
1 
 

C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CB2013-001 

笑顔まんてん タビ好キ 

＃８  

糸島・二丈町の 

まんてん笑顔 

今回の「笑顔まんてん タビ好キ」は、福岡・糸島市

二丈町一貴山（いきさん）地区をタビする。脊振山（せ

ふりさん）系の中腹に位置し、自然豊かな「隠れ里」の

趣が旅情をそそる。 

ホラ貝を吹くおじいさん、１歳を迎えた赤ちゃんの

お祝い「餅踏み」、とんでもなく山奥にあるお蕎麦屋

さんなどを前川清とえとう窓口が訪ねる。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

前川清／えとう窓口 

46 

九州朝日放送 

平成２４年６月３日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2013-002 

笑顔まんてん タビ好キ 

 ＃１２  

福岡・門司港の 

まんてん笑顔 

今回の「笑顔まんてん タビ好キ」は、福岡・北九州

市門司港をタビする。明治・大正と大陸貿易の基地とし

て栄えた門司港は、現在当時の面影を残したレンガ造り

の洋館などの街並みが「レトロ」として観光客を集める

魅力的な街。 

 「昭和のヒーロー展」には、懐かしいヒーローグッズ

があり、昭和歌謡史の裏の裏を知る前川から、驚きの秘

話を明かされる。 

また、にぎわう観光地から一歩路地裏に足をのばす

と、門司港の生活感を肌で感じることができる。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

前川清／えとう窓口 

46 

九州朝日放送 

平成２４年７月１日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2013-003 

ＴＨＥ世界遺産  

平和への祈りの黄金郷 

平泉―浄土を表す 

建築・庭園（日本） 

 ２０１１年世界遺産に登録された平泉。かつてマル

コ・ポーロは著書「東方見聞録」の中で、「ジパングでは

宮殿は黄金でできている」と書いた。当時の日本で黄金

の宮殿があったのはただ１つ平泉だけだった。京の都に

もない、きらびやかな文化が花開いた平泉を紹介する。

25 

ＴＢＳ 

平成 23 年 6 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-004 

ＴＨＥ世界遺産  

マグマが生んだ 

進化の森  

小笠原諸島（日本） 

 １８０もの島々からなる小笠原諸島。かつて無人の島

（ボニンアイランド）と呼ばれた小笠原は、豊かな自然

が残る亜熱帯の島々。一度も大陸とつながったことのな

い島々で、生き物たちは独自の進化を遂げた。世界中で、

ここでしか見られない自然の数々を紹介する。  

25 

ＴＢＳ 

平成 23 年 7 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 



2 
 

C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CB2013-005 

ＴＨＥ世界遺産  

空から見る日本Ⅰ 

自然遺産のすべて 

 日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６件。

そのうちの自然遺産のすべてを空から見ていく。登場す

るのは、「小笠原諸島」「知床半島」「屋久島」「白神山地」

の各自然遺産。   
25 

ＴＢＳ  

平成 23 年 11 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-006 

ＴＨＥ世界遺産  

空から見る日本Ⅱ 

文化遺産のすべて 

 日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６件。

そのうちの文化遺産のすべてを、特殊なカメラを使いな

がら鳥の目で空から見ていく。登場する文化遺産は、「平

泉」「日光」「紀伊山地」「古都奈良」「古都京都」など。
25 

ＴＢＳ  

平成 23 年 12 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

 CB2013-007 

いい旅夢気分  

さわやか！春の旅③ 

ローカル線で行く 

秘湯めぐり秋田・角館

～青森・弘前 

 秋田から青森へローカル線でぶらり旅。今回は角館を

皮切りに秋田内陸線で北へ向かう。 

 みちのくの小京都・角館では日本に１本しかない幻の

桜を見学し、さらに秋田名物いぶりがっこの懐石料理の

紹介。そして春から夏へのみちのくの景色を楽しみなが

ら東北の名湯・秘湯である「マタギの湯」「大鰐温泉」「青

荷温泉」などを巡る。  

46 

テレビ東京 モト冬樹／田中美奈子／さとう珠緒 

平成 24 年 5 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-008 

辿り着いたら 

スゴかった！  

一生に一度は 

行きたい旅  

落差１３５メートル！ 

東北の秘境に 

あるという幻の滝！！ 

 日本の秘境「九階の滝」「赤湯温泉」「国宝・投入堂」「ピ

ナイサーラの滝」を４組の旅人たちが訪ねる。どこも簡

単にはたどり着けない秘境ばかり。しかし苦難の果てに

たどり着いたそこには、絶景が待っていた。  

95 

テレビ東京 渡部陽一／塩谷瞬／矢部美穂／大西結花 

平成 24 年 6 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 



3 
 

C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CB2013-009 

地球バス紀行  

アフリカ大平原 

１３００キロ／ 

タンザニア 

 バスを乗り継ぎ、世界中を旅する「地球バス紀行」。今

回は、アフリカ・タンザニアを旅する。インド洋に面し

た港町からキリマンジャロを抜け、ビクトリア湖を目指

す１３００キロ。大平原、大地の恵み、マサイ族との出

会い。バスでしか味わえない魅力が満載だ。  

46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 23 年 4 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-010 

 

地球バス紀行  

ぐるっと４０００キロ！ 

世界１４か国  

感動出会い旅ＳＰ 

 アフリカ・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中南米

の５つの大陸にまたがる１４の国をバスで旅する。まず

はアフリカのタンザニアからスタート。マサイ族の人と

乗り合わせたり、煙突掃除人の親子と出会ったり…。行

くさきざきでたくさんの人の笑顔と優しさに出会う一方

で、ハプニングにも遭遇！ピナクルスの絶景、ロカ岬の

夕日、ウユニ塩湖をバスで横断など、大自然のだいご味

とバス旅の魅力を存分に伝えてくれる。  

100 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 24 年 8 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-011 

ＴＨＥ世界遺産  

女帝の夢うつした宮殿 

シェーンブルン宮殿と 

庭園群 （オーストリア） 

 １７世紀の終わり、ハプスブルク家の夏の離宮として

シェーンブルン宮殿は建てられた。１８世紀の半ばに

は、女帝・マリア・テレジアの居城とするため、中国や

インドなど遥か異国の美術を取り入れて、絢爛豪華に改

装された。部屋数は、１４００室以上だったと言われる。

第一次世界大戦後、ハプスブルグ家が崩壊し、この

宮殿は市民に開放されたが…。 

【字幕制作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラ

ザ】 

25 

TBS 

平成２１年４月５日 利用区分 B－ ３ DVD 



4 
 

C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CB2013-012 

世界温泉遺産  

～神秘の力を訪ねて～ 

魚の棲む神秘の温泉 

 トルコ・カンガル 

 マルマラ海と黒海からの海の恵みで漁業が盛んなト
ルコ・イスタンブール。人気のサバサンドに舌づつみを
打ちながらフェリーに乗り込み、神秘の温泉を目指す。
 ブルサで一番古い温泉がエスキ・カプルジャ。垢すり
と泡マッサージが人気の温泉。 
 トルコのほぼ中心に位置する世界遺産カッパドキア
は、まるでおとぎ話の世界に迷い込んだかのような奇岩
群が連なる。カッパドキアから車で５時間のカンガルに
日本でも人気の魚温泉発祥の地があった。天然のドクタ
ーフィッシュの癒しに思わず笑顔がこぼれる。【字幕制
作：群馬県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】 

46 

 

BS 日本 

平成２３年３月３日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2013-013 

前川清の笑顔まんてん 

 タビ好キ＃４５  

福岡・北九州市合馬 

今回の旅は北九州市小倉南区合馬（おうま）をぶらり。 

合馬といえば「たけのこ」の産地として全国にも有名。春

の香りを求めて、「たけのこ」を探そうとする前川清とＷエン

ジン・えとう窓口の二人。だが今季の合馬は「たけのこ」の

裏年。果たして二人は春の香り「たけのこ」に出会えるの

か。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

前川清／えとう窓口 

46 

九州朝日放送 

平成２５年２月２４日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2013-014 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ＃５１  

福岡・柳川市 

今回の旅のキーワードは、福岡・柳川市をぶらり旅。相撲

の奉納などでも有名な柳川市の三柱（みはしら）神社で前

川清とＷエンジン・えとう窓口の二人がおみくじをひいてい

ると、お社の奥に甲冑（かっちゅう）のレプリカを発見。特別

に前川さんが着せてもらうことに！ 

そのほか二人は名物の川下りで若い船頭さんのスゴ技を

披露してもらったり、町歩きも楽しむ。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

前川清／えとう窓口 

46 

九州朝日放送 

平成２５年４月７日 利用区分 B－ ３ DVD 

 

 



5 
 

C 趣味・教養  Culture 

CC エチケット・生活情報 

 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CC2013-001 

ちょっと待った！ 

その契約  

～賃貸住宅の契約 

トラブルを防ぐために～

賃貸住宅に関する情報は、インターネットなどでも簡

単に入手できる時代になり、ライフスタイルに合わせた

住まいの選択肢も増えている。 

一方、賃貸住宅に関するトラブルは後を絶たないこ

とで、契約トラブルの事例をもとに、トラブルを回避

するためのポイントを学ぶ。  

 【若者・一般向け】 

22 

東京都消費生活 
総合センター 

平成２４年度  利用区分 A － ３ DVD 

CC2013-002 

ヒヤリ ハットリくん 

只今参上！！  

～高齢者の身の回りの 

危険を防ぐでござる～ 

高齢者の身の回りの事故は年々増加している。事故

の多くは住み慣れた場所で発生し、何気ないことでも

重大な事故につながっている。"体"が原因となるもの、

"物"が原因となるものそれぞれのヒヤリ・ハット事例

をもとに、身の回りの危険から身を守る方法を、少年

忍者「ヒヤリハットリくん」と一緒に考えていく。【高

齢者とその周りの人々向け】 

23 

東京都消費生活 
総合センター 

平成２４年度  利用区分 A － ３ DVD 



6 
 

C 趣味・教養  Culture 

CD 料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2013-001 

きょうの料理  

おかず青年隊  

ザ・男子弁当 

 ２年目を迎えたおかず青年隊。きょうの料理のテーマ

は「男子弁当」。中華料理の陳建太郎と日本料理の柳原尚

之が講師として登場し、不器用な男性でも楽しく簡単に

作れるお弁当を２種類紹介する。  
25 

ＮＨＫ 陳建太郎／柳原尚之 

平成 24 年 4 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-002 

きょうの料理  

アンコールに 

おこたえして  

夏こそ！塩麹 

 今や大人気の塩麹。塩麹は保存がきくため夏こそ重宝

する。塩麹のプロフェッショナル・浅井妙峰さんを講師

に迎え、塩麹を使った簡単な料理や調味料を紹介する。

視聴者から寄せられた「わたしの忘れられない味」は「母

のおにぎり」。  

25 

ＮＨＫ 浅井妙峰 

平成 24 年 7 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-003 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！① 

しみじみしみ込む 

おふくろの味 

 手軽に作れて時間短縮もできる電子レンジ調理は、料

理ビギナーズにとって心強い味方。料理初心者でも簡単

に作れて、しかも本格的なお味の料理をご紹介。 

 １回目はレンジで作る煮物料理。紹介するのは「ひじ

きの煮物」と「おからの煮物」。  

5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-004 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！② 

巻いて並べて  

簡単！肉巻き料理 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第２回。電

子レンジが得意とする、「肉巻き料理」をご紹介。紹介す

るのは「えのきだけの豚バラ巻き」と「長芋の牛肉巻き」。

5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 



7 
 

C 趣味・教養  Culture 

CD 料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2013-005 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！③ 

つくねもハンバーグも

レンジにおまかせ！ 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第３回。ひ

き肉料理も電子レンジなら、中までやわらかくジューシ

ーに仕上げることができる。紹介するのは「つくねのレ

ンジ照り焼き」と「ハンバーグのトマト煮込み」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-006 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！④ 

うまみたっぷり 

ふっくら蒸し料理 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第４回。電

子レンジは蒸し料理が得意。専用の蒸し器がなくても、

おいしい料理を作ることができる。紹介するのは「あさ

りとえびのワイン蒸し」と「豚肉と長芋の中国風蒸し」。 5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

 CD2013-007 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑤ 

マーボー豆腐も 

レンジで簡単！ 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第５回。火

力が必要な中国料理も、電子レンジなら簡単。中華鍋を

使わずにマーボー豆腐も作れる。紹介するのは「マーボ

ー豆腐」と「チンジャオロースー」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-008 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑥ 

ササッと手軽に 

煮込み料理 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第６回。長

時間煮てうまみを引き出す煮込み料理も、電子レンジな

ら１０分以下の時間でＯＫ。紹介するのは「豚肉とじゃ

がいものクリーム煮」と「チリコンカン」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 



8 
 

C 趣味・教養  Culture 

CD 料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2013-009 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑦ 

半日で完成！ 

簡単ピクルス 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第７回。簡

単に野菜をとることができるピクルス。常備菜にしてお

けば、お弁当のおかずにも大活躍。これも電子レンジな

ら短時間で作ることができる。紹介するのは「きゅうり

とパプリカのピクルス」と「にんじんとうずら卵のカレ

ーピクルス」。  

5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-010 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑧ 

レンジでできる！ 

お手軽スイーツ 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第８回。ス

イーツ作りでも電子レンジは大活躍。コンポートにラス

ク、和菓子も簡単に作ることができる。紹介するのは「く

るみもち」に「りんごのコンポート」「蜂蜜ラスク」。 5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 



9 
 

C 趣味・教養  Culture 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CE2013-001 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門Ｆｉｌｅ１ 

