
A 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 10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

EA2016-001
A-3

15 愛知県警察

手話・字幕(選択可）

EA2016-002
A-3

11 島根県警察

手話・字幕(選択可）

EA2016-003
A-3

16 福岡県警察

手話・字幕(選択可）

【3話収録】
EB2016-001

A-3
各
14

独立行政法人
科学技術振興機構

手話・字幕(選択可）

手話・字幕(選択可）

手話・字幕(選択可）

手話表現者：小野寺善子

平成25年

ひとりで悩まないで　－ＤＶのない社会を目指して－

（１）月の扉　EB2016-001

作　品　名

出演：折原みか　手話表現者：森田明

平成14年

手話表現者：小野寺善子

平成24年

きけんからじぶんをまもろう！
コスモたんと学ぶ防犯

子どもが外で遊ぶ時や、家に一人だけの時などに、犯罪被害に遭わないために何に気をつけたら
いいかを、コスモスの妖精コスモたんと一緒に考える。作品後半では保護者向けに子どもの被害
防止を解説する。

手話表現者：森田明

平成26年

（３）水の扉　EB2016-003
今回、おねえさんが冒険するのは「水の扉」。おねえさんが、ある扉を開くと人魚の女の子・
ウォーターマーメイドが泣いていた。海を旅している間にお母さんとはぐれて迷子になったの
だ。お母さんを捜すために、おねえさんは水の世界をインスタント博士から学ぶ。

出演：折原みか　手話表現者：荒井美香

平成14年

サイエンスチャンネル
うさみみ玉手箱　（１）～（３）

（２）火の扉　EB2016-002

平成14年

ＤＶ（ドメスティックバイオレンス）とは、配偶者やパートナーなど親密な関係にある人から振
るわれる暴力のこと。被害者の多くは女性だ。作品では、ＤＶの種類やＤＶ被害者を守る法律、
支援制度について紹介する。

あなたも狙われています
性犯罪未然防止対策広報用ビデオ

夜の帰り道や駐車場、オートロックマンションのエレベーターなど、性犯罪の危険は日常のあち
らこちらに潜んでいる。性犯罪は他人事ではなく、「自分も被害に遭うかもしれない」と意識す
ることが大事だ。作品では、場面ごとに、危険から身を守る方法を伝える。また、実際に性犯罪
の被害に遭った女性から、性犯罪の恐ろしさ、立ち向かう勇気などのお話を伺う。

扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさんが、科学の世界を冒険する作品。今回は「月の
扉」。建物の出口を探しておねえさんが扉を開けると、そこは月の部屋だった。月に住んでいる
と言われる月のウサギを探しに、うさみみとおねえさんが月の世界を冒険する。

今回、おねえさんが冒険するのは「火の扉」。熱気が漂う扉の前に立つおねえさんが扉を開ける
と、そこは火の部屋だった。部屋の住人の火の精霊ファイアーゴブリンが、おねえさんを火の世
界に招待する。

出演：折原みか　手話表現者：森田明
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分類番号
利用区分

分 制作等

【3話収録】
EB2016-004

A-3
各
14

独立行政法人
科学技術振興機構

手話・字幕(選択可）

手話・字幕(選択可）

手話・字幕(選択可）

【3話収録】
EB2016-007

A-3
各
14

独立行政法人
科学技術振興機構

手話・字幕(選択可）

手話・字幕(選択可）

手話・字幕(選択可）平成15年

扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。出口を探して入った部屋の中にいたのはタコ
型火星人だった。地球人が作り出した空想の火星と実際の火星の違いや、地球と火星の今後のか
かわりについて、おねえさんと一緒に学ぶ。

出演：折原みか　手話表現者：後藤美幸

平成15年

（９）火力利用編　EB2016-009
扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。出口を探して入った部屋の中にいたのは蒸気
機関の精霊アングリースティーム。蒸気機関の仕組みや動力装置の移り変わりをおねえさんと一
緒に学ぶ。久しぶりにインスタント博士も登場し、蒸気機関について、やさしく解説する。

出演：折原みか　手話表現者：森田明

作　品　名

（７）日の扉　EB2016-007
あたたかい日ざしであふれる部屋にたどり着いたおねえさん。今回冒険するのは「日の扉」。あ
たたかい部屋で居眠りをしていたおねえさんの前に現れたのは太陽の精霊シャイニー。赤外線や
紫外線の特徴や光の三原則について、おねえさんに教えてくれる。

出演：折原みか　手話表現者：後藤美幸

（８）火星の秘密編　EB2016-008

サイエンスチャンネル
うさみみ玉手箱　（４）～（６）

サイエンスチャンネル
うさみみ玉手箱　（７）～（９）

（４）木の扉　EB2016-004
扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。今回冒険するのは「木の扉」。おねえさんが
扉を開けると、木の精霊・スノッピーリーフが一生懸命に本を読んでいた。しかし、その本に書
かれていたのは文字ではなく年輪だった。スノッピーリーフが言うには立派な木の伝記だとい
う。おねえさんはスノッピーリーフから木の大切さを学ぶ。

