
C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CB2018-001 

やっぱり世界は 

ブッ飛んでいる  

世界ウソでしょ旅行社 

魅惑の国タイありえな

い旅 ペルーブッ飛び

絶叫の旅 ニュージー

ランドハード過ぎる旅 

 「ウソでしょ！？」と叫ばずにはいられない、世界の刺

激的な旅をご紹介。タイに伝わる世界一美しい幻想的な祭

を阿佐ヶ谷姉妹が体験。南米ペルーに向かった矢口真理と

アントニーは、信じられないような場所に建つホテルへ宿

泊することに！そしてニュージーランドに「真昼でも見ら

れる満天の星」を見に行った元宝塚トップ女優の紫吹淳。

思わずウソでしょ！と叫びたくなる映像が満載です。  

93 

関西テレビ 
後藤輝基（フットボールアワー）／ウエンツ瑛士／かたせ

梨乃 

平成 28年 1月 5日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CB2018-002 

出発！ローカル線  

聞きこみ発見旅  

愛媛～高知ＪＲ予土線 

ユニーク列車！ 

四万十川の絶景！ 

 ローカル線が連れて行ってくれる日本全国のいい所。今

回は愛媛県と高知県を結ぶＪＲ予土線の旅。電車を降りた

ら地元の人に聞き込んで、１０個の名所を探す。旅をする

のは、俳優の相島一之さんと、鉄道大好きな村井美樹さん

のお２人。さあ、予測不能の１泊２日の旅へ出発！  

94 

ＢＳジャパン 相島一之／村井美樹 

平成 28年 5月 23日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CB2018-003 

出発！ローカル線  

聞きこみ発見旅  

秋田 由利高原鉄道  

鳥海山の絶景！ 

面白ふれあい旅 

 秋田県南西部を走る由利高原鉄道鳥海山ろく線は、路線

距離２３キロ全１２駅からなるローカル線。この１２の駅

で、内藤大助さんと小橋めぐみさんが地元の人々に聞きこ

みながら１０の名所を発見していく。地元の人々との心温

まるふれあいや鳥海山の絶景ポイントに感動！しかし宿探

しでは大苦戦を強いられる。さて、１０の名所はどこだ！？  

94 

ＢＳジャパン 内藤大助／小橋めぐみ 

平成 28年 6月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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 

CC2018-001 

スマホの落とし穴 

親子・地域で 

考えよう 

 スマホは便利だが危険なことも多い。この作品では、ス

マホを使うときにありがちな問題を６つのドラマで紹介

し、トラブルを回避するためのアドバイスをしてくれる。

親子で視聴して使い方のルールを話し合おう。 

 事例を紹介するドラマ編と、解説編を収録。（字幕・手話

付き 選択可能）手話表現者：河合祐三子、森田明  

41 

日本視聴覚教育協会  

平成 27年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

CE 趣味 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CE2018-001 

探検バクモン  

ナゾの 

人体模型工場へ！？ 

 爆笑問題の２人がやってきたのは、京都にある人体模型

工場「京都科学」。この会社は明治時代、ドイツやフランス

の人体模型を見本に、日本人の体格に合ったものを開発。

以来改良を重ね日本の医学に貢献してきた。しかし人体模

型は一度購入すると長期間使えるので、高度経済成長期が

終わるころ売り上げが激減した。そんな会社の危機を救っ

たのはニュータイプの人体模型だった。  

28 

ＮＨＫ 爆笑問題／名越康文／サヘル・ローズ 

平成 29年 8月 23日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2018-002 

探検バクモン  

激闘！将棋会館 

 今回は、将棋界のレジェンド加藤一二三（ひふみ）九段

と東京の将棋会館を探検する。中学生棋士・藤井聡太四段

の活躍で注目を集める将棋界の貴重な財産、「棋譜」とは？

また、３５年前、加藤九段が名人位を獲得した渾身の一手

とは？さらに、爆笑問題は加藤九段とのハンデ戦に挑み、

若き将棋界の至宝・佐藤天彦名人は人工知能との激闘を語

る！  

28 

ＮＨＫ 爆笑問題／加藤一二三／佐藤天彦 

平成 29年 9月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

 

 

 



C 趣味・教養  Culture 

CF 動物・植物 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

CF2018-001 

動物の赤ちゃん 

大集合！  

～涙と笑いの密着 

１０００時間～ 

 日本全国の動物園で生まれた動物の赤ちゃんたちをご紹

介。いろんな事情で動物の母親に代わって赤ちゃんを育て

ている飼育員さんたちの奮闘ぶりや、珍しいイルカの出産

シーンなど。動物たちの身近にいる飼育員さんでなければ

撮影できない貴重な映像も…。豆柴の子犬を飼い始めた埼

玉県の一家のてんやわんやの様子も紹介する。  

100 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 28年 5月 29日 利用区分 B－3 DVD 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 

DA2018-004 

探検バクモン  

見えない聞こえない 

でもね… 

 爆笑問題がやってきたのは筑波技術大学。ここは日本で

唯一、聴覚や視覚に障害がある人だけが通う大学。障害が

あっても社会でリーダーになれるような人材を育成するた

め３０年前に設立された。まずは視覚障害者のキャンパス

へ。体育館では音を頼りにバスケや卓球を楽しむ学生たち

の姿。聴覚障害者のキャンパスでは、聴覚障害者のために

工夫された校舎の構造や、さまざまな情報保障を駆使した

授業の様子を探る。  

25 

ＮＨＫ 爆笑問題 

平成 27年 10月 28日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-005 

探検バクモン  

ねむの木学園  

宮城まり子８９歳 

 爆笑問題の２人がやってきたのは、日本初の肢体不自由

児施設「ねむの木学園」。学園は宮城まり子さんが私財を投

じて４８年前に設立された。大スターだったまり子さんが

「ねむの木学園」を作ったきっかけは、役作りで障害のあ

る子どもたちに出会ったことだ。まり子さんは自らを母、

生徒を子どもと呼ぶ理想の学びの場を作ったのだ。まった

くの門外漢が一から作り上げた学園の今を探検する。  

28 

ＮＨＫ 爆笑問題／宮城まり子／サヘル・ローズ 

平成 28年 11月 2日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-006 

ハートネットＴＶ  

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．３２  

共に挑み、走り続ける 

～陸上競技選手  

高田裕士 千明～ 

 アスリートの高田千明さん裕士さん夫妻。千明さんは視

覚障害者、裕士さんは聴覚障害者だ。国内ではトップアス

リートの二人だが、まだ国際大会で金メダルは獲得してい

ない。互いに高めあい、頂点を目指す夫婦のブレイクスル

ーに迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

29 

ＮＨＫ 高田千明／高田裕士／風間俊介 

平成 27年 6月 1日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-007 

ハートネットＴＶ  

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．４８  

“わたし”を 

あきらめない  

光と音をなくした 

２７歳 荒美有紀さん 

 盲ろう者の荒美有紀さんは２２歳の時、突然の病で光と

音を失った。一時は生きる意味を見失いかけるが、指点字

との出会いでコミュニケーションを取り戻す。今では、指

点字を通して自らの思いを発信し、同じ境遇の人たちのた

めに活動している。「見えなくても聞こえなくても、わたし

の人生をあきらめない」そんな荒さんのブレイクスルーに

迫る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

29 

ＮＨＫ 荒美有紀／風間俊介／安藤桃子 

平成 28年 2月 22日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2018-008 

ハートネットＴＶ 

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．３４  

キムさんの 

日本語教室 

 今回は、名古屋市でろうの外国人のための日本語教室を

開いている韓国出身のキム・ナムユンさんを訪ねる。結婚

して日本で暮らすことになったキムさんは韓国で手話通訳

をしていた。日本語が分からない頃、キムさんを助けてく

れたのは日本のろう者だった。「言葉を学び、誰かと通じ合

いたい。」ろうの外国人の思いに寄り添い、手話で日本語を

教えるバイタリティあふれるキムさんの毎日を追う。  

29 

ＮＨＫ キム・ナムユン 

平成 27年 7月 6日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-009 

ハートネットＴＶ 

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．８６  

つたえたい  

聞こえないママへ  

ダンサーＲＥＩＫＯ 

 今回の主人公は、ＡＩさんのコンサートツアーにも参加

したＲＥＩＫＯさん。彼女は幼い頃から、聞こえない母と

手話でコミュニケーションをしていた。小学生の頃にいじ

めにあい、心を閉ざした彼女に、再び人とつながる喜びを

くれたのがダンスだった。言葉はなくても気持ちは伝わる。

今、彼女は東京オリンピック、パラリンピックに向けて、

手話を取り入れたダンスを踊る。そんなＲＥＩＫＯさんの

ブレイクスルー。  

29 

ＮＨＫ ＲＥＩＫＯ／風間俊介／ＡＩ／ 

平成 29年 9月 11日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-010 

ハートネットＴＶ 

シリーズ  

戦後７１年 第２回 

わたしが見た 

“ろう者の戦争” 