まずはデジタルカメ

ラを準備しよう 

 パソコンにインターネットにデジタルカメラなど、身の

回りにあふれる「デジタル」なあれこれ、使いこなせてい

ない人も多いのでは？ 

 番組では、デジタルカメラとパソコンの使い方を、超初

心者向けにイロハのイから分かりやすく説明。全１０回で、

撮影からアルバムづくりまでを徹底指導。マウスボタンの

クリックのしかたからローマ字入力のコツまで、講師の丁

寧な説明で、あなたもデジタル機器を使いこなせるように

なるかも？第１回はデジタルカメラをお店で選び購入、基

本の撮影方法までを学ぶ。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 3 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-002 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ２  

屋外で撮ってみよう 

 第２回目は野外撮影に挑戦する。上達するにはとにかく

デジカメに慣れること。３人はスタジオを飛び出して上野

動物園で、さまざまな被写体の撮影に挑戦する。デジカメ

の構え方、ズームのしかたなどの基本から構図の取り方、

その場で写真を確認する方法などを学ぶ。  
24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-003 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ３  

パソコンを選ぼう 

 第３回はパソコンの基本を学ぶ。パソコンを購入する時

の注意点や、パソコンの電源の入れ方、はじめてパソコン

を起動する時に行う初期設定を詳しく説明する。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 



10 
 

C 趣味・教養  Culture 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CE2013-004 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ４  

パソコンの電源を 

入れてみよう 

 第４回はマウス操作の初歩を学ぶ。パソコンを使うため

にはマウス操作が欠かせない。慣れてしまえば簡単なマウ

ス操作だが、初心者には操作が苦手な人も多い。クリック・

ダブルクリックという基本操作を、トランプゲームをしな

がら楽しく学んでいく。  24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-005 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ５ 

写真をパソコンに 

保存しよう 

 第５回目はデジカメで撮影した写真をパソコンに取り込

み、保存する方法を学ぶ。デジカメとパソコンの接続のし

かた、フォルダーやファイルの扱い方から、「コピーと貼り

付け」というデータの移動方法の基本を学ぶ。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-006 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ６ 

キーボードに慣れよう 

 第６回はローマ字で日本語を入力する方法の基本を学

ぶ。「メモ帳」ソフトを使って、ひらがな・カタカナ・漢字・

英文字を入力する方法を練習する。「ん」や「っ」など、ロ

ーマ字入力でつまずきやすいポイントも詳しく解説する。
24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 



11 
 

C 趣味・教養  Culture 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CE2013-007 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ 

超！入門Ｆｉｌｅ７ 

撮影地を探そう  

～インターネットで

検索～ 

 第７回はインターネットの使い方を学ぶ。インターネッ

トのしくみや利用するために必要な手続き、そして自分の

知りたい情報にたどりつくための、便利な検索方法のコツ

を紹介する。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-008 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ８ 

撮影散歩に出てみよう 

 第８回目はデジカメを片手に撮影散歩に出かける。前回

インターネットで調べた情報をもとに、神奈川県にある大

船フラワーセンターを訪問。プロカメラマンを迎えて、撮

影テクニックの数々を教えてもらう。  
24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史／飯島正広 

平成 23 年 5 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-009 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ９ ア

ルバムを作ろう① 

 第９回目は前回撮影した写真でアルバムを作る。使用す

るソフトは、文書作成ソフトの「ワード」。ワードのひな型

機能を使って、簡単にアルバムを作る方法を紹介する。 

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 



12 
 

C 趣味・教養  Culture 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CE2013-010 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ10 

アルバムを作ろう② 

 第１０回目はアルバムづくりの後半。前回並べた写真に、

コメント文章を添えてアルバムを完成させる。文章入力で

は、文字の変換方法や間違えた文字の消し方など、基本を

詳しく説明。文字の色やサイズを変えて、おしゃれな文章

作りに挑戦する。最後はプリントアウトして、自分だけの

素敵なアルバムを作る。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

 
 

CF 動物・植物 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CF2013-001 

 

志村どうぶつ園 

特別編  

涙と奇跡の 

どうぶつ物語 

 人間と動物たちの絆が生む、涙と奇跡の物語の特別編。

日本一有名な盲導犬のクイール。実はクイールは、幼い

ころは別の飼い主に育てられていた。その飼い主との 

１０年ぶりの再会。そこでクイールは…。 

 ほかに「高齢ゾウの出産秘話」「反省ザル次郎誕生物語」

「新米獣医と野良猫のふれあい物語」。  

94 

日本テレビ 志村けん／山瀬まみ／相葉雅紀  

平成 24 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

CF2013-002 

 

どうぶつ冒険 

バラエティ ワンダ！ 

人と動物の絆  

２時間スペシャル！ 

 人と動物たちとの絆を見守り続けてきたワンダ。２匹

のワンちゃんとの涙の物語。ライオンの赤ちゃん兄妹の

成長物語など。 

 ほかに人間顔負けの技を持つ動物たちや、かつて日本

中をにぎわせた動物たちランキングなど盛りだくさんの

内容。  

92 

テレビ東京 大地真央／細川茂樹 

平成 24 年 8 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 
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C 趣味・教養  Culture 

CG 科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CG2013-001 

コズミックフロント 

Ｓｐｅｃｉａｌ 

大冒険！はやぶさ 

太陽系の起源を見た 

 ２０１０年６月。３億㎞の果てから７年間の旅を終え、

探査機はやぶさが帰ってきた。はやぶさの旅は、想定外の

困難の連続だった。エンジントラブルにサンプル採取装置

の不具合、通信が途絶えて行方不明に…。その度にプロジ

ェクトメンバーたちは知恵を出し合い、トラブルを乗り越

えてきた。 

 番組では、はやぶさの冒険物語を追いながら、その驚く

べき科学的成果を詳細に解説する。  

89 

ＮＨＫ 萩原聖人／中村智樹／矢野創 

平成 23 年 9 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-002 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故① 

原子炉で何が起きて

いたのか ～炉心溶

融・水素爆発の 

真相に迫る～ 

 東日本大震災で３基の原子炉が壊れるという大事故を起

こした福島第一原発。今も収束作業と並行して事故の真相

究明が続けられている。番組では８回にわたり、福島第一

原発事故をさまざまな角度から分析する。 

 第１回目は福島原発で地震の後、何が起きたのか。シミ

ュレーションによって分かったメルトダウンの実態を伝え

る。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 9 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-003 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故② 

農作物の汚染を 

見極めろ 

 シリーズ原発事故の第２回目は、農作物の放射能汚染に

ついて。事故後、さまざまな食品から国の基準を上回る汚

染が検出され、消費者を不安にさせ農家を苦しめた。汚染

された大地と向き合い除染に取り組む研究者や、汚染のメ

カニズムを紹介する。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-004 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故③ 

低線量被ばく 

人体への影響を探る 

 シリーズ原発事故の第３回目は、低線量被ばくの人体へ

の影響を考える。原発事故で大量に放出された放射性物質。

そこから出る放射線は人体にどのような影響をおよぼすの

か。現地で行われた調査結果や最新の研究から、低線量被

ばくの実態に迫る。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 11 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 
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C 趣味・教養  Culture 

CG 科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CG2013-005 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故④ 

内部被ばくの 

実態を探る 

 シリーズ原発事故の第４回目は、内部被ばくの実態を探

る。食物や水によって体内に入った放射性物質によって起

こる内部被ばく。その影響についてはまだよく分かってい

ない。番組ではチェルノブイリ原発事故の例を見ながら、

日本での取り組みを紹介する。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 12 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-006 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑤ 

海と湖に広がる 

放射性物質  

その実態を探る 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きて１０か

月。 

原発２０ｋｍ圏内の海に初めて調査が入り、放射性物質が

集まる海底のホットスポットを調査した。そこでは周辺の

魚も汚染されていた。 

 ホットスポットを生み出すメカニズムを明らかにする研

究を紹介する。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 24 年 1 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

 CG2013-007 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑥ 

汚染を取り除けるか 

水と土の放射性物質 

 東京電力福島第一原発の事故から１年。拡散した放射性

物質を取り除く除染作業が続く。しかし除染による新たな

汚染、さらに空間線量が下がりにくい場所も出てきた。 

調査の結果、水や土に入り込んだ放射性セシウムの追跡か

ら除染を進める鍵となるメカニズムが浮かび上がった。 

 今回のテーマは放射性物質を取り除く「除染」。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 24 年 2 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-008 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑦ 

冷温停止状態 

浮かび上がる課題 

 ３基の原子炉がメルトダウンした東京電力 福島第一原

発。廃炉に向けた手探りの作業が続く。政府は冷温停止状

態を確認し事故収束を宣言した。しかし急ピッチでつくっ

た原子炉を冷やすシステムはトラブルが続出。廃炉への道

筋はいまだ見えていない。 

 今回のテーマは「冷温停止状態」。 

  

30 

ＮＨＫ 中村慶子／南沢奈央 

平成 24 年 5 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 
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C 趣味・教養  Culture 

CG 科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数

CG2013-009 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑧ 

４号機 取り出せるか 

使用済み燃料 

 福島第一原発の水素爆発事故から１年４か月。使用済み

燃料をいかに安全に早く取り出せるか、世界でも前例のな

いこの難問に技術者たちの試行錯誤が始まっている。 

 ４０年かかると言われる廃炉作業。その試金石となる４

号機に迫る。  

30 

ＮＨＫ 中村慶子／南沢奈央 

平成 24 年 8 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DA2013-001 

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 

「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。 

44 

ＮＨＫ厚生文化事業

団 

平成 24 年９月３日 利用区分 A－３ DVD 

DA2013-002 

ハートネットＴＶ  

ＮＨＫハート展  

叱られたとき 

 

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。その

２つのこととは…？ 

 （ＮＨＫＨＰ参照） 

 

29 

ＮＨＫ厚生文化事業

団 

平成 24 年 12 月 17 日 利用区分 A－３ DVD 

DA2013-003 

東日本大震災６か月 

取り残される障害者 

 東日本大震災から６か月がたち、ＮＨＫでは独自の取

材によってある数字を得た。そのデータによると、障害

のある人の死亡率は障害のない人に比べて、２倍近くも

高かった。その結果から見えてきた被災地の障害者の現

実、課題を伝える。障害者が取り残されることのない社

会に向かって、何が必要で、今何をしなければいけない

のか考える。  

89 

ＮＨＫ 田中淳／藤井克徳 

平成 23 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2013-004 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

明日へのシュート  

 ～デフバスケット

チーム  

宮城クローバーズ～ 

前編 

 愛知県で開かれた全国ろうあ者体育大会に東日本大震

災の被災地から参加した、デフバスケットボールチーム

「宮城クローバーズ」。メンバーの中には肉親を失った人

もいる。被災者の支援に走り回った人もいる。 

 震災の影響で十分な練習ができなかったメンバーの思

いを追う。  

15 

ＮＨＫ 宮城クローバーズのメンバー 

平成 23 年 10 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-005 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

明日へのシュート  

 ～デフバスケット

チーム  

宮城クローバーズ～ 

後編 

 東日本大震災の被災地の宮城から、全国ろうあ者体育

大会参加を決めた「宮城クローバーズ」。しかしメンバー

は５人だけ。控え選手もいない人数で大会に参加したク

ローバーズの戦いぶりを追う。  

15 

ＮＨＫ 宮城クローバーズのメンバー 

平成 23 年 10 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-006 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

難聴児教育①  

学びやすい学校作り 

～ある夫婦の 

とりくみから～ 

 秋田県に住む荒巻晋治さん里美さん夫妻は、長男の修

治君（１０歳）が秋田市立御所野小学校難聴児学級に入

学して以来４年間、難聴児にとって学びやすい学校を目

指して活動を重ねてきた。親子の軌跡と現在の学校のと

りくみを２回シリーズで送る。 

 １回目は情報保障に焦点を当てる。  

15 

ＮＨＫ 荒巻晋治／荒巻里美／荒巻修治 

平成 23 年 10 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2013-007 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

難聴児教育②  

子どもは 

こう感じている  

～難聴児の 

“手記から”～ 

 難聴児教育②では、学校生活について書いた修治君の

作文を取り上げる。 

 日々学校で起きたことを、修治君はどう受けとめ、成

長していったのか。子ども自身の感じ方から難聴児教育

や学校のありかたを考える。  15 

ＮＨＫ 荒巻晋治／荒巻里美／荒巻修治 

平成 23 年 10 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-008 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

防災を考える  

～全国難聴者・ 

中途失聴者福祉大会

ｉｎあおもり～ 

 青森市で開催された「第１７回全国難聴者・中途失聴

者福祉大会」では、さまざまな分科会の中でも、防災に

ついて考える分科会への出席者が多かった。 

 防災を中心に「福祉大会ｉｎあおもり」を伝える。 
15 

ＮＨＫ  

平成 23 年 10 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-009 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

司法手続きにおける

配慮を  

～障害者基本法が 

求めるもの～ 

 ２０１１年に改正障害者基本法が成立し施行された。

その中に新しく盛り込まれた条文の１つが司法手続きに

おける配慮である。 

 ろう者がかかわる裁判や事件の取り調べ等のコミュニ

ケーション保障について考える。  
15 

ＮＨＫ 善岡修／田門浩 

平成 23 年 11 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-010 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ こころの病 

①ストレスと発症 

 聴覚障害者が精神疾患になった場合、聴覚障害の理解

が必要だと言われる。 

 ２回シリーズで、統合失調症のろう者の発症から回復

までを例に、聴覚障害者の精神保健について伝える。 

 １回目は、聴覚障害者にとってのストレス、治療にお

けるコミュニケーションの大切さに焦点をあてる。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／片倉和彦 

平成 23 年 11 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2013-011 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ こころの病 

②仲間・生きがいと 

回復 

 都内に住む統合失調症のろう者（４８歳）は、作業所

に通い、弁当の調理の仕事を任されるようになってから、

やりがいを感じるようになった。また、精神疾患のある

聴覚障害者の仲間と会う場が支えになっている。 

 こころの病シリーズの２回目は、生きがいになる目標

を作ることや、仲間作りの大切さに焦点をあてる。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／筒井優子／森せい子 

平成 23 年 11 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-012 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

