
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 

CB2015-001 

素晴らしき日本鉄道の旅 

世界自然遺産 

白神山地を行く  

海と山の絶景  

～「リゾートしらかみ」 

五能線～ 

 秋田と青森・弘前をつなぐ観光列車「リゾートしら

かみ」は、世界自然遺産の白神山地と日本海沿岸の絶

景が楽しめる、人気の高いローカル線だ。五能線を経

由する約１５０㎞の旅は、日本海の海岸線ぎりぎりを

走るため、絶景ポイントがめじろ押し。各地の名物料

理も紹介しながら、東北の旅を堪能する。  

46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 26 年 11 月 10 日 利用区分 B－3 字幕 

CB2015-002 

 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ ＃７５ 

北九州市若松区  

１００年続いた 

シブすぎる銭湯 

 今回旅する場所は筑豊炭田の積み出し基地だった

北九州市若松区。タビのキーワードは「１００年続い

たシブすぎる銭湯」。昭和の情緒が多く残っている若

松区には今でもマキで焚くという１００年続く銭湯

「鶴の湯」がある。鶴の湯の５代目オーナーのヒサ子

さんは陽気で愉快な名物お母さん。 

 素敵な風情の数々に懐かしさを感じる若松区を旅

する。  

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

46 

九州朝日放送 前川清／Ｗエンジン・えとう窓口 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 

CB2015-003 

 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ ＃８３  

北九州市 

八幡西区・木屋瀬  

若くて強い女性たち 

 今回は北九州市八幡西区木屋瀬の古い通りを旅す

る。まず歩き始めてすぐに目にしたのは四代続く老舗

の麹屋。蒸しあがった麦をほおばりながら、独自の麹

菌を守るご主人の苦労話を伺う。続いて立ち寄ったの

はこちらも１００年以上続くという老舗の酒屋。この

酒屋には、一升の十倍もある一斗の酒瓶があるとい

う。 

 前川清とえとう窓口が人々と触れ合いながら北九

州市八幡西区を旅する。  

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

46 

九州朝日放送 前川清／Ｗエンジン・えとう窓口 

平成 25 年 12 月 1 日 利用区分 B－3 字幕 

 



2 

 

C 趣味・教養  Culture 

CC 生活情報 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CC2015-001 

私はだまされな

い！？ ～悪質商法

の被害を 

防ぐ鉄則集～ 

 高齢期を迎えたばかりで、まだまだ元気で判断力の

ある３人は、悪質商法に対して「私は、だまされな

い！」と自信満々。しかし、お金や孤独、住まいへの

不安を巧みに狙われ悪質商法の被害にあってしまう。 

 悪質商法の被害にあわないための鉄則を伝え、消費

者被害の未然防止を図る。  

24 

東京都消費生活 

総合センター 

石丸 謙二郎  

平成 26 年 利用区分 A－3 字幕 

CD 料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2015-001 

きょうの料理  

決定版！春のベスト

レシピ 早くて簡単 

節約おかずベスト３ 

 過去に放送されたものから、安価な材料で、しかも

簡単にできるということで人気のあったレシピを３

つ取り上げて紹介する。取り上げるレシピは「豆腐の

かば焼き丼」、「もやしと豚バラと油揚げのピリ辛炒

め」、「ひき肉と豆腐のにら炒め」。  

25 

ＮＨＫ 小田真規子／陳建一／堀江ひろ子 

平成 26 年 3 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 

CD2015-002 

きょうの料理  

決定版！春の 

ベストレシピ  

ボリューム満点  

鶏肉おかずトップ３ 

 「きょうの料理」のインターネットサイトを分析し、

春に検索の多かった鶏肉のレシピのトップ３を取り

上げて紹介する。紹介するレシピは「鶏の柔らかから

揚げ」、「トマトとチキンの煮込み」、「鶏のから揚げ」。  25 

ＮＨＫ 城川朝／山本麗子／栗原はるみ 

平成 26 年 3 月 25 日 利用区分 B－3 字幕 

CD2015-003 

 

きょうの料理  

根菜たっぷりおかず

ベスト３ 

「きょうの料理」のインターネットサイトを分析

し、検索の多かった根菜料理のトップ３を取り上げて

紹介する。紹介するレシピは「大根と肉だんごのしょ

うゆ煮」、「豚肉とれんこんの炒め煮」、「里芋の揚げだ

し」。  

25 

ＮＨＫ 吉田勝彦／栗原はるみ／土井善晴 

平成 26 年 11 月 20 日 利用区分 B－3 字幕 



3 

 

C 趣味・教養  Culture 

CG 科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CG2015-001 

 

サイエンスＺＥＲＯ 

軟骨で聴く！超音波

も聞こえる！？  

新しい聴覚が広げる

音の可能性 

 最近、第三の聴覚といわれる「軟骨伝導」が注目を

浴びている。軟骨伝導の技術を応用すれば、騒音の激

しい場所でも聞き取りやすい携帯電話や、外に音のも

れにくいイヤホンも作れるという。さらに軟骨伝導を

使った補聴器なら、骨伝導の補聴器では分かりにくい

「音がする方向」も分かりやすくなるという。超音波

を骨伝導で聞く最新の研究も紹介し、補聴器開発の最

前線に迫る。  

30 

ＮＨＫ 細井裕司／中川誠司 

平成 26 年 9 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2015-001 

 

聴力障害者の時間 

失聴と人生  

～大原省三さんにきく～ 

 画家の大原省三さんは、秋田で生まれ、小学校２年の

ときに失聴。ろう学校の中学部１年から絵を志し、卒業

後は教員として採用され、現在も美術科教室で絵を教え

ている。先生の経験や人生観、生活信条など貴重なお話

を伺う。  

15 

ＮＨＫ 大原省三／丸山浩路 

昭和 54 年 1 月 21 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-002 

 

聴力障害者の時間 

手話落語にとりくむ 

 手話落語にとりくむ古今亭圓菊さんと、ろう学校教諭

の福石幸紀先生を紹介する。実際にお２人に演じていた

だきながら、手話落語を始めたきっかけや、魅力、手話

表現の工夫について、また話の流れと手話表現の難しさ

について、お話を伺う。  

19 

ＮＨＫ 古今亭圓菊／福石幸紀／丸山浩路 

昭和 55 年 5 月 25 日 利用区分 B－3 字幕 

 



4 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2015-003 

 

聴覚障害者の 

みなさんへ  

盲ろう児を育む① 

ことばをゆたかに 

 盲ろう児のことばの獲得方法について紹介する。盲ろ

う児は、自然に周囲で起きることを見聞きすることがで

きないため、一つ一つの体験の場を作り、その経験を積

み重ねてことばにつなげていく。また周囲の大人とのコ

ミュニケーションも大変重要で、欠かせない行為だ。特

に、盲ろうの大人との会話は、同じ視点を共有でき、疑

問も受け止めてもらえるため、とても重要な体験とな

る。  

15 

ＮＨＫ 小椋英子／森敦史／中澤恵江 

平成 16 年 2 月 8 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-004 

 

聴覚障害者の 

みなさんへ  

盲ろう児を育む②  

人とかかわれる子どもに 

 盲ろう児の教育についての第２回目。視覚と聴覚、そ

して知的障害を併せ持つ子どもの教育について紹介す

る。柴田剛司くんは生まれつき、難聴弱視と重い知的障

害を持っている。お母さんは触覚で理解しやすいサイン

を作って、剛司くんとコミュニーションしてきた。剛司

くんを支える徳島県立ろう学校での取り組みも交えて

お送りする。  

15 

ＮＨＫ 小椋英子／柴田剛司／中澤恵江 

平成 16 年 2 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-005 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

差別ってなに？  

～ふだんの暮らしで

考える～ 

 ２００６年１２月に国連総会で採択された障害者権

利条約。条約では「障害者への差別とは、合理的配慮の

ないこと」と定義された。日本では２０１６年４月から

差別解消法が施行されるが、解消法の中でも差別をなく

すための合理的配慮が義務づけられている。差別解消法

の施行を前に、「差別」と「合理的配慮」について、国

際人権法と障害者法がご専門の川島聡さんから話を伺

う。  

15 

ＮＨＫ 松森果林／川島聡 

平成 25 年 10 月 6 日 利用区分 B－3 字幕 

 



5 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-006 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

差別ってなに？ 

～学びと仕事で 

考える～ 

 差別と合理的配慮について考える第２回目。学校と

職場の場合を考える。聴覚障害を持つ当事者が、学校

や職場で体験した差別や苦労した体験を語る。また合

理的配慮の取り組み事例として、日本社会事業大学や

筑波大学の例、職場での配慮の事例を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 松森果林／川島聡 

平成 25 年 10 月 13 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-007 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

旅を楽しむために 

～難聴者バス旅行 

同乗記～ 

 聞こえないハンディキャップを感じることなく旅

を楽しみたい…そんな難聴者の願いをかなえるバス

旅行がある。参加者は難聴者や中途失聴者とその家

族。そして彼らに情報を提供する要約筆記者たち。車

内では２台のテレビに常に文字情報が流れ、画面を見

ながらみんなで大笑い。磁気ループの張られた車内で

はカラオケも楽しめる。世界遺産・熊野古道を巡るバ

ス旅行に１日密着した。  

15 

ＮＨＫ 三重県難聴・中途失聴者協会 

平成 25 年 10 月 20 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-008 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

普及するか？ 

電話リレーサービス 

 聞こえない人と聞こえる人が電話を使って会話で

きるようにする「電話リレーサービス」。聞こえない

人はテレビ電話を使って手話で話し、それを手話通訳

者が電話を使って聞こえる人に通訳するサービスだ。

公益財団法人の日本財団が、このサービスの普及を目

指して行っている試験サービスの様子を紹介する。普

及のためには何が必要か、筑波技術大学の井上正之さ

んと考える。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／井上正之 

平成 25 年 10 月 27 日 利用区分 B－3 字幕 



6 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-009 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

マンガのなかの 

ろう・難聴～「聲の形」

連載の波紋～ 

 少年漫画雑誌に掲載され大反響を呼んだ「聲の形」。

耳の聞こえない少女と聞こえる少年との関係を描い

たこの作品では、少女に対するいじめや差別が描か

れ、若い人を中心に賛否両論、さまざまな意見が巻き

起こった。作者の大今良時さんに作品への思いを伺

う。  

15 

ＮＨＫ 大今良時 

平成 25 年 11 月 3 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-010 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

マンガのなかの 

ろう・難聴  

～「聲の形」が 

問いかけたこと～ 

 漫画「聲の形」について紹介する第２回目。番組で

用意したカキコミ板にも賛否両論の意見が寄せられ

た。「ろう者への理解が一歩前進した」と評価する一

方、「いじめられた当事者の気持ちがわかっていない」

という否定的な意見も。第２回目の今回は、聞こえな

い当事者の意見を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 大今良時 

平成 25 年 11 月 10 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-011 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

米内山明宏の流儀 

演劇の可能性を 

信じて 

 日本のろう文化の担い手であり、ろう演劇界をけん

引してきた米内山明宏さん。ろう者としての誇りを胸

に活躍を続ける彼に影響を受けたろう者は多い。還暦

を過ぎた米内山さんは「日本の演劇界を変えていきた

い」という。今、米内山さんは若いろう者たちに何を

託し、何を願うのか。「米内山明宏の流儀」を２回に

わたって送る。  

15 

ＮＨＫ 米内山明宏 

平成 25 年 11 月 17 日 利用区分 B－3 字幕 



7 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-012 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

米内山明宏の流儀 

生きた「ことば」を 

伝えたい 

 演劇と並んで米内山さんが大切にしている活動が

手話指導だ。聴者には手話を言語として尊重し、もっ

と理解して欲しい。同時に、ろう者にも日本語を正し

く理解して欲しい。そんな思いから手話と日本語に関

するさまざまな講座を開いている。「ろう者と聴者の

世界を取り持つのが手話通訳者。半端な通訳者は要ら

ない。力がある通訳者が欲しい」という米内山さんの

手話指導の取り組みを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 米内山明宏 

平成 25 年 11 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-013 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話言語条例を 

考える 

 鳥取県で成立した手話言語条例は、手話を言語とし

て認めた全国で初めての条例だ。手話言語条例で私た

ちの環境はどのように変わるのか。今後の課題は何な

のか。東京で開かれた手話言語条例のシンポジウムを

通じて、聞こえない当事者と共に考える。  
15 

ＮＨＫ 
松田崚／平井伸治／田岡克介／西滝憲彦／石野富志

三郎 

平成 25 年 12 月 1 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-014 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

心ひとつに響かせて 

～“ろう太鼓”が 

結ぶ絆～ 

 群馬県にある太鼓のグループ「心響（しんきょう）」

は、メンバーの大半が聴覚障害者。心響の会長の小沢

さんは、太鼓との出会いで人生が変わったという。今、

心響は全国のろう太鼓グループと連携し、交流を深め

て活動を広げようしている。  

15 

ＮＨＫ 小沢美保代／加藤智差子 

平成 26 年 1 月 5 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

「働く」を 

見に行こう！  

～先輩社会人を 

訪ねて①～ 

 多くの聴覚障害者は、聴者とともに職場で働いてい

る。聴覚障害者が気持ちよく働くためには、聴覚障害

への理解とさまざまな配慮が欠かせない。聴覚障害者

の働く実際の職場とはどんなところなのか。現役大学

生が先輩社会人の職場を訪ね、働き方や生き方を伺

う。  

15 

ＮＨＫ 仲井健人／田中英之 

平成 26 年 1 月 12 日 利用区分 B－3 字幕 



8 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

「働く」を 

見に行こう！  

～先輩社会人を 

訪ねて②～ 

 改正障害者雇用促進法の施行に向けて、障害のある

人が働く職場の環境整備が急がれている。大学生が先

輩のもとを訪ね、働き方や生き方をたずねるシリーズ

の第２回目は「目で聴くテレビ」で働くろう者スタッ

フを訪ねる。  
15 

ＮＨＫ 田原里絵／奥田知美／柳喜代子 

平成 26 年 1 月 19 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-017 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