 自らも聴覚障害のあるディレクターが、ろう者の戦争体

験を取材する。大阪にある聴覚障害者用の老人ホームで、

徴兵検査で不適格になり軍需工場に徴用された男性の話を

聞く。東京在住の女性は、戦時中満足に教育を受けられな

かったために日本語の読み書きや意味をつかむことが苦手

だと話す。これら取材映像を元に、視覚障害者を中心に障

害者の戦争について調べている盲教育史研究会の事務局長

と、３０年にわたり被爆ろう者の証言を集めている手話通

訳者、２人のゲストを交えて障害者の戦争について考えて

いく。  

29 

ＮＨＫ 岸博美／仲川文江 

平成 28年 8月 3日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-011 

ハートネットＴＶ 

ホーム転落事故を 

繰り返さない 

 相次ぐ視覚障害者のホーム転落事故。国のバリアフリー

ガイドラインどおりに造られた駅でも、視覚障害者にとっ

ては危険が多い。番組では当事者２名と転落事故を研究し

ている大学教授を迎えて、視覚障害者にとって安全な駅に

ついて考える。  

29 

ＮＨＫ 大河内直之／岡野宏治／大倉元宏 

平成 28年 11月 28日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-012 

ハートネットＴＶ 

デフリンピック特集 

早瀬憲太郎・久美 

夫妻の挑戦 

 ４年に１度開催される聴覚障害者のスポーツの祭典デフ

リンピック。このデフリンピックに２大会連続で挑むろう

者の夫婦がいる。自転車競技の日本代表・早瀬憲太郎さん

はロードレースに出場する。妻の久美さんは、前回、マウ

ンテンバイクに出場し銅メダルに輝いた。２人の目標は夫

婦そろってメダルを獲得することだ。夫妻はデフリンピッ

クに向けて毎週末、各地のレースに出場している。実戦で

経験を積むのが目的だ。二人三脚でデフリンピックに挑む

早瀬さん夫妻の姿を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／早瀬久美 

平成 29年 7月 5日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-013 

ハートネットＴＶ 

静かで、にぎやかな

学校 ～手話で学ぶ

明晴学園～ 

 聞こえない子どもたちが手話で学ぶ明晴学園は、静かで

にぎやかな学校。ここではすべての授業が手話で行われる。

子どもたちの第一言語は手話。小学４年生の手話の授業で

は、国語の教科書の詩を、言葉の意味を深く考えながら手

話で表していく。手話を母語として獲得し、生き生きと言

葉を紡ぐ子どもたちの姿を追う。  

29 

ＮＨＫ  

平成 29年 10月 2日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-014 

ココがズレてる 

健常者  

障害者１００人が 

モノ申す 

 障害者１００人と人気健常者タレントがガチバトル。健

常者の思い込みや勘違いに障害者がもの申す！障害者は気

の毒？義足だったら脚エステは受けられない？エレベータ

ーに車いすの人が乗ってきたら？最もズレてる健常者「Ｍ

ＺＫ」に選ばれるのは果たして誰か？  

45 

ＮＨＫ 
鈴木おさむ／千原ジュニア／平成ノブシコブシ／小島よし

お／カンニング竹山／中川翔子 

平成 28年 12月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-015 

超人たちの 

パラリンピック  

笑顔で“共に走る”  

～視覚障害者マラソン 

道下美里～ 

 リオデジャネイロ・パラリンピックの女子マラソンの銀

メダリスト・道下美里さんは、視覚障害者だ。限られた視

界の中、フルマラソンを走る彼女の脳にはどんな秘密が隠

されているのか。大舞台を共に戦った伴走者との関係を科

学的に解明すると意外な事実が明らかに。パラリンピアン

の超人的な能力に、為末大が迫る。  

49 

ＮＨＫ 道下美里／為末大 

平成 29年 3月 12日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-016 

ＳＷＩＴＣＨ 

インタビュー  

達人達（たち）  

Ｖｏｌ．１４５  

宇宙のなかで  

バリアフリー研究者 

福島智×生命科学者 

柳澤桂子 

 視力と聴力を失い、盲ろう者となった福島さん。指点字

という方法で勉強を続け、バリアフリー研究者となった。

一方柳澤さんは、最先端の遺伝子研究に取り組むが、３１

歳の時、突然原因不明の難病に襲われる。以来、病と闘い

ながら生命科学について思索をめぐらせている。 

 障害や病とたたかってきた２人が、命と存在をめぐる対

話を重ねる。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

59 

ＮＨＫ 福島智／柳澤桂子 

平成 29年 4月 22日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

光と音が薄れゆく中で

～グランドソフトボー

ルと駆け抜けた夏～ 

 目がほとんど見えない黒澤悠也君は、音だけを頼りにボ

ールを追う視覚障害者のための野球・グランドソフトボー

ルの選手。しかし、ここ数年、聴力も低下している。 

 グランドソフトの主将としてチームを率い、さらに将来

のために、あん摩・マッサージ・はりの勉強に励む姿を追

う。  

15 

ＮＨＫ 黒澤悠也 

平成 28年 10月 1日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-018 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

離れていても助けた

い ～熊本地震ＩＴ

を使った支援～ 

 熊本を襲った大地震で被災した聞こえない人は、避難所

で健聴者とうまくコミュニケーションできず避難所を離れ

た人もいる。その教訓を踏まえ、今、電話リレーサービス

をはじめ、ろう難聴者に役立つサイトができている。 

 サービスについて利用者の声を含め紹介する。  

15 

ＮＨＫ 佐藤万美 

平成 28年 10月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

壁があるから 

心がひらく  

ろう者が営む喫茶店 

 ろう学校卒業後、調理師の学校で資格をとった尾中幸恵

さん。しかしコミュニケーションができないからと、なか

なか就職できなかった。そんな尾中さんに４３歳の時、喫

茶店経営のチャンスが訪れた。 

 経営も軌道に乗り、今後はソムリエの資格にも挑戦する

という。  

15 

ＮＨＫ 尾中幸恵 

平成 28年 10月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-020 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

