
ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2003-110 平成 14年 7月 14日 放送 15分 VHS 

番組名  

聴覚障害者のみなさんへ 手話の音楽に挑む～パフォーマンスグループ「Ｄｅａｆ－Ｕｎ

ｉｔ」～ 

内容  

 手話固有のリズムや表現を生かした、新しい「手話の音楽」を創る活動する若者のグル

ープ。ライブに向けて、ろう者と聴者が協力し合いながら、時にぶつかり合いながら、懸

命に新しい音楽を創りだそうとする姿を見つめる。 

出演者 阪本誠 

 

分類番号  DA2003-111 平成 14年 10月 16日 放送 29分 VHS 

番組名  

にんげんゆうゆう シリーズ「障害者インターナショナル世界会議札幌大会」③すべてを

バリアフリーに 

内容  

 １０の分科会のうち日本の障害者の関心が高い「アクセス」分科会を取材。交通機関、

コミュニケーションなど様々な分野におけるバリアフリー化をめぐり、世界的な障害者リ

ーダーに最新情報を聞く。 

出演者 渡辺英紀／中西由紀子／マイケル／ウィンター 

 

分類番号  DA2003-112 平成 14年 12月 4日 放送 29分 VHS 

番組名  

にんげんゆうゆう シリーズ「ＮＨＫ障害福祉賞から」③手話が育む笑顔と友情 

内容  

 中学校教師の福永泰子さんは、聴覚障害のある生徒とともに初めて手話を学び、徐々に

生徒の心を開いていった。手話が、本人だけでなく他の子供たちに影響を与えた様子を伺

う。 

出演者 渡辺英紀／福永泰子 

 

分類番号  DA2003-113 平成 14年 9月 16日 放送 29分 VHS 

番組名  

にんげんゆうゆう  シリーズ「老後の食・改善作戦」 ①４０％栄養不足 

内容  

 病院や施設に入所している高齢者の４０パーセントに、栄養不足が見られるという衝撃

的な調査結果が報告された。栄養士により十分に栄養の管理をされているはずの病院や施

設で、なぜ栄養不足が起こるのか。そこには必要栄養量を画一的に決めてきた従来のシス

テムの不備と、栄養士が高齢者の実情を把握し切れていないという現実があった。 

 高齢者の栄養不足と、それを補う補助食品の簡単な調理について紹介する。 

出演者 毒蝮三太夫 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2003-114 平成 15年 1月 31日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる  僕の想い、絵で語ります ～プロの画家を目指す河村武明さん～ 

内容  

脳梗塞で倒れた後遺症で、失語症・難聴・右手のマヒがある河村武明さん。笑顔を売りに、

ストリートで自作のアクリル画を販売している。絵と詩で伝えるメッセ－ジはいつも大人

気。 

出演者 小林紀子／ジェフ／バーグランド／牧口一二／河村武明 

 

分類番号  DA2004-125 平成 15年 6月 21日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる 見える音感じる言葉を演じます ～人形劇団「デフ・パペット・シアタ

ー・ひとみ」～ 

内容  

聴覚障害のある人とない人が一緒に作る日本で唯一のプロ人形劇団。見た目に面白い楽器

で「見える音」を演出するなど、独自の表現を生み出してきた。役作りする新人を団員た

ちがサポートする様子を伝える。 

出演者 庄崎隆志／善岡修／やなせけいこ 

 

分類番号  DA2004-126 平成 15年 12月 6日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる 心の“バリア”をなくしたい！ ～石川大輔さん・ミカさん夫妻～ 

内容  

 石川大輔さん・ミカさん夫妻はともに車いすで生活している。２人は「バリアフリーコ

ンサルタント」として、講演や専門学校での指導などを行い、障害者の暮らしやすい町づ

くりを広く訴えている。「好きなところに行きたい。楽しみたい」という気持は、健常者も

障害者も変わらない、と訴える石川さん夫妻。２人の姿を通じて、バリアフリーについて

考える。 

出演者 石川大輔／石川ミカ／牧口一二 

 

分類番号  DA2004-127 平成 15年 4月 14日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 障害者くらし情報 手のふれあいが盲ろう者を支える 

内容  

 視覚と聴覚の両方に障害を持つ盲ろう者。現在全国に約１万３０００人の盲ろう者がい

るという。盲ろう者のコミュニケーション方法は触手話、指点字、手書き文字など、その

人のニーズによってさまざまな種類がある。番組では、大阪市の盲ろう者が運営するＮＰ

Ｏ法人すまいるの取り組みを紹介しながら、盲ろう者を支えるサポートのあり方を考える。 

出演者 福島智／堀内万起子 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2004-128 平成 15年 9月 1日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 障害者くらし情報  災害から命を守る ～障害者の防災～ 

内容  

 甚大な被害をもたらした阪神大震災では、障害者も多く被災した。災害が起きた時、災

害弱者といわれる高齢者や障害者は、どうしたら自分の命を守れるのか。横須賀市では、

地域と行政が一体になり、高齢者や障害者を災害から守る取り組みを行っている。緊急通

報システムや、地域の取り組みを紹介しながら、災害から命を守る方法を考える。 

出演者  

 

分類番号  DA2004-129 平成 15年 12月 9日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 障害者くらし情報 ＮＨＫ障害福祉賞から② 体で感じて打ち鳴ら

せ！ 

内容  

 横浜市立ろう学校では授業に太鼓の演奏を取り入れている。聴覚に障害を持つ子供たち

も、太鼓なら、その振動を感じることができるからだ。教頭の石田さんは太鼓の指導にず

っとかかわってきた。「いつか子供たちと海外で公演したい」夢に向かって練習を続ける姿

を追う。 

出演者  

 

分類番号  DA2005-138 平成 16年 5月 8日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる 私たちのテレビは目で“聴く”！～聴覚障害者のためのテレビ局～ 

