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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 

CB2013-003 

ＴＨＥ世界遺産  

平和への祈りの黄金郷 

平泉―浄土を表す 

建築・庭園（日本） 

 ２０１１年世界遺産に登録された平泉。かつてマル

コ・ポーロは著書「東方見聞録」の中で、「ジパングでは

宮殿は黄金でできている」と書いた。当時の日本で黄金

の宮殿があったのはただ１つ平泉だけだった。京の都に

もない、きらびやかな文化が花開いた平泉を紹介する。 

25 

ＴＢＳ  

平成 23 年 6 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-004 

ＴＨＥ世界遺産  

マグマが生んだ 

進化の森  

小笠原諸島（日本） 

 １８０もの島々からなる小笠原諸島。かつて無人の島

（ボニンアイランド）と呼ばれた小笠原は、豊かな自然

が残る亜熱帯の島々。一度も大陸とつながったことのな

い島々で、生き物たちは独自の進化を遂げた。世界中で、

ここでしか見られない自然の数々を紹介する。  

25 

ＴＢＳ  

平成 23 年 7 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-005 

ＴＨＥ世界遺産  

空から見る日本Ⅰ 

自然遺産のすべて 

 日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６件。

そのうちの自然遺産のすべてを空から見ていく。登場す

るのは、「小笠原諸島」「知床半島」「屋久島」「白神山地」

の各自然遺産。  
25 

ＴＢＳ  

平成 23 年 11 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-006 

ＴＨＥ世界遺産  

空から見る日本Ⅱ 

文化遺産のすべて 

 日本にある世界遺産は、２０１１年の時点で１６件。

そのうちの文化遺産のすべてを、特殊なカメラを使いな

がら鳥の目で空から見ていく。登場する文化遺産は、「平

泉」「日光」「紀伊山地」「古都奈良」「古都京都」など。 
25 

ＴＢＳ  

平成 23 年 12 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 



2 

 

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 

CB2013-007 

いい旅夢気分  

さわやか！春の旅③ 

ローカル線で行く 

秘湯めぐり秋田・角館

～青森・弘前 

 秋田から青森へローカル線でぶらり旅。今回は角館を

皮切りに秋田内陸線で北へ向かう。 

 みちのくの小京都・角館では日本に１本しかない幻の

桜を見学し、さらに秋田名物いぶりがっこの懐石料理の

紹介。そして春から夏へのみちのくの景色を楽しみなが

ら東北の名湯・秘湯である「マタギの湯」「大鰐温泉」「青

荷温泉」などを巡る。  

46 

テレビ東京 モト冬樹／田中美奈子／さとう珠緒 

平成 24 年 5 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-008 

辿り着いたら 

スゴかった！  

一生に一度は 

行きたい旅  

落差１３５メートル！ 

東北の秘境に 

あるという幻の滝！！ 

 日本の秘境「九階の滝」「赤湯温泉」「国宝・投入堂」「ピ

ナイサーラの滝」を４組の旅人たちが訪ねる。どこも簡

単にはたどり着けない秘境ばかり。しかし苦難の果てに

たどり着いたそこには、絶景が待っていた。  

95 

テレビ東京 渡部陽一／塩谷瞬／矢部美穂／大西結花 

平成 24 年 6 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2013-009 

地球バス紀行  

アフリカ大平原 

１３００キロ／ 

タンザニア 

 バスを乗り継ぎ、世界中を旅する「地球バス紀行」。今

回は、アフリカ・タンザニアを旅する。インド洋に面し

た港町からキリマンジャロを抜け、ビクトリア湖を目指

す１３００キロ。大平原、大地の恵み、マサイ族との出

会い。バスでしか味わえない魅力が満載だ。  

46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 23 年 4 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 



3 

 

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 

CB2013-010 

 

地球バス紀行  

ぐるっと４０００キロ！ 

世界１４か国  

感動出会い旅ＳＰ 

 アフリカ・ヨーロッパ・アジア・オセアニア・中南米

の５つの大陸にまたがる１４の国をバスで旅する。まず

はアフリカのタンザニアからスタート。マサイ族の人と

乗り合わせたり、煙突掃除人の親子と出会ったり…。行

くさきざきでたくさんの人の笑顔と優しさに出会う一方

で、ハプニングにも遭遇！ピナクルスの絶景、ロカ岬の

夕日、ウユニ塩湖をバスで横断など、大自然のだいご味

とバス旅の魅力を存分に伝えてくれる。  

100 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 24 年 8 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

 

C 趣味・教養趣味・教養趣味・教養趣味・教養  Culture 

CD    料理料理料理料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2013-001 

きょうの料理  

おかず青年隊  

ザ・男子弁当 

 ２年目を迎えたおかず青年隊。きょうの料理のテーマ

は「男子弁当」。中華料理の陳建太郎と日本料理の柳原尚

之が講師として登場し、不器用な男性でも楽しく簡単に

作れるお弁当を２種類紹介する。  
25 

ＮＨＫ 陳建太郎／柳原尚之 

平成 24 年 4 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-002 

きょうの料理  

アンコールに 

おこたえして  

夏こそ！塩麹 

 今や大人気の塩麹。塩麹は保存がきくため夏こそ重宝

する。塩麹のプロフェッショナル・浅井妙峰さんを講師

に迎え、塩麹を使った簡単な料理や調味料を紹介する。

視聴者から寄せられた「わたしの忘れられない味」は「母

のおにぎり」。  

25 

ＮＨＫ 浅井妙峰 

平成 24 年 7 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 



4 

 

CD    料理料理料理料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2013-003 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！① 

しみじみしみ込む 

おふくろの味 

 手軽に作れて時間短縮もできる電子レンジ調理は、料

理ビギナーズにとって心強い味方。料理初心者でも簡単

に作れて、しかも本格的なお味の料理をご紹介。 

 １回目はレンジで作る煮物料理。紹介するのは「ひじ

きの煮物」と「おからの煮物」。  

5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-004 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！② 

巻いて並べて  

簡単！肉巻き料理 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第２回。電

子レンジが得意とする、「肉巻き料理」をご紹介。紹介す

るのは「えのきだけの豚バラ巻き」と「長芋の牛肉巻き」。 

5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-005 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！③ 