自分らしく暮らしたい…  

～拝見！ 

ユニバーサル・ホーム～ 

 北海道の函館市に、聞こえる人も聞こえない人も楽

しく暮らすことのできるユニバーサル・ホームがあ

る。ホームでは、視覚障害者が暮らしやすいよう点字

ブロックが設置され、廊下は車椅子でも楽に通れる広

さだ。室内には聴覚障害者用のお知らせランプも設置

され、事務所には手話通訳者とガイドヘルパーがいて

２４時間住人を見守る。全国でも珍しいユニバーサ

ル・ホームを訪ね、そこで暮らす聴覚障害者にお話を

伺う。  

15 

ＮＨＫ NPO法人ユニバーサルホーム函館をつくるの皆さん 

平成 26 年 2 月 2 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-018 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

理想的な情報保障とは  

～全国中途失聴者・ 

難聴者福祉大会 

ｉｎ沖縄～ 

 ２０１４年１月沖縄で開かれた全国中途失聴者・難

聴者福祉大会では、障害者権利条約を踏まえ、中途失

聴者や難聴者にとっての理想の情報保障は何かを考

える分科会がもたれた。要約筆記派遣事業は必須事業

だが、全国の実施率は１００パーセントに至っていな

い。そうした現実を変えるべく活発な議論が行われた

様子を送る。  

 

15 

ＮＨＫ 高岡正／三宅初穂 

平成 26 年 2 月 9 日 利用区分 B－3 字幕 



9 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-019 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

みんなと雪の中で 

～子どもたちの 

スキー教室～ 

 長野県菅平高原スキー場で開かれた、耳の聞こえな

い子どもたちを対象にした「デフわんぱくスキー・ス

ノーボード教室」。小学３年生から高校１年生まで 

６３人の参加があった。スキーを教えるスタッフの大

半がろう者で、手話による指導を受けられる。初心者

にはスタッフがつきっきりで身振り手振りで教えて

くれる。教室では同じ聞こえない仲間との出会いも貴

重な経験だ。  

 

15 

ＮＨＫ 
「デフわんぱくスキー・スノーボード教室」参加者と

スタッフの皆さん 

平成 26 年 2 月 16 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-020 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

そこが知りたい  

難聴の医療 

 「音は聞こえるけれど何を言っているかが分からな

い」など、難聴者の聞こえは健聴者には分かりにくい

面がある。番組では虎の門病院耳鼻咽喉科の熊川孝三

さんを迎え、難聴の種類や聞こえの違いなど、難聴に

ついて詳しく教えていただく。さまざまな聴力検査の

様子や補聴器の使い方のコツなども紹介する。  

15 

ＮＨＫ 熊川孝三 

平成 26 年 2 月 23 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-021 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

難聴のピアニスト 

 国際障害者ピアノフェスティバルの入賞者による、

受賞記念コンサートが東京で開かれた。フェスティバ

ルの聴覚障害部門には７名が参加し、金メダルを受賞

したのは日本人の小林淳一さんだ。小林さんは生まれ

つきの高度難聴だが、補聴器を通して聞こえるわずか

な音と体で感じる振動を頼りに演奏している。世界が

認めた難聴のピアニストに、ピアノへの思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 小林淳一 

平成 26 年 3 月 2 日 利用区分 B－3 字幕 



10 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ 

被災地はいま①  

自分の家で暮らしたい 

～宮城・気仙沼～ 

 東日本大震災で被災した宮城県のろう者・斎藤隆さ

ん。４０年以上、漁業一筋の生活を送ってきたが、自

宅は震災で流され、再建のめどは立っていない。今は

父親と２人、海から遠く離れた仮設住宅で暮らし、そ

こから海へと通っている。ワカメ漁師の斎藤さんの生

活を追いながら被災地のろう者の今を紹介する。みみ

サポみやぎによる支援の様子も紹介する。  

15 

ＮＨＫ 斎藤隆 

平成 26 年 3 月 9 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-023 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ 

被災地はいま②  

故郷に帰りたい  

～福島～ 

 ろう者の橋本信政さんは、福島第一原発事故で帰宅

困難区域となった浪江町を離れて避難生活を送って

いる。また樋口春雄さんは、原発から２０㎞の川内村

の山奥で１人暮らしをしていたが、原発事故の当初、

事故のことを知らず、１６日間も村に１人で取り残さ

れていた。大熊町に暮らしていた若松さん夫婦は、仮

設住宅に落ち着くまで７か所も避難を繰り返した。震

災のために生まれ故郷を離れ、福島県の避難先で暮ら

すろう者の今を伝える。  

15 

ＮＨＫ 小林靖／橋本信政／樋口春雄／若松三雄／若松時子 

平成 26 年 3 月 16 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえる聞こえない

をつなぎたい  

～手話漫才 

「ぷ～＆み～企画」～ 

 「み～」ことさとう正士さんと、「ぷ～」こと三宅

寿さん。２人はろう者と聴者の異色の手話漫才コンビ

だ。ろう者のさとうさんの手話に、聞こえる三宅さん

が手話と音声でつっこみを入れる。「ろう者も聴者も

一緒に笑えるので理想的」と語るさとうさん。新たな

スタイルを追求する２人の活動を追う。  

15 

ＮＨＫ さとう正士／三宅寿 

平成 26 年 4 月 6 日 利用区分 B－3 字幕 



11 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-025 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

「働く」を見に行こう！  

夢に向かって突き進め  

弁護士 若林亮さん 

 聞こえない学生が聞こえない先輩社会人の職場を

訪ねるシリーズ「働く」を見に行こう！。今回はろう

者の弁護士・若林亮さんを法学部の学生・野村大智さ

んが訪ねる。若林さんの職場は、法テラス東京法律事

務所。誰もが法律のサービスを受けられるようにと、

国によって設置された相談窓口だ。相談者の支援のた

めに、他の専門職と連携しながら問題解決を図る若林

さんの現場に密着する。  

15 

ＮＨＫ 若林亮／野村大智 

平成 26 年 4 月 13 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

「働く」を見に行こう！ 

足で現場を駆けめぐれ  

弁護士 若林亮さん 

 若林さんのコミュニケーションを支えるのが手話

通訳士の遠藤友侑子さん。電話や相談者との面談など

の現場で、常に若林さんを支援する。 

 現場と同時に弁護士にとって大事な仕事場が裁判

所の法廷だ。法廷での通訳の様子などを伺う。  

15 

ＮＨＫ 若林亮／野村大智／遠藤友侑子 

平成 26 年 4 月 20 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-027 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

被災地のろう学校  

創立１００周年に向けて 

 創立１００周年を迎える宮城県立聴覚支援学校。同

窓会会長の渡辺征二さんは、東日本大震災で自宅を津

波に流されてしまい、会長として保管していた卒業生

名簿も失ってしまった。１００周年記念式典の準備を

進める中、卒業生と連絡が取れず困っている。 

 「懐かしい顔ぶれに会いたい」と訴える渡辺さんた

ちの思いを伝える。  

15 

ＮＨＫ 渡辺征二／加藤学 

平成 26 年 4 月 27 日 利用区分 B－3 字幕 



12 

 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-028 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

多様な“性”への理解を  

～ろうＬＧＢＴ 

サポートブック～ 

 多様な性のあり方として少しずつ知られてきたＬ

ＧＢＴ。ＬＧＢＴとはＬ（レズビアン）Ｇ（ゲイ）Ｂ

（バイセクシュアル）Ｔ（トランスジェンダー）の頭

文字をつなげたもので、性的マイノリティーの人々を

表している。ろう者の中にもＬＧＢＴの人々はいる。

ＬＧＢＴへの理解を深めるために奮闘するろう者の

活躍を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 山本芙由美／山本諒 

平成 26 年 5 月 4 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

アメフトに挑む  

～社会人リーグ  

奥寺渉選手～（前編） 

 アメリカンフットボールの社会人リーグで活躍す

る奥寺渉さんは難聴者だ。２歳のとき、病気の後遺症

で聴力を失った。練習中は補聴器を外し、チームメー

トの言葉は口の動きを読み取っている。チームの一員

として仲間たちの信頼を得ている奥寺さんだが、実は

もともとは引っ込み思案だったという。  

15 

ＮＨＫ 奥寺渉 

平成 26 年 5 月 11 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-030 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

アメフトに挑む  

～社会人リーグ  

奥寺渉選手～（後編） 

 難聴のアメフト選手・奥寺渉さんの活躍を追う第２

回目。チームメートも奥寺さんとのコミュニケーショ

ンには、さまざまな工夫を凝らしている。練習中でも

話をするときは必ずヘルメットを外す。奥寺さんの声

が聞き取りづらいときは互いに聞き返す。またアメリ

カンフットボールには数百以上の戦術があるが、試合

中に作戦を伝えるための特別の工夫もしている。それ

がハンドシグナルだ。  

15 

ＮＨＫ 奥寺渉 

平成 26 年 5 月 18 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

波乗りのプロとして 

～ボディーボーダー 

横手奈都紀選手～ 

前編 

 難聴のプロボディーボーダー横手奈都紀さん。２０

１２年にはプロツアーの試合で５位になったことも

あるトッププロの１人だ。 

 「ボディーボードと出会って強くなった」と語る横

手さん。プロとして高い目標に挑戦し続ける姿を追

う。  

15 

ＮＨＫ 横手奈都紀 

平成 26 年 5 月 25 日 利用区分 B－3 字幕 



13 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-032 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

波乗りのプロとして 

～ボディーボーダー 

横手奈都紀選手～ 

後編 

 プロとして初優勝を目指す横手さんの１日は午前５

時の海岸から始まる。たとえ天気が悪くても早朝の練習

は欠かさない。ボディーボード一色の横手さんの生活だ

が、プロとはいえ生活は厳しい。全国各地で行われる試

合の遠征費用はすべて自分持ちだ。横手さんは日中はソ

ーラーパネルを作る工場で働いている。試合のため仕事

を休むこともあるが、そのぶん人よりも仕事ができるよ

うにと努力も欠かさない。  

15 

ＮＨＫ 横手奈都紀 

平成 26 年 6 月 1 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

ソーシャルワーク 

を広げたい  

～聴覚サポート 

「なかま」～ 

 日本聴覚障害者ソーシャルワーカー協会のスタッフ

は、東日本大震災で被災した聴覚障害者に支援活動を行

い、その経験を基に相談支援の活動を全国に広げてき

た。それが、全国相談支援事業、聴覚サポート「なかま」

だ。今後、聴覚サポート「なかま」は四国で重点的に活

動を進めていく予定だ。  

15 

ＮＨＫ 矢野耕二／舘脇千春 

平成 26 年 6 月 8 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

ソーシャルワークを 

広げたい  

～ろう学校での 

取り組み～ 

 ソーシャルワーカーの矢野さんは、学校でのソーシャ

ルワークに力を入れている。いじめ、虐待、発達障害な

どのケースに応じて、関係する専門家を交えてサポート

するほか、ろう学校を卒業する子どもたちに、就職・進

学後の環境になじめるよう、アドバイスも行う。  
15 

ＮＨＫ 矢野耕二／神部ほなみ 

平成 26 年 6 月 15 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

町に手話が広がった 

～手話言語条例の 

鳥取県は今～ 

 平成２５年１０月、鳥取県で手話言語条例が制定され

た。手話を言語と認めた全国で初めての条例だ。条例制

定後、鳥取県では、手話を普及させるさまざまな取り組

みが進められている。制定から８か月が過ぎた現在の、

取り組みの状況を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 石橋大吾（鳥取県聴覚障害者協会事務局長） 

平成 26 年 6 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 



14 

 

D  記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-036 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

地域の防災力を 

高めるために  

～第６２回全国ろうあ者

大会ｉｎ長野～ 

 平成２６年６月に長野で開かれた第６２回全国ろう

あ者大会から、研究分科会「防災」のもようを紹介す

る。テーマは「聴覚障害者の地域の防災力を高めるに

は」。気象庁や大学教授といった専門家を招いて、それ

ぞれの地域で聴覚障害者を災害から守る防災力を高め

るための具体的な方策を提案、検討していく。  

15 

ＮＨＫ 田中淳／荒谷博／小倉健太郎／倉野直紀／長谷川芳弘 

平成 26 年 7 月 6 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-037 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

豊かなコミュニケー

ションを 

～中途失聴・難聴者の

手話講習会～ 

 東京都では、中途失聴者・難聴者のための手話講習

会が行われており、講師には、中途失聴・難聴者とし

て、かつて講習会を受講した当事者が当たっている。

当事者同士という安心感と、中途失聴・難聴者に必要

な手話のあり方を考えながらの指導に、受講生に笑顔

があふれる。東京都中途失聴・難聴者協会では、今年

から本格的に指導者養成に取り組みはじめた。講師の

ための手引き書「指導の手引き」を作成し、指導者養

成講座を開講する。  

15 

ＮＨＫ 新谷友良／小林順子／渡辺恭子 

平成 26 年 7 月 13 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-038 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