出演：折原みか　手話表現者：荒井美香

平成14年

（５）金の扉　EB2016-005
扉ばかりの不思議な世界に迷い込んだおねえさん。今回冒険するのは「金の扉」。金属の部屋に
迷い込んだおねえさん。部屋の中に居たのは金属製のメタロイド。金属の特徴をメタロイドから
学ぶ。

出演：折原みか　手話表現者：野崎静枝

平成14年

（６）土の扉　EB2016-006
いつの間にか地下室に迷い込んだおねえさん。今回冒険するのは「土の扉」。土の部屋に迷い込
んだおねえさんが出会ったのはモグラのクレーブンモール。少し生意気だが地下のことは何でも
知っていて、地震や化石のことなどを教えてくれる。

平成14年

出演：折原みか　手話表現者：野崎静枝

平成14年
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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

B 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 10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【3話収録】
DA2016-004

B-3
各
15

ＮＨＫ

“ご当地手話”を伝えたい　DA2016-004

作　品　名

子育ては笑顔で  ～東京・練馬  手輪るサロン～　DA2016-005

ろう・難聴の生徒専門の大学受験塾が、新宿にある。ろう者の講師がいるほか、手話通訳とパソ
コン通訳が選べ、国語・英語・数学の３教科を学べる。日本社会事業大学の斉藤くるみ教授が、
聴覚障害者のための進学塾を提案、日本財団の助成を受け、５年前にスタートさせた。塾の取り
組みを紹介する。

ろうを生きる難聴を生きる

もっと学びたい  ～ろう・難聴高校生の学習塾～　 DA2016-006

平成26年10月19日

平成26年10月5日

平成26年10月12日

出演：福島幸一

福井ならではの手話を中心に、およそ３５００語を編纂した手話集が、福井県越前市で刊行され
た。まとめたのは、地元で手話通訳を務めてきた建築士の福島幸一さん。「地元の手話を残した
い」という福島さんの思いと、ろう者をまじえて単語を確定する話し合いの様子を紹介する。

出演：樽谷香／長野留美子／星野征子

東京・練馬区に、手話で交流し、子育てを支え合う集いがある。「手輪（しゅわ）るサロン」
だ。サロンが生まれたのは２年前。聴覚障害者だけでなくみんなで交流する輪を広げることを目
的に、ろうの長野留美子さんが聞こえるママと共同で立ち上げた。手話で新しい輪を広げるママ
さんたちの活動とその思いを描く。

出演：斉藤くるみ

3
聴覚障害者向け映像ライブラリー目録

平成28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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【4話収録】
DA2016-007

B-3
各
15

ＮＨＫ

平成26年11月16日

出演：森敦史

音楽を体で感じて　～ダンスチーム　ＳＯＵＬ　ＦＡＭＩＬＹ～　DA2016-009

デビュー４年目にして１４戦１３勝という好成績をおさめている難聴のキックボクサーがいる。
スーパーフェザー級の郷州征宜（ごうしゅうまさのぶ）さん。リングネームは郷州力（ごうしゅ
うりき）。攻撃的な試合運びを得意とする若手の有望株だ。夢を追う若きキックボクサーの日々
を追う。

ろうを生きる難聴を生きる

出演：郷州征宜／加藤督朗

夢はチャンピオン　キックボクサー郷州力　前編　DA2016-007

作　品　名

夢はチャンピオン　キックボクサー郷州力　後編　DA2016-008
難聴のキックボクサー、スーパーフェザー級の郷州征宜（まさのぶ）さん。後楽園ホールで、今
後の試金石となる試合が行われた。去年新人王を獲得した若手選手との対戦だ。両親や交際相
手、会社の同僚たちが応援する中、結果はどうなるのか。郷州さんの挑戦を描く。

平成26年10月26日

聴覚か視覚に障害のある学生が学ぶ筑波技術大学は、聴覚障害者によるダンスが盛んだ。中でも
ＯＢ、ＯＧ、現役学生の１１人からなるダンスチーム「ＳＯＵＬ　ＦＡＭＩＬＹ（ソウル・ファ
ミリー）」は、高い評価を得てきた。彼らのダンスへの熱い思いを伝える。

平成26年11月2日

壁は越えられる　～盲ろうの大学生　森敦史さん～　DA2016-010

出演：郷州征宜

生まれた時からの盲ろう者としては、日本で初めて大学に進学した森敦史さん。東京三鷹にある
ルーテル学院大学に通っている。授業には通訳介助者がつき、触手話などでコミュニケーション
をしている。周囲の支えを受けながら、前向きに生きる森さんの姿を追う。