つくねもハンバーグも

レンジにおまかせ！ 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第３回。ひ

き肉料理も電子レンジなら、中までやわらかくジューシ

ーに仕上げることができる。紹介するのは「つくねのレ

ンジ照り焼き」と「ハンバーグのトマト煮込み」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-006 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！④ 

うまみたっぷり 

ふっくら蒸し料理 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第４回。電

子レンジは蒸し料理が得意。専用の蒸し器がなくても、

おいしい料理を作ることができる。紹介するのは「あさ

りとえびのワイン蒸し」と「豚肉と長芋の中国風蒸し」。 5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 



5 

 

CD    料理料理料理料理 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CD2013-007 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑤ 

マーボー豆腐も 

レンジで簡単！ 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第５回。火

力が必要な中国料理も、電子レンジなら簡単。中華鍋を

使わずにマーボー豆腐も作れる。紹介するのは「マーボ

ー豆腐」と「チンジャオロースー」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-008 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑥ 

ササッと手軽に 

煮込み料理 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第６回。長

時間煮てうまみを引き出す煮込み料理も、電子レンジな

ら１０分以下の時間でＯＫ。紹介するのは「豚肉とじゃ

がいものクリーム煮」と「チリコンカン」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-009 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑦ 

半日で完成！ 

簡単ピクルス 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第７回。簡

単に野菜をとることができるピクルス。常備菜にしてお

けば、お弁当のおかずにも大活躍。これも電子レンジな

ら短時間で作ることができる。紹介するのは「きゅうり

とパプリカのピクルス」と「にんじんとうずら卵のカレ

ーピクルス」。  

5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

CD2013-010 

きょうの料理 

ビギナーズ レンジ

上手は料理上手！⑧ 

レンジでできる！ 

お手軽スイーツ 

 手軽でおいしい電子レンジ料理を紹介する第８回。ス

イーツ作りでも電子レンジは大活躍。コンポートにラス

ク、和菓子も簡単に作ることができる。紹介するのは「く

るみもち」に「りんごのコンポート」「蜂蜜ラスク」。  5 

ＮＨＫ  

平成 24 年 10 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 



6 

 

C 趣味・教養趣味・教養趣味・教養趣味・教養  Culture 

CF    動物・植物動物・植物動物・植物動物・植物 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CF2013-001 

 

志村どうぶつ園 

特別編  

涙と奇跡の 

どうぶつ物語 

 人間と動物たちの絆が生む、涙と奇跡の物語の特別編。

日本一有名な盲導犬のクイール。実はクイールは、幼い

ころは別の飼い主に育てられていた。その飼い主との 

１０年ぶりの再会。そこでクイールは…。 

 ほかに「高齢ゾウの出産秘話」「反省ザル次郎誕生物語」

「新米獣医と野良猫のふれあい物語」。  

94 

日本テレビ 志村けん／山瀬まみ／相葉雅紀  

平成 24 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

CF2013-002 

 

どうぶつ冒険 

バラエティ ワンダ！ 

人と動物の絆  

２時間スペシャル！ 

 人と動物たちとの絆を見守り続けてきたワンダ。２匹

のワンちゃんとの涙の物語。ライオンの赤ちゃん兄妹の

成長物語など。 

 ほかに人間顔負けの技を持つ動物たちや、かつて日本

中をにぎわせた動物たちランキングなど盛りだくさんの

内容。  

92 

テレビ東京 大地真央／細川茂樹 

平成 24 年 8 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 



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 

DA2013-004 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

明日へのシュート  

 ～デフバスケット

チーム  

宮城クローバーズ～ 

前編 

 愛知県で開かれた全国ろうあ者体育大会に東日本大震

災の被災地から参加した、デフバスケットボールチーム

「宮城クローバーズ」。メンバーの中には肉親を失った人

もいる。被災者の支援に走り回った人もいる。 

 震災の影響で十分な練習ができなかったメンバーの思

いを追う。  

15 

ＮＨＫ 宮城クローバーズのメンバー 

平成 23 年 10 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-005 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

明日へのシュート  

 ～デフバスケット

チーム  

宮城クローバーズ～ 

後編 

 東日本大震災の被災地の宮城から、全国ろうあ者体育

大会参加を決めた「宮城クローバーズ」。しかしメンバー

は５人だけ。控え選手もいない人数で大会に参加したク

ローバーズの戦いぶりを追う。  

15 

ＮＨＫ 宮城クローバーズのメンバー 

平成 23 年 10 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-006 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

難聴児教育①  

学びやすい学校作り 

～ある夫婦の 

とりくみから～ 

 秋田県に住む荒巻晋治さん里美さん夫妻は、長男の修

治君（１０歳）が秋田市立御所野小学校難聴児学級に入

学して以来４年間、難聴児にとって学びやすい学校を目

指して活動を重ねてきた。親子の軌跡と現在の学校のと

りくみを２回シリーズで送る。 

 １回目は情報保障に焦点を当てる。  

15 

ＮＨＫ 荒巻晋治／荒巻里美／荒巻修治 

平成 23 年 10 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 



8 

 

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 

DA2013-007 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

難聴児教育②  

子どもは 

こう感じている  

～難聴児の 

“手記から”～ 

 難聴児教育②では、学校生活について書いた修治君の

作文を取り上げる。 

 日々学校で起きたことを、修治君はどう受けとめ、成

長していったのか。子ども自身の感じ方から難聴児教育

や学校のありかたを考える。  15 

ＮＨＫ 荒巻晋治／荒巻里美／荒巻修治 

平成 23 年 10 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-008 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

防災を考える  

～全国難聴者・ 

中途失聴者福祉大会

ｉｎあおもり～ 

 青森市で開催された「第１７回全国難聴者・中途失聴

者福祉大会」では、さまざまな分科会の中でも、防災に

ついて考える分科会への出席者が多かった。 

 防災を中心に「福祉大会ｉｎあおもり」を伝える。  

15 

ＮＨＫ  

平成 23 年 10 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-009 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

