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C 趣味・教養趣味・教養趣味・教養趣味・教養  Culture 

CB    風土記・旅風土記・旅風土記・旅風土記・旅 

 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CB2012-001 

世界夢列車に乗って 

ＨＡＥＲＡＮＧ  

韓国周遊豪華列車の旅  

歴史の息吹を 

感じながら 

 韓国初の豪華寝台列車「ヘラン」。ヘランとは「太陽と

ともに美しい山河を巡る」というコンセプトでつけられ

た名前だ。ソウルから谷城・順天・慶州を経て、正東津

から再びソウルに戻る２泊３日の旅。前編は「屋根のな

い博物館」と言われる世界遺産・慶州までの旅を紹介す

る。  

47 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 23 年 1 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2012-002 

世界夢列車に乗って 

ＨＡＥＲＡＮＧ  

韓国周遊豪華列車の旅  

美しい海岸線から 

山越えに挑む 

 豪華列車ヘラン号で巡る韓国の旅。今回は湫岩（チュ

アム）からソウルまでの旅。ドラマ「冬のソナタ」で有

名な日の出の名所・湫岩。韓国のグランドキャニオンと

いわれる武陵渓谷。神秘の鍾乳洞・大金窟などを紹介す

る。  

47 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 23 年 2 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2012-003 

世界夢列車に乗って 

中国 四川から雲南へ 

成昆鉄道の旅  

＜前編＞ 

 四川省の省都・成都から雲南省の省都・昆明を結ぶ成

昆鉄道は、中国有数の山岳路線だ。三国志ゆかりの地・

成都では、本場の四川料理を堪能。雲南省ではパンダの

研究施設を見学し、仏教の聖地・峨眉山では世界最大の

石仏・楽山大仏に出会う。  

47 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 23 年 9 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2012-004 

世界夢列車に乗って 

中国 四川から雲南へ  

成昆鉄道の旅  

＜後編＞ 

 成昆鉄道の旅の後編。少数民族の住む雲南省の山里で

出会うエキゾチックな風物の数々。世界遺産の地・石林

では、奇岩の林立する絶景を楽しむ。  

47 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 23 年 9 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
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C 趣味・教養趣味・教養趣味・教養趣味・教養  Culture 

CE    趣味趣味趣味趣味 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CE2012-010 

 

日本の話芸 落語  

饅頭こわい  

出演 桂米朝 

 仲間同士が集まって、何が怖いかという話が始まった。

蛇が怖い、カエルが怖い。いいや、やっぱり幽霊が…。

そんな中、いつもおとなしいみっつあんに、一人が聞い

た。「お前さん、何が一番怖いんだい？」「わたしが怖い

のは口に出すのも恐ろしい…」。  

30 

ＮＨＫ 桂米朝 

平成 10 年 9 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2012-011 

日本の話芸  

出演 春風亭小柳枝 

演題「船徳」 

 道楽が過ぎて勘当され、船宿に居候の身の徳さんが船

頭になりたいと言い出す。親方はしかたなく了承する。

ある日船頭が全員出払っていたので、まだ技術がない徳

さんが二人の客を乗せてこぎ出すことになった。  
29 

ＮＨＫ 春風亭小柳枝 

平成 23 年 7 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2012-012 

 

日本の話芸  

出演 柳家さん喬  

演題「三枚起請」 

 起請とは、約束事を書き付けて必ず守ると神様に誓う

もの。今で言うなら契約書だ。 

 若旦那のいのさんが廓（くるわ）の女にもらった起請

文。「年季が明けたなら、必ずあなたと一緒になります

…」。大喜びするいのさんだったが、この起請文、１枚だ

けではなかったからさあ大変。  

30 

ＮＨＫ 柳家さん喬 

平成 23 年 9 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



3 

 

C 趣味・教養趣味・教養趣味・教養趣味・教養  Culture 

CG    科学科学科学科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CG2012-001 

 

ＮＨＫスペシャル  

緊急報告  

記録的豪雨の衝撃 

 ２０１１年８月２５日に発生した台風１２号による記

録的な豪雨は紀伊半島に大きな被害をもたらした。死者

と行方不明者はあわせて９７人。土石流が起き川は氾濫

し町は水につかった。甚大な被害をもたらした「深層崩

壊」とは何か。被害の拡大を防ぐにはどうしたらいいの

か。近年、日本で増えてきた集中豪雨による水害につい

て現地からの報告と防災の専門家の意見を紹介する。  

73 

ＮＨＫ 池谷浩 

平成 23 年 9 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-005 

福祉ネットワーク  

東日本大震災  

障害者の１か月  

集団避難した人たち 

 福島県いわき市で、さまざまな支援を受けて自立した

生活を送っていた障害者７４人が、東日本大震災の影響

で長野県へと集団避難をした。今後どのように生活を再

建していくのか、ふるさとへの強い思いの中で揺れる障

害者の姿を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 金子勝 

平成 23 年 4 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-006 

 

