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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 

CB2014-001 

 

地球絶景紀行  

～アンダルシアの 

ひまわり／スペイン～ 

 大地を埋め尽くす一面のひまわりを求めて、スペイ

ンのアンダルシア地方を巡る旅。洞窟の町・セテニル

では、天然の洞窟をそのまま利用した家を紹介。その

ほか大都市セビリア、ひまわりの産地コルドバなどを

巡る。 

46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 25 年 8 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2014-002 

 

地球絶景紀行  

白い巨大湖  

バイカル／ロシア 

 「シベリアの至宝」と呼ばれるバイカル湖を巡る旅。

日本海に面した港町・ウラジオストクからバイカル湖

の玄関口・イルクーツクへは約２０００㎞。さらにバ

イカル湖までは車で３時間だ。一面が凍りついた湖を

見たあとは、地元の漁師さんのお宅でバイカルの恵み

を頂く。 

46 

ＢＳ－ＴＢＳ  

平成 25 年 11 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

CB2014-003 

 

ヨーロッパ水風景 

ブルガリア  

文化の中心  

首都ソフィア  

高橋ひとみ 

 ブルガリアの首都ソフィアは東西文化が入り交じ

り、ヨーロッパとは違う独特の文化が育まれた町。世

界有数のバラの国として知られ、貴重なローズオイル

の産地としても有名だ。女優の高橋ひとみがソフィア

の町を巡り、歴史的建造物の教会や市場などを紹介。

ブルガリアならではのヨーグルトエステにも挑戦す

る。ワイン好きの高橋は、ブルガリアワインを楽しみ

ながらブルガリアの食の数々を堪能する  

99 

ＢＳジャパン 高橋ひとみ 

平成 25 年 9 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 



2 

 

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 

CB2014-004 

 

ヨーロッパ水風景 

ブルガリア  

中世の都  

ヴェリコ・タルノヴォ 

高橋ひとみ 

 女優・高橋ひとみがブルガリアを巡る旅、今回はブ

ルガリア中央部のヴェリコ・タルノヴォへ。ブルガリ

ア出身の力士・琴欧洲関の実家を訪ね、琴欧洲の大好

物だという郷土料理を堪能。黒海沿岸の町ヴァルナで

は、「ブルガリア夏の都」といわれるリゾート地で、黒

海の景色を満喫する。そして世界遺産の町ネセバルで

は、中世ビザンチン教会を訪ねる。  

99 

ＢＳジャパン 高橋ひとみ 

平成 25 年 10 月 6 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 

CE    趣味趣味趣味趣味 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CE2014-002 

 

趣味の園芸  

ガーデニングで 

幸せになる！ 

春を満喫！ 

香り高い花 

 シリーズ「ガーデニングで幸せになる！」。窓を開け

ると花の香りが漂う…それは日常の中で小さな幸せを

感じる一瞬。そんな幸せを運んでくれる香りの花、香

水のように華やいだ香りを放つハゴロモジャスミンと

紫色の花がかれんなラベンダーを紹介。「玉さん庭をゆ

く」は、マンションの住人たちで作った園芸部が、花

壇の手入れをする花友ガーデンを訪ねる。  

25 

ＮＨＫ 三上真史／西川綾子 

平成 25 年 4 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 

CE    趣味趣味趣味趣味 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

CE2014-003 

 

趣味の園芸  

ガーデニングで 

幸せになる！ 

春を奏でる花たち 

 シリーズ「ガーデニングで幸せになる！」。今回は草

花を使って庭やベランダに、うららかな春景色を描く。

赤いキンギョソウを青い花とあわせて、水辺を泳ぐ金

魚たちに。白い小花をリースに飾ってリボンでつるし

て、浮かぶ雲に。ルピナスを遠くに見える山々に見立

て、ふもとを野菜畑にして、春の景色を広げていく。

見ているだけで心が癒やされる寄せ植えをつくるテク

ニックを紹介する。  

25 

ＮＨＫ 三上真史／杉井志織 

平成 25 年 4 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2014-004 

 