闘う人生 大矢暹さん 

①差別をなくすために 

 大矢暹さんは「淡路ふくろうの郷」で施設長を務めて

いる。ふくろうの郷には聞こえないお年寄りが多く暮ら

している。 

 いつも穏やかな笑顔でお年寄りと接する大矢さんの人

生は、まさに闘いの連続だった。 

 大矢さんの闘う人生を２回シリーズで送る。  

15 

ＮＨＫ 村松裕子／大矢暹 

平成 23 年 11 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-013 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

闘う人生 大矢暹さん 

② 聞こえない 

高齢者のために 

 ろう学校時代、教師たちの差別や偏見と闘った大矢暹

さんは、卒業後は社会の中のさまざまな壁に立ち向かっ

た。 

 大矢暹さんの闘う人生シリーズ２回目は、聞こえない

高齢者が暮らしやすい社会にしようと活動した思いを伺

う。  

15 

ＮＨＫ 村松裕子／大矢暹／大矢小百合 

平成 23 年 12 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-014 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

日々是修業 表具師 

中河吉由樹さん 

 表具師の中河吉由樹（なかがわよしゆき）さんは中途

失聴のために、目指していた表具師の道を一時はあきら

めた。だが復職を可能にしたのは人工内耳だった。表具

師という仕事を「人生でこれほど打ち込めたものはない」

と言い切る中河さん。表具の技を磨き続ける中河さんの

日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 中河吉由樹 

平成 23 年 12 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 



20 
 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2013-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

イグ・ノーベル賞と 

聴覚障害者  

～わさび臭 

火災警報装置～ 

 イグノーベル賞とは、人を笑わせ考えさせる独創的な

研究に贈られる賞だ。化学賞を受賞した日本人のグルー

プが開発したのは、「わさびのにおいで火災を知らせる警

報装置」。装置の開発には、多くの聴覚障害者が協力した。
15 

ＮＨＫ 善岡修／松森果林 

平成 23 年 12 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話の権利を 

確立させよう  

「手話言語法」制定運動 

 ２０１１年７月「改正障害者基本法」が成立し、日本

で初めて「手話は言語である」ということが認められた。

手話の権利をさらに確かなものにしようと、全日本ろう

あ連盟が進めているのが、「手話言語法（仮称）制定推進

事業」。手話言語法はどんな権利の確立を目指しているの

か。ろうあ連盟の西滝憲彦さんに伺う。  

15 

ＮＨＫ 西滝憲彦 

平成 24 年 1 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-017 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえる子を 

育てる親へ  

～「コーダ」からの 

メッセージ～ 

 聞こえない親から生まれた子どもをコーダと呼ぶ。聞

こえない親は、コーダの子育てに迷いを持つことがある

という。そんな親たちを支援するため、聴力障害者情報

文化センターがＤＶＤをつくった。乳幼児期や学齢期の

子育てについてわかりやすく解説している。ＤＶＤに解

説者として登場する金沢大学の武居渡さんと声優の佐田

明さんの２人のコーダが、コーダの子育てについて語り

合う。  

15 

ＮＨＫ 武居渡／佐田明 

平成 24 年 1 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2013-018 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ  

若者が見たアメリカ

① 前向きな生き方 

～西川愛理さん～ 

 手話で学べる大学「ギャローデット大学」。アメリカで

は、大学で専門的なことを学ぶ若い難聴者やろう者が増

えている。難聴者の西川愛理さんも、自分の難聴につい

て学びたいと、アメリカの大学でオーディオロジーを学

んだ。 

 海外の仲間と触れあう中で、難聴者として生きること

に自信を持ったという西川さん。彼女を変えたきっかけ

について伺う。  

15 

ＮＨＫ 西川愛理 

平成 24 年 2 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ  

若者が見たアメリカ

② 聞こえない人への 

相談支援  

～高山亨太さん～ 

 精神保健福祉士であり、社会福祉士でもある高山亨太

さんは、３年間ギャローデット大学で、聞こえない人の

ソーシャルワークについて学んだ。現在は、聴覚障害の

ある子どもたちの相談にあたっている。高山さんがアメ

リカでみた聴覚障害者への専門的な支援について伺う。 15 

ＮＨＫ 高山亨太 

平成 24 年 2 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-020 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話通訳制度を 

考える 

 聴覚障害者の暮らしに欠かせない手話通訳。去年、高

松市で手話通訳の派遣を市が認めない例が起きた。ろう

者の母親が、娘が進学を希望する専門学校の説明会への

通訳派遣を依頼したが、市に断られたのだ。母親は裁判

を起こすことにした。手話通訳制度の何が問題なのか、

どう変えるべきなのかを考える。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／木下武徳 

平成 24 年 2 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2013-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

世界ろう者卓球選手

権まで２か月（１） 

つかめ金メダル！ 

―上田萌さん― 

 東京富士大学・卓球部の上田萌さんは、第２回世界ろ

う者卓球選手権大会に出場する。第１回大会は銅メダル、

デフリンピックでは決勝まで進んだが、惜しくも金メダ

ルを逃した。今度こそ世界の頂点を目指す上田選手の挑

戦を追う。  
15 

ＮＨＫ 上田萌 

平成 24 年 2 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

世界ろう者卓球選手

権まで２か月（２） 

夫婦で挑む 

―有馬歓生さん 

・千寿子さん― 

 東京で開かれる第２回世界ろう者卓球選手権大会。そ

の強化合宿に夫婦で参加した有馬歓生・千寿子夫妻。第

１回大会では千寿子さんが４位、歓生さんは３２位だっ

た。認め合い支え合って世界に挑む夫婦の日常を追った。

15 

ＮＨＫ 有馬歓生／有馬千寿子 

平成 24 年 3 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-023 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

防災・減災のために 

 聴覚障害のある人の命を災害から守るためには、警報

や避難指示を確実に伝えることが必要だ。自治体が緊急

情報を出す時は、音声だけでなく文字などの視覚情報で

も出さなくてはならない。同時に、１人１人の日ごろの

備えも大切だ。情報をどのように得るのか、何を持ち歩

くか。聴覚障害者の防災・減災に役立つモノやサービス

を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 村田哲彦／小川光彦／中園秀喜 

平成 24 年 3 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

検証 障害者自立 

支援法改正案 

 「障害者自立支援法改正案」は、名前を「障害者総合支

援法」とあらため、これまで福祉サービスを受けられなか

った難病の患者もサービスの対象に広げるなどとしてい

る。 

 しかし、この法案に対しては、障害者自立支援法に代わ

る福祉制度について話し合ってきた「障がい者制度改革推

進会議」の総合福祉部会の骨格提言とかけはなれている、

などとする批判がある。 

 聴覚障害者団体からの出演者とともに、改正案を検討す

る。  

15 

ＮＨＫ 小中栄一／新谷友良 

平成 24 年 4 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

いつか宇宙へ 

～ＪＡＸＡ開発員 

長谷川晃子さん～ 

 ２０１０年、地球に帰還した、宇宙航空研究開発機構（Ｊ

ＡＸＡ）の探査機「はやぶさ」。その「はやぶさ」の帰還作

業にかかわった長谷川晃子さんは、聴覚障害のある女性職

員だ。 

 子どものころから天文台に行くことが好きだった。いつ

か宇宙へ行くことを夢見て、「宇宙からの第一声は手話で伝

えたい」と語る長谷川さんに、ＪＡＸＡでの仕事の内容と、

宇宙への思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 松森果林／長谷川晃子 

平成 24 年 4 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

早瀬憲太郎に聞く① 

ろう児のために 

 「ＮＨＫみんなの手話」講師の早瀬憲太郎さんは、ろう

の子どもたちに日本語の力を身につけてもらおうと、ろう

児向けの塾の活動をしている。ろう児が自分の夢を実現す

るときに、日本語の読み書きの力が必要になると思うから

だ。ろう児のためにできることは何かと考え続ける早瀬さ

んにお話しを伺う。２回連続シリーズの１回目。  

15 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 24 年 4 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

早瀬憲太郎に聞く② 

先輩の生きざまを 

伝えたい 

 ２００９年、早瀬さんが監督した映画「ゆずり葉」が公

開された。全日本ろうあ連盟の創立６０周年を記念して制

作されたこの映画は、「ろう児たちにろうあ運動の歴史をわ

かりやすく伝えたい」という早瀬さんの発案からスタート

した。 

 早瀬さんに、聞こえるスタッフに囲まれて奮闘した撮影

時のエピソードや、それぞれのシーンに込められた思いな

どを伺う。２回連続シリーズの２回目。  

15 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 24 年 4 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

手話コーパスを作る 

 筑波技術大学の准教授でろう者の大杉豊さんが、ほかの

研究者と共同で、日本手話の「コーパス」作りを始めた。

 手話コーパスとは、手話を動画で記録し大量に蓄積した

データのこと。日本語訳や、手の形や位置関係、顔の動き

などの情報を書き込んでいく。言語学的研究に役立つもの

にするとともに、若いろう者が先輩ろう者の手話表現に関

心を持つきっかけになるものを作りたい、と大杉さんは語

る。 

 日本手話コーパスの意義について、大杉さんに聞く。 

15 

ＮＨＫ 大杉豊／善岡修 

平成 24 年 5 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

わたしの絵は 

“ことば” イラスト

作家 杉本聖奈さん 

～前編～ 

 イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんは、生まれたと

きから聴覚障害がある。 

 聖奈さんは、幼いころ、ことばを覚えることが苦手だっ

た。ことばを学習するための「絵カード」を、母親の香苗

さんが手作りしたことがきっかけで、聖奈さんは絵で気持

ちを表現することが大好きになり、今ではイラスト作家と

して一歩を踏み出した。聖奈さんの成長の過程と、ほのぼ

のとした作品を描き続ける日々を追う。２回シリーズの１

回目。  

15 

ＮＨＫ 杉本聖奈 

平成 24 年 5 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-030 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

わたしの絵は 

“ことば” イラスト

作家 杉本聖奈さん 

～後編～ 

 イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんが最近手がけて

いるのは「立体絵」。街を歩く人々、大好きな鉄道など、日

常のなにげない風景をスケッチしてイラストを描く。建物

や人物を切り抜き、何層も重ねて奥行きを感じさせる作品

を作る。 

 ２０１１年１２月には、はじめての個展を開いた。大勢

の人から評価される中で、聖奈さんは自分の絵に、そして

自分自身に自信を持てるようになった。２回連続シリーズ

の２回目。  

15 

ＮＨＫ 杉本聖奈 

平成 24 年 5 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

２０１２世界ろう者

卓球選手権大会 

前編 

 ４月２９日から５月６日まで東京で開かれた「２０１２

世界ろう者卓球選手権大会」。１６の国と地域から、選手・

役員１２６人が参加した。世界の強豪と戦った日本選手を

追う。 

 日本代表として参加した選手の一人梅村正樹選手や、夫

婦で混合ダブルスに出場した有馬歓生・千寿子選手の戦い

ぶりなど、大会前半を紹介する。２回連続シリーズの１回

目。  

15 

ＮＨＫ ２０１２世界ろう者卓球選手権日本代表 

平成 24 年 5 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

 DA2013-032 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

２０１２世界ろう者

卓球選手権大会 

後編 

 「２０１２世界ろう者卓球選手権大会」。この大会では女

子が大活躍した。女子団体優勝に引き続き、女子ダブルス

で上田萌・佐藤理穂組が優勝、女子シングルスでは、上田

が金・佐藤が銀という成績を残した。 

 強豪・中国との接戦の末メダルを勝ち取った二人の戦い

ぶりを中心に、大会後半を紹介する。２回連続シリーズの

２回目。  

15 

ＮＨＫ 
上田萌／佐藤理穂／２０１２世界ろう者卓球選手権日本代

表 

平成 24 年 6 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

めざせ！日本語・手話

ＣＧ自動翻訳 

 ＮＨＫ放送技術研究所の研究成果を公開する「技研公

開」。昨年に引き続き注目を集めたのが、日本語を手話ＣＧ

に自動翻訳する研究だ。 

 日本語の文章を打ち込むと、ほとんどリアルタイムで手

話ＣＧを生成する。研究のポイントは、過去の膨大な翻訳

用例などを参照しながら行う翻訳の技術と、手話単語のＣ

ＧとＣＧをなめらかにつなぐ技術の開発だ。日本語から手

話ＣＧへ自動翻訳する研究の最新情報を伝える。  

15 

ＮＨＫ 比留間伸行／松森果林 

平成 24 年 6 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

震災を撮り続ける 

～今村彩子さん～ 

 今村彩子さんは、映像作家として知られるろう者。東日

本大震災が発生してまもなく宮城県に入った。以来、これ

までに６回、被災地に入り、被災したろう者の暮らしを撮

影し続けている。 

 その映像を編集し、最近完成させたのが「手話で語る３．

１１」というＤＶＤ。地震のときのろう学校の様子や、住

みなれた地域を離れた仮設住宅での暮らしなどを、ろう者

が手話で語る。このＤＶＤの一部を紹介しながら、震災を

撮り続ける今村さんに話を聞く。  

15 

ＮＨＫ 今村彩子／貴田みどり 

平成 24 年 6 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 



27 
 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

第６０回全国 

ろうあ者大会 

ｉｎ Ｋｙｏｔｏ① 

～運動の歴史～ 

 ６月６日から１０日まで、京都で「第６０回全国ろうあ

者大会」が開かれた。 

 １回目は、「運動」研究分科会に焦点を当てる。連盟副理

事長の松本晶行さんが、本人に無断で不妊手術が行われる

など人権が無視されていた時代のことや、そうした状況を

差別ととらえて立ち上がった若者のことなどを語った。ほ

かに、参加者のインタビューなど。  

15 

ＮＨＫ 松本晶行 

平成 24 年 6 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-036 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

第６０回全国 

ろうあ者大会 

ｉｎ Ｋｙｏｔｏ② 

～制度改革～ 

 京都で開催された「第６０回全国ろうあ者大会」。２回目

のこの回は、「制度改革」研究分科会に焦点を当てる。分科

会で講演した、内閣府の障がい者制度改革推進会議担当室

の東俊裕室長は、「福祉法の充実と並んで差別禁止法の制定

が必要」と語る。ほかに、さまざまな展示や式典を紹介。
15 

ＮＨＫ 高田英一 

平成 24 年 7 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-037 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