司法手続きにおける

配慮を  

～障害者基本法が 

求めるもの～ 

 ２０１１年に改正障害者基本法が成立し施行された。

その中に新しく盛り込まれた条文の１つが司法手続きに

おける配慮である。 

 ろう者がかかわる裁判や事件の取り調べ等のコミュニ

ケーション保障について考える。  
15 

ＮＨＫ 善岡修／田門浩 

平成 23 年 11 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-010 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ こころの病 

①ストレスと発症 

 聴覚障害者が精神疾患になった場合、聴覚障害の理解

が必要だと言われる。 

 ２回シリーズで、統合失調症のろう者の発症から回復

までを例に、聴覚障害者の精神保健について伝える。 

 １回目は、聴覚障害者にとってのストレス、治療にお

けるコミュニケーションの大切さに焦点をあてる。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／片倉和彦 

平成 23 年 11 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 



9 

 

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 

DA2013-011 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ こころの病 

②仲間・生きがいと 

回復 

 都内に住む統合失調症のろう者（４８歳）は、作業所

に通い、弁当の調理の仕事を任されるようになってから、

やりがいを感じるようになった。また、精神疾患のある

聴覚障害者の仲間と会う場が支えになっている。 

 こころの病シリーズの２回目は、生きがいになる目標

を作ることや、仲間作りの大切さに焦点をあてる。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／筒井優子／森せい子 

平成 23 年 11 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-012 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

闘う人生 大矢暹さん 

①差別をなくすために 

 大矢暹さんは「淡路ふくろうの郷」で施設長を務めて

いる。ふくろうの郷には聞こえないお年寄りが多く暮ら

している。 

 いつも穏やかな笑顔でお年寄りと接する大矢さんの人

生は、まさに闘いの連続だった。 

 大矢さんの闘う人生を２回シリーズで送る。  

15 

ＮＨＫ 村松裕子／大矢暹 

平成 23 年 11 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-013 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

闘う人生 大矢暹さん 

② 聞こえない 

高齢者のために 

 ろう学校時代、教師たちの差別や偏見と闘った大矢暹

さんは、卒業後は社会の中のさまざまな壁に立ち向かっ

た。 

 大矢暹さんの闘う人生シリーズ２回目は、聞こえない

高齢者が暮らしやすい社会にしようと活動した思いを伺

う。  

15 

ＮＨＫ 村松裕子／大矢暹／大矢小百合 

平成 23 年 12 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-014 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

日々是修業 表具師 

中河吉由樹さん 

 表具師の中河吉由樹（なかがわよしゆき）さんは中途

失聴のために、目指していた表具師の道を一時はあきら

めた。だが復職を可能にしたのは人工内耳だった。表具

師という仕事を「人生でこれほど打ち込めたものはない」

と言い切る中河さん。表具の技を磨き続ける中河さんの

日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 中河吉由樹 

平成 23 年 12 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 



10 

 

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 

DA2013-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

イグ・ノーベル賞と 

聴覚障害者  

～わさび臭 

火災警報装置～ 

 イグノーベル賞とは、人を笑わせ考えさせる独創的な

研究に贈られる賞だ。化学賞を受賞した日本人のグルー

プが開発したのは、「わさびのにおいで火災を知らせる警

報装置」。装置の開発には、多くの聴覚障害者が協力した。 
15 

ＮＨＫ 善岡修／松森果林 

平成 23 年 12 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話の権利を 

確立させよう  

「手話言語法」制定運動 

 ２０１１年７月「改正障害者基本法」が成立し、日本

で初めて「手話は言語である」ということが認められた。

手話の権利をさらに確かなものにしようと、全日本ろう

あ連盟が進めているのが、「手話言語法（仮称）制定推進

事業」。手話言語法はどんな権利の確立を目指しているの

か。ろうあ連盟の西滝憲彦さんに伺う。  

15 

ＮＨＫ 西滝憲彦 

平成 24 年 1 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-017 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえる子を 

育てる親へ  

～「コーダ」からの 

メッセージ～ 

 聞こえない親から生まれた子どもをコーダと呼ぶ。聞

こえない親は、コーダの子育てに迷いを持つことがある

という。そんな親たちを支援するため、聴力障害者情報

文化センターがＤＶＤをつくった。乳幼児期や学齢期の

子育てについてわかりやすく解説している。ＤＶＤに解

説者として登場する金沢大学の武居渡さんと声優の佐田

明さんの２人のコーダが、コーダの子育てについて語り

合う。  

15 

ＮＨＫ 武居渡／佐田明 

平成 24 年 1 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 



11 

 

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 

DA2013-018 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ  

若者が見たアメリカ

① 前向きな生き方 

～西川愛理さん～ 

 手話で学べる大学「ギャローデット大学」。アメリカで

は、大学で専門的なことを学ぶ若い難聴者やろう者が増

えている。難聴者の西川愛理さんも、自分の難聴につい

て学びたいと、アメリカの大学でオーディオロジーを学

んだ。 

 海外の仲間と触れあう中で、難聴者として生きること

に自信を持ったという西川さん。彼女を変えたきっかけ

について伺う。  

15 

ＮＨＫ 西川愛理 

平成 24 年 2 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

シリーズ  

若者が見たアメリカ

② 聞こえない人への 

相談支援  

～高山亨太さん～ 

 精神保健福祉士であり、社会福祉士でもある高山亨太

さんは、３年間ギャローデット大学で、聞こえない人の

ソーシャルワークについて学んだ。現在は、聴覚障害の

ある子どもたちの相談にあたっている。高山さんがアメ

リカでみた聴覚障害者への専門的な支援について伺う。 15 

ＮＨＫ 高山亨太 

平成 24 年 2 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-020 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話通訳制度を 

考える 

 聴覚障害者の暮らしに欠かせない手話通訳。去年、高

松市で手話通訳の派遣を市が認めない例が起きた。ろう

者の母親が、娘が進学を希望する専門学校の説明会への

通訳派遣を依頼したが、市に断られたのだ。母親は裁判

を起こすことにした。手話通訳制度の何が問題なのか、

どう変えるべきなのかを考える。  

15 

ＮＨＫ 内山久美子／木下武徳 

平成 24 年 2 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 



12 

 