趣味の園芸  

優雅に咲かせるユリ 

 １０月のテーマは「ユリ」。全国都市緑化とっとりフ

ェアのメイン会場から、ユリの育て方について、球根

の植え付け方、品種選び、植えつけ時期、植えたあと

の手入れ方法などを、園芸研究科の肥土邦彦さんにう

かがう。「玉さん庭をゆく」は、ガーデン・デザイナー、

ポール・スミザー氏こだわりのナチュラル・ガーデン

を訪ね、自然風の庭を造るテクニックを紹介する。  

25 

ＮＨＫ 三上真史／肥土邦彦 

平成 25 年 10 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2014-005 

 

趣味の園芸  

宿根サルビア 

カラフル植栽計画 

 赤い花という印象の強いサルビアだが、実はさまざ

まな品種がある花だ。カラフルなサルビアを使った寄

せ鉢の作り方や、さし芽のやり方を紹介する。「玉さん

庭をゆく」は、ポール・スミザーのナチュラル・ガー

デンの第２弾「デザイン編」。全国都市緑化とっとりフ

ェアにて、魅力的な庭造りのテクニックを聞く。  

25 

ＮＨＫ 三上真史／金子明人 

平成 25 年 10 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 



4 

 

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 

CG2014-001 

 

ＮＨＫスペシャル 

世界初撮影！ 

深海の超巨大イカ 

 千年間の長きにわたり、伝説の怪物と恐れられてき

たダイオウイカ。記録に残る最大のものは全長１８ｍ

にも及ぶ。ＮＨＫは科学者の国際チームと連携し、史

上初めて、深海で活動するダイオウイカの撮影に成功

した。最新鋭の潜水艇で１０００ｍの深海に潜ること

４００時間。ついに姿を現したダイオウイカは、想像

以上の生物だった！ 

58 

ＮＨＫ  

平成 25 年 1 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2014-002 

 

ＮＨＫスペシャル 

シリーズ 

深海の巨大生物 

謎の海底サメ王国 

 日本の深海は世界でも例のない深海ザメの宝庫。巨

大ザメや、一瞬で獲物にかみつく悪魔のサメ、世界で

５０例しか見つかっていない幻のサメなど、姿形も行

動も奇妙で不思議なサメたちが生息するサメの王国

だ。番組では最新の撮影機材を使い、クジラの肉をお

とりに巨大ザメをおびき寄せ、深海での生きたサメの

撮影に成功。その不思議な生態に迫る。  

58 

ＮＨＫ  

平成 25 年 7 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 



5 

 