平成26年11月9日

出演：ＳＯＵＬ　ＦＡＭＩＬＹ
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【4話収録】
DA2016-011

B-3
各
15

ＮＨＫ

出演：三浦宏之

聞こえない子どもの日本語学習の取り組みを紹介する。第２回目は、語彙を育む方法を考える。
紹介するのは、筑波大学附属聴覚特別支援学校で開かれた授業。テレビの天気予報キャスターの
言葉を活用して、生活に身近な言葉から、その言葉がもつ「表現」を学ぶ。

平成27年1月11日

平成26年11月23日

作　品　名

どう育む？日本語力　～表現力を高める～　DA2016-014

ろうを生きる難聴を生きる

筆談が変わる　DA2016-011
１０月下旬に三重で行われた全国中途失聴者・難聴者大会の分科会で、「ＵＤ手書き」と言われ
る会話支援機器の使いこなし方が紹介された。ＵＤとはユニバーサルデザインの意味で、タブ
レットやスマートフォンの画面に指で手書きできるというメモ用アプリだ。大会の模様を伝えな
がら、筆談最新機器の機能をわかりやすく解説する。

絆を取り戻したい　～被災地のろう学校　100周年の同窓会～　DA2016-012
今年、宮城県立聴覚支援学校は、創立１００周年を迎えた。１０月に開催する記念式典のため、
同窓会会長を務める渡辺征二さんは、震災の影響で連絡の取れない卒業生を探し、一人でも多く
の参加者を呼ぼうと奔走してきた。絆を取り戻そうとする渡辺さん、そしてさまざまな思いを胸
に秘め、集まってきた人たちの姿を描く。

どう育む？日本語力　～文の仕組みを知る～　DA2016-013

出演：木島照夫

聞こえない子どもの多くが、日本語力に課題を抱えている。教育現場では様々な取り組みが行わ
れているが、生徒のためにはどんな学習法が必要なのだろうか。各現場の取り組みを２回にわけ
て紹介する。第１回では、最近注目を集めている文法の学習法を取材する。

平成26年11月30日

平成27年1月18日

出演:山本晃

出演：渡辺征二
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【4話収録】
DA2016-015

B-3
各
15

ＮＨＫ

出演：藤田保／皆川愛

作　品　名

ろうを生きる難聴を生きる

安心を届けたい　～音を知らせる腕時計～　DA2016-015

共に生きやすい社会を　～言葉の壁を越える～　 DA2016-016

出演：柳匡裕

東京・本郷に、ろうの店員が接客するスープカフェがある。立ち上げたのは、ろう者の柳匡裕
（やなぎまさひろ）さん。客の多くは手話ができない健聴者だが、筆談をしたり、メニューを指
さしたりして注文する。前編では「ろう者に接客は無理」という既成概念を壊した柳さんの戦略
を紹介する。

共に生きやすい社会を　～理想の職場を創る～　DA2016-017

聴覚障害がある齋藤勝さんは、生活に欠かせない音を腕時計に表示する機械を作ろうと、独学で
技術を学び、７年の歳月をかけてついに時計型の受信機「シルウオッチ」を開発した。２００９
年には、その功績から、総理大臣賞を受賞した。不屈の精神で障害を乗り越えてきた齋藤さんの
人生を描く。

聞こえない学生が聞こえない先輩の職場を訪ね、働き方や生き方のヒントを学ぶ「働くを見に行
こう」。今回は看護師を目指す大学生が、琵琶湖病院精神科・医師の藤田保さんを訪ねる。医療
現場で働くために必要な心構えとは何か。聞こえない当事者だからこそできることとは何か。藤
田さんの経験から学ぶ。

平成27年3月8日

出演：齋藤勝

平成27年1月25日

平成27年3月1日

出演：柳匡裕

“働く”を見に行こう！　看護師を目指す学生×中途失聴の医師　DA2016-018

平成27年3月29日

聴覚障害者の中には、聞こえる人の中で働くうちに、コミュニケーションの難しさから疲れてし
まい、働く意欲を失ってしまう人が少なくない。本来持っている能力を生かせずに悩む人たちを
どう再生させるか。誰もが主体的に働ける社会を作りたいと願う柳匡裕（やなぎまさひろ）さ
ん。後編ではその人材活用術に迫る。
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【4話収録】
DA2016-019

B-3
各
15

ＮＨＫ

出演：一瀬宗也

平成27年5月16日

教育にささげた人生　古河太四郎 生誕170年　DA2016-021
明治１１年に京都盲唖院を設立した古河太四郎。聞こえない子どもに言葉を教えるために、かな
文字が書かれた板に玉を当てると、文字に対応する絵が飛び出す器具を考案するなど、さまざま
な方法で教育を行った。生誕１７０年にあたり、古河太四郎の人生をひもときながら、日本のろ
う教育の原点に迫る。