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 

DA2013-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

世界ろう者卓球選手

権まで２か月（１） 

つかめ金メダル！ 

―上田萌さん― 

 東京富士大学・卓球部の上田萌さんは、第２回世界ろ

う者卓球選手権大会に出場する。第１回大会は銅メダル、

デフリンピックでは決勝まで進んだが、惜しくも金メダ

ルを逃した。今度こそ世界の頂点を目指す上田選手の挑

戦を追う。  
15 

ＮＨＫ 上田萌 

平成 24 年 2 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

世界ろう者卓球選手

権まで２か月（２） 

夫婦で挑む 

―有馬歓生さん 

・千寿子さん― 

 東京で開かれる第２回世界ろう者卓球選手権大会。そ

の強化合宿に夫婦で参加した有馬歓生・千寿子夫妻。第

１回大会では千寿子さんが４位、歓生さんは３２位だっ

た。認め合い支え合って世界に挑む夫婦の日常を追った。 

15 

ＮＨＫ 有馬歓生／有馬千寿子 

平成 24 年 3 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-023 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

防災・減災のために 

 聴覚障害のある人の命を災害から守るためには、警報

や避難指示を確実に伝えることが必要だ。自治体が緊急

情報を出す時は、音声だけでなく文字などの視覚情報で

も出さなくてはならない。同時に、１人１人の日ごろの

備えも大切だ。情報をどのように得るのか、何を持ち歩

くか。聴覚障害者の防災・減災に役立つモノやサービス

を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 村田哲彦／小川光彦／中園秀喜 

平成 24 年 3 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-047 

由香ちゃんは 

小さな通訳者  

―ろう唖家族の 

９年間の記録― 

 若松由香ちゃん（９歳）は、兄と両親の４人家族。両

親は耳が聞こえないろうあ者だ。由香ちゃんは今日も小

さな手を動かして、両親のために一生懸命通訳をする。

一家４人の心温まる絆を描く、昭和６０年代のろう者の

生活を記録したドキュメンタリー。  

46 

日本テレビ  

昭和 62 年 6 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 
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D    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    Documentary 

DC    歴史歴史歴史歴史 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DC2013-002 

防災の日スペシャル 

首都大震災  

わ・す・れ・な・い 

３・１１の警告 

 未曽有の被害をもたらした東日本大震災。あの日、東

北では何が起きたのか。番組では震災時の貴重な映像を

もとに、東日本大震災の被害を詳細に分析し、もし同じ

規模の地震が首都圏を襲ったらどうなるのかを具体的に

予測。どうやって大地震から身を守るか考える。  

96 

フジテレビ 伊東四朗 

平成 24 年 8 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 

DC2013-003 

池上彰の戦争を 

考えるＳＰ  

～戦争を起こした 

独裁者と熱狂～ 

 今なお戦争や紛争が絶えない現代社会。いつの時代も

戦争の陰には、独裁者とそれを支える民衆の熱狂があっ

た。太平洋戦争時の日本、ナチスドイツ、中東の国々…

それぞれの時代や地域で、戦争を支えた「独裁と熱狂」

の真実について、池上彰がわかりやすい説明で迫る。  
95 

テレビ東京 
池上彰／八千草薫／峰竜太／宮崎美子／徳重聡／パック

ン／道重さゆみ 

平成 24 年 8 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

 

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 

DD2013-009 

日経スペシャル  

ガイアの夜明け  

時代を生きろ！ 

闘い続ける人たち  

第二の人生が面白い！ 

～急増する 

熟年起業家～ 

 近年、熟年起業家が急増している。聴覚障害者の強い

味方、シルウオッチの開発者。全財産をつぎ込み、ペッ

トビジネスに賭けた人。お年寄りを笑顔に…とゲームを

作った人。熟年世代の彼らはなぜ挑戦し続けるのか。彼

らの第二の人生を追った。  45 

テレビ東京 江口洋介 

平成 23 年 10 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 
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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 

DD2013-010 

グッと！地球便  

海の向こうの 

大切な人へ  

ニュージーランド 

２８歳で仕事を辞め 

チョークアーティスト

になった娘へ 

 幼いころから、海外で働くことを夢見ていた良子さん。

２８歳の時、チョークアートに一目ぼれし、それまで働

いていた会社を退職。チョークアーティストとしての技

術を学び、ニュージーランドへと渡った。そんな良子さ

んに、日本で一人で暮らす母が届ける思いとは…。  25 

読売テレビ  

平成 23 年 12 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-011 

グッと！地球便  

海の向こうの 

大切な人へ  

ブータン  

幸せの国が直面する

ゴミ問題に 

立ち向かう息子へ 

 大学時代、ブータンでホームステイをした民樹さんは、

将来ブータンに住むことを決意。そして今、民樹さんは、

ブータンの首都ティンプーの市役所職員として、ゴミ問

題に取り組んでいる。そんな民樹さんに、日本で暮らす

両親が届ける思いとは…。  25 

読売テレビ  

平成 24 年 3 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-012 

目撃者ｆ  

「どもっても 

いいんだよ」  

僕は吃音ドクターです 

 九州大学病院の耳鼻咽喉科で働く菊池医師は、自身も

吃音があり、医師として同じ悩みを抱える人たちと向き

合っている。吃音に悩み傷つき、そして乗り越えた経験

を広く伝え、吃音への理解を深めてほしいと本を出版し

た。吃音がある人に寄り添う吃音ドクターを追った。  

27 

福岡放送  

平成 24 年 1 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-013 

目撃者ｆ  

あきらめんな！  

～障害者野球 

“頂点”を目指して～ 

 福岡県内唯一の障害者の野球チーム・北九州フューチ

ャーズは、全国でも有数の強豪チームだ。さまざまな障

害を持ちながら、壁にぶつかっても諦めない選手たち。

野球にかける熱い思いを胸に、がむしゃらに白球を追う

選手たちにスポットをあてる。  

27 

福岡放送  

平成 24 年 5 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 



15 

 

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 

DD2013-015 

 

テレビ寺子屋  

命が喜ぶ５つの誓い 

元中学校体育教師 

腰塚勇人 

 元中学校体育教師の腰塚勇人さんを迎え、「命が喜ぶ５

つの誓い」について伺う。 

 腰塚さんはスキーで転倒して首を骨折。一時は手足が

マヒした状態だった。周囲の人々の支えでリハビリを続

ける中で自分の生き方を見つめ「これからどう生きるか」

を考えたという。  

25 

テレビ静岡 腰塚勇人／小縣ありす（手話通訳） 

平成 24 年 8 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-016 

 