心ひとつに ～ろう

の教師と聞こえる生

徒たちの合唱～ 

 長野県の山間にある松本市立大野川中学校。ここで、ろ

うの教師・篠原雅哉さんが聞こえる生徒に教えている。 

１０月、篠原さんのクラスは文化祭で合唱を披露すること

になり、篠原さんは指揮者を務める。聞こえない先生と聞

こえる生徒が一緒に合唱に挑む姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 篠原雅哉 

平成 28年 11月 19日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる   

奄美の海で 

カツオ一本釣り 

 山下浩一さん（５１歳）は祖父からの代から漁師をして

いる。聞こえないハンデを乗り越え、聞こえる人と対等に

仕事をしている。「海では目の力が重要」と語る山下さん。

漁師として誇りを持って生きる山下さんの日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 山下浩一 

平成 28年 11月 26日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえないリーダー

の挑戦～国際大会を

成功に導くために～ 

 アジア太平洋デフバスケットボールクラブ選手権大会が

１１月に日本で初めて開催された。この大会の実行委員長

を務める穂満圭太さん（３３歳）。 

 穂満さんは外国人選手とのコミュニケーションやボラン

ティアのとりまとめなどの重責を担う。 

 日本で初めて行われるデフバスケの国際大会の成功を目

指す穂満さんの奮闘を追う。  

15 

ＮＨＫ 穂満圭太 

平成 28年 12月 3日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-023 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

もう一度学びたい 

～ろう者が通う 

日本語教室～ 

 愛知県名古屋市で、手話を使って、ろう者に日本語を教

えるキム・ナムユンさん。生徒は皆、仕事や育児をこなし

てきた日本人女性。 

 今なぜ日本語を学ぶのか、キムさんとキムさんの教室に

通う女性たちを追う。  

15 

ＮＨＫ キム・ナムユン／高井玲子 

平成 29年 1月 14日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

挑めば 

可能性は広がる  

弁護士 久保陽奈 

 重度の難聴のある弁護士・久保陽奈さん。民事事件を担

当し現在およそ４０の案件を抱えている。依頼者とは、さ

まざまなツールを使って打ち合わせをしている。 

 依頼人の思いに応えたい。そのために自ら動き工夫し信

念を持って進む久保さんを追う。  

15 

ＮＨＫ 久保陽奈 

平成 29年 1月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一人前を目指して 

～釧路の左官職人～ 

 コテ１本で壁を仕上げる左官職人。一人前になるまでに

５年から１０年かかる。 

 左官の世界で修業をつんでいるろう者・内藤秀之さん 

２７歳。ろう学校の先輩や親方の指導の下、一人前の左官

職人になるために励んでいる姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 内藤秀之／柏木洋平 

平成 29年 2月 4日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえなくても 

踊れるよ～ろうのダン

スインストラクター～ 

 切れの良いパフォーマンスを繰り広げるダンスユニット

「ネクパソ」。ダンサーは全員がろう者。 

 メンバーの１人ｅｍｉこと平野恵美さん３５歳。ダンス

の魅力を伝えたいと、ろうの子どもたちにダンスを教える。 

ろうのダンスインストラクターｅｍｉさんの日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 平野恵美 

平成 29年 2月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

僕の音楽は難聴と 

ともに 宇崎竜童 

 歌手としてヒットを飛ばした宇崎竜童さん７１歳。宇崎

さんは妻の阿木燿子さんとのコンビで作曲家としても活躍

している。しかし、宇崎さんは３０代のころから両耳の難

聴に悩んでいる。 

 ３０年以上にわたり難聴に向き合ってきた苦悩と音楽へ

の思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 宇崎竜童／山田賢治 

平成 29年 3月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

みんなで一緒に 

舞台を楽しみたい 

 聴覚障害のある観客向けに、セリフを字幕で見せるサー

ビスがある。演技にあわせてスタッフがパソコンのキーを

たたくと、モバイル端末にセリフが表示されるというもの

だ。聴覚に障害があっても、聞こえる人と一緒に演劇を楽

しめるこのサービスを提供するのはＴＡ－ｎｅｔ。 

 代表の廣川麻子さんとスタッフの活動を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 廣川麻子／ＴＡ－ｎｅｔのメンバー 

平成 29年 4月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢のゴールへ 

突き進め！  

サッカー選手 西大輔 

 アマチュアトップリーグのサッカーの最高峰に挑む、西

大輔さん１８歳。２歳のときに感音性難聴と診断された。 

 ＪＦＬのヴェルスパ大分に所属し、聴覚に障害があって

も夢や希望を与えられる選手になりたいという西さん。試

練を乗り越え、新たな一歩を踏み出す奮闘の日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 西大輔／ヴェルスパ大分 

平成 29年 4月 22日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-030 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

盲ろう者たちの家 

～日本初の専用 

グループホーム～ 

 大阪市で活動する「ＮＰＯ法人すまいる」が日本で初め

て視覚と聴覚の両方に障害のある盲ろう者専用施設を開設

した。このホームに入居を決めた金磯康平さん４６歳。康

平さんと康平さんの家族の思いを伺う。  
15 

ＮＨＫ 金磯康平／棚瀬恒二 

平成 29年 5月 13日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

美術館をもっと 

楽しもう！ 

 多くの美術館には音声ガイドがあるが聴覚障害者には使

えない。学芸員の解説を手話通訳士が伝える鑑賞ツアーを

立ちあげた西岡克浩さん。西岡さんは障害の有無、年齢に

関係なく美術館を訪れ、美術をきっかけに自分の世界を広

げてほしいと語る。  

15 

ＮＨＫ 西岡克浩／中野淳 

平成 29年 5月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-032 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聴導犬がお客を 

つなぐ理容店 

 ぺぺくんは、ある理容店で聴導犬として働いている。理

容店を営むのは聞こえない細井崇仁さん佐織さんご夫婦。 

 ぺぺくんとご夫婦の付き合いも浅いため、日々訓練を重

ねながら心を通わせていく。細井さんご夫婦とぺぺくんの

日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 
細井崇仁／細井佐織 

 

平成 29年 6月 10日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

デフリンピック特集 

自転車 早瀬憲太郎 

 ４年に１度開かれる聴覚障害者のスポーツの祭典・デフ

リンピック。今回注目するのは自転車競技に挑む早瀬健太

郎さん。妻の久美さんと二人三脚でメダル獲得に挑む姿を

追う。  

15 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／早瀬久美 

平成 29年 7月 1日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

デフリンピック特集 

サッカー  

岡田侑也・拓也 

 ４年に１度開かれる聴覚障害者のスポーツの祭典・デフ

リンピック。今回注目するのはサッカー日本代表の双子の

兄弟・岡田侑也さん拓也さん２０歳。弟の拓也さんは攻撃

の中心選手。兄の侑也さんは攻めと守りの両方を担ってい

る。２人とも初めてのデフリンピックに挑む期待の新星だ。

しかし大会直前、チームに不協和音が…。試練に立ち向か

う岡田兄弟に迫る。  

15 

ＮＨＫ 岡田侑也／岡田拓也 

平成 29年 7月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-035 

ＮＮＮドキュメント’

１３ 守ちゃんと 

よしえちゃん  

バリカンとガハハ女房 

 愛媛県西大洲にある理容室。ここは看板娘のよしえちゃ

ん７４歳と、難聴の守ちゃん７５歳の夫婦が経営するおし

ゃれスポット。よしえちゃんの日課はかまぼこ板に絵を描

くこと。店主の守ちゃんはきょうもあしたも風任せ。バリ

カン片手に人生を笑い飛ばす夫婦の物語。  

25 

南海放送  

平成 25年 9月 30日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-036 

ＲＳＫ地域スペシャル 

メッセージ 聴こえな

い子を救いたい 

～岡山かなりや学園～ 

 １９７５年、全国初の私立の難聴幼児通園施設「岡山か

なりや学園」が発足した。聞こえなくても会話ができ、将

来自立する力を育むことを目的にしている。０歳から６歳

までの難聴児を教育し、今までに４００人以上が卒園した。

学園出身のダンサーの女性や、通園中の児童の様子を紹介。

生後すぐに行われる聴力検査や、人工内耳についても紹介

する。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：荒井美香  

48 

山陽放送  

平成 29年 4月 26日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



 