あの日の夢を 

今リングで  

～ヤミキ６３歳の 

     挑戦～ 

 ろう者によるプロレス団体ＨＥＲＯには５人の聞こ

えないレスラーが所属している。最年長のヤミキは６

３歳の悪役レスラーだ。ヤミキはかつて力道山にあこ

がれ、新日本プロレスに入門した。しかし、聞こえな

いことを理由にデビューできず、会社員としての人生

を過ごしてきた。そんな彼が５９歳の時、ＨＥＲＯが

結成された。夢をかなえてプロレスラーとしてデビュ

ーしたヤミキの奮闘の日々を追う。  

15 

ＮＨＫ ヤミキ／ミスター・ポーゴ／佐藤剛由／友龍 

平成 26 年 7 月 20 日 利用区分 B－3 字幕 



15 

 

D  記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-039 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

あの日の夢を 

今リングで  

～百太聾 もっと 

強くなりたい～ 

 ろう者のプロレス団体ＨＥＲＯの唯一の女性レスラ

ー百太聾（ももたろう）は、プロレス好きだったお父さ

んの影響で、子どものころから女子プロの観戦が大好き

だった。体を動かすのが大好きだった彼女は、とうとう

２２歳の時、女子プロに願書を提出するが、聞こえない

ことを理由に入門を断られる。以来、あきらめきれずに

生きてきた彼女は、ＨＥＲＯ結成を機に、プロレスラー

としての日々をスタートさせた。強くなりたいと練習に

励む日々だ。  

15 

ＮＨＫ 百太聾／矢神葵／コマンド・ボリショイ／ラビット美兎 

平成 26 年 7 月 27 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-040 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

心一つに奏でる  

～難聴の吹奏楽部員～ 

 重度の感音性難聴である村里栞（むらさとしおり）さ

んは、現在高校３年生。熊本商業高等学校に通い、吹奏

楽部でコントラバスを演奏している。聞こえのハンディ

を抱えながら、小さいときから普通校に通ってきた栞さ

んは、障害を克服するために、周囲に対し自らさまざま

な働きかけをしてきた。そんな頑張り屋の彼女が、高校

生活最後のコンクールに向け努力する日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 村里栞／村上美咲／熊本商業高校吹奏楽部のみなさん 

平成 26 年 8 月 31 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-041 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

人生を描く  

～ろうの画家・ 

八木道夫 前編～ 

 ろうの画家、八木道夫さんは静岡県焼津市の出身。八

木さんは、画家への道を応援してくれた故郷の人たちの

ことを今も大切に思っている。焼津市からの依頼で描い

ている高齢者の肖像画は、もう４０年描き続けている。

今年も、１００歳以上のお年寄り４人を描くことになっ

た。八木さんの肖像画にかける思いに迫る。  

15 

ＮＨＫ 八木道夫 

平成 26 年 9 月 7 日 利用区分 B－3 字幕 

 



16 

 

D  記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-042 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

人生を描く  

～ろうの画家・ 

八木道夫 後編～ 

 ろうの画家、八木道夫さんは、ピエロを３０年以上描

き続けている。ピエロを自画像として描いているという

八木さん。ピエロを通して八木さんの内面が語られてい

るのか？描き続けてきた八木さんの人生をたどる。  15 

ＮＨＫ 八木道夫 

平成 26 年 9 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-043 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

明日を信じて歌う 

～４Ｄｉｓａｂｉｌ

ｉｔｉｅｓ～ 

 「４Ｄｉｓａｂｉｌｉｔｉｅｓ（よん ディサビリテ

ィーズ）」は、４人の障害者という意味。障害を持つ４

人が障害と向き合い、前向きに生きるにはどうしたらい

いのか？というテーマの下、思いを歌に込めて活動して

いる。サインダンスを担当する西田さんは、重度の感音

性難聴。かつて普通校に通っていたころ、コミュニケー

ションが取れず、傷ついた経験があった。そんな彼が、

「障害は個性」と言えるようになった今、同じような思

いをしている仲間に向けて、熱い思いを伝える。  

15 

ＮＨＫ 西田敬康／和田直也／本村智之／田中幹人 

平成 26 年 9 月 21 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-044 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話ビジネスで 

社会を変える  

～ＩＴでもっと 

豊かな暮らしを～ 

 ＩＴベンチャー代表の大木洵人（おおきじゅんと）さ

んは中学生の時から手話を勉強し、大学生の時には、手

話サークルに入って通訳活動を行っていた。そんな大木

さんは２１歳で会社を立ち上げ、ＩＴ技術で聞こえない

人の暮らしを豊かにしたいと、さまざまなサービスの提

供に取り組んでいる。インターネットによる遠隔手話通

訳のサービスや、手話を使ったバラエティー番組の制

作、動画配信などだ。また、インターネットを使った 

手話辞典の開発など、コミュニケーションの壁をなくす

取り組みにも力を注いでいる。大木さんの取り組みを紹

介する。  

15 

ＮＨＫ 大木洵人 

平成 26 年 9 月 28 日 利用区分 B－3 字幕 



17 

 

D  記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-045 

 

バリバラ  

盲ろうワールド 

 今回のバリバラのテーマは「盲ろう者」。視覚と聴覚

の両方に障害のある盲ろう者だが、実際にはどんな人々

なのだろうか。タレントの松本明子が、人生初の盲ろう

者とのコミュニケーションに挑戦。松本は盲ろう者にど

のように自己紹介するのか？スタジオに盲ろう者を迎

え、ふだんの暮らしぶりや趣味の話など、知られざる「盲

ろうワールド」を紹介する。  

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／松本明子／太源應子／町田拓 

平成 25 年 10 月 4 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-046 

 

ハートネットＴＶ 

ぼくたちのサイン  

～難聴のエースと 

仲間たち 最後の夏～ 

 島根県の益田東高校野球部のエース廣中蒼磨（ひろな

かそうま）君は先天性の難聴だ。話すことにも障害があ

り、チームメートとのコミュニケーションには簡単な手

話と指文字を使う。エースを支えるために、チームメー

ト８０人全員が指文字を覚えた。試合中も指文字や身振

りなどのさまざまな工夫で、チームはエースの蒼磨君を

支え、蒼磨君はエースとしてチームを支えてきた。チー

ム一丸となって甲子園を目指す夏、蒼磨君と仲間たちの

絆の物語。  

29 

ＮＨＫ 廣中蒼磨／益田東高校野球部の皆さん 

平成 26 年 8 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-047 

 

ハートネットＴＶ 

絆を取り戻したい 

～被災地のろう学校・ 

創立１００周年～ 

 創立１００周年を迎える宮城県立聴覚支援学校。東日

本大震災によって同窓会名簿は失われ、多くの卒業生と

連絡が取れない状態となっていた。創立記念式典をきっ

かけに、失われた絆を取り戻したいと願う卒業生たち。

なるべく多くの卒業生に式典に参加してもらうため奮

闘する同窓会会長の渡邊征二さんを追う。（手話付き）

手話表現者：米内山昭枝  

29 

ＮＨＫ 渡邊征二／岩佐廣平／渡辺實 

平成 26 年 11 月 18 日 利用区分 B－3 字幕・手話 



18 

 

  

D  記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-048 

 

人間開発  

三重苦２０年の記録 

前編 

 幼い頃に高熱で視覚と聴覚の両方を失ったヤマグ

チシゲコとアキヤマタダオ。２人は７歳と６歳の時、

甲府の盲学校に入った。それまでまったくしつけや教

育を受けられず、動物のようだった２人。だが盲学校

と東京大学の梅津教授の手により食事や排せつなど

の日常生活訓練を受け、少しずつ成長していく。 

 手話表現者：五十嵐由美子 

※この作品の音声には、「おし・つんぼ・めくら」等の差

別語が出てきます。これらの差別語は、人権上、現在で

は使うことの許されないものです。しかしこのＤＶＤで

は、記録映像という作品の性質、および制作当時（昭和

３９年）の社会状況を踏まえ、音声のまま字幕化してい

ます。  

18 

ＴＢＳ  

昭和 39 年 4 月 21 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

DA2015-049 

 

人間開発  

三重苦２０年の記録 

後編 

 シゲコとタダオは生活習慣も身につき、身の回りの

ことは自分でできるようになった。点字や指文字を覚

え言葉を獲得して以来、２人の進歩はめざましかっ

た。抽象的な概念も獲得し、タダオは代数を学ぶまで

に成長した。二十歳になったシゲコは東京にいる梅津

先生に会いたいと願い、タダオとともに上京しデパー

トでの買い物を楽しむ。人間とは何か、とりわけ言葉

とは何かを考えさせる記録映像。 

手話表現者：五十嵐由美子 

※この作品の音声には、「おし・つんぼ・めくら」等の差

別語が出てきます。これらの差別語は、人権上、現在で

は使うことの許されないものです。しかしこのＤＶＤで

は、記録映像という作品の性質、および制作当時（昭和

３９年）の社会状況を踏まえ、音声のまま字幕化してい

ます。  

23 

ＴＢＳ  

昭和 39 年 4 月 28 日 利用区分 B－3 字幕・手話 



19 

 

D  記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2015-050 

 

ＪＮＮルポルタージュ 

盲ろう者に生まれて… 

～見えない 

聞こえない１９歳 

“学びの軌跡”～ 

 森敦史さんは先天性の盲ろう者。生後半年ごろには

視覚と聴覚に障害があることが分かった。大半の盲ろ

う者が人生の過程で重複障害になった人たちであり、

敦史さんのような先天性の盲ろう者は極めて少ない。

１９歳になった敦史さんの希望は大学進学だ。大学に

通うには、授業のほかに登下校のサポートも欠かせな

い。だが現在の制度では、授業の通訳や通学等のサポ

ートを行う通訳介助者にかかる費用はすべて自己負

担だ。盲ろう者を支える制度の現状をまじえながら、

敦史さんの大学への挑戦を追う。 

 手話表現者：小野寺善子  

25 

ＴＢＳ 森敦史 

平成 23 年 7 月 17 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

DA2015-051 

夢の扉＋  

ＮＥＸＴＤＯＯＲ  

コミュニケーションを 

バリアフリーに！！ 

中石真一路 

 これまでは難聴者が補聴器を付け、聞こえを補って

きた。その発想を逆転。話し手が難聴者を支援できる

スピーカーが誕生した。開発者は中石真一路さん。こ

のスピーカー、普通の音の大きさでも言葉を明瞭に聞

き取ることができる。そのヒントは何とスズムシ！？  

25 

ＴＢＳ 中石真一路 

平成 26 年 9 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 

DA2015-052 

未来へのおくりもの 

目と耳の両方に 

障がいがある“盲ろう

者”を支援する人たち 

 目と耳の両方に障害を持つ人は盲ろう者と呼ばれ、

全国に約２万２，０００人いる。その盲ろう者の方々

の支援活動に取り組むのが全国盲ろう者協会。理事を

務めるのは、ご自身も盲ろう者である福島智さんだ。

福島さんは世界でも類をみない経歴の持ち主だった。  

28 

ＢＳ－ＴＢＳ 福島智 

平成 23 年 3 月 5 日 利用区分 B－3 字幕 



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 

DA2015-053 

 

五目ごはん  

～私たちの生きる道～ 

 「ユニバーシティライフ ～ろう・難聴学生の素顔～」

（２００６）に出演している５人の卒業生の現在を追っ

たドキュメンタリー。仕事、結婚、育児など、それぞれ

が自分の人生を歩んでいる。大学時代に学んだことや出

会い、経験が今につながっている。  
82 

Ｓｔｕｄｉｏ  

ＡＹＡ 

 

平成 24 年 利用区分 A－3 字幕 

DA2015-054 

 

昭和を切り拓いた 

ろう女性から 

あなたへ 

 近年、聴覚障害者を取り巻く社会環境は少しずつ改善

され、ろう・難聴女性の活躍の場も広がってきている。

しかしこれらはすべて、先輩たちが苦労して切り拓いて

きたものだ。作品では、ろう・難聴女性の諸先輩のお話

を伺い、これからの時代を生きる若い人々に、「今後の

自分の生き方」を考えるきっかけを提供する。  
60 

Lifestyles of Deaf 

Women ・  

Studio AYA 

 

藤田孝子／岩田恵子／大槻芳子 

平成 23 年 利用区分 A－3 字幕 

 



21 

 

D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DD2015-001 

 

プロフェッショナル 

仕事の流儀  

言葉を超えて、 

人をつなぐ  

会議通訳者  

長井鞠子 

 高度な語学力と集中力、そして瞬発力が求められる

同時通訳者。中でも長井鞠子（ながいまりこ）さんは、

年間２００もの国際会議を任されるプロ中のプロだ。

石原元都知事をはじめ、世界中の要人からあつい支持

を集める。通訳に必要な日本語の力を研ぎ澄ますため

に和歌の稽古に取り組み、キャリア４０年の今も手書

きの単語帳作りを欠かさない。７０歳にしてなおトッ

プ通訳者として活躍する長井さんの姿を追う。  

48 

ＮＨＫ 長井鞠子 

平成 26 年 3 月 3 日 利用区分 B－3 字幕 

DD2015-002 

 