テレビ寺子屋  

目標を持って生きる

ことの素晴らしさ 

アルピニスト  

野口健 

 アルピニストの野口健さんを迎え、「エベレストから学

ぶ」をテーマに、夢を追うことの大切さを伺う。 

 野口さんは、２５歳でエベレスト初登頂に成功し、当

時の世界最年少記録を更新した。しかし成功までには２

度の失敗があった。失敗から大切なことを学んだと語る

野口さんは、挑戦や夢に必ず伴う「産みの苦しみ」の大

事さを訴える。  

25 

テレビ静岡 野口健／小縣ありす（手話通訳） 

平成 24 年 9 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-017 

テレビ寺子屋  

雨の日には雨の中を 

相田みつを美術館 

館長 相田一人 

 相田みつを美術館館長の相田一人さんを迎え、「父・相

田みつをの言葉とともに」をテーマにお話を伺う。 

 相田さんは書家・詩人の相田みつをさんの息子。みつ

をさんの言葉に込められた思いを読み解きながら、現代

の日本人の心のありようを考える。  

25 

テレビ静岡 相田一人／小縣ありす（手話通訳） 

平成 24 年 10 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-018 

 

情熱大陸 地震学者 

大木聖子 

 地震学者の大木聖子さんは地震研究所の広報担当とし

て、地震研究の成果を一般に発信している。しかし東日

本大震災以後、震災を予測できなかった地震学者への風

当たりは強い。 

 地震による被害者をなくしたいという強い信念のも

と、日々奮闘する大木さんの姿を追う。  

25 

毎日放送 大木聖子 

平成 24 年 9 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 
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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 

EA2013-010 

 

海で安全に 

遊ぶために 

 全国の海で毎年９０人ほどの小中学生が事故に遭い、

１０人以上が亡くなっている。ほとんどがおぼれたこと

が原因だ。 

 海で安全に遊ぶための４つの注意点を小中学生にもわ

かるように解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：森田明  

6 

海上保安庁  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-011 

 

川遊びのルールを 

学ぼう！ 

 小学生のつばさとしょうたは２人で川遊びに行こうと

する。子どもだけで川遊びをすることは危ないと思った

しょうたのお父さんは、一緒に行くことになった。 

 川に着いた３人は、カエルのケロ太と出会い、ケロ太

から川で安全に楽しく遊ぶためのルールを教わる。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：河合祐三子  

15 

京都府  

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-012 

 

家庭でできる 

食中毒予防の 

６つのポイント 

 家庭でできる食中毒予防のポイント「食品の購入につ

いて」「食品の保存方法について」「調理の下準備につい

て」「調理について」「食事について」「残った食品の保存

について」をわかりやすく解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：荒井美香  

11 

厚生労働省  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-013 

 

食中毒予防  

お肉はよく焼いて 

食べよう 

 生肉にはさまざまな菌が付着していて、食中毒の原因

となる菌も多い。子どもや高齢者など抵抗力の弱い人が

食中毒にかかると重症化してしまう場合もある。 

 食中毒予防のために大切なことをわかりやすく解説す

る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：荒井美香  

6 

厚生労働省  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 
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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 

EA2013-014 

性犯罪の 

防犯基礎講座  

～忍び寄る魔の手か

ら身を守るために～ 

 性犯罪は被害に遭うと身体的だけでなく精神的にも大

きなダメージを受ける。特に注意が必要なのは、夜の女

性の一人歩きと独り暮らし。危険な場面を事例を基に紹

介し、危険回避のための対処法を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現：小野寺善子  

12 

福岡県警察  

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 

 

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 

EB2013-005 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （７） 

絢爛な装飾を生んだ 

漆の秘密  

～日光東照宮・日光～ 

 江戸幕府を開いた徳川家康をまつる日光東照宮。家康

の霊びょうである東照宮は、きらびやかな彩色を施され

た無数の彫刻で飾られている。それらを守るために、今

も職人たちが修復を続けている。美しい建物を守る漆職

人の技術を紹介する。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-006 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （８） 

流されない橋は 

アーチから生まれた  

～錦帯橋・岩国～ 

 美しいアーチが印象的な錦帯橋（きんたいきょう）は、

江戸時代に造られた木造の橋だ。木造でありながら、創

建以来約３００年間、どんな嵐にも流されることはなか

った。その強さの秘密は、独特のアーチ構造にあった。 

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 



18 

 

EB    教材教材教材教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2013-007 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （９） 

風水観による町と 

景観づくり  

～太山寺周辺・神戸～ 

 神戸市にある太山寺の周辺に開かれた集落は、中国か

ら伝来した風水の原理「風水観」によってつくられた。 

 建設から１０００年の時を経て、今その合理性が見直

され、新しい町づくりに生かされている。風水による町

づくりの秘密に迫る。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-008 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～（１０） 

古民家と自然エネルギー 

～古民家の知恵を 

生かす科学～ 

 年々深刻化する地球の温暖化問題。省エネルギーが叫

ばれる中で、住宅でもエネルギーの効率的利用が求めら

れている。 

 日本の古民家には自然エネルギーを利用した作りと、

それを生かした生活があった。古民家の知恵に現代技術

を加え、快適な生活空間を実現する方法を探る。  
29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-009 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （１１） 

五重塔を揺らす（前編） 

～１４００年 

倒れない秘密～ 

 五重塔は日本を代表する伝統的な建造物。日本各地に

残る五重塔は、過去に起きた大地震で倒れた記録がない。

木造の五重塔が倒れない理由は、まだ解明されていない。

最新科学の力で、五重塔の秘密に迫る。  

29 

独立行政法人科学 

技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 



19 

 