出演：坂井美惠子／岸博実

平成27年5月9日

実験中！“字幕電話”　DA2016-022
電話の相手の声を字幕に変換するサービスが始まろうとしている。オペレーターが、相手の声を
文字に変換、利用者はそれをスマートフォンなどで読むというものだ。サービスを行うのは、一
瀬宗也（いちせむねや）さんが社長を務める沖縄のＩＴ企業。字幕電話の仕組みや利用者の日常
を取材、その可能性に迫る。

出演：中嶋元美

平成27年4月25日

この音に心をこめて　～難聴のオカリナ奏者　仲里尚英～　 DA2016-020
沖縄で有名なプロのオカリナ奏者、仲里尚英さん。学生のときから音楽とともに生きてきたが、
３３歳のとき原因不明の難聴になり、ステージに立てなくなる。しかし、オカリナなら演奏でき
ることに気づき、今では地元のテレビにも出演。全国各地で演奏活動を行なっている。仲里さん
の半生をひもときながら、その情熱あふれる姿を追う。

ろうを生きる難聴を生きる

手話を使って音楽や踊りの楽しさを伝える劇団「きいろぐみ」。ここに２０歳の花形パフォー
マーがいる。中嶋元美さんだ。高校１年生のときに聞こえなくなった中嶋さんは、「きいろぐ
み」の手話パフォーマンスと出会い、聞こえなくても音楽を楽しみ、表現できることを知る。人
生の一歩を踏み出す彼女の日々を描く。

心で感じて踊りたい　手話パフォーマー　中嶋元美　DA2016-019

作　品　名

出演：仲里尚英

平成27年5月2日
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【4話収録】
DA2016-023

B-3
各
15

ＮＨＫろうを生きる難聴を生きる

マジックで人生を切り開け  デフマジシャンＮＯＢＵ　DA2016-023
世界で活躍するマジシャンを目指している難聴者がいる。デフマジシャンＮＯＢＵこと、上鶴伸
夫さんだ。ＮＯＢＵさんは、２０１０年に米国で開催された世界聴覚障害マジシャンズ大会・ス
テージ部門に出場し、優勝を果たした。練習に励むＮＯＢＵさんに密着し、マジックにかける思
いに迫る。

静岡県の港町・清水で２年前から芸妓の修業に励んでいる女性ねね子さんは中度の難聴だ。芸妓
の募集を見つけ面接したが、接客時のコミュニケーション能力が心配され、不採用となった。ね
ね子さんは働きながら発音の練習を繰り返し面接に再挑戦、そして合格した。厳しい芸の道を歩
むねね子さんの姿を見つめる。

この仕事にかける　～難聴の宮大工・渡辺健太～　前編　DA2016-025
寺社の建築、修理を手がける宮大工。この世界に飛び込んだ聞こえない大工がいる。渡辺健太さ
んだ。難聴だったが、工業高校で建築を学び、宮大工となった。渡辺さんの姿を追い、２回シ
リーズで取り上げる。前編では、渡辺さんの職人魂を描く。

平成27年6月13日

平成27年6月27日

出演：渡辺健太

平成27年6月20日

寺社の建築、修理を手がける難聴の宮大工、渡辺健太さん。今の渡辺さんの目標は職人を育成す
ることだ。時には若手が暮らす寮に泊まり込み、熱心に指導にあたっている。後編では、伊勢国
一の鳥居の建てかえ工事に若い人たちと取り組みつつ、技術を後の世代に伝えようとする渡辺さ
んの姿を描く。

出演：渡辺健太

この仕事にかける　～難聴の宮大工・渡辺健太～　後編　DA2016-026

出演：上鶴伸夫

平成27年5月30日

私は負けない  ～修行中！難聴の芸妓～　 DA2016-024

作　品　名
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

DD2016-001
B-3

49 福岡放送

手話・字幕(選択可）

【3話収録】
FB2016-001

B-3
総
164

日本テレビ

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／成宮寛貴／甲本雅裕／塚地武雅／内山理名
／袴田吉彦

平成27年5月30日

児童養護施設で過ごした子どもたちが自分の将来の夢を５分間のスピーチコンテストで発表す
る。コンテストに出場すれば学校を卒業するまで奨学金を受け取ることができる。自分の過去と
将来の夢に向き合うスピーチコンテストに出場する若者の姿と、若者を支える支援者たちの姿を
追う。

作　品　名

花咲舞が黙ってない　1話・2話・3話

手話表現者：野口岳史

3話　FB2016-003　52分
六本木支店で３００万円の現金が紛失するという事件が起きた。駆けつけた舞と相馬は、行員の
持ち物やロッカー検査までして現金を探すが見つからない。２人は、防犯カメラの映像をすべて
チェックすることに。すると、テラーの吉川恭子に不審な動きが見つかる。