D 記録・報道 Documentary 

DC 歴史 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DC2018-001 

戦後７０年 

報道特別番組  

京都は守られたのか 

～知られざる原爆 

投下計画を追う～ 

 太平洋戦争中、広島・長崎に原爆が落とされ、焦土化し

た日本。そんな中、京都は大きな被害を免れた。しかし、京

都への原爆投下の計画は確実に進められていたという。 

 太平洋戦争から７０年。京都の歴史と文化、美しい町並

みはいかにして守られたのか。そして京都原爆投下の計画

は本当にあったのか。アメリカの機密文書から探る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝  

49 

毎日放送  

平成 27年 8月 9日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DC2018-002 

ミステリアス・ 

ジャパン 邪馬台国

の謎「纒向遺跡」  

～奈良県桜井市～ 

 奈良県桜井市にある纒向（まきむく）遺跡。３世紀代に

造られた大集落の跡から、邪馬台国（やまたいこく）の最

有力候補地と言われている。すでに１８０回以上の発掘調

査が行われているが、まだ全体の３％程度しか発掘されて

いないという。邪馬台国の有力候補地と言われる理由を紹

介する。  

23 

ＢＳジャパン  

平成 29年 1月 7日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DC2018-003 

ミステリアス・ 

ジャパン 古代ロマン

「飛鳥の石造物」  

～奈良県高市郡 

明日香村～ 

 奈良県高市郡明日香村には、謎に包まれた石造物が点在

している。その数、なんと２０体。いずれも個性的で神秘

に満ちている。一体、何のために造られたのだろうか？石

は普遍性と永遠性のシンボル。石造物は、歴代の天皇にゆ

かりを持ち、飛鳥の繁栄の歴史を物語っている。  

23 

ＢＳジャパン  

平成 29年 1月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2018-001 

ちちんぷいぷい 

特別編  

南極文通ものがたり 

～おとうさん、 

ぼく…～ 

 ３０か国以上の海外取材をしてきた山中アナウンサーは

４人の子どもがいる３８歳だ。山中アナが南極大陸からの

生中継に挑むことになった。南極への出発前、山中アナは

絵本作家の長谷川義史さんに文通をお願いした。山中アナ

の旅の報告に、長谷川さんが絵で返信するのだ。穏やかさ

と厳しさが共存し、特別な場所といわれる南極に行ったか

らこそ気づいた思いと、働くお父さんを支える家族の絆を

伝える物語。  

48 

毎日放送 山中真／長谷川義史 

平成 27年 5月 30日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DD2018-002 

映像’１５  

わが家にやってきた

脱走兵  

ベトナム反戦運動・

４７年目の真実 

 １９６０年代半ば、ベトナム戦争が泥沼化する中、米軍

では戦場に行くのを拒否して脱走する兵士が現れていた。

日本では、反戦団体「ベ平連」が、脱走兵を援助するグルー

プを立ち上げ、一般市民に脱走兵をかくまうよう協力を求

めた。当時、放送局でカメラマンをしていた小山帥人（お

さひと）さんは１人の脱走兵を自宅にかくまった。それか

ら４７年。あの脱走兵は今どうしているのか。小山さんは

消息を尋ねる旅に出る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：野口岳史  

49 

毎日放送 小山帥人／フィリップ・キャリコート 

平成 27年 8月 30日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DD2018-003 

映像’１５  

白い炎  

放火殺人 

２０年の真実 

 娘にかけた保険金目当てに放火し、娘を殺害したとされ

た青木惠子さん。無実の訴えに警察・検察・裁判所は耳を

貸さなかった。放火なのか自然発火なのか、実験を重ね反

論する弁護団。２０年前、大阪で起きた女児死亡火災の真

実に迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

49 

毎日放送 青木惠子／桜井昌司 

平成 27年 12月 20日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2018-004 

ＭＢＳ 

ドキュメンタリー 

映像’１６ 

“自主避難” 