EB    教材教材教材教材 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

EB2013-010 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （１２）

五重塔を揺らす（後編） 

～１４００年 

倒れない秘密～ 

 五重塔が倒れない秘密を探るため、模型を使った振動

実験を行う。実験に使われるのは、本物の五重塔と同じ

工法で作られた５分の１の模型。実際の地震と同じ振動

を加えることで、五重塔はどのように揺れるのか。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 

EB2013-011 

サイエンスチャンネル 

時代を超える技  

～歴史的建造物を 

科学する～ （１３）

建物のデザインと 

職人技の科学  

～旧閑谷学校・ 

姫路城・日光東照宮～ 

 優れた耐久性を持った備前焼の瓦、防火性に秀で、美

しさも兼ね備えた姫路城の白壁、鮮やかな色彩を際立た

せるため使われた漆の性質。これらは科学がまだ十分に

発達していない時代に培われた技術だ。職人の技が生み

出した、機能と美の融合に迫る。  

29 

独立行政法人 

科学技術振興機構 

 

平成 19 年 利用区分 A－3 DVD 



20 

 

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

FB    連続ドラマ連続ドラマ連続ドラマ連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FB2013-001 

 

 

 

家政婦のミタ １ 

 阿須田家は母親の凪子が事故で死んでから、父親の恵

一と結、翔、海斗、希衣の子どもたちで暮らしていた。

家事は滞り家族はみんな不満を抱え、恵一には何か秘密

がある様子。そんなある日、家政婦紹介所から家政婦の

三田灯（みたあかり）がやって来る。家事能力は抜群、

言われたことはなんでもこなすが、無表情でまったく笑

わない三田。いったい彼女は何者なのか。 

 視聴率４０％を記録した大人気ドラマ。  

58 

日本テレビ 
松嶋菜々子／長谷川博巳／忽那汐里／中川大志／綾部守

人／本田望結／相武紗季／平泉成 

平成 23 年 10 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-002 

 

 

家政婦のミタ ２ 

 「妻は事故死ではない」恵一の突然の告白にも、顔色

ひとつ変えない三田。恵一は子どもたちには妻の死の真

相を黙っているように頼む。 

 次男の海斗は、同級生からいじめられていた。業務命

令なら何でもすると言う三田に、「いじめっ子を殺して」

と頼む。すると三田は「かしこまりました」と言って…。 

47 

日本テレビ  

平成 23 年 10 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-003 

 

家政婦のミタ ３ 

 ついに凪子の死の真相を長女の結が知ってしまう。恵

一の不倫が原因と知った結はそのことを、恵一の会社に

ばらして欲しいと三田に頼む。父親の秘密を知った子ど

もたちは、恵一を置いて家を出る。  
47 

日本テレビ  

平成 23 年 10 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-004 

 

 

家政婦のミタ ４ 

 家を出た子どもたちは凪子の妹うららの元に身を寄せ

る。一方、会社に不倫がばれた恵一は、モデルハウスの

営業に飛ばされる。 

 何とか家族を元どおりにしたい末娘の希衣は、三田に

「自分を誘拐して」と頼む。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 



21 

 

FB    連続ドラマ連続ドラマ連続ドラマ連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FB2013-005 

 

 

家政婦のミタ ５ 

 恵一を追い出して、元の家に戻ることにした子どもた

ち。三田に子どもたちの世話を頼んで恵一はホテル暮ら

しを始めた。 

 バラバラになった家族にいらだつ翔は、次々にトラブ

ルを起こしてしまう。警察に駆けつけた恵一に「こんな

人、父親じゃない」と言い放つ翔。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-006 

 

 

家政婦のミタ ６ 

 凪子の父親が子どもたちを養子にすると言いだす。頑

固な祖父が苦手な翔たちは、恵一の考えを聞いてきて欲

しいと三田に頼む。だが父親を許せない結は弟たちの行

動が気に入らない。結はつきあっている先輩と駆け落ち

しようとするが…。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-007 

 

 

家政婦のミタ ７ 

 「家族は自分が殺した」という三田の発言に驚く翔た

ち。事情を探ろうと家政婦紹介所に押しかけるが、三田

に「無理に事情を聞くなら、辞める」と言われてしまう。 

 一方、子どもたちに「わたしたちを本当に愛している

と証明して欲しい」と言われた恵一だが、方法がわから

ず悩んでいた。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-008 

 

 

家政婦のミタ ８ 

 恵一が家に戻ったことで、今度は祖父と険悪になって

しまった子どもたち。結は何とか仲直りしようと、三田

に凪子の幽霊のふりをして祖父の心を開いてくれと頼

む。 

 少しずつ、家族の絆を取り戻していく阿須田家。そん

な中、三田が自分の過去を告白する。  

47 

日本テレビ  

平成 23 年 11 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 



22 

 

FB    連続ドラマ連続ドラマ連続ドラマ連続ドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FB2013-009 

 

家政婦のミタ ９ 

 壮絶な過去を告白した三田は、阿須田家の家政婦を辞

めてしまう。こんなことなら聞かなければよかったと後

悔する子どもたち。ところが次の日、三田が隣の家の家

政婦として現れた。  
59 

日本テレビ  

平成 23 年 12 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-010 

 

 

家政婦のミタ １０ 

 家族のように接してくる阿須田家の人々に、少しずつ

心が変化していく三田。だがそんな様子を見て、恵一へ

の思いを抱えたうららは複雑な心境になる。 

 海斗は学校で母親への感謝の作文を書くことになっ

た。何を書いていいか分からないと悩む海斗は恵一宛の

作文にしようかと迷う。しかし三田は「凪子へ書くべき

だ」と言うのだった。  

58 

日本テレビ  

平成 23 年 12 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

FB2013-011 

 

家政婦のミタ １１ 

 三田に「お母さんになって欲しい」と頼んだ子どもた

ち。三田は「承知しました」と答えるが、その真意は？

そして三田は最後に笑うのか？  
57 

日本テレビ  

平成 23 年 12 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 



23 

 

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

FC    テレビドラマテレビドラマテレビドラマテレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

FC2013-001 

 

 