徹子の部屋 坂本九 

 １９８２年にオンエアされた「徹子の部屋」。ゲス

トは『上を向いて歩こう』の坂本九さん。坂本さんが

自身の生い立ちや両親のこと、妻や娘のこと、そして

福祉の仕事に関することなどを語る。坂本さんはその

後、１９８５年に起きた日航機墜落事故で亡くなっ

た。  

30 

テレビ朝日 黒柳徹子／坂本九 

昭和 57 年 5 月 17 日 利用区分 B－3 字幕 

DD2015-003 

 

徹子の部屋  

米内山明宏 

 日本ろう者劇団のリーダーであり、ろう者の俳優と

してプロ第一号の米内山明宏さんが、日本ろう者劇団

を設立したきっかけや今後の目標について語る。「ギ

ルガメッシュ」の芝居に出演した時のＶＴＲや、文楽

の大江巳之介さんに弟子入りして作ったつめ頭も見

せてくれる。通訳は劇団のメンバーで川崎市役所勤務

の田中正子さん。  

30 

テレビ朝日 黒柳徹子／米内山明宏／田中正子 

昭和 57 年 1 月 27 日 利用区分 B－3 字幕 



22 

 

D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2015-004 

 

目撃者ｆ  

棚田への思い消えず… 

～九州北部豪雨から

１年～ 

 九州北部豪雨で大きな被害を受けた福岡県うきは市。

日本の棚田百選にも選ばれたつづら棚田も被災した。農

業を営む坂本昭市さんも、この豪雨で自宅と多くの田ん

ぼを失った。一時は、田んぼをやめることも考えた坂本

さんだが、棚田を通じて交流してきた人々とのふれあい

を通じて、再び田んぼづくりに取り組む決意を新たにす

る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

27 

福岡放送 坂本昭市 

平成 25 年 8 月 4 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

DD2015-005 

 

目撃者ｆ  

「戦後」いつまでも… 

～戦争の記憶  

次の世代へ～ 

 「次の戦争が始まるまでが戦後。戦争さえ始まらなけ

れば、ずっと『戦後』は続くーー」この思いを胸に戦争

のことを記録し、語り継ぐ人々がいる。かつて特攻隊の

基地のあった大分県宇佐市に平和資料館がオープンし

た。資料館の誕生と運営には市民団体「豊の国宇佐市塾」

が大きく貢献している。宇佐市塾は地元の文化や歴史の

研究を続ける中で、近年、戦争をテーマにして、特攻隊

の生き残りや遺族に戦争の話を聞いて記録に残す活動

などを行っている。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：野口岳史  

27 

福岡放送  

平成 25 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 字幕・手話 



23 

 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2015-001 

 

敬語おもしろ相談室１  

「敬語の心得」 

 知っているようで知らない敬語。日本語の敬語は使

い方が難しいといわれる。しかしそもそも敬語は相手

を思いやる気持ちを言葉で表した、いわば人間関係の

潤滑油。あなたも敬語を使いこなして、常識人として

の自分を示そう！ 

 第１回は「敬語の心得」。敬語を使う上での基本的

な心構え、考え方を説明する。  

5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-002 

 

敬語おもしろ相談室２  

「敬語の基本」 

 第２回は「敬語の基本」。５種類あると言われる敬

語の種類とその使い分けを実例をまじえて説明する。  

6 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-003 

 

敬語おもしろ相談室３  

「敬語のＴＰＯ」 

～依頼の仕方～ 

 第３回は「敬語のＴＰＯ」。職場の先輩に仕事をお

願いするとき、どんなふうに言えば失礼にならないの

か。最近よく聞く「～させていただく」という言い方

は正しいのか、どんな時に使えばいいのか。実例をま

じえて説明する。  

5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-004 

 

敬語おもしろ相談室４ 

「間違いやすい敬語①」 

～尊敬語ＶＳ謙譲語Ⅰ～ 

 第４回は「間違いやすい敬語①」。上司に向かって

「資料、お持ちしますか？」と聞いた時、資料を持つ

のは上司？自分？「お伺いする」は、敬語が二重にな

っているが使っていいの？…などなど、間違いやすい

敬語を解説していく。  

5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 



24 

 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2015-005 

 

敬語おもしろ相談室５  

「間違いやすい敬語②」 

～尊敬語あれこれ～ 

 第５回は「間違いやすい敬語②」。駅のアナウンスで

「この電車は車庫に入りますので、御乗車できません」、

これは不適切な表現。でも「御乗車はできません」とな

るとＯＫな表現になる。「読みやすい」「分かりやすい」

の尊敬語は何か？など、間違いやすい敬語を解説する。  

5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-006 

敬語おもしろ相談室６  

「間違いやすい敬語③」 

～謙譲語ⅠＶＳ 

謙譲語Ⅱ～ 

 第６回は「間違いやすい敬語③」。自分がへりくだる

ことで、相手への敬意を表す「謙譲語」は、敬う対象や

意識する対象により２つに分かれる。使い方の難しい謙

譲語を解説する。  
5 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-007 

 

敬語おもしろ相談室７ 

「場面で異なる敬語」

～ウチとソト～ 

 第７回は「場面で異なる敬語」。同じ人に対する言葉

でも、「ウチ」と「ソト」で敬語の種類が変わる。「田中

部長」なら部長への尊敬表現だが、社外の人に言うとき

は「部長の田中」と言わないと失礼になる。敬語の使い

方の落とし穴「ウチとソト」について解説する。  

6 

文化庁 神田京子 

平成 22 年 利用区分 A－3 字幕 

EA2015-008 

 

災害がおきたとき 

みんなで 

支えあうために 

 私たちが暮らす日本は、昔から何度も自然災害の被害

に遭ってきた。大災害の時に、まず大切なことは自分の

身を守ること。そして家族の安全を確認したあとに、地

域住民相互の助け合いが重要になる。この作品では、高

齢者や障がい者等の災害時要援護者（避難行動要支援

者）の避難支援に役立てるための具体的な方法を説明す

る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

24 

藤沢市  

平成 26 年 利用区分 A－3 字幕・手話 



25 

 

E 教育・教材 Education 

EA 社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2015-009 

ＪＡ共済  

きずな町物語  

「作造さん、交通安全

に目覚める」の巻  

～交通事故に遭わない・ 

起こさないために～ 

 近年、高齢者の交通事故は増加傾向にある。原因の１

つは意識と行動のズレだ。加齢に伴い、視力や反射神経

などは衰えていくが、頭の中では若い頃のままの感覚で

運転をしてしまうことが多い。作品では、ドラマ仕立て

で身近な事例を示しながら、高齢者の交通安全について

分かりやすく解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河合祐三子  

22 

ＪＡ共済  

平成 26 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

EA2015-010 

ＪＡ共済  

きずな町物語  

「春子さん危機一髪」の巻  

～詐欺の被害に 

遭わないために～ 

 高齢者を狙った詐欺は後を絶たない。振り込め詐欺

や、もうけ話をかたった詐欺、医療費の還付金詐欺など、

次々に新しい手口が出てきている。高齢者を狙う詐欺に

遭わないための最大の対策は、家族同士や同じ町に住む

人々が互いに気を配り声を掛け合うこと。作品では、ド

ラマ仕立てで詐欺の具体例を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河合祐三子  

17 

ＪＡ共済  

平成 26 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

EA2015-011 

 

富岡製糸場 

 ２０１４年、世界遺産に登録された富岡製糸場。１８

７２年に明治政府によってつくられ、当時世界でも最大

級の規模を誇った官営工場だ。西欧の技術を取り入れ、

良質な生糸の大量生産を実現し、日本の近代化に大きく

貢献した。建設から１４０年以上たった今も創業当時の

姿を保つ富岡製糸場の建物を詳しく紹介しながら、当時

の生糸生産技術や日本近代化の歩みを振り返る。 

 手話表現者：森田明  

21 

富岡市  

平成 25 年 利用区分 A－3 字幕・手話 



26 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2015-001 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

不思議な貯金箱 

 「エネルギーが分かれば世界が分かる！」を合言葉に、

でんじろう先生が科学マジックを通じて、科学の不思議

を紹介する。 

 「不思議な貯金箱」は、コインと磁石を使ったマジッ

クだ。  

3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 1 日 利用区分 B－3 字幕 

EB2015-002 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

突然燃える紙！ 

 今回の科学マジックは「突然 燃える紙」。でんじろ

う先生がパワーを送ると突然紙が燃えだした。タネは黒

い液体の入ったフラスコと強力なライト。でも黒いもの

は光を通さないはず。さて、紙が燃えた理由は？  
3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 8 日 利用区分 B－3 字幕 

EB2015-003 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

モグラを動かす 

不思議な力 

 今回の科学マジックは「モグラを動かす不思議な力」。

コイルと磁石を使ったマジックで、電磁誘導の仕組みを

紹介する。  

3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 15 日 利用区分 B－3 字幕 

EB2015-004 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

科学マジック  

曲がる水 

 今回のマジックは「曲がる水」。蛇口から流れる水を

でんじろう先生が念力で曲げる！タネは、わたしたちの

身近にある電気の力。プラスの電気とマイナスの電気を

使うことで、自由に水を曲げられるのだ。  
3 

中京テレビ  

平成 26 年 2 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 

EB2015-005 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

リモコンの秘密 

 今回は「リモコンの秘密」に迫る。私たちの生活に欠

かせないリモコンだが、どのような仕組みで機械を操作

しているのだろう。携帯電話のカメラを使って、リモコ

ンから出ている光線の正体に迫る。  
3 

中京テレビ  

平成 27 年 1 月 17 日 利用区分 B－3 字幕 



27 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2015-006 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

放射線「Ｘ線」の性質 

 今回のテーマは「放射線『Ｘ線』の性質」。飛行機の

手荷物検査や、健康診断に使われるＸ線。どうしてＸ線

を使うと、荷物や体の中身を見ることができるのだろ

う。  
3 

中京テレビ  

平成 27 年 1 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 

EB2015-007 

でんじろう先生の 

はぴエネ！  

美術館で活躍！ 

ＬＥＤ 

 今回のテーマは「美術館で活躍！ＬＥＤ」。私たちの

身近に使われているＬＥＤ照明は、家庭以外に美術館で

も大活躍している。実はＬＥＤ照明には、これまでの照

明とは異なるある特徴があり、それが美術館で重宝がら

れているのだ。  

3 

中京テレビ  

平成 27 年 1 月 31 日 利用区分 B－3 字幕 

EB2015-008 

 

サイエンス 

チャンネル  

赤ちゃんがいっぱい 

（７）育て！ 

サバンナの人気者 

キリンの巻 

 多摩動物公園では、広い敷地に多くの動物が放し飼い

にされている。中でもキリンは「サバンナ」と呼ばれる

飼育場で、シマウマやシロオリックスなどほかの草食動

物と暮らしている。なるべく野生に近い状態で飼育した

ほうが、その動物が本来持つ行動パターンが見られるの

ではないかという方針のためだ。飼育員の清水さんか

ら、動物園でキリンを飼育する難しさや、さまざまな工

夫についてお話を伺う。 

 手話表現者：荒井美香  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 



28 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2015-009 

 

サイエンス 

チャンネル  

赤ちゃんがいっぱい 

（８）特別天然記念物

の住む川を守れ！  

オオサンショウウオの巻 

 世界最大級の両生類であるオオサンショウウオは、国

の天然記念物。広島の安佐動物公園では１９７１年の開

園以来、オオサンショウウオの調査と保護を行い、日本

で初めて、飼育しているオオサンショウウオの繁殖にも

成功した。３０年以上にわたり、オオサンショウウオの

調査保護に携わっている足利和英さんに、繁殖の苦労や

動物園での飼育の工夫などについてお話を伺う。 手話

表現者：河合祐三子  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

EB2015-010 

サイエンス 

チャンネル  

赤ちゃんがいっぱい 

（９）不思議！深海の

真っ白なエビ  

ゴエモン 

コシオリエビの巻 

 神奈川県の新江ノ島水族館には深海の不思議なメカ

ニズムを再現した珍しい水槽がある。そこで飼育されて

いるゴエモンコシオリエビは、猛毒の硫化水素を含んだ

３００℃の熱水が噴出する所で生活する深海生物だ。光

の届かない深海の猛毒の中、ゴエモンコシオリエビはど

うやって生活しているのか。飼育担当の根本卓さんにお

話を伺う。 手話表現者：河合祐三子  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

EB2015-011 

 

サイエンス 

チャンネル  

赤ちゃんがいっぱい 

（１０）大きな願いを

小さな体で受けとめて 

アジアゾウの巻 

 東南アジアの森林地帯に住むアジアゾウ。日本の動物

園ではゾウの繁殖は難しく、アジアゾウの繁殖例は３例

しかない。そのうちの２例が神戸市立王子動物園による

ものだ。しかし１頭目は死産。２００４年に生まれたメ

スの赤ちゃんも、骨折が原因で１年と２か月で死んでし

まう。その後生まれたのが、オスのアジアゾウ「オウジ」。

貴重な出産映像を交えながら、アジアゾウの繁殖に取り

組む王子動物園を紹介する。 

 手話表現者：荒井美香  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 



29 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2015-012 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１１）植物の進化の