福祉ネットワーク  

孤立を防げ ～石巻  

聴覚障害者はいま～ 

 東日本大震災で被災したろう者の中には、情報が入ら

ず、また支援が受けられずに孤立する方々がいる。彼ら

の支えとなるのが、設置手話通訳だ。宮城県石巻市で活

動する設置手話通訳の姿を通して、被災した聴覚障害者

の支援について考える。  

29 

ＮＨＫ 小海秀純 

平成 23 年 6 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 
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D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-007 

 

福祉ネットワーク  

東日本大震災  

“盲ろう者”に 

なにがおきたか 

 多くの人に甚大な被害をもたらした東日本大震災。中

でも視覚と聴覚の両方に障害を持つ「盲ろう者」は、震

災直後の停電や情報網の混乱の中、情報を得る一切の手

段を失った。さらに震災は、日ごろ盲ろう者を支えてい

た支援者の命も奪った。東日本大震災で盲ろう者はどん

な事態に直面したのか、そしてどんな支援が必要なのか

考える。  

29 

ＮＨＫ 門川紳一郎 

平成 23 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

島のろう者は今 

 島根県・隠岐は４つの島からなり、約２万人の人々が

暮らす。ここには手話で生活する人が１０人ほどいる。

離島では手話通訳の派遣が難しい場合も多い。島のろう

者たちの暮らしを追った。  
15 

ＮＨＫ 池田文隆 

平成 23 年 3 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-020 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

災害関連情報 

（平成２３年３月２０日

放送） 

 東日本大震災から９日目の放送。岩手・宮城・福島の

各被災地の様子、聴覚障害者の状況を、各地のろうあ協

会・難聴者協会や手話通訳者から報告してもらう。また

被災地の聴覚障害者から番組に寄せられたメールを紹介

し、被災者の生の声を伝える。  

15 

ＮＨＫ 斉藤千英 

平成 23 年 3 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

この一年を振り返って 

～ハイライトシーンを

もう一度！～ 

 １年間の放送を振り返り、さまざまな世界で活躍する

４人の聴覚障害者の様子を、ハイライトシーンを交えて

紹介する。登場するのは、女性ライダーの高杉奈緒子さ

ん、大学准教授の松﨑丈さん、会津塗りの職人の星清一

さん、旅行会社で手話ツアーを企画する片桐幸一さんだ。 

15 

ＮＨＫ  

平成 23 年 3 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
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D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

災害関連情報 

（平成２３年４月３日

放送） 

 東日本大震災関連情報。震災から３週間目の様子を伝

える。聴覚障害者救援中央本部の取り組みと、岩手県ろ

うあ協会会長高橋幸子さんの報告。番組後半では、兵庫

県立聴覚障害者情報センターの相談員・甲斐更紗さんを

迎え、災害時の心理支援について伺う。  

15 

ＮＨＫ 甲斐更紗 

平成 23 年 4 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-023 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

災害関連情報 

（平成２３年４月１０

日放送） 

 東日本大震災から１か月目の様子を伝える。全難聴対

策本部の高岡正さんから、難聴者の被災状況・必要な支

援について伺う。後半は精神保健福祉士の高山享太さん

を迎え、被災した子どもたちをどう受け止め支援してい

くのかを伺う。  

高岡正／高山享太 

15 

ＮＨＫ  

平成 23 年 4 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

あきらめない人生  

前編  

～藤田孝子さん～ 

 １９６４年に制作されたＮＨＫのドキュメンタリー

「歳月」は、藤田威さん・孝子さんの聞こえない夫婦が、

たくましく生きる姿を描いた作品だ。ろう者への差別が

まだ厳しかった時代。さまざまな苦労に負けず前向きに

生きた孝子さんの「あきらめない人生」を伺う。  

15 

ＮＨＫ 藤田孝子／橋爪由利 

平成 23 年 4 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



6 

 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

あきらめない人生  

後編  

～藤田孝子さん～ 

 藤田孝子さんにお話を伺う後編。夫の威さんは島根県

のろうあ連盟の中心的存在として活躍した。夫の生前か

らろうあ運動にかかわった孝子さんだが、当時は女性が

前面に出るのは珍しいことだった。夫の死後、島根県の

ろうあ連盟の会長も務めた孝子さんに、女性ならではの

取り組みについて伺う。  

15 

ＮＨＫ 藤田孝子／橋爪由利 

平成 23 年 4 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

人形劇と自分探しの旅  

～前編～ 

 「デフ・パペットシアター・ひとみ」は、聞こえない

人と聞こえる人が力を合わせて上演する人形劇団。結成

３０周年記念作品の公演に初挑戦する牧野英玄さんの姿

を追う。  
15 

ＮＨＫ 牧野英玄 

平成 23 年 5 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

人形劇と自分探しの旅  

～後編～ 

 「デフ・パペットシアター・ひとみ」の牧野さんはろ

う学校ではなく一般校で学び、聞こえる世界と聞こえな

い世界のはざまで揺れ動いていた。人形劇を通して、自

分探しの旅を続ける牧野さん。初めての公演を通して、

「自分とは何者なのか」が少しつかめたという。  

15 

ＮＨＫ 牧野英玄 

平成 23 年 5 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

どんぐり  

ろう重複障害とともに 

～知的障害のある 

仲間のために～ 

 入所授産施設「ふれあいの里・どんぐり」には６０人

のメンバーが暮らす。その半数以上が、知的障害のある

人たちだ。メンバーは共同生活をする中で、使える手話

単語の数を増やしたり、買い物をする力を付けたりして、

少しずつ成長している。全国的にも先進的と言われる取

り組みを伝える。  

15 

ＮＨＫ 速水千穂 

平成 23 年 5 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



7 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

どんぐり  

ろう重複障害とともに 

～さまざまな“生きづらさ”