内容  

 『特定非営利活動法人ＣＳ障害者放送統一機構』。聴覚障害者自身が番組制作に携わる、

聴覚障害者のための放送局がある。阪神淡路大震災時に聴覚障害者への情報保障が行き届

かなかったことをきっかけに設立された。野球の実況にも、手話と字幕で同時に情報保障

する。これらのリアルタイム放送は、緊急災害時の訓練にもなっているという。放送局ス

タッフの奮闘ぶりを紹介する。 

出演者 ジェフ／バーグランド／小林紀子／牧口一二 

 

分類番号  DA2005-139 平成 16年 6月 7日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ 「脳卒中 復帰への道」 ①励まし合う患者たち～ホーム

ページでつなぐ絆～ 

内容  

脳卒中によって後遺症が残っても社会復帰を願う人が多い。その人たちの心のよりどころ

となっているホームページがある。主催する金子さんは、脳卒中で倒れ後遺症が残ったが

社会復帰を遂げた。その経験から、患者本人やその家族にアドバイスを送る。 

出演者  



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2005-140 平成 16年 6月 14日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ 「脳卒中 復帰への道」 ②三たびの出血を乗り越えて～

元医師・後遺症との闘いの記録～ 

内容  

かつて整形外科の医師だった山田さんは、４０歳の若さで脳卒中に襲われ、高次脳機能障

害という後遺症が残った。山田さんは医師としての経験を生かし、自分の症状を客観的に

見つめ、自分に合ったリハビリを行っている。脳卒中で倒れ、重い後遺症が残った１人の

女性の日常を紹介する。 

出演者  

 

分類番号  DA2005-141 平成 16年 4月 12日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 聞こえなくても踊りたい ～ろう者ダンサーの挑戦～ 

内容  

 高木理叶（りか）さんは日本では数少ない手話ダンサー。３歳の時、高熱で失聴した高

木さんは、幼い頃から歌や踊りが大好きでピンクレディーにあこがれていた。３８歳でそ

れまで勤めていた会社を辞め、プロダンサーになるため専門学校の門をくぐった。今では

ろう者にダンスを教えるかたわら、ろう者だけのダンスユニットをつくり活躍している。 

出演者 高木理叶 

 

分類番号  DA2005-142 平成 16年 11月 9日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク たくましく育て難聴の子どもたち ～京都・かめかめクラブ～ 

内容  

 京都市にある「教育ＡＳＳＩＳＴきこえ・ことばのへや」は、民間の難聴児教室。幼児

から高校生までの難聴児サークルである。集団の中で孤独感を味わいがちな彼らが、人と

コミュニケーションする喜びを味わうことを活動目的としている。自ら台本を書いて表現

する創作劇においては、単なる演劇活動にとどまらず、生きる意味や目的を求めることに

つながっている。舞台までの厳しい練習が続く２週間を追う。 

出演者 町永俊雄／片山高／かめかめクラブの子どもたち 

 

分類番号  DA2005-143 平成 17年 2月 7日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 届け、「みんなのうた」 ～難聴のフォークデュオ・アツキヨ～ 

内容  

 アツキヨの２人が、夢や曲作りについて語る。また、北千住で毎週行っている路上ライ

ブの様子が紹介されるほか、スタジオで「僕らをのせたバスは」と「ｋｉｓｅｋｉ」の２

曲を歌う。 

出演者 アツキヨ 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2006-157 平成 17年 9月 17日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる いっしょに笑おう！～ろう者劇団・街さん夫婦～ 

内容  

 ともに聴覚障害がある街（つじ）さん夫妻は、手話を取り入れた喜劇作りに取り組んで

いる。聴覚障害者だけを対象にした手話劇でなく、聞こえる人も、どちらもが同時に笑え

る劇をめざし奮闘する様子を紹介する。 

出演者  

 

分類番号  DA2006-158 平成 17年 5月 17日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ 発達障害の子どもたち 小学生への支援 

内容  

ＬＤやＡＤＨＤ、自閉症といった発達障害は、はた目には障害の状況が見えにくく、どう

取り組んでいいのかわからない場合が少なくない。こうした発達障害をもった子どもを、

親や教師はどのように支援すればよいのだろうか。 

今回はアスペルガー症候群の児童のケースを通して、小学校における支援のあり方を考え

る。 

出演者  

 

分類番号  DA2007-001 平成 18年 9月 2日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる 明日につながれ、ちいさな「できた！」 ～聴覚障害・安藤美紀さん～ 

内容  

 生まれつき耳が聞こえない安藤美紀さんは、２００５年小さなパソコン教室を開いた。

生徒の大半は障害がある子どもたちだ。「できた！」という気持を大切に、ゆっくり少しず

つ課題をクリアして自信を付け、パソコンでいろんな力を社会にアピールしてほしい、と

安藤さんはいう。 

パソコンは障害者が社会とつながる大きな力になると考える安藤さんと、教室で学ぶこど

もたちを紹介する。 

出演者 安藤美紀／ジェフ／バーグランド／小林紀子／牧口一二 

 

分類番号  DA2007-002 平成 18年 6月 5日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 私が出会った手話の世界 おばあちゃんと話したかった～聞こえない

世界と聞こえる世界の間で～ 

内容  

半澤宏美さんは、耳の不自由な祖母澄さんと同居を始めた。宏美さんの母親の啓子さんは、

澄さんと昔から手話で自然に話してきた。母と祖母とが話す自在な手話のおしゃべりに、

宏美さんはまだついていけない。おばあちゃんと暮らし始めて１年。手話の世界に入って

いこうとしている宏美さんの日常をご紹介する。 

出演者 半澤宏美 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2007-003 平成 18年 10月 2日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 検証・障害者自立支援法 

内容  

障害者自立支援法はこれまでの障害者の種類別の区分けが無くなるなど新しい特色が打ち

出されているが、一方で利用者負担が増えるなど波紋も呼んでいる。番組では完全施行さ

れた障害者自立支援法を施設の側から検証していく。 

出演者 藤井克徳 

 

分類番号  DA2008-001 平成 19年 9月 4日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ 社会起業家“オフィスマッサージ”をどうぞ～盲ろう者の

