵

アントワープの町へ向かいながらネロとおじいさんは、ネロの将来について話します。お
じいさんはネロに一人前の農夫か木こりになって欲しいと願うのですが、ネロの心の中に
は、それとは別の願いが芽生えていました。

１５　古い帳簿

ネロは家が貧しいため、いつも板きれに絵をかいていました。それを見たアロアはネロの
ために、家から古い帳簿を持ってきます。帳簿の紙の裏に絵をかけばいいと考えたので
す。
ところがそれはコゼツだんなの大事な帳簿だったのです。

※３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21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 10.8

分類番号 分 制作等

JB2009-016
各
26

日本アニメーション

JB2009-019
各
26

日本アニメーション

作　品　名

世界名作劇場　赤毛のアン

第３４～３６章

第３４章　ダイアナとクィーン組の仲間

クィーン学院を受験できることなったアンは、大喜びでそのことをダイアナに報告する。
だが、ダイアナは喜んでくれたものの、自分は受験はしないと言う。ダイアナも一緒に受
験するのだと思い込んでいたアンは、ダイアナに、しつこく受験するよう言うのだが…。

第３５章　夏休み前の思わく

待ちに待った夏休み。アンは、この長い休みをいかに楽しく過ごすか、ダイアナと計画を
練っていた。
　そんなとき、マシュウが持病の心臓発作を起こして倒れた。診察を終えた医者は意外に
も、アンの様子について驚くべきことをマリラに伝えた。

第３６章　物語クラブのゆくえ

アンとダイアナは、思う存分夏休みを楽しんだあと、新学期がスタートした。クィーン組
は全員、受験を控えて気を引き締めていた。
　そんなとき、物語クラブが持ち回りでアンのうちで開かれたが、ダイアナがなかなか現
れなかった。

※３話収録。

第３７～３９章

第３７章　十五歳の春

アンがグリーン・ゲイブルズに来て４年がたち、アンは15歳になった。ある日マリラは、
少女に成長したアンを見て、奇妙な寂しさを感じるのだった。
　鉄道の支線がカーモディまで開通し、ミス　バリーが一番列車でやってきた。しばらく
ダイアナの家に滞在するミス　バリーを、マリラはお茶に招待しようと言い出す。

第３８章　受験番号は１３番

クィーン学院から受験票が届いた。アンの受験番号は何と１３番。不吉な受験番号に、ア
ンはたちまち自信を失うのだった。
　そんなアンを、マシュウは「アンは、きっと１番で合格する。そう信じているよ」と励
ますのだった。
　そして緊張の中、いよいよ試験が始まった。

第３９章　合格発表

クィーン学院の入学試験が終わった。受験生たちは毎日郵便局へ出かけ、合格発表が載っ
ている新聞が届くのを待っていた。
　しかし２週間すぎ、３週間すぎても合格発表は届かない。そんなとき、ダイアナが新聞
を手に、アンの家に駆け込んできた。果たして、その結果は？

※３話収録。

B-3



15
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

JB2009-022
各
26

日本アニメーション

JB2009-025 92 日本テレビ

VA2009-001 49 日本テレビ

作　品　名

世界名作劇場　赤毛のアン（続き）

第４０～４２章

第４０章　ホテルのコンサート

シャーロットタウンにある大きな病院を援助するために、ホワイト・サンドのホテルでコ
ンサートが開かれることになった。出し物が少ないため、近在の村からも出演者を出すこ
とになり、アボンリーからはアンの朗読が選ばれてしまう。ところが運の悪いことに、コ
ンサートには朗読の専門家も出演することになり…。

第４１章　クィーン学院への旅立ち

アンのクィーン学院への入学を控え忙しい毎日をすごしているグリーン・ゲイブルズに、
スペンサー夫人がやってきた。何の用件でやってきたのか不審に思うマリラとマシュウ
に、夫人は思いもよらない話を切り出し、２人を仰天させる。

第４２章　新しい学園生活

いよいよ下宿生活を始めることになったアン。マリラとマシュウは寂しくてしかたがな
い。
　一方、上級クラスに入ったアンは、ルビーやジェーンと違うクラスになったことが寂し
いが、金メダルとエイブリー奨学金の獲得を目指し、新たな大望に心躍らすのだった。

※３話収録。

ルパン三世　sweet　lost　night
～魔法のランプは悪夢の予感～

　何でも願いがかなうという魔法のランプを盗み出すことに成功したルパン。早速ランプを
こすってみると中から現れたのは美しい妖精だった。妖精はルパンに「願い事をかなえてあ
げる。そのかわりにあなたの残りの人生半分をいただくわ」と言う。そしてランプから放た
れた小さな光がルパンの頭をチクリと刺し、ルパンは気を失う。時刻は夜の7時だった。
　目を覚ましたルパンが時計を見ると朝の７時だった。
平成20年7月25日放送。