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 

DA2014-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック 

２０１３ 初参加！

自転車競技 

 ろう者のスポーツの祭典「デフリンピック」に初参

加する自転車競技。自転車競技日本代表エースとして、

チームをまとめる役割を期待されている得利（とくよ

し）雄介さんの日々の生活や日本代表候補者の合宿に

密着。自転車競技チームの挑戦を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 得利雄介 

平成 25 年 4 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢はドラフト 

～プロ野球独立リーグ 

野呂大樹選手～前編 

 野呂大樹選手は、プロ野球独立リーグ「新潟アルビ

レックス・ベースボール・クラブ」の１番バッター。

難聴の野呂選手の夢は、ドラフトに指名されてＮＰＢ

（日本野球機構）入りをすること。その夢に向けた挑

戦を追う。 

15 

ＮＨＫ 野呂大樹 

平成 25 年 4 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

夢はドラフト 

～プロ野球独立リーグ 

野呂大樹選手～後編 

 独立リーグ３年目を迎えた野呂選手の今期の目標

は、ドラフトに指名されてＮＰＢ（日本野球機構）入

りすること。彼の武器である俊足を生かした盗塁技術

を磨くために、相手投手のくせを見抜いたり、ノート

につけるなどの研究を重ねている。  

15 

ＮＨＫ 野呂大樹 

平成 25 年 5 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

ふわっと高く 

舞い上がれ！ 

～棒高跳び・ 

竹花康太郎さん～ 

 デフリンピックでメダルを期待されている、棒高跳

びの竹花康太郎さん。前回大会は４位、去年の世界ろ

う者陸上の世界大会では銀メダルを獲得している。竹

花さんは、横須賀市立ろう学校の先生で、陸上部の監

督も務めている。学校での練習の様子や、４月に行わ

れた公式試合の様子を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 竹花康太郎 

平成 25 年 5 月 12 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 

DA2014-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

団体金メダルを 

目指して～卓球女子・ 

川﨑瑞恵さん～ 

 デフリンピック卓球女子日本チームの新しいホープ

として期待されている、高校３年の川﨑瑞恵選手。川

﨑さんは、埼玉県の普通高校、秋草学園高等学校に通

っている。 

 毎日の学校でのハードな練習や、代表選手の強化合

宿の様子を中心に、川﨑選手の意気込みを紹介する。 

15 

ＮＨＫ 川﨑瑞恵 

平成 25 年 5 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-029 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

補聴器の使いこなし術 

 最近の補聴器の発達はめざましく、不快なハウリン

グや騒音などの特定の周波数の音の抑制が可能になっ

ている。しかし、補聴器を自分仕様に調整するアフタ

ーケアが必要になる。これから補聴器を買おうとする

初心者クラスに向けて、補聴器の使いこなし術を紹介

する。 

15 

ＮＨＫ 松森果林／中川辰雄 

平成 25 年 5 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-030 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

モバイル型遠隔情報

保障システムとは？ 

 モバイル型遠隔情報保障システムは、教室と、パソ

コンの文字通訳をする情報保障者をスマートフォンで

つなぐ。そして先生の声を遠隔地の通訳者が文字に起

こして、インターネットを利用して教室にあるスマー

トフォンに表示する。教育現場での情報保障のあり方

を変える可能性を持つこのシステムを紹介する。 

15 

ＮＨＫ 松森果林／三好茂樹 

平成 25 年 6 月 2 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 

DA2014-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

デフリンピック２０１３ 

めざせ二連覇  

～ハンマー投げ 

森本真敏さん～ 

 ハンマー投げの森本真敏さんは、前回のデフリンピ

ックにはじめて参加し、金メダルを獲得した。森本さ

んは、現在プロバスケットボールチームを運営する会

社が立ち上げた財団法人に所属し、自らの記録を更新

するために努力を続けている。普段の練習を通して、

森本さんの思いを伝える。 

15 

ＮＨＫ 森本真敏 

平成 25 年 6 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-032 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