働ける企業を目指して～ 

内容  

目と耳に障害がある盲ろう者は、コミュニケーションの取りづらさから働き先がほとんど

ない。中にはマッサージ師の国家資格を取り、働く意欲も高いのに仕事が無い盲ろう者ま

でいる。その盲ろう者たちに雇用の場を作り出そうとする起業家がいる。社会起業家の田

辺大（たなべ ゆたか）さん。田辺さんが始めた事業は企業への訪問式マッサージサービ

ス。契約した企業の空き会議室に簡易ベッドを持ち込み、盲ろう者のマッサージ師を派遣

するというものだ。マッサージサービスを通じ、盲ろう者の雇用創出、健常者と障害者の

出会う場作りに挑む田辺さんの取 

出演者 服部篤子（お茶の水女子大学 非常勤講師）／町永俊雄 

 

分類番号  DA2008-002 平成 19年 9月 11日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク 緊急点検・日本のセーフティーネット 第２回 病院がつぶれる   

地域医療は守れるか 

内容  

 財政学者・金子勝さんが行く「緊急点検・日本のセーフティネット」第二弾。今回のテ

ーマは医療。国は増え続ける医療費を抑制しようと医療制度の抜本的な改革に乗り出して

いるが、それは現場にさまざまな痛みも生み出している。日本の医療はどこへ向かおうと

しているのか、４回シリーズで伝える。 

 新潟県糸魚川市。人口５万の町を支えてきた中核病院の一つ、糸魚川医療生協・姫川病

院（１１４床）が経営破たんのため、今年６月、突然閉鎖した。経営悪化の背景には、医

師不足、度重なる診療報酬の切り下げなど、国の医療政策が大きく影響している 

出演者 金子勝／町永俊雄 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2008-003 平成 19年 9月 17日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク “里親”って知ってますか？ 

内容  

 さまざまな事情から、実の親とは暮らすことのできない子どもたち。最近では、児童虐

待の急激な増加も受け、その数は増え続けている。そうした子どもたちを家族の一員とし

て迎え入れ、生活をともにするのが里親たち。子どもを取り巻く状況がかつてないほど厳

しい現在、里親に社会的な注目が集まっている。 

 シリーズの１回目は、具体的なケースを通して、里親の実情や思いを探り、里親制度が

直面している課題や、里親制度が持つ可能性について、考えていく。 

（ＮＨＫ 『福祉ネットワーク』ＨＰより） 

出演者 庄司順一（青山学院大学教授）／町永俊雄 

 

分類番号  DA2008-004 平成 19年 9月 23日 放送 60分 VHS 

番組名  

日曜フォーラム 超高齢社会と難聴 

内容  

 超高齢社会を迎え、注目されている「加齢と難聴」の最新の研究をふまえ、そのケアを

話し合う。パネリストは、慶應義塾大学医学部耳鼻咽喉科教授の小川郁氏、筑波技術大学

学長の大沼直紀氏、日本補聴器工業会理事・オーティコン株式会社社長の赤生秀一氏、元

プロ野球選手・監督の中西太氏。（～東京・千代田放送会館で録画～） 

出演者 小川郁／大沼直紀／赤生秀一／中西太／好本恵 

 

分類番号  DA2008-017 平成 20年 2月 16日 放送 29分 VHS 

番組名  

きらっといきる 今度は私が社会に貢献したい ～下肢機能全廃・石垣まりやさん～ 

内容  

 札幌市に住む石垣まりやさんは，分娩マヒによる右手のマヒと，病気治療による両足の

マヒがあり，車イスで生活している。石垣さんは，この春札幌市の公務員となることが決

まった。「これまで周囲の人から助けられてきた分，今度はわたしが役に立ちたい」と願い，

自分にできる何かを探し始めた石垣さんの姿を追う。 

出演者 石垣まりや／牧口一二／ジェフ／バーグランド／小林紀子 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2009-001 平成 20年 10月 20日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ 障害者の就労（１）“就労移行新事業”は今 

内容  

 障害者自立支援法施行から２年。「福祉から就労へ」という自立支援法の理念を体現する

新しい事業として注目を集めた「就労移行支援事業」が、最初の利用期限を迎えようとし

ている。 

この事業は企業などへの一般就労を目的に、必要な訓練や就職支援を行うというもの。働

きたい障害者が、２年を限度にこの事業を利用し、企業に就職することを想定している。

「就労移行支援事業」は、これまで少なかった福祉施設から企業への就職の道を開いた。

しかし同時に、多くの福祉施設では、具体的な支援のノウハウや関係機関とのネットワー

クをもたないままス 

出演者 朝日雅也（埼玉県立大学社会福祉学科教授）／町永俊雄 

 

分類番号  DA2009-002 平成 20年 10月 21日 放送 29分 VHS 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ 障害者の就労（２） 働き続けるしくみをつくる 

内容  

 働くことを希望する障害者が、せっかく就職しても、すぐに離職してしまうことが問題

となっている。職場の人間関係がうまくいかない、仕事にうまくなじめない…。どうすれ

ば障害者にとっても、企業にとってもメリットのある働き方ができ、長期間の就労を実現

できるのか？ 

シリーズ２回目のテーマは「働き続けるしくみをつくる」、障害者がグループになって役割

分担しながら工場で働く例や、複数の企業が共同でＮＰＯをつくり、障害者の就労・定着

支援を行う新しい取り組みなどを紹介。 

 障害のある人が安心して働き続けるために必要な支援につい 

出演者 朝日雅也（埼玉県立大学社会福祉学科教授） 

 

分類番号  DA2010-001 平成 21年 6月 18日 放送 15分 DVD 

番組名  

カラフル！千恵のまいにち日っき 

内容  

 としおか千恵ちゃんは小学生の女の子。学校であったできごとを毎日日記に書いている。

友だちのこと、先生のこと、お勉強のこと。学校で友だちとけんかをしても、次の日には

笑顔で仲直り。 

 ダウン症の女の子の生活の一コマを送る。 

出演者  

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2010-002 平成 21年 5月 25日 放送 29分 DVD 