ＮＨＫスペシャル 

鬼太郎が見た玉砕 

～水木しげるの戦争～ 

 漫画家の水木しげるは、２６年ぶりにニューブリテン

島を訪れた。太平洋戦争中、水木はこの島で約２年間、

兵隊として過ごしたのだ。昭和２０年６月、水木の所属

部隊は敵の夜襲で全滅。ただ１人生き残った水木は、そ

の後の爆撃で左腕を失う。復員後水木は、戦死した戦友

たちの亡霊に頼まれ、部隊が玉砕するまでを漫画に描い

た。漫画家・水木しげるの体験した戦争と玉砕を描く。 

89 

ＮＨＫ 
香川照之／塩見三省／嶋田久作／田畑智子／榎本孝明／

石橋蓮司／木村彰吾／北村有起哉／神戸浩 

平成 19 年 8 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

FC2013-002 

 

金曜プレステージ 

鬼平犯科帳 

スペシャル  

盗賊婚礼 

 薬種問屋・山城屋に盗賊が入った。七百八十両盗まれ

た上に、蔵には傘のはり紙が残されていた。１２年前に

も同じ手口の盗みがあり、火付盗賊改の長官・長谷川平

蔵は、盗賊の２代目・笠山の弥太郎の仕業とにらむ。そ

の探索中に弥太郎が、盗賊・鳴海の繁蔵の妹と婚礼を挙

げることを知る。だが、その婚礼には裏があり…。  

95 

フジテレビ 
中村吉右衛門／松平健／綿引勝彦／三浦浩一／多岐川裕

美／勝野洋／梶芽衣子／布施博／市川染五郎 

平成 23 年 9 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 

FC2013-003 

 

 

 

 

スペシャルドラマ 

一休さん 

 室町時代、三代将軍足利義満（あしかがよしみつ）は、

家臣を相手に問答を楽しんでいた。この世でいちばん知

恵のある者は一休さんだと聞いた義満は、一休さんを呼

び出し難しい問題を出す。「ついたてに描かれた虎を退治

しろ」「このはし、わたるべからず」「おわんのふたを取

らずに、中身を食べる」…。次々に繰り出される難問を

鮮やかにとんちで切り抜ける一休さん。 

 楽しい問答のエピソードを交えながら、貴い血筋に生

まれた一休さんが、母と別れ仏の道に入り、成長してい

く姿を追う。  

107 

フジテレビ 
鈴木福／東山紀之／成宮寛貴／小林星蘭／安田成美／中

村梅雀／平泉成／曙太郎 

平成 24 年 6 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 



24 

 

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 

FD2013-001 

 

 

 

眠狂四郎 無頼剣 

 油問屋の弥彦屋が押し込み強盗にあった。蔵には不思

議な燃える水（石油）が隠されており、押し込みの背後

には大塩忠斎の残党一味の暗躍があった。謎の越後獅子

の女芸人と知り合いになった狂四郎は、この騒動に巻き

込まれていく。やがて事態は江戸の町を燃やし尽くそう

という計画にいたり…。三隅研次監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

79 

角川書店 市川雷蔵／天知茂／藤村志保／工藤堅太郎／島田竜三 

昭和 41 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-009 

 

 

 

聯合艦隊司令長官 

山本五十六 

 １９３９年、日独伊三国同盟締結に日本国民は大きな

期待を持っていた。しかし海軍次官の山本五十六は、三

国同盟締結に反対していた。日本がドイツと組めばアメ

リカとの戦争は避けられず、国力の差で日本は敗戦する

ことは明白だったからだ。 

 しかし１９４０年、三国同盟は締結された。山本は講

和を強く望んだが日米の間で戦争が起こった。 

成島出監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

141 

東映 
役所広司／玉木宏／香川照之／柳葉敏郎／板東三津五郎

／吉田栄作 

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-013 

 

 

 

虹色ほたる  

～永遠の夏休み～ 

 事故で父親を亡くしたユウタは、父親との思い出の地

である山奥のダムに虫捕りに出かける。その帰り道、突

然の豪雨ではんらんした川に足を取られたユウタは意識

を失う。意識を取り戻したユウタの目の前には、３０年

前の町の景色が広がっていた。 

 懐かしい昭和の田舎町を舞台に、少年のひと夏の切な

い物語が始まる。宇田鋼之介監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

105 

東映  

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

 



25 

 

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 

HA2013-007 

 

ここが聞きたい！ 

名医にＱ  

寝たきりを防げ！ 

健康生活術 

 足腰が弱るロコモティブシンドローム（略してロコモ）

は骨や筋肉の衰えが原因で寝たきりになるリスクが高い

状態のことを言う。 

 最近の研究でメタボリックシンドローム（略してメタ

ボ）とロコモは深い関係があることがわかった。 

 ロコモとメタボの関係と、寝たきりを防ぐ生活術を３

人の専門家に伺う。  

45 

ＮＨＫ ドン小西／石橋英明／浦野友彦／新開省二 

平成 24 年 7 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-008 

ここが聞きたい！ 

名医にＱ  

寝たきり予防術  

あなたの疑問に 

答えます！ 

 ロコモ状態にならないためには、運動と栄養が大切で

ある。特に高齢者は骨や筋肉が弱り、転倒して圧迫骨折

を起こし、その痛みで体を動かさないため食欲も落ちる

という悪循環に陥りやすい。骨や筋肉を強くする簡単な

運動と栄養について紹介するとともに視聴者からの質問

や相談に３人の専門家が答える。  

45 

ＮＨＫ ドン小西／石橋英明／浦野友彦／新開省二 

平成 24 年 7 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-009 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

危険なめまいを 

見極める 

 「このめまいメニエール病？」をテーマに４回シリー

ズでお送りする。 

 突然めまいが起きるとメニエール病を疑う人が多い。

しかし他の病気が原因で起きるめまいもあり、中には危

険なめまいもある。 

 シリーズ第１回目は「危険なめまいを見極める」をテ

ーマに専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 



26 

 

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 

HA2013-010 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

前触れを見逃さない 

 耳鳴りや耳の閉そく感を数年前から感じていた人が、

突然ぐるぐる回るめまいを繰り返すようになり、受診の

結果メニエール病と診断された事例がある。 

 メニエール病は早期診断と早期治療がとても大切であ

る。 

 シリーズ第２回目は「前触れを見逃さない」をテーマ

に専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-011 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