学校訪問・東京都立 

大塚ろう学校（１） 

ことばを育む 

 聞こえない子どもの教育はどのように行われているか、

ひとつの例として、東京都立大塚ろう学校の取り組みを紹

介する。 

 大塚ろう学校には幼稚部と小学部があり、本校と３つの

分教室に１７３人の子供が通う。幼稚部では、手話を覚え

るとともに、指文字を通して日本語を学んでいく。また、

小学部では、手話を使って教科書を理解しながら、算数・

国語・理科・社会を学ぶ。 

 ことばを育む授業を中心に取り組みを伝える。２回連続

シリーズの１回目。  

15 

ＮＨＫ  

平成 24 年 7 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-038 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

学校訪問・東京都立 

大塚ろう学校（２） 

人と関わる力を 

 前回に引き続き、東京都立大塚ろう学校のとりくみを紹

介する。２回目は、聴覚障害のある子どもに社会性や「人

と関わる力」を身につけてもらう取り組みについて。 

 幼稚部になると、友だちとの関係が成長に重要な意味を

持つようになる。聞こえない子どもたちは手話でけんかを

し、相手の気持ちを手話で理解して仲直りしていく。 

 「大塚クラブ」というＮＰＯ法人の活動では、校内校外

から聞こえない子どもが参加し、ろうの大人や地域の人と

ともに、さまざまな集団活動を行う。授業とは異なる場で、

子どもたちは、人との関わり方を学んでいく。  

15 

ＮＨＫ  

平成 24 年 7 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-039 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

あきらめない  

沖縄“風疹児” 

比嘉真弓さん 前編 

 沖縄では、１９６０年代半ばに風疹が大流行した。妊娠

中の母親が風疹に感染したことにより、およそ４００人の

障害児が生まれた。そのほとんどは聴覚障害がある子ども

たちだった。 

 風疹児たちの一人、比嘉真弓さんは、聞こえないことで

いじめにあったが、「自分がくよくよしていては前に進めな

い」と頑張った。高校生のとき、担任から勧められたのは、

「ＮＨＫ青年の主張」に出場すること。真弓さんは、自分

の生き方を熱く語り、県大会で優勝した。２回連続シリー

ズの１回目。  

15 

ＮＨＫ 比嘉真弓／平良京子 

平成 24 年 9 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-040 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

あきらめない 

沖縄“風疹児” 

比嘉真弓さん 後編 

 風疹児の一人、比嘉真弓さんは、現在県立病院で事務の

仕事をしている。周囲に自分の障害のことを説明し、「口元

を見せてはっきり話して」と伝えることで、スムーズに仕

事を進めている。 

 最近は、「音楽」に挑戦。夫が始めた手話カフェで、車い

すの歌手・我如古盛健（がねこせいけん）さんに出会って

から、苦手だった音楽が「こころに響く」と感じ始めた。

自分の書いた詩を、自分のリズムとメロディーで、自分の

声と手話で歌うことに挑戦し始めた。２回連続シリーズの

２回目。  

15 

ＮＨＫ 比嘉真弓／比嘉隆夫／我如古盛健 

平成 24 年 9 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-041 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

残存聴力活用型 

人工内耳 

 高音域の聴力がなくなっていても低音域の聴力が多少残

っている人は、これまで人工内耳装用の対象にならなかっ

た。しかし、低音域の聴力が残っていても、生活上、著し

く不便を感じる人は少なくない。そうした人のために作ら

れたのが、低音域の聴力は補聴器で補いながら、高音域は

人工内耳を利用する「残存聴力活用型人工内耳」だ。 

 虎の門病院（東京）の耳鼻咽喉科部長・熊川孝三さんに、

「残存聴力活用型人工内耳」の特長や適応について聞く。

15 

ＮＨＫ 熊川孝三 

平成 24 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-042 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

補聴は工夫できる 

～めだかの学校～ 

 「めだかの学校」（愛知県蒲郡市）は、難聴者自身が、聞

こえをよくするための工夫を重ね、聞こえに悩む人の相談

に乗っている団体だ。校長の三好和宏さんは、４７歳のと

き、病気がもとで難聴になり、補聴器を使い始めた。しか

し、いまひとつその効果が実感できず、さまざまな補聴の

工夫を重ねてきた。 

 「めだかの学校」の様子と、三好さんたちの補聴の工夫

の数々を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 三好和宏 

平成 24 年 9 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-043 

福祉ネットワーク 

シリーズ  

いま、“言葉”を力に

① ろう重複障害者を

支える 

 人は言葉によって、人とコミュニケーションを取る。ろ

う重複障害を持つ方は、それが困難なために、孤立したり

引きこもるケースが多いと言われる。 

 どのような取り組みが求められているのか、支援を行う

名古屋の施設を取材した。  

29 

ＮＨＫ 町永俊雄／金沢貴之／森本拓磨 

平成 23 年 10 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-044 

福祉ネットワーク 

福祉用具の事故を 

どう防ぐ 

 障害者や高齢者をサポートする福祉用具。しかし、その

利用中の事故が多発している。 

 生活の助けとなる福祉用具で、なぜ事故が起きるのか。

安全に活用するために何が必要なのか。具体的な対応策や

事故を防ぐ新たな動きを探る。  

29 

ＮＨＫ 町永俊雄 

平成 24 年 1 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-045 

ハートネットＴＶ 

福マガ ７月号  

街コン潜入！ 

若者の結婚  

大人気！ 

手話ダンスグループ 

 １０００人あたりの結婚の数が、明治時代から調べて最

低の数値というデータがある。つまり結婚の割合が減って

いるのだ。若者の結婚に対する意識を徹底調査する。 

 他に、手話を取り入れたパフォーマンスグループの紹介、

さらに被災地に住む障害者の実態調査や性同一性障害の人

をめぐる新たな動きを紹介する。  

29 

ＮＨＫ ヒロシ／ＨＡＮＤ・ＳＩＧＮ 

平成 24 年 7 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-046 

ハートネットＴＶ 

後見人が足りない！ 

～鳥取発・成年後見 

制度の今～ 

 認知症など判断能力の衰えた高齢者本人に代わり、財産

管理などを行う成年後見人。最近、一人暮らしの高齢者が

増え、そのニーズも増加しているが、なり手が不足してい

る。 

番組では、「成年後見ネットワーク鳥取」に所属する寺垣弁

護士の活動に密着。成年後見人制度の今を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 寺垣琢生 

平成 24 年 8 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 



31 
 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DA2013-047 

由香ちゃんは 

小さな通訳者  

―ろう唖家族の 

９年間の記録― 

 若松由香ちゃん（９歳）は、兄と両親の４人家族。両

親は耳が聞こえないろうあ者だ。由香ちゃんは今日も小

さな手を動かして、両親のために一生懸命通訳をする。

一家４人の心温まる絆を描く、昭和６０年代のろう者の

生活を記録したドキュメンタリー。  

46 

日本テレビ  

昭和 62 年 6 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-048 

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― 

 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、岡野雄一さんの漫画が

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） 

 

岡野雄一／田口ランディ 

29 

ＮＨＫ厚生文化事業

団 

平成 24 年 11 月 29 日 利用区分 Ａ－３ DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DC2013-001 

ＮＨＫスペシャル 

東京大空襲 

５８３枚の 

未公開写真 

 東京都文京区の民家で発見された大量のネガフィルム。

それは太平洋戦争末期の東京の空襲被害を撮影した貴重な

ものだった。軍の許可を得た報道カメラマンによって撮影

された写真の数々は、当時は軍の情報統制で世に出ること

はなかったのだ。克明に記録された空襲直後の東京の町の

様子。写真に写っていた人やその関係者を訪ね、当時のお

話を聞く。  

49 

ＮＨＫ  

平成 24 年 3 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DC2013-002 

防災の日スペシャル 

首都大震災  

わ・す・れ・な・い 

３・１１の警告 

 未曽有の被害をもたらした東日本大震災。あの日、東北

では何が起きたのか。番組では震災時の貴重な映像をもと

に、東日本大震災の被害を詳細に分析し、もし同じ規模の

地震が首都圏を襲ったらどうなるのかを具体的に予測。ど

うやって大地震から身を守るか考える。  

96 

フジテレビ 伊東四朗 

平成 24 年 8 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

DC2013-003 

池上彰の戦争を 

考えるＳＰ  

～戦争を起こした 

独裁者と熱狂～ 

 今なお戦争や紛争が絶えない現代社会。いつの時代も戦

争の陰には、独裁者とそれを支える民衆の熱狂があった。

太平洋戦争時の日本、ナチスドイツ、中東の国々…それぞ

れの時代や地域で、戦争を支えた「独裁と熱狂」の真実に

ついて、池上彰がわかりやすい説明で迫る。  
95 

テレビ東京 
池上彰／八千草薫／峰竜太／宮崎美子／徳重聡／パックン

／道重さゆみ 

平成 24 年 8 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DC2013-004 

 

 

歴史秘話ヒストリア 

新春激突！ 

織田・徳川・武田  

三大決戦  

～長篠の合戦 男たちは 

何を見た！？～ 

 「エピソード１ 信玄と戦いたくない！信長の弱気な

接待作戦」ゴージャスな織物４００枚に帯を３００本に

虎の皮にヒョウの皮、オーダメイドの服や帽子。戦国の

カリスマ織田信長が武田信玄に贈ったプレゼント。信長

にとって戦国最強軍団を率いる信玄は絶対敵にしたくな

い相手だった。  

 「エピソード２ 最強軍団は占いで生まれた？武田信

玄若き日の苦悩」信玄は家臣のために祈ったり、ほうび

を与えたり、温泉を用意して福利厚生を充実させたり…

と家臣が気持ちよく働けるよう気を配り、その心をつか

んでいった。 

 「エピソード３ 激突！長篠の戦い 戦場に散った忠

義の男たち」信長は最強武田を叩くため３０００丁の鉄

砲を準備、万全の手を打つ。案の定、信長の作戦はこと

ごとく的中、勝頼の命も風前の灯火となったその時、信

長に立ちはだかったのが、命がけで主君を守ろうとする

武田の男たちだった。 

 【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】 

渡邊あゆみ 

43 

NHK 

平成２４年１月４日  利用区分 B － ３ DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数

DD2013-001 

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 

 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”を維持できるよう奮闘し続ける。

48 

ＮＨＫ厚生文化事業

団 

平成 24 年６月 25 日 利用区分 A－３ DVD 

DD2013-002 

プロフェッショナル 

仕事の流儀 

極限の宇宙 

コマンダーへの道 

宇宙飛行士 

若田光一 

 宇宙飛行士の若田光一さんは、日本人最多の３度の宇宙

飛行や、日本人初の宇宙ステーション長期滞在を経験し

た。宇宙でのロボットアームの操縦では世界屈指の腕を持

つスペシャリストだ。今回、国際宇宙ステーション船長の

重責を担うことになった若田さんの厳しい訓練の日々に

密着する。  

48 

ＮＨＫ 若田光一 

平成 23 年 12 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-003 

プロフェッショナル 

仕事の流儀  

それでも、海を 

信じている  

カキ養殖 畠山重篤 

 宮城県気仙沼の畠山重篤さんはカキ養殖で全国に名を

はせる。単に養殖だけでなく、豊かな海をつくるため森の

整備をするなどユニークな活動の数々で知られる。畠山さ

んのカキの質の高さは、本場フランスまでとどろくほど

だ。しかし東日本大震災で養殖場は壊滅。ふるさとは甚大

な被害を受けた。しかし畠山さんは復活に向けて立ち上が

る。震災直後からその復活までの姿を追う。  

48 

ＮＨＫ 畠山重篤 

平成 23 年 12 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 
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D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DD2013-004 

プロフェッショナル 

 仕事の流儀  

一途一心、 

明日をつむぐ  

心臓外科医 天野篤 

 天皇陛下の冠動脈バイパス手術を担当した天野篤さん

は、腕ひとつで実績を築いた、たたき上げの人物だ。年間

４００件もの手術を行い、週に５日間は病院に泊まり込み、

食事の時間も削って患者を診る。成功率９８％の実績を支

えるのは、地道な作業の積み重ねだ。一途一心に患者に向

き合う天野さんに密着。  

48 

ＮＨＫ 天野篤 

平成 24 年 5 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-005 

プロフェッショナル 

仕事の流儀  

高倉健スペシャル 

 高倉健８１歳。日本を代表する俳優だが、その素顔はベ

ールに包まれている。「無口」「不器用」そんなイメージが

つきまとう高倉だが、実は話し好き。ロケ先では現地のフ

ァンに声をかけ、気さくに会話を楽しむ。６年ぶりに臨む

映画撮影の現場に密着しながら、飾らないその素顔と映画

にかける覚悟を追う。  

73 

ＮＨＫ 高倉健 

平成 24 年 9 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-006 

北の大地が育む 

少年たち  

～北海道家庭学校の

１年～ 

 北海道家庭学校は、全国に５８ある児童自立支援施設の

１つである。ここに来るのは、非行を繰り返したり、家庭

や社会でトラブルを起こした少年たち。寮長夫婦と共に暮

らし、社会復帰を目指す。 

 北の大地に抱かれて成長する少年たちを追った。  

29 

ＮＨＫ  

平成 24 年 3 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-007 

にっぽん紀行  

ひとりじゃない  

北海道新得高校  

それぞれの春 

 北海道新得町にある新得高校。町でただ１つの高校で、

全校生徒は約１００人。野球部とラグビー部の部員は、３

年生の片桐君と寺田君の１人ずつだけとなった。休部の危

機が迫るなか、２人は互いに支え合い、ひたすら練習を続

けていた。  

25 

ＮＨＫ  

平成 24 年 4 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 



36 
 

D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DD2013-008 

ＮＨＫスペシャル 

釜石の“奇跡”  