番組名  

福祉ネットワーク 受け容（い）れる勇気をもって 

内容  

 奥田哲生さん(４１歳)は、車いすで生活しながら自宅で塾を開いている。奥田さんは２

８歳でギラン・バレー症候群を発症し手足の自由を失った。突然障害者となった自分を受

けいれることができず、家に引きこもりがちだったが、笑顔を取り戻すきっかけとなった

のは、塾の生徒たちとの交流だった。奥田さんと生徒たちとの交流の日々を追う。 

出演者  

 

分類番号  DA2010-003 平成 21年 4月 17日 放送 29分 DVD 

番組名  

きらっといきる “すれ違い”からはじまったけど・・・ 

内容  

 大学３年生の大畑明子さんは、生まれつき耳が聞こえない。大学でスポーツ行動学を勉

強している明子さんは、「卒業後は、子どもたちにスポーツを教えたい」と考えている。 

 スポーツクラブでの実習に臨んだ大畑さんの姿を追う。 

出演者 山本シュウ／玉木幸則 

 

分類番号  DA2010-004 平成 21年 12月 7日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう ＮＨＫ障害福祉賞（１） 

内容  

 ４４回目を迎えた NHK 障害福祉賞。今回は、４５５編の作文が寄せられた。番組では、

その中から２名の作品を取り上げ紹介する。 

 １日目は、小山田弘佑さん（２８歳）。小山田さんは軽度の知的障害があり、そのために

長年いじめを受けていた。また十代で母親が病死するというつらい体験をしたこともあっ

て、２０歳を越えたころから自殺未遂を繰り返すようになった。 

 そんな彼が、作文を書くことで自分と向き合い、立ち直ってきた体験を語る。 

出演者 ソニン／石田衣良 

 

分類番号  DA2010-005 平成 21年 12月 8日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう ＮＨＫ障害福祉賞（２） 

内容  

 ＮＨＫ障害福祉賞を紹介する２日目。三重県の岡田くめ子さんは統合失調症の娘・彩さ

んとの闘病についてつづった。彩さんは親のすすめで進学した大学が自分に合わず心を病

んでしまった。病気をきっかけに娘の心と向き合ったくめ子さんは、「娘を最高の回復者第

１号にしよう」と決意。やがて彩さんは回復し、自分が大好きだった本にかかわる仕事・

図書館司書に就くまでになる。 

出演者 ソニン/石田衣良 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2010-041 平成 22年 5月 7日 放送 43分 DVD 

番組名  

ヒューマンドキュメンタリー “私の家族” 

内容  

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。 

出演者  

 

分類番号  DA2010-042 平成 22年 1月 27日 放送 29分 DVD 

番組名  

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 

内容  

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。 

出演者 木下航志／町永俊雄 

 

分類番号  DA2011-001 平成 22年 3月 29日 放送 29分 DVD 

番組名  

福祉ネットワーク シリーズ地域からの提言（１）地域みんなで子どもを育てる 

内容  

 新潟県上越市では１０年以上前から市営の保育園「ファミリーヘルプ保育園」を開設。

「土日だけ預かって欲しい」、「急な仕事が入った時だけ預かって欲しい」といった、従来

の行政が対応しきれなかった市民のさまざまなニーズに応えている。しかも２４時間の受

け入れが可能なので、緊急時など母子がいつでも駆けこめるセーフティーネットとしても

機能してきた。また、住民との連携にも注力していて、子育てする母親たちが作る NPO“マ

ミーズ・ネット”と情報交換を行い、ベビーベッドが充実した施設を作ったり、父親や企

業に子育てを理解してもら 

出演者  

 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2011-002 平成 22年 6月 30日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう 「若者のこころの病」（１） 

内容  

 統合失調症、うつ病など、心の病の多くは若いころにその芽があると言われ、早期に支

援することの有効性は、精神医療界の世界的なトレンドになっています。そこで、「若者の

こころの病」を 2回にわたって見つめます。 

 前回２００９年１２月８日放送の『ハートをつなごう ＮＨＫ障害福祉賞（２））』（ＤＡ

2010-005）に出演し、放送後大反響だった岡田彩さんが再出演されます。 

 第 1 回は彩さんの軌跡を振り返りながら、若者がこころの病を発症する背景に何がある

のか？ そしてどうサポートしていけばいいのか？ 当事者の悩みや思い 

出演者 ソニン/石田衣良 

 

分類番号  DA2011-003 平成 22年 7月 1日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう 「若者のこころの病」（２） 

内容  

 統合失調症、うつ病など、心の病の多くは若いころにその芽があると言われ、早期に支

援することの有効性は、精神医療界の世界的なトレンドになっています。そこで、「若者の

こころの病」を２回にわたって見つめます。 

 第２回では、第１回に続き、岡田彩さんと中心に、孤立しがちな若者たちが“つながる”

ことの大切さとその意味について語り合います。彩さんが参加する“ありのままクラブ”

には同様の障害を持つ若者たちが集います。“ありのままクラブ”に通う二人の“うつ病”

男性がスタジオで本音トークを繰り広げます。（ＮＨＫＨＰ参照） 

出演者 ソニン/石田衣良 

 

分類番号  DA2011-004 平成 23年 3月 20日 放送 59分 DVD 

番組名  

ＥＴＶ特集 思い出の街が甦（よみがえ）る ～写真家・井上孝治の世界～ 

内容  

昭和３０年頃の街と人々の暮らしを撮った井上孝治さん（大正８年～平成５年）。生涯、カ

メラ店を経営する傍ら写真を撮り続けたアマチュアカメラマンで、１８年前に７４歳で亡

くなるまでに３万枚の写真を残しました。 

井上さんは、幼いときの事故が原因で耳が不自由でした。話すことはできませんでしたが、

人なつっこい性格で、特に子どもたちと仲良くなり写真を撮っていたといいます。音のな

い世界で、時代と風景を見つめ続けていました。その写真には、めまぐるしく移り変わる

時の中で、わたしたちが置き忘れてきたものが写し出されています。 

写 

出演者  

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2012-001 平成 23年 9月 28日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう きょうだい～障害のある人の兄弟姉妹～（１）抱えてきた“生きづら