治療のポイント 

 メニエール病が原因の強いめまいや低音域の難聴は、

日常生活を送る上でストレスとなってしまうこともあ

る。メニエール病の原因の１つでもあるストレスを感じ

続けていると、病状が悪化してしまうことにもつながる。 

 シリーズ第３回目は「治療のポイント」をテーマに、

メニエール病の治療法を紹介し、専門家が解説する。  

15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-012 

 

きょうの健康  

このめまい 

メニエール病？  

生活の中で 

できること 

 メニエール病対策は「めまいの前兆を知ること」「スト

レスをためないこと」「血行を改善すること」「塩分を控

えること」など、生活の中でできることがある。 

 シリーズ第４回目は「生活の中でできること」をテー

マに、専門家が解説する。  
15 

ＮＨＫ 鈴木衞 

平成 24 年 8 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 



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 

JB2013-001 

 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１ 早く来て！ 

みんなの憧れ 

ピーターパン 

 ウェンディの夢に出てくる不思議な少年ピーターパ

ン。大人は誰も信じないが、ウェンディ、ジョン、マイ

ケルの３人兄弟は、きっとピーターパンはいると信じて

いた。そんなある夜、彼がやって来た！だが犬に驚いた

ピーターパンは影を落として逃げてしまう。 

 夢の国ネバーランドを舞台に、永遠に大人にならない

不思議な少年とウェンディたちの大冒険が始まる！   

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-002 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

２ ネバーランドへ

ＧＯ！ＧＯ！ＧＯ！ 

 ピーターパンは、ウェンディたち兄弟をネバーランド

に招待する。そこは楽しいことがいっぱいの夢の国だと

いう。早速出発しようとするが、ネバーランドに行くに

は空を飛んでいくしかない。さあどうするのか？  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-003 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３ 海賊が出た！ 

夢と冒険の国 

ネバーランド 

 ネバーランドに着くなり、海賊たちの大砲が襲ってき

た。ウェンディたちはピーターパンとはぐれてしまう。

１人空を飛んでいたウェンディは、ピーターパンの仲間

トートルズの矢に当たってしまい…。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-004 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

４ 登場！ 

時計ワニはフック船

長の友だち？ 

 海賊を見にいったジョンたちが帰ってこない。フック

船長に捕まってしまったのだ。助けに向かうピーターパ

ンだったが、ジョンたちを人質に取られて危機一髪。そ

こへ時計ワニが現れた。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 



28 

 

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 

JB2013-005 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

５ フック船長は 

ミシンの音が大嫌い！ 

 ピーターパンの仲間のカーリーとスライトリーが海賊

の元へ。実はウェンディを喜ばせようと、あることを計

画していたのだ。だが２人は海賊に見つかってしまい…。 
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-006 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

６ ジョンの初恋？

おてんば娘現れる！ 

 「海賊になる！」と言ってジョンが家を飛び出した。

フックのもとへ向かう森の中、怪しい影がジョンをつけ

てきた。影は一体何者？  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-007 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

７ ウェンディ 

頑張る！卵は 

誰にも渡さない 

 ピーターパンがウェンディにプレゼントしたのは、３

年に一度だけ産まれるネバーバードの卵。でもウェンデ

ィに、かわいそうだから親鳥に返してあげてと言われて、

ピーターパンは怒ってしまう。ところがフック船長もそ

の卵を狙っていて…。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-008 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

８ 作戦開始！時計

ワニを笑わせろ！ 

 時計のないネバーランド。寝坊や遅刻ばかりの子ども

たちを見て、ウェンディは時計があれば、みんなも規則

正しく生活できると考える。でもネバーランドで時計を

持っているのはフック船長だけだった。  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-009 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

９ ネバーランドの

法律？毎日が 

誕生日だ！ 

 楽しいことは毎日あった方がいいと考えたピーターパ

ン。勝手にみんなの誕生日を今日にしてしまう。誕生パ

ーティーのために全員分のケーキを作って待っていたウ

ェンディだが、ピーターパンは約束を忘れてしまう。怒

ったウェンディは家を出てしまい…。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 



29 

 

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 

JB2013-022 

 

それいけ！ 

アンパンマン  

カツドンマンと 

にんにくこぞう  

メロンパンナと 

クリスタル姫 

 「カツドンマンとにんにくこぞう」ジャムおじさんの

にんにくスープを飲んだドンブリマントリオはその味に

大感激。もっとスープを作ってもらうために、にんにく

寺へ向かう。 

 「メロンパンナとクリスタル姫」ガラスの国にやって

きたメロンパンナたち。クリスタル姫とハープの不思議

な力で、自分たちの望む物を出してもらう。メロンパン

ナとクリームパンダはガラスのロールパンナを作っても

らうが、ばいきんまんが現れて…。  

25 

日本テレビ  

平成 24 年 9 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-023 

それいけ！ 

アンパンマン  

クリームパンダと 

ちゅらおばあ  

おむすびまんと 

おしんこちゃん 

 「クリームパンダとちゅらおばあ」ちゅらおばあのお

手伝いのため、さとうきびじまにやってきたクリームパ

ンダたち。そこへ変な２人組が現れて手伝うというが…。 

 「おむすびまんとおしんこちゃん」おむすびまんは、

うめぼしばあやのうめぼしを届けるためパン工場に向か

う。途中でばいきんまんが現れてうめぼしを奪おうと…。 

25 

日本テレビ  

平成 24 年 9 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-024 

 

名探偵コナン  

くらやみ塔の秘宝 

（前編） 

 蘭の柔道部の先輩・鏡堂ナナミの屋敷に建つ「くらや

みの塔」。塔には宝が隠されているという町のうわさがあ

った。ナナミは、コナンたち少年探偵団に宝探しを依頼

する。ナナミがコナンたちに屋敷を案内していると突然、

女性の悲鳴が…。  

25 

読売テレビ  

平成 24 年 9 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-025 

 

名探偵コナン  

くらやみ塔の秘宝 

（後編） 

 灰原たちを救出するため、塔の入り口に入ったコナン

と歩美。しかし、通路には鏡などによる仕掛けが施され

なかなか進めない。何とか元太や光彦と合流できたコナ

ンだったが、不思議な子供部屋の仕掛けにほんろうされ、

気がつくと１人きりになってしまった。  

25 

読売テレビ  

平成 24 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

 