を支えて～ 

 設立当初の「どんぐりの家」のころとは異なり、今、「ふ

れあいの里・どんぐり」では、精神障害、ひきこもり、

盲ろうなど、さまざまな「生きづらさ」のある人の暮ら

しを支えている。「ふれあいの里・どんぐり」の取り組み

を伝える。  
15 

ＮＨＫ 速水千穂 

平成 23 年 5 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-030 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

制度改革① 必要と 

する人にサービスを 

 日本では軽中度難聴の人は障害認定されず、福祉サー

ビスなどを受けることができない。しかし、日常生活で

困っていることは、たくさんある。サービスを必要とす

る人が、サービスを受けられるようにするための道筋を

考える。  

15 

ＮＨＫ 新谷友良 

平成 23 年 6 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

制度改革② どこでも

いつでもコミュニケー

ション支援を 

 現在、手話通訳派遣事業、要約筆記派遣事業、手話通

訳設置事業を実施していない市町村があり、内容も地域

格差があることが指摘されている。最新の調査結果をも

とに、どこでもいつでもコミュニケーション支援が受け

られるようにするための道筋を考える。  

15 

ＮＨＫ 松本正志 

平成 23 年 6 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

 

  



8 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-032 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

大好きな犬と仲間と 

～びわこみみの里の 

就労支援～ 

 滋賀県守山市にある「びわこみみの里」は、一般企業

への就労が難しい聴覚障害者などが、就労訓練を受けた

り働いたりする施設。中でもユニークなのは犬の美容師

であるトリマーの養成。トリマーを目指す人たちを中心

に、みみの里を紹介する。  

15 

ＮＨＫ  

平成 23 年 6 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

これからのろう教育 

～第５９回全国 

ろうあ者大会から～ 

 聴覚に障害があっても地域の学校に通う子どもが増え

る中、ろう学校はどんな役割を果たすのか、ろう学校を

魅力的なものにするためには何が課題なのか。ろうあ者

大会の様子を紹介しながら、ろう教育の今後について考

える。  

15 

ＮＨＫ 西滝憲彦 

平成 23 年 7 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

竹の美を極める  

～竹工芸作家  

杉田静山さん～前編 

 ろうの竹工芸作家、杉田静山（じょうざん）さん。滋

賀県指定無形文化財保持者で、その作品はこれまでも高

く評価されてきた。２回にわたり、静山さんが創る美の

世界と人生について聞く。  15 

ＮＨＫ 杉田静山 

平成 23 年 7 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

竹の美を極める  

～竹工芸作家  

杉田静山さん～後編 

 ８０歳を目前にした今も作品を作り続けている杉田さ

ん。後編は、高い評価を得たロンドンでの展示と実演に

ついて伺う。また、これまで制作をずっと支え続けてき

た家族についても伺う。  15 

ＮＨＫ 杉田静山 

平成 23 年 7 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

  



9 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-036 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

東日本大震災  

盲ろう者は 

 岩手県大槌町に住む八幡美知子さん（６０歳）は、息

子夫婦と孫と６人で暮らしている。震災で家は無事だっ

たが、１４年前から八幡さんを支えてくれた通訳・介助

者が、津波で行方不明になってしまった。大槌町には、

ほかに通訳・介助者はいない。 

 震災の中での盲ろう者の生活の現状を伝える。  

15 

ＮＨＫ 八幡美知子／笠井実 

平成 23 年 7 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-037 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

東日本大震災  

放射能の不安 

 ろう者は、放射能や放射能の影響を減らすための注意

点について、手話を通して情報を得る機会が少ない。そ

こで、東日本大震災聴覚障害者救援福島県本部では、手

話通訳を付けた専門家の講演会を開いた。放射能汚染と

向き合うろう者と、それを支援する動きを伝える。  

15 

ＮＨＫ 小林靖 

平成 23 年 7 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-038 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

災害時の緊急情報を 

どう伝えるか 

 東日本大震災では、聴覚障害者の防災や被災者支援に

おいて、さまざまな課題が浮き彫りになった。特に情報

配信は重要な課題である。 

 災害発生時に確実に情報が届くようにするには、どん

なシステムを用意しておくことが必要なのか考える。  

15 

ＮＨＫ 小川光彦 

平成 23 年 9 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-039 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

災害と聴覚障害者 

情報提供施設 

 東日本大震災で、情報提供施設は地元の聴覚障害者団

体と協力し、安否確認や被災者支援活動を行った。災害

時に重要な役割を担う情報提供施設のない地域では、一

日も早い施設設置を望む声が高くなっている。 

 災害時の情報提供施設の役割について伝える。  

15 

ＮＨＫ 保住進 

平成 23 年 9 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

  



10 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DA    障害関係障害関係障害関係障害関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DA2012-040 