2話　FB2016-002　52分

目撃者ｆ
５分間に込めた夢　～親に捨てられた私～

五反田支店で事務ミスが続いていると報告を受け、本部臨店班の相馬と舞は調査に出かけた。帰
りがけ、かつての部下である松木に遭遇した相馬。松木は担当先であるあづみ屋ストアの融資
が、支店長判断で突然回収されることに決まり、頭を抱えていた。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／成宮寛貴／甲本雅裕／塚地武雅／金田明夫

平成27年7月22日

平成27年7月15日

1話　FB2016-001　60分
東京第一銀行の臨店班の花咲舞と相馬健は、支店で起きる問題を解決すべく奔走していた。ある
日２人は日本橋支店への臨店を命じられる。日本橋支店では投資信託をめぐるトラブルから顧客
である諸角産業の社長が銀行を訴えようとしていた。担当の北原有里から話を聞こうするが…。
メガバンクを舞台に、痛快ヒロイン・花咲舞が大活躍する、池井戸潤原作の大ヒットドラマ。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／寺脇康文／片瀬那奈

平成27年7月8日
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【3話収録】
FB2016-004

B-3
各
52

日本テレビ

作　品　名

平成27年7月29日

5話　FB2016-005

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／石黒賢／財前直見

平成27年8月5日

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／東幹久／石橋保

舞と相馬は融資が正しく行われているかどうか調べる「与信検査」の応援を命じられた。検査を
指揮する氷室は「支店荒らし」の異名をとるほど検査に厳しい高圧的な人物だった。氷室は「元
テラーなど役に立たない」と舞を雑用係にする。一方、相馬は与信検査の陰で、氷室の挙動に目
を光らせていた。実は氷室が不正行為をしているとの内部告発があったのだ。

同窓会に出かけた相馬は、１０年ぶりに大学の同級生の青井と再会。青井はＩＴ会社を立ち上げ
て、わずかな期間で業績を伸ばしていた。再会翌日、青井が今後は東京第一銀行から融資を受け
たいと言ってきた。喜んだ相馬は、五反田支店の松木を紹介。松木は稟議書を上げる準備を始め
る。

6話　FB2016-006

平成27年8月12日

花咲舞が黙ってない　4話・5話・6話

4話　FB2016-004
町田支店でストーカー被害が発生。犯人は行員の可能性があるということで、舞と相馬が調査に
あたることに。聞き取り調査にあたった舞は、被害者・美樹の上司の、女性を軽視した発言に怒
りを覚える。そして張り込み調査をする舞たちの前に不審な男が現れた。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／成宮寛貴／甲本雅裕／塚地武雅／渡辺いっ
けい／中越典子
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【3話収録】
FB2016-007

B-3
各
52

日本テレビ

【2話収録】
FB2016-0010

B-3
総
110

日本テレビ花咲舞が黙ってない　10話・11話(最終話）

10話　FB2016-010　51分
インターネットの掲示板に「東京第一銀行豊洲支店をぶっつぶす」という書き込みがされる。駆
けつけた舞と相馬の警戒する中でぼや騒ぎが起き、防犯カメラには不審な動きをする若い男が
映っていた。再び掲示板には「三枝支店長に罰を与えろ」という書き込みが。犯人は三枝支店長
に恨みを持つ者の犯行なのか。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／津田寬治／大和田獏

平成27年9月9日

作　品　名

11話(最終話)　FB2016-011　59分
大手建設会社・蔵中建設が倒産し、その社員を名乗る人物から「蔵中建設から東京第一銀行に１
億円の賄賂がわたった」という告発文が届く。もしこれが真実なら、たいへんな不祥事だ。調査
にあたった舞と相馬は、告発を行った人物から、証拠となる裏帳簿を見せられる。そこには賄賂
の受取人として、真藤常務の名前があった。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／石橋凌／村井圀夫／
大島さと子

平成27年9月2日

花咲舞が黙ってない　7話・8話・9話

7話　FB2016-007
五反田支店の松木が、大事な顧客情報の入ったクレジットファイルを紛失してしまう。しかも
拾った人物から、１００万円と引き替えにファイルを返すという連絡が入る。顧客情報を紛失し
たとなると銀行の不祥事となるため、真藤常務からは「警察には届けず内々に解決せよ」と命令
される。このままでは松木が処分されてしまうと奔走する舞と相馬だが…。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／東幹久／成宮寛貴／
戸次重幸