さ” 

内容  

 「子ども時代に親に甘えられなかった」「大人になっても、自分のために人生を生きられ

ない」… 

障害のある人や、難病などで長期闘病している人の兄弟姉妹は、「きょうだい」あるいは「き

ょうだい児」と呼ばれ、成長の過程で悩みや葛藤を抱く人が多いといわれています。 し

かし、家族支援の必要性が指摘されるようになっても、「きょうだい」は、なかなか支援の

対象として捉えられてきませんでした。 

 「自分が悩んでいることで、親を悲しませたくない」、「周囲の人に話せば、自分が悪い

人間だと思われるのではないか」…一人で苦しんでいる若 

出演者 石田 衣良／ソニン／桜井洋子 

 

分類番号  DA2012-002 平成 23年 9月 29日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう きょうだい～障害のある人の兄弟姉妹～（２）“自分を生きる”ために 

内容  

 「子ども時代に親に甘えられなかった」「大人になっても、自分のために人生を生きられ

ない」… 

障害のある人や、難病などで長期闘病している人の兄弟姉妹は、「きょうだい」あるいは「き

ょうだい児」と呼ばれ、成長の過程で悩みや葛藤を抱く人が多いといわれています。 し

かし、家族支援の必要性が指摘されるようになっても、「きょうだい」は、なかなか支援の

対象として捉えられてきませんでした。 

 「自分が悩んでいることで、親を悲しませたくない」、「周囲の人に話せば、自分が悪い

人間だと思われるのではないか」…一人で苦しんでいる若 

出演者 石田 衣良／ソニン／桜井洋子 

 

分類番号  DA2012-003 平成 23年 12月 28日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートをつなごう ＮＨＫ障害福祉賞(１) 私の家族 

内容  

 「ＮＨＫ障害福祉賞」は、障害者自身の体験や、障害児・者の教育や福祉の分野での実

践記録などに贈られる賞。 

 この「ＮＨＫ障害福祉賞」最優秀賞を受賞した徳澤麻希さん。夫の勝也さんが交通事故

で車いすの生活になり、麻希さんは、勝也さんの介助とふたりの子どもの子育てに奮闘。

夫の勝也さんは障害を抱えながら、子育てにどう関わったらいいのか悩んできた。困難に

遭いながらも前向きに生きようとする一家の姿をご紹介しながら、作品にこめられた思い

を伺う。 

出演者  

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2012-046 平成 24年 1月 9日 放送 29分 DVD 

番組名  

福祉ネットワーク この人と福祉を語ろう デザインで描く生きる希望 ～建築家 伊東

豊雄さん～ 

内容  

 各界の著名人に、その人なりの福祉論を語ってもらう「この人と福祉を語ろう」。今回の

ゲストは、世界的な建築家の伊東豊雄さん（７０歳）。東日本大震災によって暮らしや地域

社会が奪われた被災者たち。伊東さんは震災直後から被災地に入り、「建築の力」でコミュ

ニティーの復興再生を支援するために力を注いできた。多くの喪失を経験した被災者の心

と生活の復興再生を、どうデザインの力で支援しようとしているのか、話を伺う。（ＮＨＫ

ＨＰより） 

出演者 伊東豊雄 

 

分類番号  DA2013-001 平成 24年 9月 3日 放送 44分 DVD 

番組名  

アスリートの魂 私はもっと速くなる 車いすマラソン 土田和歌子 

内容  

 パラリンピック車いすマラソン日本代表、土田和歌子選手。１７歳で足の自由を失った

後、幾多の苦難においても常に前を向いて走り続け、夏と冬のパラリンピック両方で金メ

ダルを獲得。まだ手にしていないのが、車いすマラソンでの金メダルだ。レース中の事故

で大けがを負った北京大会から４年、３７歳の肉体は衰えを隠せないが、「最後のチャンス」

と臨むロンドンに向けた激闘の日々に密着した。 

出演者 土田和歌子 

 

分類番号  DA2013-002 平成 24年 12月 17日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートネットＴＶ ＮＨＫハート展 叱られたとき 

内容  

障害がある人が作った詩に著名人が絵をつけるアートのコラボレーション「ＮＨＫハート

展」。今回は入選者の中から、茨城県に住む遠藤真宏さん（１９歳）の作品をとりあげる。 

真宏さんは知的障害と自閉症がある。小さい時は、自分の感情をコントロールできず、ほ

とんど人と関わることもできなかった。母親の礼子さんは、幼少から２つのことを心がけ

て、真宏さんに向き合ってきたという。（ＮＨＫＨＰ参照） 

 ２つのこととは…？ 

出演者 遠藤真宏／つちだよしはる 

 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DA2013-048 平成 24年 11月 29日 放送 29分 DVD 

番組名  

ハートネットＴＶ みつえとゆういち ―親子で紡ぐ“認知症”漫画― 

内容  

日本の認知症高齢者は３００万人を超え、今多くの人たちがさまざまな困難に直面しなが

ら家族の介護に格闘している。認知症とどう向き合えばよいのだろうか。記憶を失いなが

ら生きるとはどういうことなのだろうか。番組では、自身も認知症の介護の経験がある作

家の田口ランディさんとともに、岡野さんの漫画が問いかけるメッセージをひもときなが

ら、認知症介護のあり方を見つめ直す。（ＮＨＫＨＰ参照） 

出演者 岡野雄一／田口ランディ 

 

分類番号  DD2011-009 平成 23年 1月 24日 放送 48分 DVD 

番組名  

プロフェッショナル 仕事の流儀 涙も笑いも、力になる ～院内学級教師・副島賢和～ 

内容  

院内学級とは、病気やけがなどが理由で学校に通えない子どもたちのための病院内施設。 

副島は、ここで勉強を教えると同時に、一つのことを大切にしている。子どもたちの不安

や心配を 

解きほぐすことだ。「子どもを下から持ちあげる」 「そうっと、そばにいる」…。 

番組は、日々子どもに寄り添う副島（そえじま）先生を追いながら、その極意を伝える。 

出演者  

 