東海北陸ヒューマン 

ドキュメンタリー  

聴こえない僕が 

父になる 

 ろう者の森本拓磨さんは学生時代にひとめぼれした女

性と結婚した。そして同時に５歳の翔太郎君の父親にな

った。耳の聞こえない森本さんが言葉の壁や血のつなが

りを超え、翔太郎君の父親になろうとする姿を追う。  
29 

ＮＨＫ 森本拓磨 

平成 23 年 12 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-042 

 

’１１ドキュメント静岡 

伝えたい思い  

～言葉を越えた 

コミュニケーション～ 

 映像作家の今村彩子さんはサーフショップを経営して

いる太田辰郎さんを１年以上取材し、ドキュメンタリー

映画を制作している。今村さんも太田さんも耳の聞こえ

ないろう者である。 

 音のない世界に生きる今村さんの「伝えたい思い」を

紹介する。  

48 

静岡第一テレビ 今村彩子／太田辰郎 

平成 23 年 5 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2012-045 

架け橋  

第１弾～東日本大震災 

宮城の被災ろう者は今～ 

第２弾～東日本大震災  

一ヵ月後の被災ろう者～ 

第３弾～東日本大震災  

地域の絆～ 

 甚大な被害をもたらした東日本大震災。その時、聞こ

えない仲間たちは、建物の倒壊した町で、避難所で、何

を思いどう過ごしていたのか。ろう者である今村彩子監

督が見た被災地とは、そして聞こえない仲間たちとは…。

渾身のドキュメンタリー作品。  75 

ＣＳ障害者放送統一機構 今村彩子 

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 



11 

 

D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DD    人間関係人間関係人間関係人間関係 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DD2012-001 

 

 

 

私たちの時代 

 石川県門前町は能登半島の日本海に面した、過疎化と

高齢化が進む小さな町。その町にある唯一の高校、県立

門前高等学校。生徒数は年々減少しているが、女子ソフ

トボール部は飛び抜けて元気だ。 

 ２００７年３月、能登半島地震が町を襲った。その２

週間後には、ソフト部は練習を再開。悲嘆にくれる崩れ

た町に元気な声が響いた。 

 ３年に及ぶ密着取材がとらえた、再生と復興の青春ド

キュメンタリー。   

116 

フジテレビ  

平成 22 年 12 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2012-003 

学びＥｙｅ！  

三陸“復幸”  

～被災地の〈食〉に 

学ぶ６か月～ 

 世界三大漁場の１つに数えられる三陸沖。東日本大震

災の津波は三陸から多くのものを奪っていった。船は流

され、カキやホタテの養殖施設は壊滅した。しかし三陸

には食への絆・食への思いが残っていた。三陸の復興に

挑む人々の姿を追う。  

26 

ＩＢＣ岩手放送 紺野美紗子 

平成 23 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 



12 

 

E    教育・教材教育・教材教育・教材教育・教材    Education 

EA    社会教育社会教育社会教育社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2012-012 

みんなで 

節電アクション！  

家庭でできる 

節電アクション 

 家庭で最も電力を消費しているのはエアコン。電力不

足が心配される現在、家庭で簡単にできる節電方法をわ

かりやすく解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）  
3 

環境省  

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2012-013 

みんなで 

節電アクション！  

オフィスでできる 

節電アクション 

 オフィスで最も電力を消費している照明。電力不足が

心配される現在、オフィスで簡単にできる節電方法をわ

かりやすく解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）  
4 

環境省  

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2012-014 

みんなで 

節電アクション！  

～がっかりしない 

ＬＥＤ電球の選び方～ 

 省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥＤ電

球は明るさや光の広がり方によって種類がある。購入し

てから後悔しないような選び方を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）  
5 

環境省  

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2012-015 

みんなで 

節電アクション！  

～ＬＥＤ電球で 

光の模様替えを 

楽しもう～ 

 省エネで注目されているＬＥＤ電球。しかしＬＥＤ電

球は明るさや光の広がり方によって種類がある。ＬＥＤ

電球の特徴でもある明るさや光の色の調節機能を使った

光の模様替えを紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）  

6 

環境省  

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

  



13 

 

E    教育・教材教育・教材教育・教材教育・教材    Education 

EA    社会教育社会教育社会教育社会教育 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EA2012-017 

津波から 

生き延びるために  

－知る・行動する－ 

 津波は発生すると甚大な被害をもたらす。津波から命

を守るには、津波の特徴を知り適切に避難することが第

一だ。津波工学の専門家を迎え、津波から身を守る方法

を学ぶ。  
15 

総務省消防庁  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2012-018 

 

地震火災から命を 

守るために 

 東日本大震災では地震に起因する「地震火災」が１３

５件発生した。当作品では居住空間での地震火災の発生

状況を再現し、火災から身を守るための防災意識の向上

を図る。解説は東京理科大学大学院教授・関澤愛先生。 

（字幕・手話付き 選択可能）  

12 

総務省消防庁 関澤愛 

 利用区分 A－3 DVD 

EA2012-019 

平成２２年度 

情報セキュリティ 

対策ＤＶＤ  

見えない悪意 

 便利なパソコンや携帯電話も使い方を間違えると大き

な危険が待っている。また、 気づかないうちに自分が加

害者になっていることもある。 インターネットの正しい

知識を身につけルールとマナーを守る大切さを紹介す

る。  

36 

（財）警察協会 安田美沙子／小出由華／千葉茂 

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

EB    教材教材教材教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2012-003 

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～（１） 

割れない瓦の秘密を探る 

～旧閑谷学校・備前～ 

 