いのちを守る 

特別授業 

 多数の犠牲者を出した東日本大震災。多くの悲劇の中、

釜石の奇跡と呼ばれる出来事があった。当時、釜石の小中

学生は３０００人。そのほとんどが自らの判断と行動で、

自分だけでなく周りの人々の命をも救ったのだ。小中学生

の彼らになぜそんなことができたのか。命を守るために、

何が大切なのかを考える。  

73 

ＮＨＫ 
国分太一／今井絵理子／熊田聖亜／サンドウィッチマン／

つるの剛士／堀ちえみ／本田望結／まえだまえだ 

平成 24 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-009 

日経スペシャル  

ガイアの夜明け  

時代を生きろ！ 

闘い続ける人たち  

第二の人生が面白い！ 

～急増する 

熟年起業家～ 

 近年、熟年起業家が急増している。聴覚障害者の強い味

方、シルウオッチの開発者。全財産をつぎ込み、ペットビ

ジネスに賭けた人。お年寄りを笑顔に…とゲームを作った

人。熟年世代の彼らはなぜ挑戦し続けるのか。彼らの第二

の人生を追った。  45 

テレビ東京 江口洋介 

平成 23 年 10 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-010 

グッと！地球便  

海の向こうの 

大切な人へ  

ニュージーランド 

２８歳で仕事を辞め 

チョークアーティスト

になった娘へ 

 幼いころから、海外で働くことを夢見ていた良子さん。

２８歳の時、チョークアートに一目ぼれし、それまで働い

ていた会社を退職。チョークアーティストとしての技術を

学び、ニュージーランドへと渡った。そんな良子さんに、

日本で一人で暮らす母が届ける思いとは…。  25 

読売テレビ  

平成 23 年 12 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 



37 
 

D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数

DD2013-011 

グッと！地球便  

海の向こうの 

大切な人へ  

ブータン  

幸せの国が直面する

ゴミ問題に 

立ち向かう息子へ 

 大学時代、ブータンでホームステイをした民樹さんは、

将来ブータンに住むことを決意。そして今、民樹さんは、

ブータンの首都ティンプーの市役所職員として、ゴミ問題

に取り組んでいる。そんな民樹さんに、日本で暮らす両親

が届ける思いとは…。  25 

読売テレビ  

平成 24 年 3 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-012 

目撃者ｆ  

「どもっても 

いいんだよ」  

僕は吃音ドクターです 

 九州大学病院の耳鼻咽喉科で働く菊池医師は、自身も吃

音があり、医師として同じ悩みを抱える人たちと向き合っ

ている。吃音に悩み傷つき、そして乗り越えた経験を広く

伝え、吃音への理解を深めてほしいと本を出版した。吃音

がある人に寄り添う吃音ドクターを追った。  

27 

福岡放送  

平成 24 年 1 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-013 

目撃者ｆ  

あきらめんな！  

～障害者野球 

“頂点”を目指して～ 

 福岡県内唯一の障害者の野球チーム・北九州フューチャ

ーズは、全国でも有数の強豪チームだ。さまざまな障害を

持ちながら、壁にぶつかっても諦めない選手たち。野球に

かける熱い思いを胸に、がむしゃらに白球を追う選手たち

にスポットをあてる。  

27 

福岡放送  

平成 24 年 5 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-014 

ＮＮＮ 

ドキュメント’１２ 

そして今日も 

うたを歌う 

 テノール歌手の本田武久さんは有効な治療法のないがん

と闘い続けている。歌手になるという夢をかなえたやさき、

本田さんを襲った病魔。全身への転移、足の切断…。限り

ある命と向き合いながら、歌い続ける本田さんの日々に密

着する。  

25 

秋田放送 本田武久 

平成 24 年 7 月 8 日 利用区分 B－3  
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D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DD2013-015 

 

テレビ寺子屋  

命が喜ぶ５つの誓い 

元中学校体育教師 

腰塚勇人 

 元中学校体育教師の腰塚勇人さんを迎え、「命が喜ぶ５

つの誓い」について伺う。 

 腰塚さんはスキーで転倒して首を骨折。一時は手足が

マヒした状態だった。周囲の人々の支えでリハビリを続

ける中で自分の生き方を見つめ「これからどう生きるか」

を考えたという。  

25 

テレビ静岡 腰塚勇人／小縣ありす（手話通訳） 

平成 24 年 8 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-016 

 

テレビ寺子屋  

目標を持って生きる

ことの素晴らしさ 

アルピニスト  

野口健 

 アルピニストの野口健さんを迎え、「エベレストから学

ぶ」をテーマに、夢を追うことの大切さを伺う。 

 野口さんは、２５歳でエベレスト初登頂に成功し、当

時の世界最年少記録を更新した。しかし成功までには２

度の失敗があった。失敗から大切なことを学んだと語る

野口さんは、挑戦や夢に必ず伴う「産みの苦しみ」の大

事さを訴える。  

25 

テレビ静岡 野口健／小縣ありす（手話通訳） 

平成 24 年 9 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-017 

テレビ寺子屋  

雨の日には雨の中を 

相田みつを美術館 

館長 相田一人 

 相田みつを美術館館長の相田一人さんを迎え、「父・相

田みつをの言葉とともに」をテーマにお話を伺う。 

 相田さんは書家・詩人の相田みつをさんの息子。みつ

をさんの言葉に込められた思いを読み解きながら、現代

の日本人の心のありようを考える。  

25 

テレビ静岡 相田一人／小縣ありす（手話通訳） 

平成 24 年 10 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-018 

 

情熱大陸 地震学者 

大木聖子 

 地震学者の大木聖子さんは地震研究所の広報担当とし

て、地震研究の成果を一般に発信している。しかし東日

本大震災以後、震災を予測できなかった地震学者への風

当たりは強い。 

 地震による被害者をなくしたいという強い信念のも

と、日々奮闘する大木さんの姿を追う。  

25 

毎日放送 大木聖子 

平成 24 年 9 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 



39 
 

D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

DD2013-019 

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 

 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参照） 

  

 

酒向正春 

48 

ＮＨＫ厚生文化事業

団 

平成 25 年５月 13 日 利用区分 A－３ DVD 
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E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EA2013-001 

ちょっと待って！ 

～原子力事故防災 

マニュアル～ 

 日本には多くの原子力施設がある。どこかで事故が起き

ればあなたも巻き込まれる可能性がある。事故の危険性と

事故が起きた時どうすればいいか、場面ごとに注意点を解

説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：野口岳史  

28 

茨城大学  

平成 17 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-002 

消費者トラブル 

啓発ＤＶＤ  

悪質業者の視点  

～次の狙いは 

あなたかも～ 

 閉めきった会場で日用品を無料や安価で配り得をした気

分にさせて興奮状態の中で高額商品を売りつける催眠商

法。 

 「確実に利益は出る。損はしません」と言葉巧みに勧誘

する利殖商法。 

 他に、振り込め詐欺の一種である還付金詐欺など、悪質

業者の詐欺に遭わないための注意点を解説する。  

24 

消費者庁  

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-003 

消費者センスを 

身につけよう 

 身近に潜むさまざまな消費者トラブル。若者が陥りがち

なトラブル事例を２つ紹介する。 

 「商品を購入する時には－自転車を例に考えよう－」 少

しでも安く買いたいと思い、通販で自転車を買ったツトム

君だったが…。通信販売で注意すべきことを紹介する。 

 「携帯電話の落とし穴」 携帯電話のサイトには占いや

ゲームなど魅力的なサービスがいっぱい。でも無料だと思

ってうっかり登録すると、とんでもないことに…。携帯サ

イトの悪質業者の手口を紹介する。  

23 

消費者庁  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 



41 
 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EA2013-004 

家庭用品等による中

毒事故を防ぐために 

 子どもの家庭内での中毒事故は、たくさん起こっている。

しかし、子どもの中毒事故は発生する状況を理解し対策を

行うことで防げる。 

 子どもの中毒事故がどのように起こっているのか。どう

すれば防げるのか事例を基に解説する。他に高齢者の中毒

事故を防ぐポイントも紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

28 

消費者庁  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-005 

もしあなたが 

消費者トラブルに 

あったら…  

～消費者センスを 

高めよう！～ 

 何でも買えるネットショッピングの世界。しかしネット

を活用するには守るべきルールがある。そして 危ない落と

し穴もある。高校生の２人が経験したネットショッピング

の落とし穴を紹介する。 

 他に、投資用教材ソフトを数多く売れば簡単に利益を得

られると誘われた大学生の経験を紹介する。 

  

23 

消費者庁  

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-006 

ＪＡ共済 自転車 

交通安全教育ＤＶＤ 

事故・・・。 

それは突然に。 

 年々、自転車が歩行者を傷つける事故が急増している。

交通違反による事故と増え続ける加害事故。 

 自分だけは事故に遭わないと思う人が多い中、ふいに襲

ってくる事故の恐怖。どうすれば防げるのか、さまざまな

事例を基に解説する。  

26 

ＪＡ共済  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-007 

ＪＡ共済 小学生向け

交通安全教育ＤＶＤ 

１・２年生向け  

歩行編 

 歩行における交通ルールの基本を定着させるための教材

ＤＶＤ。 

 ルーとルが、小学１年生と２年生向けに、道路の歩行の

しかた、危険なことなどを、わかりやすく解説する。（字幕・

手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

20 

ＪＡ共済  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 



42 
 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EA2013-008 

ＪＡ共済 小学生向け

交通安全教育ＤＶＤ 

３・４年生向け  

自転車基本編 

 自転車の基本的な交通ルールを定着させるための教材Ｄ

ＶＤ。 

 ルーとルが、小学３年生４年生に、道路上で予測される

危険や自転車の安全な乗り方をわかりやすく解説する。（字

幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

22 

ＪＡ共済  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-009 

ＪＡ共済 小学生向け

交通安全教育ＤＶＤ 

５・６年生向け  

自転車発展編 

 交通社会の一員として必要な、自転車の交通ルールを学

習する教材ＤＶＤ。 

 高学年向けにドラマや実写を交え、危険行為が招く悲惨

な事故や安全を守るための行動を伝える。（字幕・手話付き

選択可能）手話表現者：森田明  

27 

ＪＡ共済  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-010 

 

海で安全に 

遊ぶために 

 全国の海で毎年９０人ほどの小中学生が事故に遭い、１

０人以上が亡くなっている。ほとんどがおぼれたことが原

因だ。 

 海で安全に遊ぶための４つの注意点を小中学生にもわか

るように解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：森田明  

6 

海上保安庁  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-011 

 

川遊びのルールを 

学ぼう！ 

 小学生のつばさとしょうたは２人で川遊びに行こうとす

る。子どもだけで川遊びをすることは危ないと思ったしょ

うたのお父さんは、一緒に行くことになった。 

 川に着いた３人は、カエルのケロ太と出会い、ケロ太か

ら川で安全に楽しく遊ぶためのルールを教わる。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：河合祐三子  

15 

京都府  

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 
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E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EA2013-012 

 

家庭でできる 

食中毒予防の 

６つのポイント 

 家庭でできる食中毒予防のポイント「食品の購入につい

て」「食品の保存方法について」「調理の下準備について」

「調理について」「食事について」「残った食品の保存につ

いて」をわかりやすく解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：荒井美香  

11 

厚生労働省  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-013 

 

食中毒予防  

お肉はよく焼いて 

食べよう 

 生肉にはさまざまな菌が付着していて、食中毒の原因と

なる菌も多い。子どもや高齢者など抵抗力の弱い人が食中

毒にかかると重症化してしまう場合もある。 

 食中毒予防のために大切なことをわかりやすく解説す

る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：荒井美香  

6 

厚生労働省  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-014 

性犯罪の 

防犯基礎講座  

～忍び寄る魔の手か

ら身を守るために～ 

 性犯罪は被害に遭うと身体的だけでなく精神的にも大き

なダメージを受ける。特に注意が必要なのは、夜の女性の

一人歩きと独り暮らし。危険な場面を事例を基に紹介し、

危険回避のための対処法を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：小野寺善子  

12 

福岡県警察  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 
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 E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EB2013-001 

あしたをつかめ  

平成若者仕事図鑑 

私だけの「美」を 

創り出せ！ 

ヘアメーキャップ 

アーティスト 

 モデルたちのヘアスタイルを決めるのがヘアメーキャッ

プアーティスト。確かなテクニックと幅広い知識、そして

豊かな発想で美の世界を創り出す。 

 しかしトップアーティストとして活躍できるのはほんの

一握り。厳しい競争に勝ち抜き実力を認められなければな

らない。 

 ヘアメーキャップアーティストの仕事を紹介する。  

24 

ＮＨＫ  

平成 23 年 4 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2013-002 

あしたをつかめ  

平成若者仕事図鑑 

より多くの人に 

見てほしい 

ウェブデザイナー 

 いつでもどこでも私たちに情報を提供してくれるのがイ

ンターネット上のウェブサイト。現在、ウェブサイトの数

は全世界に１兆以上と言われる。 

 ウェブサイトを介して行われる経済活動は年々拡大し市

場規模は日本だけでも１０兆円に達する。 

 ウェブサイトを作るウェブデザイナーの仕事を紹介す

る。  

24 

ＮＨＫ  

平成 23 年 10 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2013-003 

シャキーン 

（平成２４年 

１０月１５日放送） 

 子どもたちを「シャキーン！」と目覚めさせ、楽しい１

日をスタートさせるための知的娯楽番組。雲の上のなぞの

秘密基地を舞台に、愉快な仲間といっしょに頭を使った楽

しいエクササイズやクイズなどを体験する。今回から、食

べ物についてのナオトの新コーナーも始まる。  

15 

ＮＨＫ 辻七音／兼崎杏優 

平成 24 年 10 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2013-004 

シャキーン 

（平成２４年 

１０月１６日放送） 

 今回は、北海道に飛んだナオトの「目クササイズ」から

番組が始まる。そのほかにも、「全問正解クイズ」やアニメ

など楽しいコーナーが盛りだくさんに紹介されている。 15 

ＮＨＫ 辻七音／兼崎杏優 

平成 24 年 10 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

 
  