原発事故から５年・ 

真実と風化 

 東日本大震災に伴って起きた東京電力福島第一原発の事

故。この事故で大量の放射性物質が放出され、原発周辺は

強制避難地域となった。 

一方、強制避難地域以外から自主的に避難している人も

いる。その人たちの葛藤と原発事故の真実と風化を見つめ

る。  

49 

毎日放送  

平成 28年 3月 27日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DD2018-005 

ザ・ドキュメント  

パーソナリティ始めま

した インターネット

ラジオに託す夢― 

 インターネット上のラジオ「ゆめのたね放送局」。番組の

パーソナリティーはさまざまな背景を持った人々だ。以前

「女性教師」として高校に勤務していた勇守（ゆうま）さ

んは、ＬＧＢＴに対する理解を広めるため番組を始めた。

ひきこもりの青年クマさんは、自分も就職活動などで大変

なのだが、「他人のきっかけを応援したい」という思いで「ひ

きこのもり」という番組を始める。  

47 

関西テレビ  

平成 28年 2月 13日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DD2018-006 

目撃者ｆ  

さぁ、未来の 

話をしよう。  

～父を追いかけて～ 

 演劇の甲子園とも呼ばれる全国大会に九州唯一の代表校

として佐賀東高校が出場した。上演するのは「ボクの宿題」。

引きこもりの息子とギャンブル好きの父親が主人公だ。息

子役の少年は去年父親を亡くした。台本を手がけた演劇部

顧問の先生は、そんな少年をあえて息子役に指名する。少

年は、劇と現実、その両方で家族の未来と向き合うことに

なる。  

26 

福岡放送  

平成 28年 10月 30日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DD2018-007 

目撃者ｆ  

サガンオヤジの 

がばい挑戦！  

～ナイジェリア 

太陽光発電計画～ 

 薄型太陽光パネルを使って、アフリカの村に明かりをと

もす活動を続けている佐賀・鳥栖（とす）の屋根施工会社

の社長・川口信弘さんを紹介。どんな屋根にも載せられる

太陽光発電パネルを研究する中で生まれたのが「フィルム

状の超薄型太陽光パネル」だ。この日本の技術が生み出し

た明かりが、電気のなかったナイジェリアの村人の生活に

劇的な変化をもたらすことに…。東南アジアの次の市場と

言われるアフリカに目を向けた小さな会社の挑戦を追う。  

26 

福岡放送  

平成 29年 1月 29日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 



DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2018-008 

目撃者ｆ  

降りそそぐ刃  

～検証 平成２９年

７月九州北部豪雨～ 

 平成２９年７月、九州北部を豪雨が襲い、甚大な被害を

もたらした。中でも、観測史上最大雨量を記録したのが福

岡県朝倉市だ。被害を拡大させたのは、いくつかの要因が

重なったからではないかと専門家は分析する。あの日、一

体、どんな現象が起きていたのか、さまざまなデータから

探る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

26 

福岡放送  

平成 29年 7月 30日 利用区分 B－3 

DVD 平成

29年

7月

30日 

DD2018-009 

目撃者ｆ  

泥なんかに 

負けんばい！  

～被災地で出会った

６人家族～ 

 平成２９年７月５日から６日にかけて、福岡県と大分県

を中心とした九州北部で集中豪雨が発生、死者・行方不明

者が４０名を超える災害となった。中でも被害のひどかっ

た地域の一つ、福岡県朝倉市。この作品では、朝倉市の東

部にある真新しい新築住宅を土砂で壊され、避難生活を余

儀なくされた石井さん一家６人が、力をあわせて生活再建

に向けて歩き出す姿を追う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

26 

福岡放送  

平成 29年 8月 27日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-001 

１０ｍｉｎ． 

ボックス  

職業ガイダンス  

空港で働く ～グラ

ンドハンドリング～ 

 空港で飛行機を時間どおりに安全に出発させるために働

く人たちを「グランドハンドリング」と呼ぶ。入社６年目

の原田さんの仕事を通して、グランドハンドリングの仕事

を見ていく。グランドハンドリングの仕事は、燃料の補給、

コンテナの積み降ろし、飛行機の誘導、機内掃除などで、

１機あたり５０人以上のスタッフが関わっている。  

10 

ＮＨＫ 原田知幸 

平成 22年 1月 30日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

EB2018-002 

１０ｍｉｎ． 

ボックス  

職業ガイダンス  

接客の仕事 

 接客態度が決め手になるとも言われる旅館業界。そこで

働く入社３年目の仲居の宮崎香奈さんを通して接客の仕事

を見ていく。朝、従業員のミーティングでその日担当する

客を確認し、チェックインからチェックアウトまでお世話

する仲居の仕事。ほかにも備品の手入れ、フロアの掃除な

ど意外に重労働だ。  

10 

ＮＨＫ 宮崎香奈 

平成 22年 2月 6日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

EB2018-003 

１０ｍｉｎ． 

ボックス  

職業ガイダンス  

アニメに 

かかわる仕事 

 アニメづくりを支えている、絵の職人・アニメーター。

仕事を始めて３年目の齊藤洋平さんを通してアニメーター

の仕事を見ていく。１０分間のテレビアニメに必要な絵は

およそ１３００枚。それを３～４人で分担し、演出家の注

文に忠実に原画を完成させる。鉛筆で１枚１枚描かれる手

がきの世界。アニメーターの指先から人々を魅了する名場

面が生みだされるのだ。  

10 

ＮＨＫ 齊藤洋平 

平成 22年 2月 13日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

EB2018-004 

ＮＨＫ高校講座  

ビジネス基礎  

ビジネスと 

コミュニケーション 

 社会人の自覚とは何だろう？番組では「健康管理」「時間

管理」「みだしなみ」「名刺の渡し方」「電話の取り方」など、

ビジネスマナーのイロハについて、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：江副悟史  

10 

ＮＨＫ  

平成 28年 2月 23日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 

 



EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-005 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

子どもを産むって？ 

～妊娠・出産～ 

 「もし恋人から性行為を求められたらどうしますか？」

高校生を対象にした調査では、男女ともに第１位の答えは

「そのときにならないと分からない」だった。性行為は妊

娠や出産につながる行為だ。高校生であっても、避妊の方

法や妊娠のしくみ、子育てについて知ることはとても大切

だ。番組では、ある母親が男の子を産むまでの道のりを見

ながら、妊娠と出産について考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／南野忠晴 

平成 29年 5月 18日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-006 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

子どもの不思議に 

迫る  

～乳幼児期の発達～ 

 ほかの多くの動物と異なり、人間の赤ちゃんは体も脳も

未成熟のまま生まれてくる。しかし生まれたあと、赤ちゃ

んは自ら育つ力を発揮して成長していく。人見知りや「魔

の２歳」と言われるイヤイヤ期のしくみなどを学びながら、

乳幼児期の子どもの成長について学ぶ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／南野忠晴 

平成 29年 5月 25日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-007 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

誰がどう 

育てればいいの？ 

～子育て環境と 

地域～ 

 待機児童問題や児童虐待など、子育てをめぐる社会問題

は後を絶たない。原因の１つには母親だけに子育てを押し

つけている現状がある。今回は、誰がどのように関われば

安心して子育てができるのかを考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／大日向雅美 

平成 29年 6月 1日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-008 

ＮＨＫ高校講座  

家庭総合  

どんな親に 

なりたい？  

～親子共に育つ～ 

 突然泣き出したり機嫌が悪くなったり、子育ては大変と

いうイメージがある。しかし子育てをとおして親自身も成

長していく。恵泉女学園大学の大日向先生に、安心して親

になるための心構えを伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

20 

ＮＨＫ 黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／大日向雅美 

平成 29年 6月 8日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-009 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書  

アストロペディア  

第７話  

太陽系の広がり－太陽

系のいろいろな天体－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第７話は太陽系のいろいろな天体について。 

 昔から人々は、彗星は悪いことが起こる兆しだと恐れて

いた。しかしイギリスの天文学者ハレーは、万有引力の法

則を使って、彗星が再び現れる年を予言することに成功す

る。彗星がどこからやってくるのか、ユータとアストロペ

ディアは彗星のふるさとへと旅立つ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-010 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書  

アストロペディア  

第８話  

星は生きている 

－恒星－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第８話は恒星について。永久に輝き続けるよ

うに思われる恒星も、生き物と同じように死んでいく存在

だ。恒星の一生は重さによって異なる。太陽と同じくらい

の恒星は１００億年くらい光り続ける。太陽よりも軽い恒

星は、数百億年も光り続ける。では太陽よりも重い恒星は

どんな一生を送ることになるのだろうか。 

（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 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 



EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-011 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書  

アストロペディア  

第９話  

星の川、星の渦 

－天の川銀河－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第９話は天の川銀河について。天の川が星の

集まりだと発見したのはイタリアの物理学者、天文学者、

哲学者でもあるガリレオ・ガリレイ。銀河系の形や大きさ

はどのように解明されたのか。そこには途方もなく緻密な

努力があった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：武井誠  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-012 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書 

アストロペディア  

第１０話  

群れをなす銀河－銀河

と宇宙の大規模構造－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第１０話は宇宙の大規模構造について。 

 銀河は私たちの銀河系以外にも存在している。さまざま

な銀河の形や銀河の集まりを紹介しながら、宇宙の大規模

構造に迫っていく。  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

平成 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-013 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書 

アストロペディア  

第１１話  

膨張する宇宙  

－宇宙の歴史－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第１１話は宇宙の歴史について。 

 エドウィン・ハッブルは、１９２９年に「宇宙は膨張し

ている」と発表した。ハッブルが解明した膨張の理由は何

か。宇宙の誕生と未来に迫る。  

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：武井誠 

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

 



EB 教材 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-014 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書 

アストロペディア  

第１２話  

宇宙を見つめる目  

－進化する天体観測－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第１２話は進化する天体観測について。 

 ４００年前、天体観測を大いに発展させた人物がガリレ

オ・ガリレイ。それから今日まで続く、さまざまな観測と

その進化の歴史を紹介する。  

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥 

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2018-015 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書 

アストロペディア  

第１３話  

未知への挑戦  

－宇宙の謎－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第１３話は宇宙の謎について。 

 宇宙にはいまだ知られていないことが数多くある。正体

の不明なダークマターとダークエネルギー。これらが宇宙

の物質とエネルギーの９６％を占めているという。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 20年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