 旧閑谷（しずたに）学校の講堂の屋根に残る、江戸時

代中期に作られた２万３千枚の備前焼の瓦。瓦は 300 年

後の今も割れることなく残っている。そこには当時の

人々の知恵と技が生かされていた。旧閑谷学校講堂の割

れない瓦の秘密に迫る。  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 

EB2012-004 

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～（２） 

高度な水道技術が生んだ

名園 ～兼六園・金沢～ 

 

 日本三大名園の１つ金沢兼六園の園内には池や小川、

滝など水をふんだんに使った演出がなされている。実は

兼六園は金沢市の高台にあるが、水はどのように運ばれ

てくるのだろうか。そこには江戸時代随一の高度な水道

技術と物理学を応用した人々の知恵が生かされていた。

兼六園の水の秘密に迫る。  

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 

EB2012-005 

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～（３） 

年輪が語る投入堂の謎  

～三仏寺投入堂・鳥取県

三朝町～ 

 

 中国山地の山あいの町・鳥取県三朝町（みささちょう）。

この町の標高およそ９００ｍの三徳山に三仏寺投入堂が

ある。切り立った岩壁に突然現れる不思議なお堂・投入

堂。いつからここに建っているのだろうか。部材の年輪

を調べることで、創建年代の謎に迫る。  

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 

  



15 

 

E    教育・教材教育・教材教育・教材教育・教材    Education 

EB    教材教材教材教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2012-006 

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～（４） 

漆喰壁の美と防火の秘密 

～姫路城・姫路～ 

 

 青空にそびえる白壁の城・姫路城。その姿は大空に翼

を広げた白さぎにたとえられる。たぐいまれな美しい姿

は戦国時代の戦術の変化と漆喰（しっくい）の製造技術

の進歩により生まれた。姫路城・漆喰壁の美しさと防火

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 

EB2012-007 

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～（５） 

水が奏でる自然の琴  

～水琴窟の音色の秘密～ 

 

 庭に瓶を埋め込み、落ちる水滴の音と響きを楽しむ水

琴窟（すいきんくつ）。水琴窟には、水滴を音のハーモニ

ーに変える仕組みが隠されていた。そこには自然の中で

生まれる水滴の音と、瓶の形や大きさとの絶妙な関係が

あった。水琴窟の音色の秘密に迫る。  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 

EB2012-008 

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～（６） 

校倉倉庫が 

環境型住宅になる  

～校倉造の驚くべき調

温・調湿機能に迫る～ 

 

 木と木を井げたに組み合わせ、積み重ねただけの素朴

な建物・校倉造（あぜくらづくり）の倉庫。校倉造は太

古の昔から食料を保存するために存在していた。校倉造

を環境工学の視点で見ると温度と湿度を一定に保つ機能

があることがわかった。その働きとはどんなものなのか。

校倉倉庫の持つ機能の秘密に迫る。  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 

  



16 

 

E    教育・教材教育・教材教育・教材教育・教材    Education 

EB    教材教材教材教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2012-022 

 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第７回  

南、中央アルプス 

 第７回は南アルプスと中央アルプス。３０００ｍ級の

山々が連なる日本アルプス。この山脈は約５０万年前、

太平洋にあった現在の伊豆半島が海洋プレートに乗り、

本州プレートにぶつかって出来た褶曲（しゅうきょく）

山脈だ。千畳敷カールやＶ字谷など、高山の美しい地形

を空から楽しむ。  

 

14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2012-023 

 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第８回  

北アルプス・前編 

 第８回は北アルプスの前編。「日本の屋根」とも呼ばれ

る北アルプス。前編は梓川に沿って上高地を目指す。 

 ２３のピークを持つ乗鞍岳は、溶岩が堆積して出来た

成層火山。火口はカルデラになっている。上空からは、

ぽっかりと口を開けたカルデラの様子がよくわかる。  

 

14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2012-024 

 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第９回  

北アルプス・後編 

 第９回は北アルプスの後編。後編では、穂高連峰や槍

ヶ岳への登山口である上高地から、登山ルートに沿って

飛行。３０００ｍ級の山々の姿を上空から楽しむ。涸沢

カールや大キレットなどの名所・難所も空から見るとま

たひと味違う光景だ。  

 

14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

  



17 

 

E    教育・教材教育・教材教育・教材教育・教材    Education 

EB    教材教材教材教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2012-025 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第１０回  

諏訪湖、天竜川 

 第１０回は諏訪湖と天竜川。長野県の諏訪湖は、面積

１３平方キロメートル、水深７メートルの湖。寒い年に

は全面に氷が張ることで有名だ。実は諏訪湖は地学的に

非常に重要な場所にある。この湖の周辺を、日本列島を

２つに大きく分ける構造線が走っているからだ。  

 

14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2012-026 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第１１回  