初のメダルを！ 

～バスケットボール

女子チーム～ 

 前々回のメルボルン大会に初出場を果たし、前回の

台北大会では６位に終わったバスケットボール女子チ

ーム。今回は初のメダルを目指して大会に臨む。代表

合宿や選手の日常を追いながら、メダルを目指すバス

ケットボール女子チームを紹介する。  
15 

ＮＨＫ 大庭紀美／宮永順子 

平成 25 年 6 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

手話狂言の心を伝える

～日本ろう者劇団の

海外公演・前編～ 

 日本ろう者劇団は、日本の伝統を伝える狂言をろう

者が手話で演じる手話狂言に力を入れている。手話狂

言を演じる廣川麻子さんを紹介し、これまでの海外公

演でも「日本人の心を感じられた」と評判になってい

る手話狂言の魅力を伝える。  

15 

ＮＨＫ 廣川麻子 

平成 25 年 6 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

新たな表現を求めて 

～日本ろう者劇団の

海外公演・後編～ 

 言語の違いや、聞こえる聞こえないに関係なく、観

客を楽しませることに力を入れてきた日本ろう者劇

団。劇団員の砂田アトムさんは、手話でさまざまな演

技をする「一人芝居」というパフォーマンスを演じる。

彼の日常を紹介しながら、新たな表現を模索する劇団

の姿を伝える。  

15 

ＮＨＫ 砂田アトム 

平成 25 年 6 月 30 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 

DA2014-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック２０１３ 

世界の頂点を目指せ 

～水泳 今村可奈さん・ 

金持義和さん～ 

 デフリンピックでメダルが有望視されている２人の

水泳のアスリートを取り上げる。大会初出場ながら、

背泳ぎでろうの世界記録を狙う大阪体育大学２年の金

持義和さんと、水泳チーム全体のキャプテンを務める

今村可奈さん。２人の練習風景を追いながら、デフリ

ンピックにかける思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 金持義和／今村可奈 

平成 25 年 7 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-036 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

障害者差別を 

解消するために  

～第 61回全国 

ろうあ者大会ｉｎ山形～ 

 山形で開催された第６１回全国ろうあ者大会。平成

２５年は、障害者総合支援法が施行され、さらに障害

者差別解消法が国会で成立した。障害者への差別をな

くし権利を守るために、今後何が必要なのか。基調講

演やパネルディスカッションの模様を伝える。  
15 

ＮＨＫ 松本正志 

平成 25 年 7 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-037 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

よっしゃ！手話で 

笑わせたろか  

～手話落語家・喜楽舎

馬次郎の世界～ 

 ４代目桂福團治の門下に４２歳で入り、９年前に独

立したろう者の遅咲きの芸人が喜楽舎馬次郎（きらく

やうまじろう）さん。「手話の分からない人も身振りや

しぐさで笑わせたい」と語る馬次郎さんの活動や芸を

２回シリーズで伝える。 
15 

ＮＨＫ 喜楽舎馬次郎（馬場元紀）／村松裕子 

平成 25 年 7 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-038 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

喜楽舎馬次郎 

～手話落語の世界～ 

 手話落語家・喜楽舎馬次郎（きらくやうまじろう）

さんを紹介するシリーズ２回目。馬次郎さんの芸は、

小話や現代落語、古典落語など多岐にわたる。日々の

努力から生み出された数多くの作品のうち「凧（たこ）」

と、古典落語「長短」の２作品をご紹介する。  

15 

ＮＨＫ 喜楽舎馬次郎（馬場元紀） 

平成 25 年 7 月 28 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 

DA2014-039 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック・ 

メダリストに聞く 

～前編～ 

 デフリンピックの夏季大会に、日本からは１４９人

の選手が参加し、金メダル２個、銀メダル１０個、銅

メダル９個、あわせて２１個のメダルを獲得した。今

回から２回にわたって、デフリンピックのメダリスト

たちの活躍ぶりを紹介する。今回は、男子水泳の金持

義和さんと茨隆太郎さんに話を伺う。  

15 

ＮＨＫ 金持義和／茨隆太郎／竹花康太郎／佐藤麻梨乃 

平成 25 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-040 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

デフリンピック・ 

メダリストに聞く 

～後編～ 

 デフリンピック夏季大会のメダリストたちを紹介す

る２回目。今回は、シングルスで金・ダブルスで銀・

団体で銅メダルを獲得した上田萌選手をはじめとする

卓球女子の４人の選手、そしてハンマー投げの森本真

敏選手に話を伺う。 
15 

ＮＨＫ 
上田萌／佐藤理穂／川﨑瑞恵／有馬千寿子／森本真敏

／早瀬久美 

平成 25 年 9 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-041 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

災害に備える 

～映画「生命の 

ことづけ」から学ぶ～ 

 早瀨憲太郎監督の映画「生命のことづけ―死亡率２

倍 障害のある人たちの３・１１―」では、東日本大

震災での障害者の死亡率が住民全体の死亡率と比べる

と２倍だった事実が語られている。早瀨監督と日本障

害フォ―ラム・藤井克徳さんとの対談を通して、災害

時に生きのびるためにはどうしたらよいかを考える。 

15 

ＮＨＫ 早瀨憲太郎／藤井克徳 

平成 25 年 9 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-042 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