45 
 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EB2013-005 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （７） 

絢爛な装飾を生んだ 

漆の秘密  

～日光東照宮・日光～ 

 江戸幕府を開いた徳川家康をまつる日光東照宮。家康の

霊びょうである東照宮は、きらびやかな彩色を施された無

数の彫刻で飾られている。それらを守るために、今も職人

たちが修復を続けている。美しい建物を守る漆職人の技術

を紹介する。  
29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-006 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （８） 

流されない橋は 

アーチから生まれた  

～錦帯橋・岩国～ 

 美しいアーチが印象的な錦帯橋（きんたいきょう）は、

江戸時代に造られた木造の橋だ。木造でありながら、創建

以来約３００年間、どんな嵐にも流されることはなかった。

その強さの秘密は、独特のアーチ構造にあった。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-007 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （９） 

風水観による町と 

景観づくり  

～太山寺周辺・神戸～ 

 神戸市にある太山寺の周辺に開かれた集落は、中国から

伝来した風水の原理「風水観」によってつくられた。 

 建設から１０００年の時を経て、今その合理性が見直さ

れ、新しい町づくりに生かされている。風水による町づく

りの秘密に迫る。  
29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

  



46 
 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EB2013-008 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～（１０） 

古民家と自然エネルギー 

～古民家の知恵を 

生かす科学～ 

 年々深刻化する地球の温暖化問題。省エネルギーが叫ば

れる中で、住宅でもエネルギーの効率的利用が求められて

いる。 

 日本の古民家には自然エネルギーを利用した作りと、そ

れを生かした生活があった。古民家の知恵に現代技術を加

え、快適な生活空間を実現する方法を探る。  
29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-009 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （１１） 

五重塔を揺らす（前編） 

～１４００年 

倒れない秘密～ 

 五重塔は日本を代表する伝統的な建造物。日本各地に残

る五重塔は、過去に起きた大地震で倒れた記録がない。木

造の五重塔が倒れない理由は、まだ解明されていない。最

新科学の力で、五重塔の秘密に迫る。  

29 

独立行政法人科学 

技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

 EB2013-010 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （１２）

五重塔を揺らす（後編） 

～１４００年 

倒れない秘密～ 

 五重塔が倒れない秘密を探るため、模型を使った振動実

験を行う。実験に使われるのは、本物の五重塔と同じ工法

で作られた５分の１の模型。実際の地震と同じ振動を加え

ることで、五重塔はどのように揺れるのか。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

  



47 
 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数

EB2013-011 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （１３）

建物のデザインと 

職人技の科学  

～旧閑谷学校・ 

姫路城・日光東照宮～ 

 優れた耐久性を持った備前焼の瓦、防火性に秀で、美し

さも兼ね備えた姫路城の白壁、鮮やかな色彩を際立たせる

ため使われた漆の性質。これらは科学がまだ十分に発達し

ていない時代に培われた技術だ。職人の技が生み出した、

機能と美の融合に迫る。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 



48 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FB2013-001 

 

 

 

家政婦のミタ １ 

 阿須田家は母親の凪子が事故で死んでから、父親の恵

一と結、翔、海斗、希衣の子どもたちで暮らしていた。

家事は滞り家族はみんな不満を抱え、恵一には何か秘密

がある様子。そんなある日、家政婦紹介所から家政婦の

三田灯（みたあかり）がやって来る。家事能力は抜群、

言われたことはなんでもこなすが、無表情でまったく笑

わない三田。いったい彼女は何者なのか。 

 視聴率４０％を記録した大人気ドラマ。  

58 

日本テレビ 
松嶋菜々子／長谷川博巳／忽那汐里／中川大志／綾部守

人／本田望結／相武紗季／平泉成 

平成 23 年 10 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-002 

 

 

家政婦のミタ ２ 

 「妻は事故死ではない」恵一の突然の告白にも、顔色

ひとつ変えない三田。恵一は子どもたちには妻の死の真

相を黙っているように頼む。 

 次男の海斗は、同級生からいじめられていた。業務命

令なら何でもすると言う三田に、「いじめっ子を殺して」

と頼む。すると三田は「かしこまりました」と言って…。

47 

日本テレビ  

平成 23 年 10 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-003 

 

家政婦のミタ ３ 

 ついに凪子の死の真相を長女の結が知ってしまう。恵

一の不倫が原因と知った結はそのことを、恵一の会社に

ばらして欲しいと三田に頼む。父親の秘密を知った子ど

もたちは、恵一を置いて家を出る。  
47 

日本テレビ  

平成 23 年 10 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-004 

 

 

家政婦のミタ ４ 

 家を出た子どもたちは凪子の妹うららの元に身を寄せ

る。一方、会社に不倫がばれた恵一は、モデルハウスの

営業に飛ばされる。 

 何とか家族を元どおりにしたい末娘の希衣は、三田に

「自分を誘拐して」と頼む。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 



49 
 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FB2013-005 

 

 

家政婦のミタ ５ 

 恵一を追い出して、元の家に戻ることにした子どもた

ち。三田に子どもたちの世話を頼んで恵一はホテル暮ら

しを始めた。 

 バラバラになった家族にいらだつ翔は、次々にトラブ

ルを起こしてしまう。警察に駆けつけた恵一に「こんな

人、父親じゃない」と言い放つ翔。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-006 

 

 

家政婦のミタ ６ 

 凪子の父親が子どもたちを養子にすると言いだす。頑

固な祖父が苦手な翔たちは、恵一の考えを聞いてきて欲

しいと三田に頼む。だが父親を許せない結は弟たちの行

動が気に入らない。結はつきあっている先輩と駆け落ち

しようとするが…。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-007 

 

 

家政婦のミタ ７ 

 「家族は自分が殺した」という三田の発言に驚く翔た

ち。事情を探ろうと家政婦紹介所に押しかけるが、三田

に「無理に事情を聞くなら、辞める」と言われてしまう。

 一方、子どもたちに「わたしたちを本当に愛している

と証明して欲しい」と言われた恵一だが、方法がわから

ず悩んでいた。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-008 

 

 

家政婦のミタ ８ 

 恵一が家に戻ったことで、今度は祖父と険悪になって

しまった子どもたち。結は何とか仲直りしようと、三田

に凪子の幽霊のふりをして祖父の心を開いてくれと頼

む。 

 少しずつ、家族の絆を取り戻していく阿須田家。そん

な中、三田が自分の過去を告白する。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 



50 
 

FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FB2013-009 

 

家政婦のミタ ９ 

 壮絶な過去を告白した三田は、阿須田家の家政婦を辞

めてしまう。こんなことなら聞かなければよかったと後

悔する子どもたち。ところが次の日、三田が隣の家の家

政婦として現れた。  
59 

日本テレビ  

平成 23 年 12 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-010 

 

 

家政婦のミタ １０ 

 家族のように接してくる阿須田家の人々に、少しずつ

心が変化していく三田。だがそんな様子を見て、恵一へ

の思いを抱えたうららは複雑な心境になる。 

 海斗は学校で母親への感謝の作文を書くことになっ

た。何を書いていいか分からないと悩む海斗は恵一宛の

作文にしようかと迷う。しかし三田は「凪子へ書くべき

だ」と言うのだった。  

58 

日本テレビ  

平成 23 年 12 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-011 

 

家政婦のミタ １１ 

 三田に「お母さんになって欲しい」と頼んだ子どもた

ち。三田は「承知しました」と答えるが、その真意は？

そして三田は最後に笑うのか？  57 

日本テレビ  

平成 23 年 12 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 



51 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FC2013-001 

 

 

ＮＨＫスペシャル 

鬼太郎が見た玉砕 

～水木しげるの戦争～ 

 漫画家の水木しげるは、２６年ぶりにニューブリテン

島を訪れた。太平洋戦争中、水木はこの島で約２年間、

兵隊として過ごしたのだ。昭和２０年６月、水木の所属

部隊は敵の夜襲で全滅。ただ１人生き残った水木は、そ

の後の爆撃で左腕を失う。復員後水木は、戦死した戦友

たちの亡霊に頼まれ、部隊が玉砕するまでを漫画に描い

た。漫画家・水木しげるの体験した戦争と玉砕を描く。

89 

ＮＨＫ 
香川照之／塩見三省／嶋田久作／田畑智子／榎本孝明／

石橋蓮司／木村彰吾／北村有起哉／神戸浩 

平成 19 年 8 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

FC2013-002 

 

金曜プレステージ 

鬼平犯科帳 

スペシャル  

盗賊婚礼 

 薬種問屋・山城屋に盗賊が入った。七百八十両盗まれ

た上に、蔵には傘のはり紙が残されていた。１２年前に

も同じ手口の盗みがあり、火付盗賊改の長官・長谷川平

蔵は、盗賊の２代目・笠山の弥太郎の仕業とにらむ。そ

の探索中に弥太郎が、盗賊・鳴海の繁蔵の妹と婚礼を挙

げることを知る。だが、その婚礼には裏があり…。  

95 

フジテレビ 
中村吉右衛門／松平健／綿引勝彦／三浦浩一／多岐川裕

美／勝野洋／梶芽衣子／布施博／市川染五郎 

平成 23 年 9 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

FC2013-003 

 

 

 

 

スペシャルドラマ 

一休さん 

 室町時代、三代将軍足利義満（あしかがよしみつ）は、

家臣を相手に問答を楽しんでいた。この世でいちばん知

恵のある者は一休さんだと聞いた義満は、一休さんを呼

び出し難しい問題を出す。「ついたてに描かれた虎を退治

しろ」「このはし、わたるべからず」「おわんのふたを取

らずに、中身を食べる」…。次々に繰り出される難問を

鮮やかにとんちで切り抜ける一休さん。 

 楽しい問答のエピソードを交えながら、貴い血筋に生

まれた一休さんが、母と別れ仏の道に入り、成長してい

く姿を追う。  

107 

フジテレビ 
鈴木福／東山紀之／成宮寛貴／小林星蘭／安田成美／中

村梅雀／平泉成／曙太郎 

平成 24 年 6 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 



52 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数

FD2013-001 

 

 

 

眠狂四郎 無頼剣 

 油問屋の弥彦屋が押し込み強盗にあった。蔵には不思議

な燃える水（石油）が隠されており、押し込みの背後には

大塩忠斎の残党一味の暗躍があった。謎の越後獅子の女芸

人と知り合いになった狂四郎は、この騒動に巻き込まれて

いく。やがて事態は江戸の町を燃やし尽くそうという計画

にいたり…。三隅研次監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

79 

角川書店 市川雷蔵／天知茂／藤村志保／工藤堅太郎／島田竜三 

昭和 41 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-002 

少年ケニヤ 

 大林宣彦監督のアニメ映画。舞台は１９４１年のケニヤ。

貿易商の村上大助は息子のワタルを連れて奥地との最後の

取引に出かける。しかしそこで第二次世界大戦が勃発。２

人は生き別れになる。ワタルはマサイの酋長ゼガと出会い、

父親を捜す旅に出る。大林宣彦監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

110 

角川書店  

昭和 59 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-003 

釣りバカ日誌 

スペシャル 

 スーさんこと、鈴木建設社長・鈴木一之助のもとに、友

人である銀座栄光堂の社長山内昭男が訪ねて来た。息子の

健吾が鈴木建設営業３課の佐々木課長の娘・志野に一目惚

れしたという。スーさんは見合い話をまとめようとするの

だが。森崎東監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

106

松竹 
西田敏行／三國連太郎／石田えり／富田靖子／加勢大周／

奈良岡朋子／田中邦衛／西村晃 

平成 7 年 利用区分 B－3 DVD 

  



53 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数

FD2013-004 

釣りバカ日誌８ 

 一之助は、亡き親友の娘で外科医の和美から大腸の検査

を受ける。一之助はそのお礼にと、和美を釣りに誘い、伝

助と伝助の釣りの弟子である省平とともに福島県いわき市

で釣りを楽しむ。最初は反発した省平と和美だが心惹かれ

合うようになり…。栗山富夫監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

107

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／室井滋／柄本明／奈

良岡朋子 

平成 8 年 利用区分 B－3 DVD 

 FD2013-005 

釣りバカ日誌９ 

 鈴木建設営業３課に新任部長が配属されてきた。それは、

なんとハマちゃんと同期の馬場だった。仕事一筋で出世し

てきた馬場だったが、家庭のほうでは妻と離婚し息子と二

人暮らし。親子関係もうまくいってなかった。そんな馬場

にも実は内心想う人がいたのだが…。栗山富夫監督作品。

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

115 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／小林稔侍／風吹ジュ

ン／奈良岡朋子 

平成 9 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-006 

釣りバカ日誌１０ 

 鈴木建設の社長スーさんは、仕事に追われる日々に嫌気

がさし、社長を辞めると宣言して会社を飛び出してしまう。

しかしハマちゃんにたしなめられ、ビル管理の会社に再就

職。そこで、鈴木建設に派遣されることになってしまう。

栗山富夫監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

111 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／金子賢／宝生舞／夏

八木勲 

平成 10 年 利用区分 B－3 DVD 

  



54 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数

FD2013-007 

一枚のハガキ 

 戦争末期に招集された中年兵１００人は、上官の引くく

じで赴任する戦地が決められた。フィリピンに行くことに

なり、生きて帰れないと悟った森川は、妻・友子からのハ

ガキを戦友の啓太に託す。終戦後、生き残った啓太はハガ

キを届けに行く。友子は家族４人を失い、独りで農業をし

て戦争を呪って生きていたが…。新藤兼人監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

115 

東映 
豊川悦司／大竹しのぶ／六平直政／柄本明／津川雅彦／倍

賞美津子／大地泰仁／大杉漣 

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 

 FD2013-008 

がんばっぺ  

フラガール！  

～フクシマに生きる。

彼女たちのいま～ 

 ２０１１年３月１１日、東日本大震災で発生した津波や

原発事故で大きな被害を受けた福島県いわき市。長い間、

東北のハワイとして親しまれてきたレジャー施設・スパリ

ゾートハワイアンズも再開が危ぶまれた。再開を目指して

頑張る従業員の姿や全国キャラバンを行ったフラガールた

ち、そしてサブリーダーの大森梨江さんの日常を織り交ぜ

ながら、震災半年後の再オープンまでの日々を追う。小林

正樹監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

103

東映  

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-009 

 