大阪、神戸、淡路島 

 

 第１１回は大阪、神戸、淡路島。日本第二の都市大阪。

人口は８８０万人だが、面積は香川県に次いで２番目に

狭い。大阪の市街地から大阪湾、そして兵庫県の神戸へ

と上空から地形の成り立ちを見ていく。  14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2012-027 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第１２回  

鳴門海峡から室戸岬へ 

 

 第１２回は鳴門海峡から室戸岬。鳴門海峡は兵庫県の

淡路島と徳島県の鳴門市を隔てる海峡。海峡の幅が狭く

潮の流れが強いため、昔から海の難所として有名だ。鳴

門海峡名物の渦潮を空から眺め、その仕組みを解説する。 14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2012-028 

サイエンスチャンネル 

空から見た日本  

第１３回  

四国山地、吉野川 

 第１３回は四国山地と吉野川。高知県から四国山地を

越え、吉野川に沿って下っていく。四国山地の成り立ち

を紹介し、「四国三郎」とも呼ばれる吉野川では、上流か

ら下流に行くにつれ、さまざまに表情を変える川の流れ

を見ていく。  

 

14 

独立行政法人科学技術振興機構 宮下治 

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 
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F    映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ    Fiction 

FD    映画映画映画映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2012-001 

 

人間魚雷  

あゝ回天特別攻撃隊 

 昭和１８年、広島の特殊潜航艇甲標的の基地であるＰ

基地に赴任した三島は、同室の大里が敗色濃い戦局を打

開するため、人間魚雷の構想を持っていることを知った。

だが、上層部は大里の構想は認められないと却下し続け

ていた。一方、三島は大里の構想に賛成し協力を申し出

た。小沢茂弘監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

105 

東映 鶴田浩二／松方弘樹／伊丹十三／梅宮辰夫 

昭和 43 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-002 

 

緋牡丹博徒  

鉄火場列伝 

 嵐の中で途方に暮れていたお竜は江口に救われた。江

口は、地主である旦那衆にしいたげられて小作料争議を

起こしていた村人の代表だった。ところが旦那衆は江口

を代表とする交渉を拒否し、鳴門川一家を利用して、あ

くどい仕打ちに出た。山下耕作監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

110 

東映 富司純子／鶴田浩二／丹波哲郎／里見浩太郎 

昭和 44 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-003 

 

緋牡丹博徒 お竜参上 

 浅草にやってきたお竜は鉄砲久一家にわらじをぬい

だ。鉄砲久は娘婿の鈴村が、六区に芝居小屋を持ってい

る関係で、一座の利権を握っていた。だが、同じ浅草界

わいを縄張りとする鮫洲政一家は一座の興行権を奪おう

と企んでいた。加藤泰監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

100 

東映 富司純子／菅原文太／若山富三郎 

昭和 45 年 利用区分 B－3 DVD 

  



19 

 

F    映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ    Fiction 

FD    映画映画映画映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2012-004 

 

劇場版  

ゲゲゲの鬼太郎  

日本爆裂！！ 

 妖怪ポストに手紙が届いた。差出人は、風祭華（かざ

まつりはな）。最近彼女の身の回りで怪奇な事件が起こっ

ているのだ。だが、鬼太郎が到着する直前、華は妖怪・

鏡爺によって鏡の中にひきずりこまれてしまった。さら

に鬼太郎も、鏡爺に鏡の中に閉じ込められてしまう。ち

ゃんちゃんこを奪われ妖力を失った鬼太郎は、鏡の中か

ら脱出できるのか。古賀豪監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

83 

東映  

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-005 

 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 

ＦＩＬＭ  

ワンピースフィルム  

ＳＴＲＯＮＧ ＷＯＲＬＤ  

ストロングワールド 

 航海を続けるルフィたちのもとに、故郷イーストブル

ーの島々が次々と襲われているというニュースが飛び込

んできた。ルフィたちは旅を中断してイーストブルーに

向かうことにする。その途中、海賊王ロジャーの時代に

暴れていた伝説の海賊金獅子のシキにナミを連れ去られ

てしまう。境宗久監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

116 

東映  

平成 21 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-009 

 

 

手塚治虫のブッダ  

―赤い砂漠よ！美しく― 

 ２５００年前のインドでは、いくつもの王国が誕生し、

争いが繰り広げられていた。強大な勢力をほこるコーサ

ラ国は、緑豊かなシャカ国を征服しようとしていた。 

 そんな中、シャカ国に待望の王子が誕生する。后のマ

ーヤーは王子に「シーダールタ（目的を遂げる者）」とい

う名前を残し、静かに息を引き取る。祝福に訪れた偉大

な聖者アシタは、「この子は世界の王になるであろう」と

予言した。手塚治虫が描く、仏教の開祖・ブッダの物語。

森下孝三監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

112 

東映  

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 

  



20 

 

F    映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ    Fiction 

FD    映画映画映画映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2012-010 

 

 