災害に備える 

～情報を得るために～ 

 東日本大震災では、聴覚障害者の防災において、さ

まざまな課題が浮き彫りになった。その一つとして、

緊急情報が聴覚障害者に十分に伝わらなかったことが

挙げられる。「みやぎ被災聴覚障害者情報支援センタ

ー」（みみサポみやぎ）の活動を通して、災害時の情報

入手について考える。  

15 

ＮＨＫ 佐藤昭子／渡辺征二／渡辺勝子／宮本まどか 

平成 25 年 9 月 22 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 

DA2014-043 

 

バリバラ  

就労・障害者の悩み 

 企業に課せられる障害者の雇用率が２％にアップし

た。しかし企業には「任せる仕事がない」「経営が厳し

くて雇えない」など悩みの声がいっぱい。また、障害

者自身の「面接でどこまで言えばいい？」「介助つきだ

と就職できない？」などの質問に、経営者や雇用アド

バイザーなど障害者雇用の専門家が回答する。  

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／玉木幸則／大橋グレース 

平成 25 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-045 

大改造！！劇的 

ビフォーアフター  

ＳＥＡＳＯＮⅡ物件 251 

空回りする家  

音の匠とリフォームの

匠が協力 難聴者が 

住み易い理想の住宅を 

 ２年前に妻を亡くし、ひとり暮らしの依頼者は、難

聴の為ほとんど耳が聞こえない。そのため困るのは誰

かが訪ねてきたとき。奥に細長い間取りのせいで回転

灯に気付かないことがあると言う。果たして「匠」は

どんなリフォームを施すのか。  101 

朝日放送 所ジョージ／柳家花緑／桜庭ななみ／江口ともみ 

平成 25 年 8 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-046 

 

 

手話で生きる 

 熊本で活躍する画家の乘冨秀人さんはろう者だ。手

をモチーフに、印象的な作品を描き続けている。乘冨

さん一家は妻も息子も全員ろう者、家の中には手話で

の会話があふれている。「絵を描くことと、手話の大切

さを伝え続けることが自分にできること」と語る乘冨

さん。手話とともに生きる乘冨さん一家の生活を追う。 

49 

熊本放送  

平成 25 年 12 月 30 日 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 

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 

DA2014-047 

 

みらいのつくりかた 

ＹＵＭＩＥ  

難聴の 

プロボディボーダー 

 プロボディボーダーのＹＵＭＩＥさん（甲地 由美

恵）は、１９７５年、２歳の時、両耳の聴力を失った。

海は人種差別も無く、全ての人に平等で、厳しくもあ

り、やさしくもあるというＹＵＭＩＥさん。海を通し

て生きる喜びを見つけたというＹＵＭＩＥさんが、自

身の人生について語る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：後藤美幸 

3 

テレビ東京 甲地由美恵 

平成 24 年 10 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-048 

 

生きるを伝える 

井戸端手話の会 

主宰 松森果林 

 小学４年で右耳を失聴。中学から高校にかけて左耳

の聴力も失った松森さん。「耳が聞こえなくなったあな

たは障害者」と言われ、その言葉の重さにショックを

受け、死ぬことも考えた。 

 そんな絶望の中、何事にも前向きになれたきっかけ

と、「生きる」ことのテーマを話す。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：後藤美幸 

4 

テレビ東京 松森果林 

平成 22 年 12 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-049 

 

生きるを伝える 

デフラグビー 

日本代表 柴谷晋 

 柴谷さんがラグビーを始めたのは中学１年生の時。

高校でもラグビーに打ち込み、大学２年生の時、フラ

ンスにラグビー留学したが、突発性難聴を患いラグビ

ーから距離を置くことになった。しかしデフラグビー

の存在を知り、ラグビーへの思いがよみがえった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：後藤美幸 

4 

テレビ東京 柴谷晋 

平成 22 年 8 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 



12 

 