平成27年8月19日

8話　FB2016-008
川崎支店長の水原と武蔵小杉支店長の金田が、帰宅途中何者かに襲われケガをした。２人は８年
前、虎ノ門支店の融資課で一緒に働いていた。調査に赴いた舞たちはベテラン事務員の田川か
ら、７年前に虎ノ門支店で起きた暴力事件のいきさつと、その責任を取らされた磯部のことを聞
き出す。

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／中村ゆり／和田正人

平成27年8月26日

9話　FB2016-009
三鷹支店で１０００万円の手形が紛失する事件が起き、舞と相馬が駆けつける。手形を紛失した
という融資課員に話を聞くと、昼前に取引会社から手形を預かり、気づいたときにはなくなって
いたと言う。舞と相馬は当日の融資課員の行動を追うが、小切手は見つからなかった。

平成27年9月16日

出演：杏／上川隆也／生瀬勝久／大杉漣／榎本孝明／甲本雅裕／塚地武雅／小市慢太郎／高橋ひ
とみ
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

FD2016-002
B-3

103 スタジオジブリ

複数字幕

FD2016-005
B-3

99 松竹

複数字幕

FD2016-010
B-3

98 東映

複数字幕

FD2016-013
B-3

96 東映

複数字幕

仮面ライダー１号２号の活躍によりショッカーは全滅。世界に平和が訪れた…と思ったその時。
仮面ライダー３号が１号と２号を抹殺してしまい、歴史が変わってしまう。そして２０１５年。
仮面ライダードライブこと泊進ノ介は、ショッカーの一員となり、ライダーを追う立場になって
いた。しかし仮面ライダーＢＬＡＣＫとの出会いで、正義の心に目覚める進ノ介。そこに再び３
号が現れる。果たして３号は敵か味方か！？
平成２７年柴崎貴行監督作品。（上映の際は事前届出が必要です）

魔女の少女・キキはおきてに従い、満月の夜に生まれ故郷を飛び立った。魔女は１３歳になった
ら独り立ちするために、１年間、見知らぬ町で修業しなければならないのだ。黒猫のジジとお父
さんからもらったラジオをお供に、海辺の町に降り立つキキ。パン屋のおソノさんや少年トンボ
たちに囲まれて、空飛ぶ宅急便屋を始めたキキだったが…。魔女の少女の自立と成長を描く、ス
タジオジブリ制作の感動アニメーション。
１９８９年宮崎駿監督作品。（上映の際は事前届出が必要です）

魔女の宅急便

トラック野郎　御意見無用

昭和50年

スーパーヒーロー大戦ＧＰ　仮面ライダー３号

トラック野郎の一番星こと星桃次郎と、やもめのジョナサンこと松下金造。ある日東北に向かっ
た２人は、盛岡のドライブインのくるまやでウエイトレスの洋子と出会う。そして桃次郎は洋子
に一目ぼれ。そんな時、九州のトラック野郎、関門のドラゴンから勝負を挑まれる。トラック野
郎桃次郎が恋にケンカに大暴れする、痛快アクション映画。（映像の一部に、暴力的な場面や大
人向けの場面を含みます。）
１９７５年鈴木則文監督作品。（上映の際は事前届出が必要です）

出演：有馬稲子／津川雅彦／南原宏治／桑野みゆき／石浜朗／沢村貞子／峯京子

昭和35年

出演：菅原文太／愛川欽也

出演：竹内涼真／中村優一／稲葉友／内田理央／吉井怜／倉田てつを／髙田延彦／片岡鶴太郎／
及川光博

1989年

小野木は正義感あふれる新米検事。観劇中に知り合った結城頼子と愛し合うようになるが、頼子
は自分が人妻であることも身内のことも、一切語ろうとしない。汚職事件を担当することになっ
た小野木は、頼子の夫が事件の重要人物であることを知る。推理小説の巨匠・松本清張が、危険
な恋の罠に落ちた男女を描く。
昭和３５年中島登監督作品。（上映の際は事前届出が必要です）

波の塔

作　品　名

平成27年
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

FD2016-014
B-3

75 東映

複数字幕

【4話収録】
JB2016-001

B-3
総
50

日本テレビ

作　品　名

映画　プリキュアオールスターズ
春のカーニバル♪

平成27年

歌とダンスの国『ハルモニア』の春のカーニバルに招待されたはるかたちプリンセスプリキュ
ア。そこには先輩のプリキュアたちも招待されていた。だが、司会であるオドレンとウタエンの
正体は盗賊で、プリキュアたちのアイテムを盗もうとたくらんでいたのだ。歴代プリキュアオー
ルスターキャストによる、歌と踊りの祭典。
平成２７年志水淳児監督作品。（上映の際は事前届出が必要です）