天国と地獄 

 ある日、製靴会社・ナショナルシューズ社の常務・権

藤の元に、男から「あなたの子供をさらった」という電

話が入る。しかし息子の純は誘拐されておらず、代わり

に社用車の運転手である青木の息子・進一の姿が見つか

らなかった。犯人は間違えて進一をさらったのだ。だが

犯人は権藤に身代金を要求してくる。犯人と警察、そし

て権藤の息詰まる駆け引きが始まった。傑作サスペンス

映画。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）  

144 

東宝 三船敏郎／仲代達矢／山崎勉／香川京子／三橋達也 

昭和 38 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-011 

 

 

赤ひげ 

 長崎で医学を学んだ保本が小石川養生所にやってき

た。医師としての出世を望んでいた保本は、貧乏人ばか

りの養生所になじめない。しかも養生所には「赤ひげ」

の異名をとる、偏屈な医師新出去定（にいできょじょう）

がいた。腕はいいが、ともすれば横暴にすら見える赤ひ

げに強く反発する保本。しかしやがて、赤ひげの人間に

対する深いまなざしに気づき、少しずつ考えを変えてい

く。山本周五郎原作。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）  

186 

東宝 
三船俊郎／加山雄三／土屋嘉男／香川京子／山崎努／東

野英治郎／杉村春子／二木てるみ 

昭和 40 年 利用区分 B－3 DVD 

  



21 

 

F    映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ    Fiction 

FD    映画映画映画映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2012-012 

 

 

昭和二十八年度 

藝術祭参加作品 

東京物語 

 年老いた夫婦が尾道から上京する。東京で町医者をし

ている長男、美容室を経営している長女は歓待してくれ

たが親身な温かさが感じられない。しかし８年前に戦死

した次男の嫁だけは温かく迎えてくれた。そして２人は

尾道に帰っていった。やがて東京の子どもたちのもとへ、

ある知らせが届く。小津安二郎監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

136 

松竹 
笠智衆／東山千栄子／三宅邦子／原節子／山村聰／杉村

春子／香川京子／中村伸郎／大坂志郎／東野英次郎 

昭和 28 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-015 

 

 

釣りバカ日誌５ 

 息子の鯉太郎が生まれてからというもの、いまひとつ

仕事にも釣りにも身の入らない伝助。 

 そんなある日、伝助の母親のたきが宮崎から出てくる。

一方、鈴木建設ではバブルがはじけて不良債権の処理に

「プロジェクトＡ」が進行していた。栗山富夫監督作品。

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

97 

松竹 西田敏行／ 三國連太郎／ 石田えり／乙羽信子 

平成 4 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2012-016 

 

 

釣りバカ日誌６ 

 アイナメ釣りの仕掛けを手に入れた伝助は、釜石で講

演予定のスーさんと共にスーさんが運転する車で釜石市

へ向かう。 

 釜石の宿で出迎えた職員たちは、後ろの座席に乗って

いた伝助を、鈴木建設の社長と勘違いしてしまう。 

栗山富夫監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

96 

松竹 
西田敏行／ 三國連太郎／ 石田えり／喜多嶋舞 

久野綾希子／豊川悦司 

平成 5 年 利用区分 B－3 DVD 

  



22 

 

F    映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ    Fiction 

FD    映画映画映画映画 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FD2012-017 

 

 

釣りバカ日誌７ 

 福井の若狭湾でチヌ釣りを楽しんでいたスーさんと伝

助は、田上彩子という女性と知り合う。 

 東京に帰って数日後、歯が急に痛くなったスーさんが

近くの歯科医院に飛び込んだところ、偶然にもそこで医

師をしていた彩子と再会する。栗山富夫監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

98 

松竹 
西田敏行／ 三國連太郎 ／浅田美代子／名取裕子 

寺尾聰 

平成 6 年 利用区分 B－3 DVD 

 

 

H    医療・健康医療・健康医療・健康医療・健康    Health 

HA    医療・健康医療・健康医療・健康医療・健康 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

HA2012-001 

 

きょうの健康  

運動で健康  

ハイキングを 

はじめよう 

 今、人気のハイキング。しかし、運動不足の人や初心

者が、いきなり無理をするとトラブルの原因に。今回は、

ハイキング初心者の注意点や安全に楽しむコツについ

て、慶應義塾大学准教授の勝川史憲さんと専任講師の野

口和行さんに学ぶ。  

 

15 

ＮＨＫ 勝川史憲／野口和行 

平成 23 年 8 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

  



23 

 

H    医療・健康医療・健康医療・健康医療・健康    Health 

HB    性・性・性・性・育児育児育児育児 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

HB2012-001 

ホンネで話そう  

思春期の生と性  

中学生編 

 子どもから大人へ向かう大切な時期の思春期。この作

品は中学生に対して、女の子と男の子の体、心や体など

の悩み、避妊や性感染症について専門の先生がわかりや

すく説明する。  
21 

日本助産師会  

平成 18 年 利用区分 A－3 DVD 

HB2012-002 

 

ホンネで話そう  

思春期の生と性  

高校生編 

 思春期は性に悩む子どもが多い。この作品では高校生

を対象に、女性器・男性器のしくみや、受精から胎児の

成長、出産について解説。中絶手術の危険性や避妊の方

法にも触れ、若者たちが自分の体や性について考えるき

っかけを提供する。  

21 

日本助産師会  

平成 18 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 

J    子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ    Junior 

JB    創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2012-016 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