 

 

聯合艦隊司令長官 

山本五十六 

 １９３９年、日独伊三国同盟締結に日本国民は大きな期

待を持っていた。しかし海軍次官の山本五十六は、三国同

盟締結に反対していた。日本がドイツと組めばアメリカと

の戦争は避けられず、国力の差で日本は敗戦することは明

白だったからだ。 

 しかし１９４０年、三国同盟は締結された。山本は講和

を強く望んだが日米の間で戦争が起こった。 

成島出監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

141

東映 
役所広司／玉木宏／香川照之／柳葉敏郎／板東三津五郎／

吉田栄作 

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 

 



55 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数

FD2013-010 

僕達急行  

Ａ列車で行こう 

 のぞみ地所に勤める小町と、父親が経営するコダマ鉄工

所で働く健太。２人の趣味は鉄道。いわゆる鉄道マニアだ。

ふとしたことで知り合った２人は意気投合。九州に転勤と

なった小町のもとへ、失恋した健太が訪ねてくる。そこで

も鉄道を愛する人物との意外な出会いがあり、それが思わ

ぬ展開に…。恋に仕事に鉄道に、すべてにマイペースな２

人の鉄道マニアの物語。森田芳光監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

118 

東映 
松山ケンイチ／瑛太／貫地谷しほり／ピエール瀧／村川絵

梨／松坂慶子／西岡徳馬 

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-011 

苦役列車 

 中卒の貫多は日雇い労働でその日暮らしの生活を続けて

いた。性犯罪者を父に持つひけめから友人も恋人もいない。

そんな貫多の数少ない楽しみは読書と酒とソープランド。

職場で知り合った専門学校生の正二や、ひそかに想いを寄

せる康子と若者らしいひとときを過ごす貫多だったが…。

２０１１年芥川賞受賞作を映画化。２０１２年、映画芸術

日本映画ベストテン第１位。山下敦弘監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

114 

東映 
森山未來／高良健吾／前田敦子／マキタスポーツ／田口ト

モロヲ 

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-012 

はやぶさ  

遥かなる帰還 

 ２００３年５月９日、小惑星探査機はやぶさが打ち上げ

られた。目的は３億キロ離れた小惑星イトカワへ行き、太

陽系の起源を探る手がかりとなる小石や砂を持ち帰るサン

プルリターンだった。しかしはやぶさの旅はトラブルの連

続。プロジェクトチームの面々は、度重なるトラブルを、

知恵と工夫で乗り越えていく。そしてついに２０１０年、

当初の予定を大幅に遅れて、はやぶさが地球に帰ってきた。

瀧本智行監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

137

東映 渡辺謙／江口洋介／夏川結衣／吉岡秀隆／藤竜也／山崎努

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

  



56 
 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2013-013 

 

 

 

虹色ほたる  

～永遠の夏休み～ 

 事故で父親を亡くしたユウタは、父親との思い出の地

である山奥のダムに虫捕りに出かける。その帰り道、突

然の豪雨ではんらんした川に足を取られたユウタは意識

を失う。意識を取り戻したユウタの目の前には、３０年

前の町の景色が広がっていた。 

 懐かしい昭和の田舎町を舞台に、少年のひと夏の切な

い物語が始まる。宇田鋼之介監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

105 

東映  

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-014 

 

 

 

アニメ「ジュノー」 

 修学旅行で、広島平和記念公園を訪れた中学生の美

依と優子は、「マルセル・ジュノー博士」と刻まれた

顕彰碑を見つける。突然２人は不思議な光に包まれ、

意識だけが時空を越え７０年以上前のヨーロッパへタ

イムスリップ。そこで２人は、ジュノー博士の苦難と

波乱に満ちた半生を見ることになる。 

赤十字の一員として世界中の戦地で救援にあたり、原

爆投下後の広島に医薬品を届けるなどした「広島の恩

人」マルセル・ジュノー博士の半生を描く。 

【「ＮＰＯ法人 モースト」より寄贈】 

63 

アニメ・ジュノー 

制作委員会 

 

平成２４年度 利用区分 A －２ DVD 

 



57 
 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数

HA2013-001 

九州先端医療最前線 

～がん治療の今～ 

日本人の死因の３０％を占める『がん』。全国で年

間１２０万人以上ががんを発症し、福岡県内では毎年

１万人以上が亡くなっている。しかし、がん撲滅に向

け、医療は進化を遂げている。番組では、注目される

がん治療の最前線を紹介する。 

【字幕制作：福岡県聴覚障害者センター】  

25 

ＲＫＢ毎日放送 岩崎聡 

平成 24 年 3 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-002 

きょうの健康  

耳のトラブル解決法 

耳鳴りは早めに対処 

 外から耳に入ってくる音ではなく、耳の内部に原因があ

って「ジー」「ピー」などの不快な音が聞こえるのが耳鳴

り。耳鳴りは、「耳垢（じこう）の詰まり」「中耳炎」「加

齢性難聴」「突発性難聴」などの耳の病気のほか、聴神経

にできた腫ようなど病気で起こることもある。耳鳴りの対

処について、信州大学の岩崎聡先生に伺う。  

15 

ＮＨＫ 岩崎聡 

平成 24 年 2 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-003 

きょうの健康  

耳のトラブル解決法 

日常生活を守る 

難聴治療 

 成人になってから起こる難聴は、ＷＨＯの調査で日常生

活に支障を来す障害の１位とされている。音がよく聞こえ

なくなるとスムーズな会話が困難になり、コミュニケーシ

ョンがうまくいかなくなると、ストレスはさらに強まる。

難聴の種類と治療について、信州大学の岩崎聡先生に伺

う。  

15 

ＮＨＫ 岩崎聡 

平成 24 年 2 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

 HA2013-004 

きょうの健康  

耳のトラブル解決法 

自分にあった 

補聴器選び 

 現在使われている主な補聴器には「耳あな型」「耳掛け型」

「ポケット型」があり、目立ちにくいものやカラフルなも

のなどデザインも多い。 

 補聴器の選び方を信州大学の岩崎聡先生に伺う。  
15 

ＮＨＫ 岩崎聡 

平成 24 年 2 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

  



58 
 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数

HA2013-005 

きょうの健康  

薬の上手な 

つきあい方  

危険なのみ合わせ 

どう防ぐ？ 

 高齢者はかかっている病気が複数で、多くの種類の薬を

のんでいる人が多い。しかし薬にはのみ合わせがあり、食

品やほかの薬との組み合わせによっては、思わぬ副作用を

招くものもある。安全に複数の薬を管理するには、おくす

り手帳が便利だ。東京大学の澤田康文先生を迎えて、薬の

危険なのみ合わせやおくすり手帳の使い方について伺う。

15 

ＮＨＫ 澤田康文 

平成 24 年 7 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-006 

きょうの健康  

薬の上手な 

つきあい方  

高齢者の副作用  

どう対処？ 

 高齢者はのんでいる薬の種類や量が多いため、副作用が

心配だ。副作用を起こした人の割合を調べると、年齢が上

がるほど割合が増えている。なぜ高齢者に薬の副作用が多

いのか。リスクが高まる高齢者特有の理由と、その対処方

法を専門家に伺う。講師は東京大学の澤田康文先生。  

15 

ＮＨＫ 澤田康文 

平成 24 年 7 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-007 

 

ここが聞きたい！ 

名医にＱ  

寝たきりを防げ！ 

健康生活術 

 足腰が弱るロコモティブシンドローム（略してロコモ）

は骨や筋肉の衰えが原因で寝たきりになるリスクが高い状

態のことを言う。 

 最近の研究でメタボリックシンドローム（略してメタボ）

とロコモは深い関係があることがわかった。 

 ロコモとメタボの関係と、寝たきりを防ぐ生活術を３人

の専門家に伺う。  

45 

ＮＨＫ ドン小西／石橋英明／浦野友彦／新開省二 

平成 24 年 7 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-008 

ここが聞きたい！ 

名医にＱ  

寝たきり予防術  

あなたの疑問に 

答えます！ 

 ロコモ状態にならないためには、運動と栄養が大切であ

る。特に高齢者は骨や筋肉が弱り、転倒して圧迫骨折を起

こし、その痛みで体を動かさないため食欲も落ちるという

悪循環に陥りやすい。骨や筋肉を強くする簡単な運動と栄

養について紹介するとともに視聴者からの質問や相談に３

人の専門家が答える。  

45 

ＮＨＫ ドン小西／石橋英明／浦野友彦／新開省二 

平成 24 年 7 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

  



59 
 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数

HA2013-009 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

危険なめまいを 

見極める 

 「このめまいメニエール病？」をテーマに４回シリーズ

でお送りする。 

 突然めまいが起きるとメニエール病を疑う人が多い。し

かし他の病気が原因で起きるめまいもあり、中には危険な

めまいもある。 

 シリーズ第１回目は「危険なめまいを見極める」をテー

マに専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

 HA2013-010 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

前触れを見逃さない 

 耳鳴りや耳の閉そく感を数年前から感じていた人が、突

然ぐるぐる回るめまいを繰り返すようになり、受診の結果

メニエール病と診断された事例がある。 

 メニエール病は早期診断と早期治療がとても大切であ

る。 

 シリーズ第２回目は「前触れを見逃さない」をテーマに

専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-011 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

治療のポイント 

 メニエール病が原因の強いめまいや低音域の難聴は、日

常生活を送る上でストレスとなってしまうこともある。メ

ニエール病の原因の１つでもあるストレスを感じ続けてい

ると、病状が悪化してしまうことにもつながる。 

 シリーズ第３回目は「治療のポイント」をテーマに、メ

ニエール病の治療法を紹介し、専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-012 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

生活の中で 

できること 

 メニエール病対策は「めまいの前兆を知ること」「ストレ

スをためないこと」「血行を改善すること」「塩分を控える

こと」など、生活の中でできることがある。 

 シリーズ第４回目は「生活の中でできること」をテーマ

に、専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 



60 
 

H 医療・健康 Health    

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内 容 分数

HA2013-013 

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 

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。 

野村総一郎 

15 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年６月 17 日 利用区分 A－３ DVD 

HA2013-014 

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 

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。 

野村総一郎 

15 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年６月 18 日 利用区分 A－３ DVD 

HA2013-015 

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？ 

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。

野村総一郎 

15 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年６月 19 日 利用区分 A－３ DVD 



61 
 

 

H 医療・健康 Health    

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内    容 分数

HA2013-016 

きょうの健康 

今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

ひざが痛みだしたら 

ひざに痛みを抱えている人は、年齢が高くなるにつれ

て増えていく。中高年のひざの関節疾患で多いのが変形

性ひざ関節症。ひざの痛みの仕組みについて、高知大学

講師の池内昌彦先生に伺う。 
15 

ＮＨＫ 池内昌彦 

平成 24 年 7 月 30 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2013-017 

きょうの健康 

今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

びっくり！運動の効果 

ひざの痛みの治療の柱は、運動療法、減量、薬物療法、

手術。なかでも運動療法の効果は大きく、ひざの痛みを

和らげる治療の基本となる。 

運動療法の「筋力の強化」「肥満の予防・改善」「鎮

痛効果」の３つの効果について専門家に伺う。 

15 

ＮＨＫ 池内昌彦 

平成 24 年 7 月 31 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2013-018 

きょうの健康 

 今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

しつこい痛みも薬で解

決 

ひざの痛みが強いために運動できない場合は、薬を用

いて痛みを取り除くことが必要だが、薬を用いるタイミ

ングは、痛みの程度によって少しずつ異なる。 

ひざの治療薬について専門家に伺う。 15 

ＮＨＫ 池内昌彦 

平成 21 年 8 月 1 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2013-019 

きょうの健康 

今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

自分にあった手術で 

快適生活 

変形性ひざ関節症の治療では運動療法と減量が基本

で、痛みが強い場合は薬を用いる。 

しかし、こうした治療で痛みが改善しない場合は手術が

検討さる。 

ひざの手術について専門家に伺う。 

15 

    ＮＨＫ 

平成 24 年 8 月 2 日 

池内昌彦 

 
  



62 
 

H 医療・健康 Health 

HB 性・育児 

分類番号 タイトル名 内容 分数

HB2013-001 

すくすく子育て  

すくすく家族の 

防災対策 

 番組では、小さな子どもがいる家庭で必要となる防災グ

ッズについて紹介する。また地震などの災害時に子どもを

守る姿勢などを紹介。『私の子育て』では、アルピニストの

野口健さんの子育てを紹介。また『これも知りたい』では、

知らない人に子どもがあいさつするときについてアドバイ

スしている。  

29 

ＮＨＫ 照英／くわばたりえ／野口健 

平成 24 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



63 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2013-001 

 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１ 早く来て！ 

みんなの憧れ 

ピーターパン 

 ウェンディの夢に出てくる不思議な少年ピーターパ

ン。大人は誰も信じないが、ウェンディ、ジョン、マイ

ケルの３人兄弟は、きっとピーターパンはいると信じて

いた。そんなある夜、彼がやって来た！だが犬に驚いた

ピーターパンは影を落として逃げてしまう。 

 夢の国ネバーランドを舞台に、永遠に大人にならない

不思議な少年とウェンディたちの大冒険が始まる！  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-002 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