謎と不思議をめぐって  

カワゴケソウの巻 

 カワゴケソウは、清流だけに生息する水中植物。しか

し、驚くことに７０００万年前には、陸上に生えるオト

ギリソウという植物だったという。新しい環境に適応す

るために、現在の形に進化したのだ。 

 進化の不思議に魅せられ、植物学の研究者たちはきょ

うも研究を続けている。（字幕・手話付き 選択可能）

手話表現者：後藤美幸  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

EB2015-013 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１２）進め！ 

海洋の冒険者たち  

ウミガメの巻 

 絶滅危惧種に指定されているウミガメ。沖縄美ら海

（ちゅらうみ）水族館は、世界のウミガメ８種類のうち

５種類を展示している。 

 ウミガメ担当の前田さんは、ウミガメを通して環境の

大切さを伝えたいと、ウミガメの卵の保護、飼育、研究

を続けている。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現

者：荒井美香  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

EB2015-015 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（１３）たまには外で

のんびりしたいんです 

ナマケモノの巻 

 東京都にある上野動物園のベテラン飼育員である細

田さんが考えた動物の見せ方の工夫について紹介する。 

 ナマケモノ、オオアリクイ、アイアイなど、たくさん

の動物を飼育してきて、いろんな改革をしてきた細田さ

んだからこそわかる「動物も喜び、人も楽しい」という

その工夫とは？ 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：河野光子  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

 

 

 



30 

 

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 

FB2015-001 

 

オレンジデイズ １ 

 大学４年生の結城櫂（ゆうきかい）は、就職の内定が

もらえず焦っていた。年上の彼女・真帆にも励まされる

が、なかなかうまくいかない。そんなある日、櫂はバイ

オリンを弾く美しい女性に出会う。それが櫂と沙絵の初

めての出会いだった。  

73 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 4 月 11 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-002 

 

オレンジデイズ ２ 

 バイオリニストの道をあきらめた沙絵は、大事にして

いたバイオリンを売ってしまった。しかし、本当はバイ

オリンをあきらめたくはなかった。そんな沙絵の本心を

知った櫂は、翔平と啓太とともに、沙絵のバイオリンを

探した。  

47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 4 月 18 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-003 

 

オレンジデイズ ３ 

 沙絵と櫂の関係に、櫂の年上の彼女・真帆の心は複雑

だった。そして、真帆は大学時代の友人だった佐野を誘

い、悩みを打ち明ける。大学時代から真帆のことが好き

だった佐野は、いつでも受け止めてやると真帆に言う。  
47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 4 月 25 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-004 

 

オレンジデイズ ４ 

 啓太がオレンジ色のノートを用意し、自分の心の内を

自由に書き合うことを提案する。そして５人の仲間を

「オレンジの会」と名付けた。ある日茜は、就職試験が

行われたホテルで偶然に翔平と出会った。  
47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 5 月 2 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-005 

 

オレンジデイズ ５ 

 自分の進路を決めた櫂、就職の内定が取れた茜と啓

太。啓太はそのお祝いに、オレンジの会でキャンプに行

くことを提案する。５人はレンタカーを借り、湖畔のキ

ャンプ場に向かった。  
47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 5 月 9 日 利用区分 B－3 字幕 



31 

 

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 

FB2015-006 

 

オレンジデイズ ６ 

 沙絵の頑張る姿に影響を受け、人生の目標を見つけた

櫂は、バイオリンをあきらめた沙絵にピアノを弾くこと

を勧める。「沙絵のお陰で自分の道を見つけた。沙絵も

頑張れ」と櫂に励まされた沙絵は、自分の力でピアノを

弾ける場所を探し始めた。  

47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 5 月 16 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-007 

 

オレンジデイズ ７ 

 沙絵と親しげに手話で話す男性が一体何者なのか、気

になる櫂。茜によると、沙絵が留学先で一緒だった沙絵

のあこがれの先輩・柿崎であることが分かった。沙絵を

デートに誘った柿崎は、沙絵に「前から好きだった」と

告白する。  

47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 5 月 23 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-008 

 

オレンジデイズ ８ 

 沙絵に「櫂は自分より下の人に優しくしてあげるのが

気持ちいいのよ」と言われ、ショックと同時に怒る櫂。

沙絵の本心を察した茜は、２人を仲直りさせるため、翔

平とともに、２人きりで海に行かせる計画を立てる。  
47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 5 月 30 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-009 

 

オレンジデイズ ９ 

 沙絵の家に沙絵と親せきのハルキがやってきた。ハル

キはドイツの有名な楽団でピアノを弾いている。長期休

暇を取って日本に帰ってきたハルキは、しばらく沙絵の

家に世話になることになったのだ。沙絵とハルキは子供

のころから仲がよかった。  

47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 6 月 6 日 利用区分 B－3 字幕 

 



32 

 

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 

FB2015-010 

 

オレンジデイズ １０ 

 沙絵は母からドイツで手術を受けることを勧められ

悩む。一方、翔平はカメラマンの先生に、一緒にチベッ

トへ撮影旅行にかないかと誘われる。そして啓太は卒業

後に実家の名古屋に帰ることを決心する。オレンジの会

のそれぞれが自分の歩む道に悩む。  

47 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 6 月 13 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-011 

 

オレンジデイズ １１ 

 オレンジの会はバラバラになってしまった。ドイツへ

行ってしまった沙絵、チベットへ行ってしまった翔平、

残りの３人も何となく顔を合わせる機会が減っていっ

た。そんなある日、櫂のもとへ沙絵から手紙が届いた。

そこに書かれていたのは…。  

60 

ＴＢＳ 妻夫木聡／柴咲コウ／成宮寛貴／白石美帆／瑛太 

平成 16 年 6 月 20 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-012 

 

ＨＥＲＯ １ 

 東京地検城西支部に久利生公平が帰ってきた。担当事

務官になった麻木は、ジーパン姿で型破りな言動を連発

する久利生にあきれる。着任直後に久利生が担当するこ

とになったのは、居酒屋で傷害事件を起こした被疑者・

大西祐二。単なる傷害事件と思われたが、大西の指紋が

１５年前の宝石強盗犯のものと一致。しかも時効成立は

３日後だった。 

 新メンバーのもと、久利生公平の活躍が再び始まる！  

70 

フジテレビ 
木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太／

濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文世 

平成 26 年 7 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 



33 

 

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 

FB2015-013 

 

ＨＥＲＯ ２ 

 エリートサラリーマンが起こした痴漢事件を担当

することになった久利生。被疑者の態度に腹を立てる

麻木だが、弁護士から「事務官は素人なので黙ってい

てほしい」と言われてしまう。さらに痴漢被害者の女

性が突然、訴えを取り下げると言ってくる。  58 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／谷原章介 

平成 26 年 7 月 21 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-014 

 

ＨＥＲＯ ３ 

 殺人事件で取り調べ中の被疑者・佐伯が亡くなっ

た。心筋梗塞による病死だったが、起訴直前だったた

め、担当検事の田村は悔しがる。そこへ被害者の父親

から電話がかかってきた。被疑者死亡で不起訴になっ

たことを知ると父親は絶句。次の日から、父親は担当

検事に会わせろと城西支部に何度も押しかけてくる

ようになる。だが田村は会おうとはせず…。  

58 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／前田吟 

平成 26 年 7 月 28 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-015 

 

ＨＥＲＯ ４ 

 城西支部に京都地検の検事が詐欺事件の取り調べ

でやってきた。その検事は、かつて久利生とともに城

西支部で働いていた中村美鈴検事だった。 

 一方久利生は、マンホールのふたを盗んだ男の取り

調べを担当していた。被疑者の男は、麻木のかつての

仲間だった。相変わらず納得いくまで調べようとする

久利生だが、捜査中、麻木が何者かに襲われてしまう。  

47 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／大塚寧々 

平成 26 年 8 月 4 日 利用区分 B－3 字幕 



34 

 

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 

FB2015-016 

 

ＨＥＲＯ ５ 

 大忙しの城西支部の検事たち。とうとう川尻部長ま

で置き引き事件の取り調べを担当することになる。か

つて「鬼の川尻」と言われた部長の取り調べに期待す

るメンバーたちだが、容疑者の小茂田はしたたかで犯

行を認めようとしない。しかも事件は午後の公園で起

きたため目撃者は子どもばかり。子どもが苦手な川尻

は、うまく証言を引き出すことができない。  

47 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世 

平成 26 年 8 月 11 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-017 

 

ＨＥＲＯ ６ 

 事務官の遠藤が逮捕された。なんと容疑は殺人未

遂。特捜部による取り調べが始まるが、遠藤にはまっ

たく身に覚えがない。しかも特捜部の人間も牛丸次席

も何かを隠しているようだ。久利生たちはひそかに事

件を調べ始める。  47 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／石黒賢 

平成 26 年 8 月 18 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-018 

 

ＨＥＲＯ ７ 

 馬場検事に頼まれて久利生は、恋人に暴力をふるっ

た被疑者・城山圭吾の取り調べを始める。被害者のさ

くらは、熱海の実家に帰ってしまったため、久利生は

出張して事情聴取を行うことにする。久利生と麻木が

泊まりがけで出張と聞いた宇野検事は内心穏やかで

はない。 

 熱海でさくらに会った久利生だが、その後、熱海に

城山が現れて…。  

47 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世 

平成 26 年 8 月 25 日 利用区分 B－3 字幕 



35 

 

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 

FB2015-019 

 

ＨＥＲＯ ８ 

 暴力団幹部を殺害した容疑で、権藤が城西支部に送

致されてきた。素直に犯行を認める権藤に久利生は誰

かの身代わりではないかと疑念を抱く。権藤の担当弁

護士の小此木は、暴力団の顧問弁護士であり、なんと

宇野検事の司法修習生時代の先生だった。  47 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／池内博之／鶴見辰吾 

平成 26 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-020 

 

ＨＥＲＯ ９ 

 大学生４人が、仲間の一人を暴行して死なせる事件

が発生した。城西支部では、４人の被疑者を４人の検

事がそれぞれ担当することになる。被疑者の大学生た

ちがなかなか口を割らない中、久利生はお出かけ捜査

で有力な情報を手に入れる。そして学生たちとは別

に、怪しい人物に行き着くのだったが…。  
47 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／片桐はいり 

平成 26 年 9 月 8 日 利用区分 B－3 字幕 

FB2015-021 

 

ＨＥＲＯ １０ 

 現職大臣の贈収賄容疑を調べる特捜部の手伝いを

命じられた久利生と麻木。しかし待っていたのは、膨

大な関係書類を調べて、事件と関係ありそうなものを

探すという地味な仕事だった。一方、城西支部には南

雲という被疑者が殺人の容疑で送致されていた。田村

検事と遠藤が取り調べを進めると、南雲の犯行と思わ

れる事件が過去に何件もあることが判明。しかもその

うちの１つは、別の人物が起訴され判決直後に亡くな

っていた。  

58 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／加藤虎ノ助 

平成 26 年 9 月 15 日 利用区分 B－3 字幕 



36 

 

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 

FB2015-022 

 

ＨＥＲＯ １１ 

 過去にも傷害事件を起こしていたと疑われる南雲

被疑者。しかしそのうちの１件は、別の人間が起訴さ

れ、刑罰の確定後に病死していた。もしこの事件も南

雲の犯行だとしたら、えん罪事件に発展してしまう。 

 動揺する城西支部メンバー。しかし南雲を担当する

ことになった久利生は、第１回公判で過去の事件すべ

てを追及することを告げる。すべての鍵を握るのは、

過去の事件でえん罪起訴した疑いのある当時の担当

検事・国分秀雄だった。  

69 

フジテレビ 

木村拓哉／北川景子／松重豊／角野卓造／杉本哲太

／濱田岳／正名僕蔵／吉田羊／八嶋智人／小日向文

世／井上順 

平成 26 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 

 

FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FC2015-001 

 

連続テレビ小説  

花子とアン  

総集編（前編）  

「こぴっと、青春！」 

 「赤毛のアン」は昭和２７年に出版され、今も多く

の人に愛読されている。これは「赤毛のアン」の翻訳

者・村岡花子がアンと出会い、日本中の人々に夢と希

望を届けるまでの物語。 

 明治２６年（１８９３年）山梨県甲府の貧しい農家

の長女として生まれたはなは、教育熱心な父の勧めで

東京のミッションスクールに給費生として編入する。

校風や英語に戸惑いながら、英米文学に親しんでいく

はなは、そこで生涯の腹心の友となる葉山蓮子と出会

う。  

98 

ＮＨＫ 
吉高由里子／鈴木亮平／伊原剛志／室井滋／窪田正

孝／仲間由紀恵／吉田鋼太郎／黒木華／土屋太鳳 

平成 26 年 11 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 



37 

 

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 

FC2015-002 

 

連続テレビ小説  

花子とアン  

総集編（後編）  

「想いよ、届け！」 

 失恋したはなは仕事でもミスが続き甲府へ帰るが、幼

なじみの朝市の尽力でめでたく英治と結婚。息子の歩を

授かる。一方、九州の石炭王と結婚した蓮子は、宮本龍

一と駆け落ちしてしまう。 

 関東大震災、息子の死、そして第二次世界大戦と続く

困難の中、はなはスコット先生から託された「赤毛のア

ン」の翻訳に打ち込んでいく。  

89 

ＮＨＫ 
吉高由里子／鈴木亮平／伊原剛志／室井滋／窪田正孝

／仲間由紀恵／吉田鋼太郎／黒木華／土屋太鳳 

平成 26 年 11 月 24 日 利用区分 B－3 字幕 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2015-001 