世界一受けたい授業
１限目理科　ちょい不良実験王ブラックでんじろう先生
まばたき禁止！わが目を疑うスリリング科楽
２時限目 東洋大学教授高橋儀平先生
６０億人の不便を解消！
誰もが使いやすいユニバーサルデザインとは？
３時限目　保健体育野菜茶葉研究所山本万里先生
お茶がカラダを守る！驚異のカテキン力

１時間目はブラックでんじろう先生の授業は、実験で不思議を体験し、その後、わかりやす
く謎解きをしてもらえるので、大人も子どもも楽しめる。
２時間目は誰にでも使いやすいユニバーサルデザインは、近年広く普及している。授業で
は、実際に考案されている物品が紹介され、実際にパネラーが使ってその便利さをチェック
する。
３時間目は日本茶に多く含まれているカテキン。このカテキンを摂取すると、体にさまざま
な効果がもたらされるという。授業では、カテキンの効果について、実験も交じえて学習す
る。
平成20年5月24日放送。
出演：堺正章／くりいむしちゅ～／アンガールズ／石塚英彦／奈美悦子／渡辺謙／
川田亜子／香田晋／安田美沙子／梨花
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聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成21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 10.8

分類番号 分 制作等

VA2009-002 96 テレビ東京

CB2009-001 24 朝日放送

DA2009-006 26 ＲＫＢ毎日放送

福岡市に住む香椎（かしい）智恵さん（２２）は生まれつき重度の難聴で補聴器なしではほ
とんど音を聞くことができない。聾学校で美容師の技術を学び美容師を目指していたが、試
験に失敗。そんな時、舞い込んで来た話が「福祉ネイリスト」。お年寄りや病院の入院患者
を相手に、爪を整えマニキュアを塗ったり手足のマッサージをする仕事だ。障害者の就職支
援をしていた財界の有志が自立支援プロジェクトとして「福岡福祉美容協会」を立ち上げ
た。第一期生となった香椎さんは、聾学校の恩師に手話通訳などをしてもらいながら１年間
技術を学び続けた。仕上げはエステの本場、フランス・ボルドーでの研修。香椎さんにとっ
ては初めての海外だった。
難聴もあって、引っ込み思案な香椎さんだったがフランス人のオープンな態度や温かな言葉
に、次第に心を開いていく。
（ＪＮＮ九州沖縄ドキュメントムーブＨＰより）
【字幕制作・寄贈元：福岡県聴覚障害者センター】
平成20年3月3日放送。　出演：香椎智恵

作　品　名

南の海へ北の大地へ移住体験！
田舎暮らしの旅

　田舎暮らしを夢見る人の移住体験の旅を紹介する。南房総で発見した大自然と絶景を満喫
できる宿。沖縄県伊是名島では透明な海とゆったりと流れる島時間を体験。伊豆では宿とし
て使われている古民家で田舎暮らし体験。そして北海道の美瑛では北の大地の生活を満喫で
きる体験。都会では味わえない田舎暮らしの旅を紹介する。
平成20年8月30日放送。
出演：赤井英和／奈美悦子／寺泉憲／田尾安志

にっぽん菜発見　そうだ、自然に帰ろう
第２０２回信州、長野県へ実りの秋を満喫

今回の旅人は食の狩人石塚英彦さん（通称“石ちゃん”）。長野の秋を存分に楽しむ。
まずは善光寺の参道にあるおそば屋さんで、この秋に収穫したそばの実で作る新鮮な「新そ
ば」を味わう。次に栗の産地、小布施。石ちゃんは栗拾いのお手伝いをして、栗だけで作る
栗あんを使った栗菓子をいただき舌鼓をうつ。フルーツ王国中野ではりんご狩り。中野市で
生まれた真っ赤なリンゴ「秋映（あきばえ）」を収穫する。香りが強く果汁たっぷりで石
ちゃんは大満足。そのほか、秋に行われる「日和山（ひよりやま）神社鬼獅子」という秋祭
りに飛び入り参加したり、山の中腹にある絶景の露天風呂「ぽんぽこの湯」で汗を流した
り、「信州きのこマイスター」のきのこ料理づくしを味わったり…。
石ちゃんが、食に祭りに長野の秋を堪能する。
【字幕制作・寄贈元：長野県聴覚障害者情報センター】
平成19年10月28日放送。
出演：石塚英彦

ＪＮＮ九州沖縄ドキュメントムーブ
夢は福祉ネイリスト
～障害者自立支援プロジェクト～

(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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