分類番号  DD2013-001 平成 24年 6月 25日 放送 48分 DVD 

番組名  

プロフェッショナル 仕事の流儀 闘う介護、覚悟の現場 介護福祉士 和田行男 

内容  

日本全国で２００万人を超えるといわれる認知症。その介護の世界に、新しい風を吹き込

み続ける和田行男さん。介護の仕方によっては“普通に生きる姿”を続けられると主張。

認知症のお年寄りたちが家庭的な環境のもと、少人数で共同生活を送る「グループホーム」

で、先駆的な取り組みを続けてきた。 

和田行男さんの施設では、お年寄りたちは、自分でできることは自分でするのがルール。

けがや事故のリスクも常にある。それでも和田行男さんは、お年寄り１人１人の認知症の

度合いや身体能力などを見極めながら、できる限り“普通の暮らし”を維持でき 

出演者 和田行男 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  DD2013-019 平成 25年 5月 13日 放送 48分 DVD 

番組名  

プロフェッショナル 仕事の流儀 希望のリハビリ、ともに闘い抜く リハビリ医 酒向

正春 

内容  

 リハビリの現実は、決してなまやさしいものではない。脳卒中による後遺症を抱えた患

者の中には、せん妄やうつ病など、精神的なダメージを負ってしまうケースが少なからず

あり、それがリハビリを難しくする。しかしリハビリ医の酒向（さこう）は、どんなに困

難なケースでも、最後の最後まで粘り抜く。リハビリには、患者の人生を取り戻すという

大切な役割があると、信じているからだ。（ＮＨＫ ＨＰより） 

出演者 酒向正春 

 

分類番号  EA2004-091 平成 15年 9月 27日 放送 70分 VHS 

番組名  

土曜フォーラム 今，ひきこもりを考える 

内容  

なぜひきこもるのか、ひきこもりをしている人に、家族や社会はどのような支援を行うこ

とが必要なのか。医師や教育評論家、官民の支援団体、また、ひきこもりを経験した方を

交え、ひきこもりに対する正しい理解と支援方法について話し合う。 

出演者 斎藤環／尾木直樹／秋田敦子 

 

分類番号  EB2012-029 平成 23年 12月 17日 放送 30分 DVD 

番組名  

課外授業 ようこそ先輩 今こそ大切“笑いの力” サンドウィッチマン 

内容  

 お笑い芸人サンドウィッチマンの「ツッコミ」担当・伊達みきおさんの故郷は、宮城県

石巻市。港町は津波で被害を受け、小学校は隣町の仮設校舎で授業を行っている。サンド

ウィッチマンから子どもたちへの課題は「お笑い」づくり。復興に向けて長い道のりを歩

み始めた町の人たちに届けようと、子どもたちは身近にあるものや話題から、お笑いを考

える。そして迎えた発表会。子どもたちは緊張の中で笑いを届けることができるだろうか。

（ＮＨＫＨＰより） 

出演者 サンドウィッチマン 

 

分類番号  HA2007-001 平成 19年 3月 5日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 認知症 予防・治療の最前線 もの忘れ？ アルツハイマー病？ 

内容  

年を取ると誰でも”もの忘れ”をしやすくなるが、生活に支障が出るようなもの忘れをするようになっ

たら要注意。一度、”もの忘れ外来”を受診し、”認知症”が起きていないかチェックしよう。それとい

うのも、認知症で一番大切なことは、早期発見・早期治療だからだ。 

 ４回シリーズの１回目で、アルツハイマー病の検査、治療、予防について解説する。 

出演者 山田正仁（金沢大学大学院教授） 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  HA2007-002 平成 19年 3月 6日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 認知症 予防・治療の最前線 増えている レビー小体型認知症 

内容  

”レビー小体型認知症”は１９７６年に症例が発見され、近年一般にも知られるようになった認知症

の１つ。高齢者の意識がはっきりしている時に、具体的な幻視の症状が出た場合、この病気の可

能性が高いという。また、パーキンソン病のような身体症状も現れるという。 

 ４回シリーズの２回目で、”レビー小体型認知症”の症状の特徴や治療法について解説する。 

出演者 小阪憲司（聖マリアンナ医学研究所所長） 

 

分類番号  HA2007-003 平成 19年 3月 7日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 認知症 予防・治療の最前線 ここまで防げる 脳血管性認知症 

内容  

脳血管性認知症の原因となるのは、脳出血や脳こうそくなどの脳血管性障害。脳血管性認知症

では脳出血を再発するごとに認知症が重度化していくため、脳出血などの原因疾患の再発を防

ぐことがとても大切になる。脳出血などにつながる、高血圧や糖尿病などの生活習慣病を持って

いる人は、特に注意が必要だ。 

出演者 長田乾（秋田県立脳血管研究センター部長） 

 

分類番号  HA2007-004 平成 19年 3月 8日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 認知症 予防・治療の最前線 早期診断が大切 

内容  

認知症では、早期に病気の種類を確定し、治療を開始することがとても大切だ。認知症の早期診

断に、いま大きな成果を上げているのが「画像診断」。画像診断にはＣＴ・ＭＲＩ・ＳＰＥＣＴ・ＰＥＴ等

の種類があり、それぞれを目的に応じて組み合わせることで、高い診断率が得られる。認知症の

治療に大きな役割を果たしている画像診断の最新情報をお伝えする。 

出演者 松田博史（埼玉医科大学教授） 

 

分類番号  HA2009-001 平成 20年 11月 24日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 正しく知ろう 統合失調症（１） 症状や原因を知る 