 

釣りバカ日誌１３ 

 浜崎伝助の営業の成果で鈴木建設は富山に美術館を

建てることになった。発注者は伝助の釣り仲間の天狗堂

の黒部会長。会長は設計を手がけることになった桐山桂

を気に入り、契約の条件として自分の息子と桂との縁談

を強引に浜ちゃんに迫るが…。 

（上映の際は事前届出が必要です）  

110 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／丹波哲郎／鈴木

京香／小澤征悦 

平成 14 年 利用区分 B－3 複数字幕 

FD2015-002 

 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 

３Ｄ  

麦わらチェイス 

 ある朝目覚めると、ルフィが命の恩人からもらった大

切な麦わら帽子が消えていた。必死に帽子を捜すルフィ

たちは、帽子をくわえて飛んでいく大ワシを発見。そし

て、ルフィたちはその大ワシを追って、危険地帯に入り

込んでしまう。ルフィは大切な麦わら帽子を取り戻せる

のか？ 

（上映の際は事前届出が必要です）  

31 

東映  

平成 23 年 利用区分 B－3 複数字幕 



38 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2015-003 

 

仮面ライダー鎧武 

サッカー大決戦！ 

黄金の果実争奪杯！ 

 封鎖された沢芽市で紘太（仮面ライダー鎧武）は、不

思議な少年・ラピスと出会いパラレルワールドへと迷い

込む。その沢芽市は、サッカーでにぎわい、全ビートラ

イダーズたちが集結する『オールライダーカップ』が開

催されていた。街の様子の変わりように戸惑う紘太だっ

たが…。（上映の際は事前届出が必要です）  

66 

東映 
佐野岳／小林豊／高杉真宙／久保田悠来／松田岳／片

岡愛之助 

平成 26 年 利用区分 B－3 複数字幕 

FD2015-004 

 

 

隠し砦の三悪人 

 時は戦国の乱世。山名家との戦いに敗れた秋月家の侍

大将・真壁六郎太は、世継ぎの雪姫を擁し残党数名と隠

し砦にこもっていた。そして雪姫とともに軍用金を、盟

約を結んでいた早川領へ運び出そうとしていた。そんな

時、砦に百姓の太平と又七が迷い込んできた。六郎太は

２人の強欲さを頼みに早川領へ脱出を試みる。１９５８

年公開の黒澤明監督作品。 

（上映の際は事前届出が必要です）  

※作品中に、現在では不適切な表現や発言があります

が、作品の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオ

リジナルのまま字幕制作しています。 

139 

東宝 
三船敏郎／千秋実／藤原鎌足／上原美佐／志村喬 

藤田進 

昭和 33 年 利用区分 B－3 複数字幕 



39 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2015-005 

 

 

戦争と人間 第一部 

運命の序曲 

 新興財閥の伍代家は、当主・由介、弟・喬介、長男・

英介らが関東軍と手を取り満州利権獲得のために暗躍

していた。父・由介の庇護のもと長女・由紀子、次女・

順子らはブルジョアとして優雅な生活を送っていた。だ

が伍代家の次男・俊介は貧しい労働者の生活を知るにつ

れ、一族のやり方に反感を覚えていく。 

 張作霖の暗殺、柳条湖事件、そして満州事変と、中国

大陸の戦乱は拡大の一途をたどり、人々の運命は戦争の

大きな渦の中へと巻き込まれていくのだった。 

（上映の際は事前届出が必要です） 

 ※作品中に、現在では不適切な表現や発言があります

が、作品の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオ

リジナルのまま字幕制作しています。  

197 

日活 

芦田伸介／滝沢修／田村高広／二谷英明／三國連太郎

／山本学／浅丘ルリ子／岸田今日子／栗原小巻／高橋

英樹 

昭和 45 年 利用区分 B－3 複数字幕 

FD2015-006 

 

 

戦争と人間 第二部 

愛と悲しみの山河 

 昭和１０年、満州での事業拡大のため、伍代由介と喬

介は、富豪の趙大福に合資会社設立をもちかける。朝鮮

人の徐在林、満人の白永祥、趙の娘・瑞芳らは抗日運動

に身を投じるが、そこに待っていたのは裏切りや逮捕、

拷問の日々だった。一方、俊介は、かつて兄の婚約者だ

った温子に思いを寄せ、俊介の妹・順子は、兄の親友・

標耕平に心ひかれてゆく。 

 相沢中佐事件、２．２６事件を経て、昭和１２年盧溝

橋での１発の銃声から、以後８年間におよぶ日中戦争に

日本は突入していくのだった。 

（上映の際は事前届出が必要です） 

 ※作品中に、現在では不適切な表現や発言があります

が、作品の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオ

リジナルのまま字幕制作しています。  

179 

日活 

芦田伸介／滝沢修／田村高広／二谷英明／三國連太郎

／山本学／浅丘ルリ子／岸田今日子／栗原小巻／高橋

英樹／吉永小百合／佐久間良子 

昭和 46 年 利用区分 B－3 複数字幕 



40 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2015-007 

 

 

戦争と人間 第三部 

完結篇 

 昭和１２年、日中全面戦争の火ぶたが切られた。南京

占領後、日本軍は３０万人もの中国人を虐殺した。順子

は、標耕平と結ばれるが、その１週間後耕平は入隊し、

軍隊の過酷さを思い知る。日本軍のやり方に疑問を覚え

ていた俊介も、ついに入隊する。 

 昭和１４年、満州のノモンハンで国境紛争から日本と

ソ連軍で戦闘が始まり、俊介の部隊はソ連軍により全滅

してしまう。やがて日本はさらなる戦争の泥沼に引き込

まれていく。公開時タイトルは「戦争と人間 完結篇」。

（上映の際は事前届出が必要です） 

 ※作品中に、現在では不適切な表現や発言があります

が、作品の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオ

リジナルのまま字幕制作しています。  

187 

日活 

芦田伸介／滝沢修／田村高広／二谷英明／三國連太郎

／山本学／浅丘ルリ子／岸田今日子／栗原小巻／高橋

英樹／吉永小百合／佐久間良子 

昭和 47 年 利用区分 B－3 複数字幕 

FD2015-008 

 

獄に咲く花 

 １８５４年、激動の幕末期、吉田寅次郎（吉田松陰）

は黒船でのアメリカ密航を計画するが失敗し、長州・萩

の武家専用牢屋敷の野山獄に投獄される。彼は獄中で、

武士階級でありながら身分の低い者たちと交流した罪

で捕えられた高須久と出会う。二人は今まで誰も生きて

出られたことのない悪名高い牢獄で、少しずつ交流を深

めていくが…。 

 吉田松陰の弟、聴覚障害者である敏三郎役として、ろ

う俳優の江副悟史さんが出演している。 

 字幕制作：（社福）山口県聴覚障害者福祉協会  

94 

グローカル・ 

ピクチャーズ 

近藤はな／前田倫良／神山繁／本田博太郎／勝村政信

／下元年世／池内万作／目黒祐樹／ 赤座美代子／江

副悟史 

平成 21 年 利用区分 B－3 字幕 

 



41 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2015-009 

 

長州ファイブ 

 幕末期に幕府の禁を破ってイギリスへ命がけの密航

を果たし、後に近代日本の幕開けに大きな足跡を残した

長州藩の５人の若者の運命を描く壮大な歴史ドラマ。ペ

リー率いる黒船の来航以来、尊皇攘夷の気運が勢いを増

す幕末の日本。西欧に人材を派遣し見聞を広め、学問や

技術を習得することが必要と、伊藤博文、井上馨、井上

勝、遠藤謹助、山尾庸三の５人は、イギリスの最新技術

や知識を日本に持ち帰るため、遥かなる異国の地、イギ

リスを目指して危険な航海に旅立った。山尾庸三は帰国

後、ろう者の人材教育に熱心に取り組み、明治１３年（１

８８０年）に楽善会訓盲院を設立した。 

字幕制作：（社福）山口県聴覚障害者福祉協会  

協力：山口県字幕サークルＥライン  

116 

グローカル・ 

ピクチャーズ 

松田龍平／山下徹大／北村有起哉／三浦アキフミ／前

田倫良／原田大二郎／榎木孝明／寺島進／泉谷しげる 

平成 18 年 利用区分 B－3 字幕 

FD2015-010 

 

 

四つの終止符 

 ろうあ者の青年・晋一は、母・辰子と祖父・進と慎ま

しく生活していた。ある日、晋一が買った薬を飲んで辰

子が死んでしまう。警察は、晋一による毒殺だと断定し、

しつような取り調べを続ける。進や晋一を慕う石母田幸

子（いしもださちこ）は、彼を救おうと奔走するが…。 

 ろうあ者を取り巻く差別的な状況を鋭く描いた一作。 

 ※作品中に、現在では不適切な表現や発言があります

が、作品の時代背景や原作者・制作者の意図を尊重しオ

リジナルのまま字幕制作しています。  

107 

劇団ＧＭＧ映画制作

委員会 現鼓舞指座 

 

平成 2 年 利用区分 A－3 字幕 

 

 



42 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

HA2015-001 

 

きょうの健康  

運動で健康  

体を変える！ 

ヨガ入門 

 いろんなポーズを取りながら、自分の心身と向き合

うヨガ。挑戦したいと思っても、自分は体が硬いから

…と尻込みしてしまう人も多いのでは？番組では、初

心者でも安全にできる基本のポーズを丁寧に紹介。体

の硬い古賀アナウンサーが自らモデルとなって、「ヨ

ガ入門」に挑戦する。紹介するポーズは「太陽礼拝」

と「三角のポーズ」と「体をひねるポーズ」。  

15 

ＮＨＫ 古賀一／井上知子 

平成 26 年 5 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 

HA2015-002 

 

きょうの健康  

あなたの肩の健康は？  

肩の状態を知ろう 

 肩の健康をテーマに全４回で、昭和大学藤が丘リハ

ビリテーション病院教授の筒井廣明さんにお話を伺

う。第１回目は「肩の状態を知ろう」。肩は人間の体

の中でいちばん大きな動きをする部分。肩の関節と周

りの筋肉の働きがうまくいかなくなると関節が壊れ

てしまう。肩こりだと思ってほうっておくと、関節に

負担がかかり肩が動かなくなってしまうこともある。 

理学療法士の山口光國さんに肩の状態のチェック方

法を教えていただく。  

15 

ＮＨＫ 筒井廣明／山口光國 

平成 26 年 6 月 9 日 利用区分 B－3 字幕 

HA2015-003 

 

きょうの健康  

あなたの肩の健康は？ 

肩こり予防 

肩の健康についてお伝えする第２回目。テーマは

「肩こり予防」。肩こりとは自覚症状だ。周りの人か

ら言われて気付く肩こりは「隠れ肩こり」で、自分の

中から出る信号を感知できていない状態なのだとい

う。肩こりの予防のためにも、まず肩こりを認識する

ことが大事だ。肩こりを招く２大原因は「悪い姿勢」

と「ストレス」。姿勢の悪さをチェックする方法とと

もに、体のゆがみをリセットする運動も紹介する。  

15 

ＮＨＫ 筒井廣明／山口光國 

平成 26 年 6 月 10 日 利用区分 B－3 字幕 



43 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

HA2015-004 

 

きょうの健康  

あなたの肩の健康は？ 

肩こり解消 

 肩の健康についてお伝えする第３回目。テーマは「肩

こり解消」。肩こりをほうっておくと筋肉が硬くなって

関節に負担がかかり、肩関節の病気になる場合もある。

肩こりはそのままにせず、上手に解消することが大切

だ。肩こりが起きるしくみと、肩こりを解消する「ふる

ふる動作」、僧帽筋をゆるめる運動を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 筒井廣明／山口光國 

平成 26 年 6 月 11 日 利用区分 B－3 字幕 

HA2015-005 

 

きょうの健康  

あなたの肩の健康は？  

もし五十肩になったら 

 肩の健康についてお伝えする最終回。テーマは「五十

肩」。突然痛みだし、肩が動かしにくくなる五十肩。中

高年にはなじみ深い病気だが、どのような原因で起こる

のだろうか。五十肩が起きるしくみと回復に至る経過を

解説し、急性期・慢性期・回復期のそれぞれの過ごし方

や生活の注意点などをお伝えする。  

15 

ＮＨＫ 筒井廣明／山口光國 

平成 26 年 6 月 12 日 利用区分 B－3 字幕 

HA2015-006 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

傷つく全身の血管 

 現在糖尿病の患者数は約９５０万人。予備群を含める

と２０００万人を超えると言われる。糖尿病はあまり自

覚症状もなく、気付いたときには病状が進行しているこ

とが多い。進行するとさまざまな合併症を併発し、失明

や足の指の切断、人工透析等に至ることもある。番組で

は４回にわたり、糖尿病の合併症を防ぐポイントをお伝

えする。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 羽田勝計／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 6 月 30 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

 



44 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

HA2015-007 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

神経障害  

足をチェック 

 ２回目のテーマは「神経障害 足をチェック」。糖尿

病の合併症の１つ神経障害は、足のしびれや痛みが起こ

る。神経障害を完全に治す薬はまだないため、進行させ

ないことが重要だ。神経障害の起こるしくみや最新の検

査方法、また神経障害を起こさないための血糖値の数値

目標などを解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 羽田勝計／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 7 月 1 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