平成27年7月3日

みみせんせいとねがい星かなえ星　しょくぱんまんとソフトクリームマン　JB2016-002　25分
「みみせんせいとねがい星かなえ星」
　七夕の日、学校でたんざくにねがいごとを書く生とたち。そこにばいきんまんがあらわれ、そ
うじきメカでたんざくをすいとってしまう。みみ先生は、たんざくをとりかえそうとするが…。
「しょくぱんまんとソフトクリームマン」
　ソフトクリームマンに、「しょくぱんは、あじのしないただの四角いパンだ。」と言われ、お
こるしょくぱんまん。しょくぱんとソフトクリーム、どちらが人気か２人ではり合うことにな
る。

はにわくんとフラワー姫　ドリアン王女とパジャマン　JB2016-001　25分
「はにわくんとフラワー姫」
フラワー姫にしょうたいされて、フラワーランドへ向かうはにわくんとはにわん。ところが、ば
いきんまんのじゃまが入って、さあたいへん。
「ドリアン王女とパジャマン」
たびのとちゅうでパジャマンを見かけたドリアン王女。パジャマンのパジャマがほしくて、ひっ
しにパジャマンをおいかける。

平成27年6月5日

それいけ！アンパンマン
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【4話収録】
JB2016-003

B-3
総
50

フジテレビ

【6話収録】
JB2016-005

B-3
総
48

テレビ東京

作　品　名

妖怪ウォッチ

漁師である浦島太郎は、子供にいじめられている亀を助けた。亀は「ＫＡＭＥ－３」に変形して
浦島太郎を竜宮城に招待した。そこで浦島太郎は、増えすぎた人類を海底へ移住させる「竜宮計
画」のプロジェクトリーダーを務める「早乙女渚」と出会う。ほかに人々をボーっとさせる妖怪
「妖怪ボー坊」、何をしても後悔させてしまう「妖怪大後悔船長」の２話。

「ステキな額縁のぞいて見れば」の巻　「まる子の小部屋」の巻　JB2016-004　25分
「ステキな額縁のぞいてみれば」
　宿題で絵を描くことになったまる子。花輪君に「絵は額縁に飾ると、良く見える」と教わり、
額縁を１つ借りることに。額縁からのぞいた風景はステキな絵画のようで、うれしくなったまる
子は、いろんなものをのぞくが…。
「まる子の小部屋」
　自分の部屋が欲しいまる子は、おじいちゃんに手伝ってもらって自分だけの小部屋を作る。そ
こに入れば、マンガを読んでもお菓子を食べても、だれにも見つからない。「ず～っと小部屋で
暮らしたい」と思うまる子だが…。

妖怪むかしばなし うらしまたろう 妖怪ボー坊 妖怪大後悔船長　JB2016-005　24分

セミまるライブに行く！ 武者かぶととクワノ武士 妖怪あつガルル  BJ2016-006　24分
ケータ、ウィスパー、ジバニャンが公園でだらだらと過ごしていると、突然地面から謎の音が聞
こえてくる。謎の音はセミまるがセットしていた目覚まし時計の音だった。セミまるによると、
今日は年に１度行われるニャーＫＢのサマーライブの日のため、なんとしても起きなければなら
なかったからであった。ほかに「武者かぶととクワノ武士」、「妖怪あつガルル」の２話。

平成27年10月4日

平成27年10月11日

ちびまる子ちゃん

「まる子、きのこ探しに行く」の巻　「まる子と絹とお蚕さん」の巻　JB2016-003　25分
「まる子、きのこ探しに行く」の巻
　小杉に後ろ姿がきのこに似ていると言われ怒るまる子。しかし野口さんに誘われて、なぜかき
のこ探しに行くことに。
「まる子と絹とお蚕さん」の巻
　近所のおばさんの家でまゆ玉を見たまる子は絹製品に興味を持つ。花輪君の案内で、絹を生み
出す蚕（かいこ）を育てる農家を見学することになる。

平成27年2月20日

平成27年8月7日
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【2話収録】
JB2016-007

B-3
各
25

読売テレビ

【3話収録】
JB2016-009

B-3
各
26

日本アニメーション

複数字幕

複数字幕

複数字幕

ブエノスアイレス到着の前夜。不吉な夢で夜中に目を覚ましたマルコは、お母さんの身を案じ、
居ても立ってもいられない。フェデリコじいさんになだめられ、やっと眠りについた。翌朝、船
は海からラプラタ川の河口をさかのぼっていた。「やっとお母さんに会える、でも僕を忘れてな
いだろうか…」。期待と不安で胸が押しつぶされそうになるマルコ。

１９　かがやく南十字星　JB2016-009

２０　おおあらしの夜　JB2016-010

マルコが乗り込んだ移民船は、長い船旅で疲れ切った人たちでいっぱい。移民船には満足な食料
もなく、出される食事はまずいスープと堅いパン。大人はいらだち子どもたちはおなかをすかせ
ていた。そんな船の中で、マルコは迷子になって泣きじゃくるニーノという小さな子どもと出会
う。マルコは、アメデオと一緒に遊ぶニーノの姿にジュリエッタを重ね、懐かしいジェノバの思
い出がよみがえってくるのだった。