内容  

 統合失調症の主な症状について解説する。 

 統合失調症は、脳の一部の機能がバランスを崩して起こる病気と考えられており，その

症状には、主に『陽性症状』『陰性症状』『認知機能障害』がある。 

 『陽性症状』は，「幻聴」「幻視」「幻臭」「幻触」などの「幻覚」と，「妄想」が特徴的な

症状。『陰性症状』は「感情表現がにぶくなる」「考える力の低下」で「意欲の減退」が主

な症状である。『認知機能障害』は，独特の情報の受け取り方や行動の選択をして状況に応

じた適切な行動がとれずに日常生活に支障をきたす認知障害である。 

出演者 丹羽真一(福島県立医科大学教授) 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  HA2009-002 平成 20年 11月 25日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 正しく知ろう 統合失調症（２） 最新の薬物治療 

内容  

  統合失調症に使われる主な薬について解説する。 

  統合失調症は，脳の神経伝達物質の働きが強すぎたり弱すぎたりして、脳の一部の機

能のバランスが崩れるために起こる。このため治療には神経伝達物質のバランスを整える

作用がある『抗精神病薬』を使用する。『抗精神病薬』は「従来型抗精神病薬」と「新規抗

精神病薬」に大きく分類される。それぞれの効果や副作用について説明する。 

出演者 丹羽真一(福島県立医科大学教授) 

 

分類番号  HA2009-003 平成 20年 11月 26日 放送 15分 VHS 

番組名  

きょうの健康 正しく知ろう 統合失調症 （３） 自立した社会生活に向けて 

内容  

 統合失調症の治療の基本の 1 つである精神療法や心理社会療法について解説する。薬物

療法にこれらの治療法を組み合わせることで，再発する確率を低く抑えることができる。

精神療法は，病気で負った心の傷やダメージを癒すことが目的。心理社会療法は，作業や

訓練を通じて社会復帰のためのリハビリを行う。 

出演者 丹羽真一(福島県立医科大学教授) 

  

 分類番号  HA2013-013 平成 25年 6月 17日 放送 15分 DVD 

番組名  

きょうの健康 うつ病 あなたに合った治療法 軽症なら薬はより慎重に 

内容  

 ２０１２年、日本うつ病学会は、日本初のうつ病治療に関するガイドラインを作成した。

番組では、ガイドラインの作成委員長を務めた防衛医科大学校病院病院長の野村総一郎さ

んを迎え、うつ病治療の最新情報をお伝えする。 

 うつ病は、症状の重さ、年齢、もともとの性格傾向などの要素で治療方法が微妙に異な

ってくる。大切なのは患者ごとのうつ病のタイプを見極めた上で、治療法を選んでいくこ

とだという。 

 第１回目は「軽症なら薬はより慎重に」。軽症のうつ病にはカウンセリングなどの精神療

法が効果的だという。 

出演者 野村総一郎 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  HA2013-014 平成 25年 6月 18日 放送 15分 DVD 

番組名  

きょうの健康 うつ病 あなたに合った治療法 高齢者もあきらめないで 

内容  

 第２回目は「高齢者もあきらめないで」。うつ病というと働き盛りに多いイメージだが、

実は高齢者にも患者は多い。高齢者は、体の調子が悪くて憂鬱なのは当たり前と周囲の人

に思われて、病気が見逃されることもある。また高齢者のうつ病では、認知症との区別に

注意することも大事だ。薬の服用に関する注意や、うつ病予防のために周囲の人にできる

サポートなどを紹介する。 

出演者  

 

分類番号  HA2013-015 平成 25年 6月 19日 放送 15分 DVD 

番組名  

きょうの健康 うつ病 あなたに合った治療法 “現代型”どう向き合う？ 

内容  

 第３回目は「現代型 どう向き合う？」。最近、急増していると言われる現代型と呼ばれ

るうつ病。「きちょうめんでまじめ、自分を責めてしまう人がなる。」という従来のうつ病

のイメージとは異なり、「仕事は無理だが自分の好きなことはできる。周りを責める」とい

う患者もいる。現代形うつ病に効果的といわれる認知行動療法や従来のうつ病治療との違

いなどを紹介する。 

出演者  

 

分類番号  ZF2006-002 平成 17年 放送 50分 VHS 

番組名  

ワンポイント手話 第１巻 １～１０回 

内容  

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」１回放送～１０回放

送分。 

１．手話は楽しい ２．こんにちは お元気？ ３．はじめまして ４．家族は父と母と私です ５．お

じいちゃんになりました ６．手話を学ぶのは大好き ７．手話でコミュニケーションできる？ ８．手

話はわかります ９．きょうは雨ですね １０．あの人は誰？ 

出演者 小林順子／北澤誠／古家貴代美 

 

分類番号  ZF2006-003 平成 17年 放送 50分 VHS 

番組名  

ワンポイント手話 第２巻 １１～２０回 

内容  

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」１１回放送～２０回

放送分。 

１１．本は何冊ありますか？ １２．何時に起きますか？ １３．父は５３歳です １４．これは９５００円

です １５．土曜日はお休みですか？ １６～２０．指文字を覚えましょう１～５ 

出演者 小林順子／北澤誠／古家貴代美 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  ZF2006-004 平成 17年 放送 50分 VHS 

番組名  

ワンポイント手話 第３巻 ２１～３０回 

内容  

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」２１回放送～３０回

放送分。 

２１．誕生日はいつ２２．聞こえなくなったのは５年くらい前２３．手話が上手になりました２４．趣味

は読書と旅行です２５．仕事は何をしていますか？２６．こんなに食べられるの？２７．この道 駅へ

行けますか２８．早く帰りたいな２９．この映画見たいな３０．どちらが好き？ 

出演者 小林順子／北澤誠／古家貴代美 

 

分類番号  ZF2006-005 平成 17年 放送 50分 VHS 

番組名  

ワンポイント手話 第４巻 ３１～４０回 

内容  

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」３１回放送～４０回

放送分。 

３１．紅葉もきれいでしょう３２．あなたの手話は分かりやすい３３．この眼鏡、見にくいな３４．たばこ

を吸ってもかまわない？３５．印鑑は必要ですか？３６．歩かなくちゃいけないね３７．田舎に帰りま

すか？３８．たこ揚げとは珍しいですね３９．スキーはどこに行きますか４０．どうやって北海道に行

くの？ 

出演者 小林順子／北澤誠／古家貴代美 

 