HA2015-008 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

腎症 早期発見の 

検査あり 

 ３回目のテーマは「腎症 早期発見の検査あり」。近

年、糖尿病の合併症である糖尿病腎症を発症して人工透

析に至る人が急増している。糖尿病腎症は高血糖により

腎臓の機能が損なわれる合併症で、最終的には腎不全か

ら死に至ることもある。重症化を防ぐには何より早期発

見が第一だ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 羽田勝計／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 7 月 2 日 利用区分 B－3 字幕・手話 

HA2015-009 

 

きょうの健康  

糖尿病  

合併症を食い止める！ 

網膜症  

視力を保つには 

 ４回目のテーマは「網膜症 視力を保つには」。糖尿

病網膜症は糖尿病患者の３～４割に起きる合併症。失明

などの重い視力障害に至ることもあるが、早期発見・治

療で多くの場合、視力低下を食い止めることができる。

そのためには、網膜症の進行度合いに合わせた検査が必

要だ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：早瀨久美  

15 

ＮＨＫ 山下英俊／濱中博久／久田直子 

平成 26 年 7 月 3 日 利用区分 B－3 字幕・手話 



45 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

HA2015-010 

 

きょうの健康  

耳・鼻・のどの病気 

最新情報  

子どもの難聴 

 日本では１，０００人に１人の割合で難聴の赤ちゃ

んが生まれている。日本耳鼻咽喉科学会の福島邦博専

門医の話では、先天性難聴の半分は遺伝子によるもの

が原因、残りは感染症や妊娠中のトラブルが原因だと

いう。最近では新生児スクリーニングで早期に難聴を

発見し療育すれば、コミュニケーション能力を得るこ

とができるようになった。また最近利用者が増えてい

る人工内耳について、実際に手術を受けた６歳の子ど

もの例を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 福島邦博／浜中博久／久田直子 

平成 27 年 1 月 12 日 利用区分 B－3 字幕 

HA2015-011 

 

きょうの健康  

耳・鼻・のどの病気 

最新情報  

高齢者の難聴 

 高齢者に多い、老化によって起こる加齢性難聴。加

齢性難聴は、小さい音が聞きづらくなるほか、高い音

から聞き取りにくくなっていくことが特徴だ。会話が

聞こえづらくなることから、周囲の人とのコミュニケ

ーションが減り、認知症のきっかけになることもある。

高齢者が聞こえづらくなったら、早めに専門医を受診

することが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 福島邦博／浜中博久／久田直子 

平成 27 年 1 月 13 日 利用区分 B－3 字幕 

HA2015-012 

 

きょうの健康  

大人の中耳炎と難聴 

 子どもだけでなく大人にも多い中耳炎は、痛くない

からと放置しておくと難聴になる恐れがある。高齢者

が、老化による難聴と思って放置しておき、炎症が内

耳にまで波及して失聴する例もあるという。６０歳代

から多くなる滲出性中耳炎は、薬で治療してもよくな

らない場合は、鼓膜チューブを入れる手術で改善する

こともある。回復が困難な難聴に進行する中耳炎には、

慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎、好酸球性中耳炎などが

あるが、いずれも聞こえづらくなったらまず受診する

ことが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 小川郁／桜井洋子 

平成 27 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 字幕 

 



46 

 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

HA2015-013 

 

チョイス＠病気に 

なったとき  

耳鳴りのチョイス 

 耳鳴りに悩んでいる人は多いが、その原因はさまざ

まだ。番組では、「難聴からくる耳鳴り」「失聴にもつ

ながる突発性難聴による耳鳴り」「聴神経腫瘍からく

る耳鳴り」「ストレスからくる耳鳴り」の４つを取り

上げ、それぞれの事例で選ばれた治療の「チョイス」

について解説する。 

 スタジオにＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンター

の石井正則さんを迎えて、詳しい解説を伺う。  

44 

ＮＨＫ 石井正則 

平成 27 年 6 月 6 日 利用区分 B－3 字幕 

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 

JB2015-001 

それいけ！ 

アンパンマン  

ハロウィンマンと 

プリンちゃん  

カレーパンマンと 

クリ・キン・トン 

『ハロウィンマンとプリンちゃん』 

 プリンちゃんとエクレアさんは、町のハロウィンパ

ーティーに参加する。そこへハロウィンマンに化けた

ばいきんまんが現れる。 

『カレーパンマンとクリ・キン・トン』 

 イガグリ山に住むクリ・キン・トン。クリ料理を作

るためクリを拾っていた。そこへばいきんまんが現れ

て…。  

25 

日本テレビ 

平成 26 年 10 月 31 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-002 

 

それいけ！ 

アンパンマン  

あかちゃんまんと 

ショウガナイさん 

ジャムおじさんと 

けむりいぬ 

『あかちゃんまんとショウガナイさん』 

 いつも陽気なショウガナイさん。あかちゃんまん

は、ショウガナイさんのショウガ配りを手伝うため一

緒に町へと向かうが…。 

『ジャムおじさんとけむりいぬ』 

 けむりいぬは、ばいきんまんに襲われていたところ

をジャムおじさんに助けられる。お礼に、パンの配達

を手伝うことになったが…。  

25 

日本テレビ 

平成 26 年 11 月 21 日 利用区分 B－3 字幕 



47 

 

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 

JB2015-003 

 

ちびまる子ちゃん 

「まる子の 

おはし」の巻  

「まる子、揺り椅子に

憧れる」の巻 

「まる子のおはし」の巻 

 まる子の家を訪れたよっちゃん夫婦。よっちゃんの

奥さんは、めおとばしの片方をなくしてしまい落ち込

んでいた。 

「まる子、揺り椅子に憧れる」の巻 

 テレビで揺りいすに座る優雅なお嬢様を見たまる

子は、揺りいすにあこがれる。お母さんに買ってほし

いと頼むが…。  

25 

フジテレビ  

平成 26 年 10 月 26 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-004 

 

ちびまる子ちゃん 

「お姉ちゃんと 

料理対決」の巻  

「藤木、いい人に 

なる」の巻 

 

「お姉ちゃんと料理対決」の巻 

 お姉ちゃんと料理対決でハンバーグを作ることに

なったまる子。審査員としてクラスメイトの杉山や近

所の中野さんを誘うが…。 

「藤木、いい人になる」の巻 

 まる子が学校に持って来た花を、藤木が持ってきた

と同級生に勘違いされる。ほめられた藤木は調子に乗

るが…。  

25 

フジテレビ  

平成 26 年 11 月 23 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-005 

 

妖怪ウォッチ  

妖怪がいる！  

恐怖の交差点 

 ケータが森で見つけた怪しいガシャガシャマシン。

そのマシンから聞こえてくる怪しい歌にのせられて

１００円を入れてみると「ウィスパー」と名乗る奇妙

な妖怪が現れた！ウィスパーはケータの執事になる

と言いだして…。 

 最近おかしな事故が起きている交差点をケータが

「妖怪ウォッチ」で照らしてみると、そこには地縛霊

の「ジバニャン」がいた！ 

 大人気の「妖怪ウォッチ」第１話・第２話、ついに

登場！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 1 月 8 日 利用区分 B－3 字幕 



48 

 

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 

JB2015-006 

妖怪ウォッチ  

超有名なアイツ  

なんでそれ 

言っちゃうの！？  

フミちゃんの憂鬱 

 あこがれのフミちゃんにトイレの大に入っている

ところを見られてしまったケータ。しかもフミちゃん

はそれをみんなに言いふらしてしまう。いつもは、そ

んなことをしないフミちゃんが一体なぜ？なんと、フ

ミちゃんには秘密を暴露させる妖怪「バクロ婆」が取

りついていたのだ！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 1 月 15 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-007 

 

妖怪ウォッチ  

３年Ｙ組ニャンパチ

先生 やってきた 

熱血教師！  

妖怪モノマネキン 

妖怪ハナホ人 

熱血教師・ニャンパチ先生が、３年Ｙ組にやってき

た。熱い心でビシッと生徒たちを指導しようと意気込

むニャンパチ先生だが、クラスは問題だらけ！副担任

のコマさん先生が抑えるが…。 

妖怪モノマネキン 

 フミちゃんが、最近極めたという先生のモノマネを

披露した。ところが、とんでもなく似てない上に、超

下品な仕草をしている！フミちゃんには、妖怪「モノ

マネキン」が取りついていた！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 11 月 14 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-008 

 

妖怪ウォッチ  

３年Ｙ組ニャンパチ

先生 大きな心  

風邪とともにトゲニャン  

妖怪砂夫 

「風邪とともにトゲニャン」 

 特訓を終えて帰ってきたジバニャンを見ると、なん

と体の色が変わりトゲトゲの姿になっていた！どう

やら、カゼをひいたジバニャンが「トゲニャン」にな

ってしまったのだ。 

「妖怪砂夫」 

 今日はカンチの誕生日パーティー。でも、カンチの

パパとママは仕事で忙しくて、去年も今年もケータと

クマ、カンチの３人でのパーティーになってしまっ

た。そんな中、カンチは何を聞いても「だよねー！」

と言って素直に聞き入れる。カンチには妖怪「砂夫」

が取りついていたのだ！  

24 

テレビ東京  

平成 26 年 11 月 21 日 利用区分 B－3 字幕 



49 

 

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 

JB2015-009 

名探偵コナン  

意外な結果の 

恋愛小説（前編） 

 コナン、蘭、園子は、ホテル暮らしをしている世良の

部屋を訪れた。そのホテルで、有名恋愛小説家・火浦の

助手が殺害される。コナンと世良は、関係者の供述から

犯人は火浦だとにらむが…。  
25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 22 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-010 

名探偵コナン  

意外な結果の 

恋愛小説（後編） 

 被害者の荷物から、消印が２０年前のはがきが見つか

る。差出人は火浦で、あて名は太田順と書かれていた。

太田順は、火浦の小説のヒロインの名だった。コナンと

世良は、高木刑事の何気ないひと言から事件のアリバイ

トリックを見破る。  

25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 29 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-011 

 

名探偵コナン  

自首したお笑い芸人

（前編） 

 落ちていた財布を交番に届けに来たコナン。そこへお

笑い芸人のドドンパ六助が、所属事務所の社長・天藤秀

樹を殺したと自首して来た。だが、捜査を進めていくと、

供述内容の矛盾が発覚し、ドドンパによる殺害は不可能

だとわかった。 

 ドドンパは、なぜ犯人になろうとしたのか。真犯人は

誰なのか。コナンの推理が始まる。  

25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 1 日 利用区分 B－3 字幕 

JB2015-012 

 

名探偵コナン  

自首したお笑い芸人

（後編） 

 ドドンパの都合が良すぎるアリバイに違和感を覚え

たコナンは、ドドンパへの疑いを強める。そんな中、警

視庁に犯人を名乗る女性から電話がくる。コナンは、事

件当時のドドンパの足取りをたどりながら、巧妙なアリ

バイトリックを見破る。  

25 

読売テレビ  

平成 26 年 11 月 8 日 利用区分 B－3 字幕 



50 

 

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 

JB2015-013 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１ いかないで 

おかあさん 

 イタリア、ジェノバの町で少年マルコはお父さん、

お母さん、トニオ兄さんと４人で幸せに暮らしてい

た。ある日、マルコ一家は馬車でピクニックに出かけ

たが、それは大好きなお母さんが遠い国、アルゼンチ

ンへたってしまうための家族の思い出づくりだった。

何も知らないマルコは、その夜、お母さんが旅立つこ

とを知らされる。マルコの顔から笑顔が消えた。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-014 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

２ ジェノバの少年

マルコ 

 お母さんが、遠いアルゼンチンに出稼ぎに出発して

から１年が過ぎた。きょうは久し振りに鉄道に勤めて

いるトニオ兄さんがうちに帰ってくる。お父さんとお

昼の食事をすませたとき、屋根裏に住むヤコブじいさ

んが、定期船ミケランジェロ号が入港したことを知ら

せる。恋しいお母さんの手紙を乗せたミケランジェロ

号が、予定より３日も早く港に入ってきたのだ。手紙

を読んだマルコは、お父さんとトニオ兄さんに大きな

決意を語る。その決意とは？  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-015 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

３ 日曜日の港町 

 久しぶりの日曜日、マルコはお父さんとトニオ兄さ

んと海に行くことをとても喜んでいた。ところが船会

社のジーナおばさんから手紙の配達を頼まれてしま

う。インドからの船便が嵐で遅れたのだ。海に行くの

は午後からにしてマルコは手紙の配達に出かけるが、

街中を駆け回っているうちにとっくにお昼を過ぎて

しまう。マルコは楽しみにしていた海に出かけられる

のか？  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 



51 

 

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 

JB2015-016 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

４ おとうさんなんか

大きらい 

 マルコは上級生にいじめられていたベルナルドを

かばって、上級生たちと大げんかする。少しでも早く

お母さんを連れ戻したいマルコは借金を返すために

何としても働きたい。でもお父さんは全く気持ちをわ

かってくれず、マルコは悔しくて家を飛び出してしま

う。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-017 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