３７ あらたな漂流者 

 ジャックとフローネが久しぶりに木の上の家に行く

と、なぜか家の中が荒らされていた。おまけにお母さん

の畑のウリもだれかが持ち去っていた。やはり島にはフ

ローネたち以外のだれかがいるのだ。  
26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-017 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

３８ 男の子と女の子 

 新たに漂流してきたモートンさんとタムタムと暮らす

ことになったフローネたち。でもなぜかタムタムはフロ

ーネたちを避けているようだ。実はタムタムは、オース

トラリアでとてもつらい目にあっていたのだ。  
26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 



24 

 

J    子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ    Junior 

JB    創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2012-018 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

３９  

ひねくれ者モートン 

 モートンさんはひねくれ者。お母さんの料理に文句は

言うし、お酒やたばこに手を出す始末。とうとうお母さ

んは「モートンさんとは暮らせない」と怒ってしまう。 

26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-019 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４０ 少年タムタム 

 今日はフランツの誕生日。遊びに出かけたフランツた

ちは、ダチョウを捕まえようとするが失敗続き。そこに

現れたタムタムは、「ダチョウを捕まえるなんて簡単だ」

と言うが…。  
26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-020 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４１ 行ってしまった

モートンさん 

 フローネたちは木の上の家に戻ったが、モートンさん

たちは洞窟に残る。そんな中、水がお湯のように温かく

なり異変が続いた。ある日モートンさんは銃や食料を持

ち出し、１人で島を抜け出てしまう。  26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-021 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４２ 恐ろしい地震 

 タムタムはフローネたちと暮らすことにするが、モー

トンさんが心配でたまらない。ある日、島を今までにな

い大きな地震が襲った。わき水や地震のことから、お父

さんは「この島は火山島ではないか」と言う。  
26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

  



25 

 

J    子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ    Junior 

JB    創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2012-022 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４３ 戻ってきた 

モートンさん 

 大きな地震が起きてから、井戸の水はかれ雨も降らな

い日々が続く。お父さんはもう一度島を脱出することを

考える。タムタムは相変わらず、海に出て行ったモート

ンさんを待っていたが…。  26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-023 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４４ もう一度船を！ 

 モートンさんとお父さんの話では、島がいつ爆発する

かわからない。今度こそ島から脱出するために、モート

ンさんの指示のもと、もう一度船をつくることになる。

使える道具や材料はもう少ない。これが最後のチャンス

なのだ。  

26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-024 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４５  

死なないでロバさん 

 船づくりや保存食料づくりで、みんな毎日大忙し。７

人全員が乗っても沈まない船をつくるのは大変だ。でも、

船の専門家のモートンさんのアドバイスで、とうとう船

が完成。進水式のために、船を海に運ぼうとするが…。 26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-025 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４６  

ヤギをすてないで 

 とうとう船が完成した。しかし長い航海を考えて、モ

ートンさんは動物たちを置いていくように言う。今まで

家族同然で暮らしてきた動物たちを置いていくなんて、

フローネにはできない。しかしお父さんはヤギを連れ出

して山に戻してしまう。  

26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

  



26 

 

J    子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ    Junior 

JB    創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2012-026 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４７  

続ヤギをすてないで 

 山に戻したヤギたちだったが、いつの間にか家まで戻

ってきてしまった。喜ぶフローネだったが、お父さんた

ちはやっぱり船には乗せられないという。何とかして動

物たちも連れていきたいフローネだったが…。  26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-027 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４８ さようなら無人島 

 ついに島を脱出する日がやって来た。フローネたちは、

２年間を過ごした木の上の家に別れを告げるのだった。 

26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-028 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

４９ 陸が見える！ 

 やっと島を出て海に乗り出した７人。初めは順調な航

海だったが、予定の日数を過ぎても陸地に到着しない。

やがて、食べ物も水もなくなってしまう。  

26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2012-029 

世界名作劇場  

家族ロビンソン漂流記 

ふしぎな島のフローネ 

５０ また会う日まで 

 久しぶりに見る町は驚きでいっぱいだった。フローネ

一家は、町の病院で思いがけない人と再会する。そして

それぞれが新しい生活に踏み出していく。  

26 

  

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

  



27 

 

J    子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ子ども物・アニメ    Junior 

JB    創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど創作アニメなど 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

JB2012-032 

 

 

名探偵コナン  

時の番人の刃（前編） 

 時計の館の女あるじ・保科の元に２年前から送られて

きている差出人不明の脅迫状。そこには、保科の誕生会

で彼女を殺害すると書かれていた。毛利は、保科の執事

からボディーガードの依頼を受け、コナンや蘭と保科の

誕生会に出席する。 

 だが保科は、暗闇で誕生日ケーキのローソクを吹き消

した瞬間、何者かに殺害されてしまう。  

25 

読売テレビ  
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名探偵コナン  

時の番人の刃（後編） 

 保科を殺した犯人は、パーティーの招待客の中にいる

と考えたコナン。目黒警部がパーティーの出席者一人一

人に事情聴取を行うが、犯人も凶器も見つからなかった。

だが、パーティー会場のバルコニーに出たコナンは、部

屋の真上にある大時計を見た瞬間、何かを思いついた。 
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