分類番号  ZF2006-006 平成 17年 放送 50分 VHS 

番組名  

ワンポイント手話 第５巻 ４１～５０回 

内容  

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ教育テレビ「ワンポイント手話」４１回放

送～５０回放送分。 

４１．熱があるみたいだ４２．今年大学受験なんです４３．この色すてきだね４４．１８

歳までイギリスに住んでいました４５．何でもよく知っていますね４６．入院したことあ

りますか？４７．手伝ってくれますか？４８．ボランティアに関心ありますか？４９．も

し欠席ならメールをください ほか 

出演者 小林順子／北澤誠／古家貴代美 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  ZF2014-001 平成 25年 4月 7日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第１回 あいさつの表現 

内容  

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「おはよう」「こんにちは」「こんばんは」「手話サークル」 

○学習ステップ２「はじめまして」「よろしくおねがいします」「お会いできてうれしいで

す」 

○手話で語る絵本「おふろだ、おふろだ！」 

○しゅわしゅわワールド「手話を学ぶ医学部学生さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４月の曲「ＳＴＡＲＳ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-002 平成 25年 4月 14日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第２回 天気／季節の表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「天気の表現」「雨」「晴れ」「梅雨」 

○学習ステップ２「季節の表現」「春」「夏」「秋」「冬」「四季」 

○手話で語る絵本「だっこれっしゃ」前編 

○しゅわしゅわワールド「東北弁語り 民話『竹の物語』前編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４月の曲「ＳＴＡＲＳ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-003 平成 25年 4月 21日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第３回 家族の表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「お父さん」「お母さん」「兄」「弟」「姉」「妹」「祖父」「祖母」 

○学習ステップ２「両親」「家族」「夫婦」「兄弟」「姉妹」「息子」「娘」「親戚」 

○手話で語る絵本「だっこれっしゃ」後編 

○しゅわしゅわワールド「東北弁語り 民話『竹の物語』後編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４月の曲「ＳＴＡＲＳ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  ZF2014-004 平成 25年 4月 28日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第４回 質問の表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「行く？」「来る？」「だめ？」 

○学習ステップ２「どこ？」「何？」「いつ？」 

○手話で語る絵本「おつきさま こんばんは」 

○しゅわしゅわワールド「手話落語 桂福團治『しじみ売り』 前編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４月の曲「ＳＴＡＲＳ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-005 平成 25年 5月 5日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第５回 好き／嫌いの表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「好き」「嫌い」「得意」「苦手」 

○学習ステップ２「飲みたい」「飲みたくない」「作る」「作りたい」「帰る」「帰りたくない」 

○手話で語る絵本「あなたがだいすき」 

○しゅわしゅわワールド「手話落語 桂福團治『しじみ売り』 後編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-006 平成 25年 5月 12日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第６回 数／月日に関する表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「数に関する表現」「１、２、３・・・１０」「１０、２０、３０・・・１

００」「千」「万」 

○学習ステップ２「○月△日」「何の日？」「一年」「年末」「元日」「祝日」 

○手話で語る絵本「あなたがだいすき」 

○しゅわしゅわワールド「臼井千恵さん 手楽来家」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  ZF2014-007 平成 25年 5月 19日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第７回 時間の表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「時間に関する表現」「正午」「午前」「午後」「一日」「２４時間」 

○学習ステップ２「時間の経過に関する表現」「早い」「遅い」「時間が過ぎる」「時間がか

かる」 

○手話で語る絵本「あなたがだいすき」 

○しゅわしゅわワールド「松山大学 聴覚障害体験授業 モコゲーム」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-008 平成 25年 5月 26日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第８回 現在／過去／未来の表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「体を軸にした時間のイメージ」「過去」「現在」「未来」「最近」 

○学習ステップ２「今日」「明日」「昨日」「今月」「先月」「来月」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド「香川県丸亀市さぬき福祉専門学校教員 阿部忍」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-009 平成 25年 6月 2日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第９回 動きを表す表現 

内容  

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「動きの表現」「歩く」「座る」「立つ」「登る」「下りる」 

○学習ステップ２「開ける」「閉める」「読む」「書く」「走る」「泳ぐ」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド「福島県会津若松市役場設置手話通訳の仕事 課長 斎藤綾子さ

ん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  ZF2014-010 平成 25年 6月 9日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第１０回 食べ物／味覚の表現 

内容  

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「食べ物に関する表現」「ラーメン」「カレー」「焼肉定食」「寿司」 

○学習ステップ２「味覚に関する表現」「甘い」「おいしい」「まずい」「苦い」「渋い」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド「福島県会津若松市役場設置手話通訳の仕事 課長 斎藤綾子さ

ん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-011 平成 25年 6月 16日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第１１回 形容の表現 

内容  

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「形容に関する表現」「多い」「少ない」「髙い」「低い」「固い」「柔らか

い」 

○学習ステップ２「上手」「下手」「きれい」「汚い」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド「みんなの手話 撮影の舞台裏」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

分類番号  ZF2014-012 平成 25年 6月 23日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第１２回 気持ちの表現 

内容  

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「気持ちに関する表現」「悲しい」「笑う」「怒る」 

○学習ステップ２「ホッとする」「安心する」「寂しい」「恥ずかしい」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド「手話カフェ」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 

 

 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団福祉ビデオライブラリー目録 

2015年 9月 

分類番号  ZF2014-013 平成 25年 6月 30日 放送 25分 DVD 

番組名  

ＮＨＫみんなの手話 第１３回 思考に関する表現 

内容  

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「思考に関する表現」「わからない」「納得」「なるほど」「へえ」 

○学習ステップ２「迷う」「混乱する」「思いつく」「なんだ」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

出演者 早瀬 憲太郎／貴田みどり 

 