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 

FB2018-001 

金曜ドラマ  

コウノドリ １  

赤ちゃんは未来  

生まれること、 

そして生きること 

 ペルソナ総合医療センターの産婦人科医・鴻鳥（こうの

とり）サクラ。サクラは「生まれてきたすべての赤ちゃん

におめでとうと言ってあげたい」と願っている心優しき産

科医だ。ある日、サクラは耳の聞こえない妊婦・早見マナ

を担当することに。同じころ同僚の四宮（しのみや）が担

当する妊婦・佐野彩加は、検査の結果、胎児の心臓に疾患

があることが分かる。 

 大人気のヒューマン医療ドラマ第２シーズン開幕！  

60 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／志田未来／高橋メアリージュン 

平成 29年 10月 13日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-002 

金曜ドラマ  

コウノドリ ２  

答えのない選択  

大切な二つの命の 

ために― 

 妊婦の佐和子は、進行の速い子宮けい部腺がんと診断さ

れた。がんの進行度により、妊娠を継続するかどうか判断

を迫られる。サクラは夫婦の決断を全力でサポートすると

励ます。母親と赤ちゃん、２つの大切な命を守るために出

した医師と夫婦の選択は…？  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／土村芳 

平成 29年 10月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-003 

金曜ドラマ  

コウノドリ ３  

母を救え 産後うつ

と無痛分娩― 

 妊婦の麗子は迷信をすぐに信じて、サクラを困らせてい

た。心臓病を抱える彼女に、サクラは無痛分べんを提案す

るが、直前になって無痛分べんを止めると言いだす。 

 一方、出産を終えたキャリアウーマンの佐野彩加には、

産後うつの可能性が出てきた。彩加は、受付に赤ちゃんを

置いたまま姿を消してしまう。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／川栄李奈 

平成 29年 10月 27日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FB2018-004 

金曜ドラマ  

コウノドリ ４  

自然分娩 

“良い母親”になる

ためのリスク 

 第一子を帝王切開で出産した秋野蓮は、どうしても第二

子を自然分娩で産みたいとサクラの元を訪れる。子育てが

うまくいかないのは、痛みから逃げて楽をしたからだと後

悔しているというのだ。できるだけ蓮の希望に沿いたいと

思うサクラだったが、四宮たちはサクラの選択に難色を示

す。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／安めぐみ 

平成 29年 11月 3日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-005 

金曜ドラマ  

コウノドリ ５  

長期入院 ママが 

あなたにできること 

 サクラの元を訪れた妊娠２７週の妊婦・西山瑞希は、診

断の結果、切迫早産の可能性があり急遽入院することに。

瑞希は同じく切迫早産で入院している妊婦・七村ひかると

同室になる。同じ境遇の２人はすぐに意気投合し仲良くな

るが、そんな中、瑞希の赤ちゃんに予測できなかった事態

が…。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／篠原ゆき子 

平成 29年 11月 10日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-006 

金曜ドラマ  

コウノドリ ６  

母と子を救え！  

チーム救命医療 

 ペルソナ総合医療センターの産科医・下屋加江（しもや

かえ）は、臨時当直として行ったこはる産婦人科で、切迫

早産で入院中の神谷カエと出会う。下屋と神谷は、名前も

年も一緒ということで意気投合する。だが下屋は、指先が

震えていた神谷の様子に不安を感じていた。後日、ペルソ

ナに心停止の神谷が救急搬送されて来る。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／福田麻由子 

平成 29年 11月 17日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-007 

金曜ドラマ  

コウノドリ ７  

母になる人生  

母にならない人生 

何が違うの？ 

 助産師の小松が突然、腹痛を訴えた。検査の結果、将来

的に卵巣がんになる恐れがあり、サクラは子宮全摘手術を

勧める。子宮をすべて取ることに悩む小松だが、サクラや

ペルソナの仲間の支えに背中を押され、やがて決断を下す。

その決断とは…。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／須藤理彩 

平成 29年 11月 24日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



FB 連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FB2018-008 

金曜ドラマ  

コウノドリ ８  

医師の決意  

病院を辞めます 

 最近、新生児科医としての経験が増えてきている白川は、

同期の下屋に「全ての赤ちゃんを救うためにも、医者とし

てもっと上を目指すべきだ」と熱く語る。しかし、そんな

白川の様子を見て新生児科部長の今橋は、自信がつき始め

たことで周りが見えなくなってしまわないかと心配をして

いた。そんな矢先に、白川に重大な出来事が起こる。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／芦名星 

平成 29年 12月 1日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-009 

金曜ドラマ  

コウノドリ ９  

不育症  

世界一の味方は誰？ 

 流産を繰り返す篠原沙月は、自分のせいだと思い詰め、

不育症の検査を希望する。そばには、妻を笑顔にしたいと

寄り添う夫の姿があった。サクラは「その思いが奥さんに

とって一番の治療。きっと明日につながる」と励ますのだ

った。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／野波麻帆 

平成 29年 12月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-010 

金曜ドラマ  

コウノドリ １０ 

出生前診断 家族を

作るということ― 

 不妊治療の末、やっと赤ちゃんを授かった透子は、夫の

両親に勧められ出生前診断を受ける。だが郵送されてきた

検査結果には「２１トリソミー（ダウン症候群）陽性」と書

かれていた。透子は夫とともにペルソナを訪れ、精密検査

を受けることにするが…。  

46 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／奥山佳恵 

平成 29年 12月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FB2018-011 

金曜ドラマ  

コウノドリ １１ 

チームが起こす 

最後の奇跡  

それぞれの進む未来 

 産科医である父の葬儀のために能登に帰っていた四宮

は、自らの今後について悩んでいた。一方、新生児科医の

白川は新しい研修先が決まり、ペルソナを離れることにな

った。そんな中、小松の同期だった武田の出産が始まる。

順調そうに見えた出産だったが、一転して緊急事態が発生

する。チームペルソナは母子を救えるのか？  

59 

ＴＢＳ 
綾野剛／松岡茉優／吉田羊／坂口健太郎／星野源／大森南

朋／宮沢氷魚／須藤理彩 

平成 29年 12月 22日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FC2018-001 

スペシャルドラマ 

返還交渉人  

―いつか、 

沖縄を取り戻す― 

 第二次世界大戦に敗れ、アメリカの統治下にあった沖縄

は、米軍のベトナム出撃の拠点となり核兵器も配備されて

いた。海軍の通信士官だった千葉一夫は、戦後外交官にな

り「必ず沖縄を取り戻す」と固く決意。何度も沖縄に赴き、

島民の声に耳を傾け、粘り強くアメリカと交渉を重ねる。 

 これは実話に基づいた返還交渉人の物語である。  

90 

ＮＨＫ 
井浦新／戸田菜穂／尾美としのり／佐野史郎／中島歩／大

杉漣／石橋蓮司 

平成 29年 8月 12日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

FC2018-002 

 

相棒１４ 

 音越官房長官と片山雛子官房副長官による新会派結成の

記者会見会場で爆破事件が発生した。本多篤人の犯行が疑

われるが、彼は娘の死後行方をくらましていた。杉下は休

暇を取り、本多の暮らしていた村を訪れる。そこは音越の

選挙区で、１３年前に選挙で音越に負けて自殺した大黒議

員の地元だった。１３年前の自殺と爆破事件にどんな関係

があるのか。そして本多篤人の狙いは？  

126 

テレビ朝日 水谷豊／反町隆史／古谷一行／木村佳乃／内山理名 

平成 28年 1月 1日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2018-001 

 

地獄門 

 平清盛を倒そうと源義朝と藤原信頼らの軍勢が御所を襲

撃した。その際、上西門院の身代わりを申し出た袈裟（け

さ）を、遠藤武者盛遠が警護し、彼の兄の家へ連れて行っ

た。袈裟の美しさを忘れられない盛遠は、論功行賞の場で、

袈裟を妻にもらいたいと清盛に申し出る。袈裟が渡辺渡の

妻だと知ってもあきらめきれない盛遠。自制心を失い、狂

気にとりつかれた盛遠は…。第７回カンヌ国際映画祭パル

ムドール受賞作品。昭和２８年、衣笠貞之助監督作品。（上

映会使用の際は事前届け出が必要です）   

89 

KADOKAWA 長谷川一夫／京マチ子／山形勲／黒川弥太郎／千田是也 

昭和 28年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2018-002 

一心太助  

天下の一大事 

 江戸の人気者・一心太助が魚河岸で出会った幸吉。彼は

大事な恋人を、旗本・川勝丹波守に奪われたという。川勝

は老中にとりいり、お役目をかさに着てとかく悪い噂のあ

る男。一心太助が親分と仰ぐ大久保彦左衛門とともに、悪

者退治に乗り出す！勧善懲悪の痛快時代劇。中村錦之助の

一人二役も見ものだ。昭和３３年、沢島忠監督作品。（上映

会使用の際は事前届け出が必要です）  

91 

東映 
中村錦之助／中原ひとみ／桜町弘子／丘さとみ／進藤英太

郎／月形龍之介 

昭和 33年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

 

 

 

 

 

 



FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2018-003 

 