２ ネバーランドへ

ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！ 

 ピーターパンは、ウェンディたち兄弟をネバーランド

に招待する。そこは楽しいことがいっぱいの夢の国だと

いう。早速出発しようとするが、ネバーランドに行くに

は空を飛んでいくしかない。さあどうするのか？  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-003 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３ 海賊が出た！ 

夢と冒険の国 

ネバーランド 

 ネバーランドに着くなり、海賊たちの大砲が襲ってき

た。ウェンディたちはピーターパンとはぐれてしまう。

１人空を飛んでいたウェンディは、ピーターパンの仲間

トートルズの矢に当たってしまい…。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-004 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

４ 登場！ 

時計ワニはフック船

長の友だち？ 

 海賊を見にいったジョンたちが帰ってこない。フック

船長に捕まってしまったのだ。助けに向かうピーターパ

ンだったが、ジョンたちを人質に取られて危機一髪。そ

こへ時計ワニが現れた。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 



64 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2013-005 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

５ フック船長は 

ミシンの音が大嫌い！ 

 ピーターパンの仲間のカーリーとスライトリーが海賊

の元へ。実はウェンディを喜ばせようと、あることを計

画していたのだ。だが２人は海賊に見つかってしまい…。
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-006 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

６ ジョンの初恋？

おてんば娘現れる！ 

 「海賊になる！」と言ってジョンが家を飛び出した。

フックのもとへ向かう森の中、怪しい影がジョンをつけ

てきた。影は一体何者？  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-007 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

７ ウェンディ 

頑張る！卵は 

誰にも渡さない 

 ピーターパンがウェンディにプレゼントしたのは、３

年に一度だけ産まれるネバーバードの卵。でもウェンデ

ィに、かわいそうだから親鳥に返してあげてと言われて、

ピーターパンは怒ってしまう。ところがフック船長もそ

の卵を狙っていて…。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-008 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

８ 作戦開始！時計

ワニを笑わせろ！ 

 時計のないネバーランド。寝坊や遅刻ばかりの子ども

たちを見て、ウェンディは時計があれば、みんなも規則

正しく生活できると考える。でもネバーランドで時計を

持っているのはフック船長だけだった。  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-009 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

９ ネバーランドの

法律？毎日が 

誕生日だ！ 

 楽しいことは毎日あった方がいいと考えたピーターパ

ン。勝手にみんなの誕生日を今日にしてしまう。誕生パ

ーティーのために全員分のケーキを作って待っていたウ

ェンディだが、ピーターパンは約束を忘れてしまう。怒

ったウェンディは家を出てしまい…。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 



65 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数

JB2013-010 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１０ 怪しげな行動！

ジョンを尾行しろ 

 ジョンの様子が最近おかしい。やけにそわそわして１人

で朝から出かけている。実はタイガー・リリーに会いに行

っていたのだ。リリーから家に来るように誘われて大喜び

するジョンだが、カーリーたちは行くのを止める。リリー

のお父さんは悪魔で、リリーの家に行って帰った者はいな

いと言うのだ。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-011 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１１ 新兵器！ 

水陸両用シンデレラ

の馬車？ 

 ネバーランドの子どもたちは、おばあさんの顔を見たこ

とがない。そこでピーターパンは、フック船長の大事にし

ているお母さんの絵を盗んで持ってきた。大事な絵を盗ま

れたフック船長は、手下に絵を捜すように命令する。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-012 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１２ 海賊も逃げる？

マイケルの怖い話！ 

 ある雨の日。遊びに行けないピーターパンたちは、怖い

話をして悲鳴をあげたら負け、という遊びをすることに。

一番目のピーターパンのこわ～い冒険話に悲鳴をあげそう

になる子どもたち。そこへ海賊の手下がやって来て…。 
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-013 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１３ 救出作戦開始！

ピーターパンを 

助けろ 

 フック船長のワナにかかってピーターパンが捕まってし

まった。何とか助けようとするウェンディたちは、フック

船長の苦手な時計ワニに目を付ける。ところがせっかくの

作戦も失敗。早く助けないと、ピーターパンが処刑されて

しまう。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

  



66 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数

JB2013-014 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１４ スノルム山の

悪魔とマイケルの 

勇気 

 ウェンディがかぜを引いた。熱が高くて苦しそうだ。で

も病気になったことのないネバーランドの子どもたちは、

かぜも薬も知らない。氷で熱を冷まそうと考えたマイケル

は、雪のあるスノルム山に行くことにする。だが、スノル

ム山には恐ろしい悪魔がいるのだった。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-015 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１５ フックを裏切

れ！海賊をやめた 

チェッコ 

 フック船長に日ごろの失敗を怒られて、処刑されそうに

なったチェッコ。危ないところをピーターパンに助けられ

て、「もう海賊は辞めてピーターパンの仲間になる」と言い

だす。カーリーたちはチェッコと仲よくなるが、ジョンだ

けはチェッコの様子を怪しいとにらんでいた。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-016 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１６ ウェンディ 

怒る！ピーターパン

て大嫌い 

 白雪姫のようなドレスを着たいと言うウェンディのため

に、みんなでドレスを飾る花を摘みに行くことにした。と

ころが次の日、ピーターパンは約束を忘れて大トカゲを捕

まえに行ってしまった。カンカンに怒ったウェンディは家

を飛び出してしまう。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-017 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１７ ジョンが眠れ

ない！眠りの精を 

捕まえろ 

 ジョンが眠れなくなってしまった。ヒツジを何匹数えて

も効果がない。するとピーターパンが、眠りの精の歌声を

聞けばすぐに眠れると言いだす。だが、眠りの精はフック

船長が捕まえているのだという。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

  



67 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数

JB2013-018 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１８ 勇気を示せ 

トートルズ！ 

海賊の旗を奪え 

 みんなから、何をやっても失敗ばかりとばかにされてい

るトートルズ。とうとう遊びにも一緒に連れて行ってもら

えなくなってしまった。みんなを見返してやろうと、ウェ

ンディと一緒に海賊の旗を奪おうとするが…。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-019 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１９ フックの決意！

消えた海賊船の謎？ 

 いつもピーターパンにやられてばかりのフック船長がと

うとう本気になった。手下たちにピーターパンの隠れ家を

襲うように命令する。ピーターパンの留守に襲われた子ど

もたち。さあ、どうなる！？  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-020 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

２０ 絶体絶命！ 

ウェンディが 

霧の谷に消えた 

 みんなに大事にされるウェンディに焼きもちをやいてい

るティンク。そこへフック船長が「少しだけウェンディを

懲らしめよう」と言ってくる。ちょっぴりだけという言葉

に釣られて、ティンクはウェンディをおびき出す手伝いを

してしまう。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-021 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

２１ ウェンディを

救え！命をかけた 

ティンク 

 フック船長のワナにはまってしまったピーターパン。ウ

ェンディも船長に捕まってしまった。絶体絶命のピーター

パンを救うために、ティンクが命をかける。そして子ども

たちも反撃に立ち上がった！  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 



68 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2013-022 

 

それいけ！ 

アンパンマン  

カツドンマンと 

にんにくこぞう  

メロンパンナと 

クリスタル姫 

 「カツドンマンとにんにくこぞう」ジャムおじさんの

にんにくスープを飲んだドンブリマントリオはその味に

大感激。もっとスープを作ってもらうために、にんにく

寺へ向かう。 

 「メロンパンナとクリスタル姫」ガラスの国にやって

きたメロンパンナたち。クリスタル姫とハープの不思議

な力で、自分たちの望む物を出してもらう。メロンパン

ナとクリームパンダはガラスのロールパンナを作っても

らうが、ばいきんまんが現れて…。  

25 

日本テレビ  

平成 24 年 9 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-023 

それいけ！ 

アンパンマン  

クリームパンダと 

ちゅらおばあ  

おむすびまんと 

おしんこちゃん 

 「クリームパンダとちゅらおばあ」ちゅらおばあのお

手伝いのため、さとうきびじまにやってきたクリームパ

ンダたち。そこへ変な２人組が現れて手伝うというが…。

 「おむすびまんとおしんこちゃん」おむすびまんは、

うめぼしばあやのうめぼしを届けるためパン工場に向か

う。途中でばいきんまんが現れてうめぼしを奪おうと…。

25 

日本テレビ  

平成 24 年 9 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-024 

 

名探偵コナン  

くらやみ塔の秘宝 

（前編） 

 蘭の柔道部の先輩・鏡堂ナナミの屋敷に建つ「くらや

みの塔」。塔には宝が隠されているという町のうわさがあ

った。ナナミは、コナンたち少年探偵団に宝探しを依頼

する。ナナミがコナンたちに屋敷を案内していると突然、

女性の悲鳴が…。  

25 

読売テレビ  

平成 24 年 9 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-025 

 

名探偵コナン  

くらやみ塔の秘宝 

（後編） 

 灰原たちを救出するため、塔の入り口に入ったコナン

と歩美。しかし、通路には鏡などによる仕掛けが施され

なかなか進めない。何とか元太や光彦と合流できたコナ

ンだったが、不思議な子供部屋の仕掛けにほんろうされ、

気がつくと１人きりになってしまった。  

25 

読売テレビ  

平成 24 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 



69 
 

J 子ども物・アニメ Junior 

JB 創作アニメなど 

 

  

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2013-026 

名探偵コナン  

紅葉御殿で謎を解く 

（前編） 

コナン、小五郎、蘭の３人は公園を出た後、人が暴

走車にひかれそうな場面に遭遇。ひかれそうになった

のは、須坂衛子という紅葉御殿と呼ばれる屋敷の運転

手と、両親を事故で亡くし、御殿に引き取られた中北

楓（なかきた かえで）だった。衛子はコナンたちを紅

葉御殿の主、片寄王三郎に紹介する。車椅子の王三郎

は、ミステリーファンで３人を歓迎する。 

【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】 

25 

読売テレビ 

平成 23 年 11 月 26 日  利用区分 B － ３ DVD 

JB2013-027 

名探偵コナン  

紅葉御殿で謎を解く 

（後編） 

庭でコナンと楓が遊んでいるころ、紅葉御殿で密室

殺人が起きた。そこには不可解な暗号文「さあ かさ

をすぼめよう 東に沈む夕日をながめよう…」が残さ

れていた。王三郎の子どもである荻人と野笛は、暗号

文は隠し財産のありかを示しているのではと考え、行

方をくらます。 

【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】 

25 

読売テレビ 

平成 23 年 12 月 3 日  利用区分 B － ３ DVD 



70 
 

V 芸能・娯楽 Variety 

VA バラエティ 

分類番号 タイトル名 内容 分数

VA2013-001 

名作ホスピタル  

記憶力×世界名作劇場

「南の虹のルーシー」 

 体を守るヒントはアニメの中にあった！？アニメの中

に、健康のヒントを探る「名作ホスピタル」。今回のテーマ

は「記憶力」。 

 世界中の名作物語の感動をアニメで伝える「世界名作劇

場」。その中の一作「南の虹のルーシー」の主人公ルーシー

は、勉強は苦手だけど動物のことに関してはすごい記憶力

の持ち主。番組では、人の名前を覚える達人を紹介。人の

名前を覚えるコツを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／柳原哲也 

平成 23 年 9 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

VA2013-002 

名作ホスピタル  

思い出す× 

世界名作劇場 

「南の虹のルーシー」 

 「南の虹のルーシー」の主人公ルーシーは、事故により

記憶喪失になってしまう。ところが、あることがきっかけ

で記憶を取り戻すことに成功する。ルーシーが記憶を取り

戻した方法に、記憶の重要なヒントが隠されていた。記憶

の種類や、なくしたものを思い出すのに役立つ「行動思い

出し術」などを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／柳原哲也 

平成 23 年 9 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

VA2013-003 

名作ホスピタル  

ニガテなもの× 

「おじゃる丸」 

 体を守るヒントを名作アニメの中から探る「名作ホスピ

タル」。今回のテーマは「にがてなもの」。「おじゃる丸」は、

千年の時を超えて現代にやって来た妖精のおじゃる丸のま

ったり生活を描いた癒し系アニメ。おじゃる丸が居候する

家の男の子・カズマは犬がにがて。誰にでもある「にがて

なもの」だが、「にがて」という気持ちには「恐怖感」が関

係しているという。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／立川志の吉 

平成 23 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 



71 
 

V 芸能・娯楽 Variety 

VA バラエティ 

分類番号 タイトル名 内容 分数

VA2013-004 

名作ホスピタル  

ニガテ克服× 

「おじゃる丸」 

 「おじゃる丸」が居候する家の男の子・カズマは犬がに

がて。実はカズマの行動ににがてを克服できない原因、負

のスパイラルが隠されていた。そのスパイラルからの脱出

方法を学ぶ。また、出演者もにがて克服の治療を体当たり

で行う。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／立川志の吉 

平成 23 年 9 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

VA2013-005 

ＦＮＳソフト工場 

教えよう。 

常識の非常識  

ご主人、それ 

間違ってます。 

 人間社会にあふれる常識には、間違ったものもたくさん

ある。人間たちの間違った思い込みを紹介する。 

「ウサギは本当にニンジンが好物？」「ネズミはみんなチー

ズが大好物？」「立ちくらみ」の正式名称は？「貧乏ゆすり

は悪い癖なの？」など。  

48 

山陰中央テレビ 石井正則／笑い飯／田代さやか 

平成 24 年 6 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



72 
 

X 手話 

XD 記録・報道 

分類番号 タイトル名 内    容 分数

XD2013-001 

東日本大震災 

～被災聴覚障害者支援

（岩手・宮城・福島）～ 

 

 ２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災では、多く

の聴覚障害者の方々や、そのご家族も被災した。 

 被災した聴覚障害者の方々の体験と、岩手県聴覚障害

者協会、福島県聴覚障害者協会、宮城県ろうあ協会、救援

中央本部の支援活動について伺う。 
105

 

聴力障害者 

情報文化センター 

 また、震災をきっかけに各地で行われている防災の取り組

み例を幾つか紹介する。 

 

那須英彰 

平成 25 年度 利用区分 Ａ － ３ DVD 

 

 

 