世界名作劇場
母をたずねて三千里　１９・２０・２１

２１　ラプラタ川は銀の川　JB2016-011

作　品　名

名探偵コナン　あやつられた名探偵
前編/後編

あやつられた名探偵（前編）　JB2016-007　25分
小五郎は金庫破りの名人に変装し、強盗団を潜入捜査することになった。しかし強盗団のボスは
小五郎の正体に気づいていた。ボスは小五郎に計画どおり部下と行動を共にすることを命じ、息
子を殺した犯人を明後日までに特定しろと要求する。犯人は部下の中にいるとボスは言う。

平成27年4月25日

あやつられた名探偵（後編）　JB2016-008　25分

平成27年5月2日

強盗団につかまったコナンは小五郎とボスの息子を殺した犯人を推理する。しかし犯人を特定す
るまで時間がない。もし犯人が特定できなければ、蘭はボスが手配した殺し屋に殺されてしま
う。

水も食料も満足にない移民船での旅。けれどマルコはまだ見ぬブエノスアイレスの町を思い浮か
べて、期待に胸を膨らませていた。そして狭い船内での生活に疲れ切った人々も、折からの雨に
命の洗濯と大喜びする。だが喜んだのもつかの間、風は強くなり海は荒れ出し、雨は激しくなる
ばかり。船は嵐の中へ入ってしまったのだった。船は無事アルゼンチンに着けるのか。
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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

B 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
10/25

分類番号
利用区分

分 制作等

【3話収録】
JB2016-012

B-3
各
26

日本アニメーション

複数字幕

複数字幕

複数字幕

【3話収録】
JB2016-015

B-3
各
26

日本アニメーション

複数字幕

複数字幕

複数字幕

世界名作劇場
母をたずねて三千里　２５・２６・２７

２５　ペッピーノ一座大あたり　JB2016-015
マルコと一緒にペッピーノ一座もバイアブランカへ行くことになった。でも旅のためにペッピー
ノが調達してきた馬車はぼろぼろだった。マルコはお母さんの情報を尋ねて、イタリア領事館へ
行く。領事館では、お父さんから手紙が届いていたものの、お母さんの居所はわからないまま
だった。

２６　草原へ　JB2016-016
どこまでも果てしなく広がる大草原の中を進む馬車の旅を、ペッピーノ一座とマルコは楽しんで
いた。休憩の時に出会ったサルバドールという若者に、ぜひ自分の牧場へ寄るように誘われる。
サルバドールが牧童３００人を抱える大金持ちの息子であると知ったペッピーノは途中の興業を
やめてでも行こうと乗り気だ。だがコンチェッタはマルコがお母さんと会うのが遅れてしまうと
反対する。

２７　フィオリーナの涙　JB2016-017
サルバドールに牧場に来るようにと誘われたペッピーノは、どんな芝居を出せば喜ばれるか、あ
れこれ考える。ペッピーノはどうしてもお偉方に自分たちの芸術を認めさせたいのだ。フィオ
リーナはマルコにあるお話をする。それは悪魔にさらわれたおきさきを捜し歩く王子の話だっ
た。それを聞いたペッピーノは、もっと悲しく観客を泣かせる芝居にしようと大張り切りするが
…。

世界名作劇場
母をたずねて三千里　２２・２３・２４

２２　かあさんのいる街　JB2016-012
待ちに待ったブエノスアイレス。そこにはお母さんがいる。マルコはこみ上げてくる喜びに胸を
いっぱいにしながら、メレッリおじさんの家を１人探し歩く。ところがメレッリおじさんは、遠
い見知らぬ町に引っ越してしまっていた。途方に暮れるマルコ。そんなマルコの身に、もう1つの
災難が起こる。その災難とは？

２３　もうひとりのおかあさん　JB2016-013
お金を盗まれ汽車にも乗ることができなかったマルコは、相談に乗ってもらおうと移民局に行
く。そこで、２～３か月前に行き倒れになって慈善病院に収容された女性が、マルコのお母さん
と同じ「アンナ」という名前だったことを教えてもらう。不安な気持ちをおさえて病院に駆けつ
けるマルコ。

２４　待っててくれたフィオリーナ　JB2016-014
マルコは移民局で、イタリア人の多く住むボーカの町へ行けば、お母さんに関する手がかりがあ
るかもしれないと教えられる。ボーカへ出かけたマルコは、そこでメレッリおじさんを知る人た
ちに出会う。運よくペッピーノ一座も広場のわきで人形芝居をやっているらしいことを知らされ
る。

作　品　名
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