任侠東海道 

 清水の次郎長の子分、増川の仙右衛門の伯父の太兵衛が

殺された。犯人と共に姿を消した太兵衛の後妻・おしまを

追ってきた次郎長一家は、事件を目撃した女乞食のお竹か

ら、犯人が武居の安五郎の身内だと知る。次郎長は安五郎

に掛け合うが、犯人は今は赤の他人だと突き返される。実

は安五郎は仲間と結託して、次郎長一家をつぶそうとして

いた。昭和３３年、松田定次監督作品。（上映会使用の際は

事前届け出が必要です）  

105 

東映 
片岡千恵蔵／大川橋蔵／進藤英太郎／中村錦之助／大友柳

太朗／千原しのぶ 

昭和 33年 利用区分 B－3 
DVD 昭和

33年 

FD2018-004 

 

ＳＬＡＭＤＵＮＫ 

 強豪・武園高校との練習試合にのぞんだ湘北バスケ部。

桜木は、そこで中学時代にふられた葉子と出会う。彼女は、

武園のエース・小田の恋人となっていた。桜木は小田に、

中学時代に不良だったことをバカにされ、バスケをやる資

格はないと言われる。大人気バスケ漫画の映画版。平成６

年、西沢信孝監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必

要です）  

30 

東映  

平成 6年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2018-005 

 

学校の怪談３ 

 舞台はとある地方の小学校。この学校では昔亡くなった

タイチという少年の幽霊が出るといううわさがあった。タ

イチは、運動会の二人三脚で転んだ生徒に目をつけるとい

う。教師の八橋が、タイチが潜むといわれる鏡を発見して

しまい…。 

 妖怪たちが暴れ回る鏡の世界に、取り込まれてしまった

生徒たちと八橋先生。果たして彼らは、この恐ろしい世界

から逃げ出せるのか？ 平成９年、金子修介監督作品。（上

映会使用の際は事前届け出が必要です）  

97 

東宝 
西田尚美／前田亜季／黒木瞳／佐戸井けん太／野田秀樹／

野村宏伸 

平成 9年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

 



FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2018-006 

 

生きる 

 役所の市民課長・渡辺勘治は３０年無欠勤のまじめな男

だが、退屈な日常を送っていた。胃がんで余命が長くない

ことを知った勘治は、飲み屋で知りあった男と、今まで経

験したことのないパチンコやダンスホールなどを回る。し

かしいっこうに心は晴れず、むなしさが募るばかりだった。

今までの人生は何だったのか。苦悩の中で渡辺が見いだし

た「生きる意味」とは？黒澤明監督の人間ドラマの傑作。 

昭和２７年、黒澤明監督作品。（上映会使用の際は事前届け

出が必要です）  

143 

東宝 志村喬／日守新一／千秋実／小田切みき／左卜全 

昭和 27年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2018-007 

 

用心棒 

 風来坊の浪人が訪れたのは、やくざ者の抗争で荒れ果て

た宿場町。そこでは、賭場の元締めの清兵衛と、清兵衛一

家の跡目相続に不服を持つ丑寅（うしとら）が、血で血を

洗う争いを繰り広げていた。事情を聞いた浪人は、「俺がや

くざを一掃してやる」と言って宿場町に居残ることにする

が…。昭和３６年、黒澤明監督作品。（上映会使用の際は事

前届け出が必要です）  

110 

東宝 三船敏郎／仲代達矢／山田五十鈴／東野英治郎／志村喬 

昭和 36年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2018-008 

 

八つ墓村 

 東京の飛行場で働く寺田辰弥は、ある日新聞の尋ね人の

欄で、自分が捜されていることを知る。大阪の法律事務所

を訪ねると、そこにはそれまで会ったことのなかった母方

の祖父・井川丑松（うしまつ）が待っていた。ところが会う

なり、丑松は苦しみもがいて死んでしまう。辰弥は父方の

親戚筋の森美也子の案内で、生まれ故郷の八つ墓村に向か

うことになった。横溝正史原作の探偵・金田一耕助シリー

ズ。昭和５２年、野村芳太郎監督作品。（上映会使用の際は

事前届け出が必要です）  

151 

松竹 
萩原健一／小川真由美／渥美清／山崎努／市原悦子／山本

陽子 

昭和 52年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

 



FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2018-009 

 

釣りバカ日誌１６ 

 鈴木建設が手がけた長崎の第二西海橋の連結式に、ハマ

ちゃんこと浜崎伝助と社長のスーさんが向かうことになっ

た。長崎に着いて、さっそく釣りに出たハマちゃんは、米

兵のボブと意気投合。釣って飲んで大はしゃぎの一夜を過

ごし、朝になってみると、ハマちゃんはとんでもない場所

にいた！ハマちゃんの運命やいかに。果たして無事に帰れ

るのか！？ 平成１７年、朝原雄三監督作品。（上映会使用

の際は事前届け出が必要です）  

115 

松竹 西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／伊東美咲／金子昇 

平成 17年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 



H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

HA2018-001 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

〝化学工場〟肝臓 

 ７月２８日は世界肝炎デー。「沈黙の臓器」と呼ばれる肝

臓について、その働きや肝臓病の最新治療法まで、横浜市

立大学大学院教授の中島淳さんに詳しく伺う。 

 １回目は「化学工場 肝臓」と題して、肝臓の働きや肝

臓病の検査について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29年 7月 24日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-002 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

脂肪肝に要注意 

 肝臓病についてお伝えする２回目は「脂肪肝」について。

脂肪肝というとお酒の飲みすぎが原因と思われがちだが、

食べ過ぎなどでも脂肪肝になる。脂肪肝を放っておくと、

一部の人では肝炎から肝硬変、そして肝臓がんへと進行す

る場合がある。脂肪肝の検査や改善方法について解説する。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29年 7月 25日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-003 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

一度は検査！ 

肝炎対策 

 肝臓病徹底解説の３回目はウイルス性肝炎について。肝

臓がんの原因の７０％がＣ型肝炎で、１０～２０％がＢ型

肝炎だ。Ｂ型肝炎は母子感染や性交渉で感染し、Ｃ型肝炎

は輸血などで感染する。この２つのウイルス性肝炎は、一

度は検査することが勧められている。ウイルス性肝炎の検

査や治療について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29年 7月 26日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

HA2018-004 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

肝臓がん最新治療 

 肝臓病徹底解説の４回目は「肝臓がん最新治療」をお送

りする。 

 肝臓がんは肝細胞がんと肝内胆管がんがあるが、今回取

り上げるのは肝臓がんの９５％を占める肝細胞がん。肝細

胞がんの原因と経緯、その最新治療について専門家に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29年 7月 27日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-005 

きょうの健康  

命を守る！  

胃がん徹底解説  

胃がんへの分岐点 

シリーズ「命を守る！胃がん徹底解説」の１回目は「胃

がんへの分岐点」。胃がんの一番の原因はピロリ菌感染で、

胃がんにかかる人は５０歳代から急増する。中年になる前

にピロリ菌に感染しているかどうかを調べ、除菌治療を受

けることで、胃がんを未然に防ぐことができる。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 杉山敏郎／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 29年 5月 8日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-006 

きょうの健康  

命を守る！  

胃がん徹底解説  

手術とその後の対応 

 シリーズ「命を守る！胃がん徹底解説」の２回目は「手

術とその後の対応」。胃がんは、大きさや深さ、広がりの程

度によって治療法が異なる。早期がんの場合には内視鏡治

療、進行すると手術になる場合が多い。それぞれの治療方

法や手術後の注意点などを専門家に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛  

15 

ＮＨＫ 片井均／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 29年 5月 10日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2018-007 

きょうの健康  

命を守る！  

胃がん徹底解説  

治りにくいがんと 

抗がん剤 

 シリーズ「命を守る！胃がん徹底解説」の３回目は「治

りにくいがんと抗がん剤」。胃がんは治せる可能性の高いが

んだが、転移していたり切除の難しいがんの場合は、がん

の進行を遅らせる抗がん剤治療が中心となる。抗がん剤の

種類や、個々の薬の副作用等について専門家に伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：皆川愛   

15 

ＮＨＫ 杉山敏郎／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 29年 5月 11日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 