５ なかよしエミリオ 

 エミリオが働いていることを知ったマルコは、自分

も働きたいことを打ち明け、瓶を洗う仕事を紹介して

もらった。瓶屋の主人は最初は取り合わなかったが、

小さいマルコでも一人前に働けることを認めて見習

いで雇ってくれた。同じ日、お父さんが世界地図を買

ってきた。イタリアから三千里も離れたアルゼンチン

を見つけ、マルコは胸がいっぱいになるのだった。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-018 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

６ マルコの月給日 

 ある晩、マルコはお母さんの夢を見た。それは不吉

な予感のする怖ろしいものだった。夢だと安心し、ま

たまどろむうちに、遠くから船の汽笛が聞こえてき

た。それは、半月も遅れているアルゼンチンからの定

期船、ミケランジェロ号の汽笛に違いない。マルコは

朝の４時にお父さんを起こし、桟橋へ行くと家を飛び

出す。定期船が遅れたのは、アルゼンチンで起きた暴

動のためだと聞かされたマルコ。お母さんからの手紙

も、届いていなかった。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 



52 

 

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 

JB2015-019 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

７ 屋根の上の 

小さな海 

 初めて引っ越しをすることになったマルコ。でも、

窓から海が見えると聞いていた新しいうちは、荒れた

壁とガラクタばかりの部屋だった。マルコはがっかり

するが、わがままは言っていられないと引っ越しの準

備をする。引っ越しが終わり、広い海を見たいと屋根

に登ったマルコは、窓辺で人形を操るぺッピーノ一座

のフィオリーナの姿を見つける。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-020 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

８ ゆかいな 

ペッピーノ一座 

 エミリオから移民船の話を聞いてマルコのアルゼ

ンチンへの思いが一気に強まる。アメデオのおかげで

ショーが大入りになったペッピーノはお礼にマルコ

を夕食に誘い、アルゼンチンへ一緒に行こうと誘う。

帰りの遅くなったマルコを父ピエトロはとがめるが、

マルコは今まで、母さんが出稼ぎに行くことも、引っ

越すことも、何も打ち明けてもらえなかった恨みを一

気に爆発させる。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-021 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

９ ごめんなさい 

おとうさん 

 工場に瓶洗いの機械が入ったため仕事がなくなっ

たマルコはエミリオを訪ねる。ところが足をケガした

エミリオは仕事がなくなっては困ると、ケガをおして

仕事を続けていた。一方ペッピーノはマルコをアルゼ

ンチンに連れて行くのは難しくなったと言い出す始

末。落ち込んだマルコが家に帰ると、父さんの友人と

名乗る人が待っていた。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

 



53 

 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2015-022 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１０ かあさんの 

ブエノスアイレス 

 雨のため興行を中止したペッピーノ一座に出くわし

たマルコ。一座では、コンチェッタとペッピーノが高熱

に見舞われていた。見かねたマルコが、お父さんの働く

診療所に相談すると、ロンバルディーニ先生が往診に来

てくれた。往診の帰り道、先生は南米の空に輝く南十字

星の話をしてくれた。お母さんからの便りが途絶えがち

だったが、それを聞いたマルコは希望を持つのだった。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-023 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１１  

おかあさんの手紙 

 ペッピーノとコンチェッタの代わりに、一人で人形劇

をやりに出かけたフィオリーナは、子どもたちに石を投

げつけられ、すっかり自信をなくしてしまう。そんなフ

ィオリーナを見たマルコは、マリオネットを渡して、「君

にはこの人形が一番なんだ。」と励ます。懸命に人形を

操るフィオリーナの周りには、見物人が集まり大喝采を

受ける。ペッピーノやコンチェッタに感謝されるマルコ

だが、元気がない様子。マルコの気がかりは？  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-024 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１２  

ひこう船のとぶ日 

 町はジェノバを飛び立つ飛行船のことで持ちきり。た

くさんの人でにぎわうこの日、会場でアイスクリームを

売ったら大繁盛間違いないとエミリオがマルコを誘っ

てきた。アルゼンチンに行くためにお金をためているマ

ルコは大喜びだ。古い機械を持ち出してアイスクリーム

を作り、たくさん売ろうとする二人だが、大粒の雨が降

りだす。せっかく用意したアイスクリームは、果たして

売れるのか？  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 



54 

 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2015-025 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１３ さよなら 

フィオリーナ 

 フィオリーナはマルコと一緒にアルゼンチンに行け

ることが嬉しくて機嫌がいい。その様子を見てコンチェ

ッタはマルコが行けなくなった時のことを思うと心配

になる。 

 マルコを移民船に乗せてくれると約束したレナート

は最初からお金をだまし取ることだけが目的だった。そ

れに気づいたエミリオはマルコと必死にレナートを捜

すが…。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-026 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１４ マルコの決意 

 お母さんの身を案じて、マルコはアルゼンチンに行か

せてほしいと懇願するが、お父さんは猛反対。そんなと

き、トニオが機関士の上級学校に合格してミラノに行く

ことに。お母さんを助けに行けるのは夏休み中の自分だ

けだとマルコは確信した。マルコは、港に停泊していた

ブラジル行きの快速船フォルゴーレ号に潜り込もうと

企て、ある夜、お父さんに置き手紙を残し、そっと家を

出ていった。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-027 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１５ すすめ 

フォルゴーレ号 

 船に隠れて不安な一夜をフォルゴーレ号で明かした

マルコは、船のコック長レオナルドに見つかってしま

う。ここで降ろされてはせっかくのチャンスがなくなる

ので、マルコは事情を話し、乗せていってくれるよう必

死に頼む。マルコの熱心さにレオナルドはだんだん心を

動かされていくのだった。 

 マルコは、船に乗ることができるのか。そして、お母

さんに会うことができるのか。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 



55 

 

JB 創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2015-028 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１６ ちいさな 

コック長 

 フォルゴーレ号でブラジルに向かったマルコ。炊事係

の一員として働きはじめるが、慣れない船の生活に緊張

してしまう。そんなマルコを心配したコック長のレオナ

ルドは、早く海の上での生活に慣れるようにと、「マス

トに花を咲かせろ」とマルコに不思議な仕事を命令す

る。マルコはロッキーやゆかいな船乗りたちに囲まれ

て、どんな船の旅を始めるのか。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-029 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１７ 赤道まつり 

 マルコはフォルゴーレ号の船の生活にも慣れてきて、

コック長、船員たちにかわいがられながら、厳しくも楽

しい旅を続けていた。船が赤道を通過した時に祝う赤道

祭りのパーティーが盛大に行われることになり、コック

長はマルコを驚かそうとある計画を練っていた。一方マ

ルコは大きな魚を釣りあげたり、おいしい料理を作った

りと大活躍。でも、赤道祭りの最後に…。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

JB2015-030 

 

世界名作劇場  

母をたずねて三千里 

１８ リオの移民船 

 フォルゴーレ号はリオデジャネイロに到着した。この

港からお母さんのいるブエノスアイレスまでもうすぐ。

そう思うとマルコの心は躍る。優しくかわいがってくれ

たコック長やロッキーに別れを告げ、下船の身仕度をす

るマルコ。だが乗り換えるはずのエドワード号が座礁し

て修理に１０日ほどかかるという。しかしフォルゴーレ

号は３日後には出港の予定だ。マルコはこの先、どうな

るのか。  

26 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 複数字幕 

 



56 

 

X 手話 

XC 趣味・教養 
分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XC2015-001 

 

 

 

手話と字幕で学ぶ 

リラックスヨガ 

Ｖｏｌ．２ 

 

 

 

 

 

 

聴力障害者 

情報文化センター 

 自宅でヨガを実践したい人のためのヨガレッス

ンＤＶＤ第２弾。 

 インストラクターのＳｕｍｉｅ先生が、手話でわ

かりやすく解説した後、Ｂｅｎｉｋｏ先生をモデルに

レッスンできるようになっています。今回は「肩こり

解消」をテーマに４つのポーズを紹介します。他に、

ヨガ雑学コーナーもあります。どうぞお楽しみくださ

い。 

◇オープニング〜レッスンのポイント 

◇肩こり解消４つのポーズ 

 レッスン１…ネコのポーズ 

 レッスン２…肩入れのポーズ 

 レッスン３…かんぬきのポーズ 

 レッスン４…三角のポーズ 

◇まとめ 

◇知っ得！ヨガ雑学「いつやるのが効果的？」 

畠山純恵／山本紅子 

39 

平成 27 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

 
XE 教育・教材 
分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XE2015-001 

 

知ることから 

始めましょう  

～聴覚障害・盲ろうの

基礎～ 

 ２０１６年４月に施行される障害者差別解消法で

は、障害を理由とした差別を解消するために合理的配

慮が求められている。 

 「聴覚障害・盲ろうとはどんな障害か」「何に不便を

感じるのか」「必要な支援、配慮は何か」ということを

当事者の経験から学ぶとともに、聴覚障害・盲ろうに

ついて基礎的な知識を学ぶ。  

 

50 

聴力障害者 

情報文化センター 

五十嵐由美子／前田晃秀／藤鹿一之／森せい子 

平成 27 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

 



57 

 

X 手話 

XJ 子ども物・アニメ 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XJ2015-001 

 

手話かみしばい 「う

らしまたろう・三枚の

おふだ」 

 有名な日本のむかしばなしを、魅力的な手話語りと

美しいイラストで送る。 

 「うらしまたろう」浜で子どもたちにいじめられて

いた亀を助けたうらしまたろう。たろうは亀につれら

れて、海の底の竜宮城へ行き楽しい日々を送るが…。 

  

「三枚のおふだ」山にクリ拾いに行った小僧さん。

ところが山にはこわ～い鬼ばばが暮らしていた。和尚

さんからもらった三枚のおふだを使って、うまく鬼ば

ばから逃げられるか？ 

 手話語り：那須英彰  

33 

聴力障害者 

情報文化センター 

 

平成 27 年 利用区分 A－3 字幕・手話 

 



58 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-001 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１４回  

可能／必要の表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「できる」「大丈夫」「できない」「難

しい」「跳べる」「跳べない」「厳しい」「簡単」  

○学習ステップ２「必要ない」「行くべき」「大切」「判

断」「決める」 

○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」  

 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 7 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-002 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１５回  

～する／～されるの表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「見る」「見られる」「あげる」「もら

う」「怒る」「怒られる」 

○学習ステップ２「頼む」「頼まれる」「断る」「断られ

る」「助ける」「助けられる」 

○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部１」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 14 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-003 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１６回  

比較の表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「比較する表現」「こちらのほうがよ

い」「どちらでもよい」「良い」「悪い」 

○学習ステップ２「同じ」「違う」「変わる」「相変わら

ず」「間違い」 

○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部２」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 21 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-004 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１７回  

強い／弱いに 

関する表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「弱い」「普通」「まあまあ」「最高／

最低」「緊張する」 

○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまらない」「将

棋」 

○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん ダンス１」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 28 日 利用区分 A－3 字幕 



59 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-005 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１８回  

学校生活に関する表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「大学」「高校」「中学校」「小学校」

「勉強」「寂しい」 

○学習ステップ２「放課後」「テスト」「受験」「暇」 

○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん ダンス２」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 4 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-006 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１９回 

買い物の表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「買う」「売る」「買い物」「値上げ」

「バーゲン」「“他”と“以降”」 

○学習ステップ２「商売」「商店街」「デパート」「付い

ていく」「会う／ばったり会う／すれ違う」 

○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』

練習の様子 大橋ひろえさん 金子真美さん 西田夏

奈子さん」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 11 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-007 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２０回  

健康／医療の表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「病気」「かぜ」「診断を受ける」「薬」 

○学習ステップ２「入院」「退院」「医師」「病院」 

○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』

千葉での公演の様子」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 18 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-008 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２１回  

旅行に関する表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「電車」「バス」「車」「船」 

○学習ステップ２「旅館」「ホテル」「地図」「案内」 

○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「早瀬憲太郎監督作品 映画

『生命のことづけ』」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 25 日 利用区分 A－3 字幕 

 

 



60 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-009 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２２回  

仕事に関する表現 

 放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「会社員」「公務員」「理髪店」「料理

人」 

○学習ステップ２「契約」「残業」「アルバイト」「出張」 

○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観

音様』前編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 1 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-010 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２３回  

スポーツに関する表現 

 放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「野球」「サッカー」「バレーボール」 

○学習ステップ２「練習」「トレーニング」「準備体操」

「運動不足」 

○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観

音様』後編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 8 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-011 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２４回  

レジャーに関する表現 

 放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１｢動物園」「水族館」「博物館」「美術館」 

○学習ステップ２「ハイキング」「海水浴」「スキー」 

○しゅわしゅわワールド「手話通訳学科のある専門学校 

世田谷福祉専門学校 高島良宏さん 飯泉菜穂子さん」 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 15 日 利用区分 A－3 字幕 

ZF2015-012 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２５回  

いろいろな行事の表現 

 放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○学習ステップ１「節分」「クリスマス」「お盆」 

○学習ステップ２「入学式」「卒業式」「入社式」 

○しゅわしゅわワールド「手話サークルが開く子ども手

話体験教室 手話サークルすみだ」 

 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 A－3 字幕 

 



61 

 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-013 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２６回  

手話で話しかけられたら 

 放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

○場所を尋ねられた時の練習 

 ○値段を尋ねられた時の練習 

 ○食堂での会話練習 

 ○ホテルのフロントでの会話練習 

 ○電車の中での会話練習 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 29 日 利用区分 A－3 字幕 

 

 

 