J 子ども物・アニメ Junior 

JB創作アニメ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2018-001 

それいけ！ 

アンパンマン  

どんぶりまんトリオ

とはにわくん  

ちびおおかみと 

つららちゃん 

 ちびおおかみは、満月を見るとオオカミおばけに変身し

てしまう。そのため、心優しいちびおおかみは、満月を見

ないように努力している。けれども、つららちゃんと一緒

に演奏を楽しんでいた時、ばいきんまんに満月を見せられ、

オオカミおばけに変身してしまう。 

 どんぶりまんトリオが、はにわくんと出会って仲よしに

なる。３人は、はにわくんに自分たちのどんぶりを食べて

もらおうと一生懸命。それを見ていたばいきんまんは、ど

んぶりを食べたくて悪いことを考えつく。  

24 

日本テレビ  

平成 29年 2月 10日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-002 

それいけ！ 

アンパンマン  

アンパンマンと 

どろんこ魔王 

 子どもたちが湖で歌の練習をしていると、湖が突然どろ

だらけになり、子どもたちを襲ってきた。アンパンマンが

様子を見に行くと、ばいきんまんが現れて、さらに湖の中

から、どろんこ魔王が現れた！  

24 

日本テレビ  

平成 29年 10月 6日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-003 

ちびまる子ちゃん  

連載３０周年記念！ 

１時間スペシャル 

「ぜんぜん知らない 

親戚の人」の巻 

「小杉の大食い 

チャレンジ」の巻  

「近所の桜祭り」の巻 

「おじいちゃんの 

散歩」の巻 

「ぜんぜん知らない親せきの人」 

さくら家に遠い親せきが来るという。会ったこともない

その人を、どうもてなすのか…。実はだれも会いたくない

のだ。 

「小杉の大食いチャレンジ」 

大盛チャーハンを３０分で完食すれば３０００円の賞

金！チャレンジしたい小杉にはお金がない。そこで藤木ら

を巻き込もうとする。 

 ほかに「近所の桜祭り」、「おじいちゃんの散歩」。  

49 

フジテレビ  

平成 29年 3月 19日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



JB創作アニメ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2018-004 

ちびまる子ちゃ 

「藤木、傘を 

貸したい」の巻  

「まる子、集中力が

欲しい」の巻 

「藤木、傘を貸したい」 

おつかいの途中で雨が降りだし、まる子に傘を貸した藤

木。ところがそのあと、雨宿りしている憧れの笹山さんを

発見。本当は笹山さんに貸したかったのに…。どうする、

藤木！？ 

「まる子、集中力が欲しい」 

いろんな工夫をするものの、宿題に集中できないまる子。

今日は宿題のほかに、漫画を読んで、百恵ちゃんのドラマ

を見て、メロンも食べなきゃならない。まる子、全部でき

るのか？  

25 

フジテレビ  

平成 29年 6月 4日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-005 

ちびまる子ちゃん 

「何でも凍らせちゃ

おう」の巻 

「まる子と 

小僧の呪い」の巻 

「何でも凍らせちゃおう」 

お姉ちゃんが凍らせた缶詰の桃をもらって食べたまる子

は、他の果物も凍らせてみることにする。ところが冷たい

ものを食べ過ぎたまる子は…。 

「まる子と小僧の呪い」 

野口さんに勧められて「小僧の呪い」の本を読んだまる

子は家に霊がいるとおびえて落ち着かない。その上、野口

さんにまる子の写真に小僧が写っていると言われて、自分

は小僧に呪われていると信じ込んでしまい…。  

25 

フジテレビ  

平成 29年 8月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-006 

妖怪ウォッチ  

３年Ｙ組ニャンパチ

先生 ＶＳ ＧＴＡ 

みんなでお話を 

考えよう  

妖怪新シリーズ会議  

コマさんと１年生 

 ニャンパチ先生が、さくら中学に戻って来た。やる気満々

のニャンパチ先生だが、グレートティーチャーと呼ばれる

赤鬼先生も新たに赴任してきて…。ほかに、メインキャラ

クターたちによる妖怪新シリーズ会議と、コマさんと小学

新１年生の男の子のふれあいを描く「コマさんと１年生」

を収録。  

25 

テレビ東京  

平成 29年 4月 7日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



JB創作アニメ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2018-007 

妖怪ウォッチ  

オニスターズ全員集合

～探検隊編～  

妖怪ダメジャー  

イナホの女子会 

 赤鬼隊長率いるオニスターズが、探検隊となりジャング

ルに眠る秘宝を求めて冒険に出かける。ジバニャンやフウ

２（フウツー）たちは赤鬼隊長のもと、秘宝の眠る洞窟に

入るが…。ほかに「妖怪ダメジャー」と「イナホの女子会」

を収録。  

25 

テレビ東京  

平成 29年 4月 14日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

読売テレビ   

平成 29年 2月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-008 

妖怪ウォッチ  

妖怪新シリーズ会議 

～ミッションニャンポ

ッシブル～ 妖怪アー

ダコンダ 独占中継！

世界妖怪陸上！ 

 妖怪新シリーズ会議でジバニャンが提案したのは「ミッ

ションニャンポッシブル」。そのほか、文句を我慢しストレ

スで死んで妖怪になった「妖怪アーダコンダ」と、世界の

妖怪が新記録に挑む「独占中継！世界妖怪陸上！」の３話

を収録。  

25 

テレビ東京  

平成 29年 4月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-009 

妖怪ウォッチ  

帰ってきたオニスター

ズ全員集合～雪山編～ 

妖怪黄ばんドール  

おそるべき三者面談！ 

 雪山登山に挑むオニスターズだったが、途中で山田が遭

難してしまう「帰ってきたオニスターズ全員集合～雪山編

～」。そのほか、黄ばんで捨てられてしまい妖怪になった「妖

怪黄ばんドール」と、ケータの学校の三者面談に妖怪口す

べらしが現れる「おそるべき三者面談」の３話を収録。  

25 

テレビ東京  

平成 29年 9月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-010 

名探偵コナン  

婚姻届のパスワード

（前編） 

 警視庁交通部の宮本由美が数年前に彼氏の太閤名人こと

羽田から渡された謎の封筒。中には婚姻届が入っていた。

うっかり封筒を捨ててしまった由美だったが、マンション

の管理人がそれを拾っていた。ところが羽田名人のファン

の管理人は、その婚姻届を隠してしまう。隠し場所はパソ

コンにパスワードを打ち込まないと分からないのだ。  

25 

読売テレビ  

平成 29年 2月 11日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 

 

 

 



JB創作アニメ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

JB2018-011 

名探偵コナン  

婚姻届のパスワード

（後編） 

 由美が誤って捨ててしまった封筒を預かっていたマンシ

ョンの管理人。管理人は、由美の彼氏・羽田名人の大ファ

ンで、由美に名人と添い遂げる覚悟があるなら謎の暗号を

解くように言う。コナンたちは果たして管理人のパスワー

ドを解くことができるのか？  

25 

読売テレビ  

平成 29年 2月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-012 

名探偵コナン  

恋の地獄めぐり 

ツアー（別府編） 

 コナンと蘭は、小五郞に誘われ別府温泉へ旅行に出かけ

る。だが、小五郎の本当の目的は、失そうした仲代電気の

社長令嬢・麻奈美の行方を捜すことだった。同じころ、高

木刑事と佐藤刑事が大分の湯布院でデートしていた。  

25 

読売テレビ  

平成 29年 3月 4日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2018-013 

名探偵コナン  

恋の地獄めぐり 

ツアー（大分編） 

 誘拐犯の指示で身代金の運び役になった麻奈美の婚約

者・江原。犯人が身代金の受け渡し場所に指定した動物園

にコナンたちも向かった。そこで拳銃強盗事件の犯人を追

う高木と出くわすが…。  

25 

読売テレビ  

平成 29年 3月 11日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 