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 

DA2014-050 

２４時間テレビ  

ニッポンって…？ 

この国のかたち  

松本潤と耳の不自由な

子どもたち 

心をひとつに刻む 

タップダンス 

 日本テレビの「２４時間テレビ愛は地球を救う」の

中の企画として、嵐の松本潤が、ろう学校の生徒とタ

ップダンスを武道館で披露する。 

 音が聞こえない子どもたちが、どうやってタップを

合わせるのか、子どもたちと松本潤の練習から本番ま

でを紹介する。 

23 

日本テレビ 松本潤／ＨＩＤＥＢＯＨ／立川ろう学校の生徒たち 

平成 25 年 8 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2014-051 

 

サラリーマンライフ 

～ろう者と聴者が共

に働く職場づくり～ 

 近年、ろう・難聴者の企業への就職は年々増え、職

業分野も多様化している。ろう・難聴者と共に働く職

場環境づくりに取り組んでいる会社を取材し、ろう・

難聴者と聴者がコミュニケーションを図ることができ

快適に働くことができる職場環境とは何か、そして、

その環境をどのように整えているかを紹介する。 

今村彩子監督作品。 

46 

Ｓｔｕｄｉｏ  

ＡＹＡ 

 

平成 20 年 利用区分 A－3 DVD 

DA2014-052 

 

交通事故裁判 

～手話ができなく 

なったことを 

言語障害として認め

て欲しい～ 完全版 

 名古屋に住む大矢貴美江さん（ろう者）は、交通事

故で手にケガを負い、手話でコミュニケーションを図

ることが困難になった。ろう者が手話で話すことが困

難になったら言語障害にあたるが、保険会社は言語障

害として認めなかった。手話ができなくなったことを

言語障害として認めて欲しいと、大矢さんは裁判を起

こした。今村彩子監督作品。 

27 

Ｓｔｕｄｉｏ  

ＡＹＡ 

大矢貴美江／大矢達哉 

平成 22 年 利用区分 A－3 DVD 



13 

 

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 

DC2014-001 

 

池上彰の戦争を 

考えるＳＰ～戦争を

どう伝えたのか～ 

 池上彰が戦争を考えるＳＰ、今回のテーマは「戦争

と報道」。戦時下の日本やハワイで戦争はどのように伝

えられ、人々はどう感じたのかを特集する。 

 日本の真珠湾攻撃をハワイの日系人向け新聞はどう

伝えたのか。８０年前の日本でこう然とペンで軍部に

立ち向かった新聞人・桐生悠々とはどんな人物だった

のか。テロや戦争ジャーナリストのあり方が問われる

今、改めて戦争と報道を考える。  

95 

テレビ東京 池上彰／八千草薫／峰竜太／パックン 

平成 25 年 8 月 11 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 

DD2014-011 

 

民教協スペシャル 

キ・ボ・ウ  

～全村避難 福島県

飯舘村二年の記録～ 

 ２０１１年３月１１日、福島第一原発から流れ出し

た強い放射性物質は、雪とともに飯舘村に降り積もっ

た。やがて、村は「計画的避難地域」となり全村避難

となった。そんな中、菅野典雄村長は「２年で帰村す

る」と宣言した。飯舘村の人々のその後の姿を追う。 

46 

福島テレビ  

平成 25 年 2 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 



14 

 

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 

EA2014-001 

 

ＪＡ共済  

生徒向け 

自転車交通安全教室

ＤＶＤ 

 中学校や高等学校で行われる交通安全教室。危険な

自転車走行に伴う交通事故の実演（スタントマン）に

より、生徒に危険性を疑似体験させる。 

 自転車と車の衝突事故／自転車の違反行為／トラッ

ク左折時の巻き込み事故／死角による事故／など場面

に応じた事故のもようと対応策を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：野口岳史 

18 

ＪＡ共済  

平成 26 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2014-002 

 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

たばこ、やめてね！ 

（小学校１、２年生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学

校１・２年生対象）。 

 体の中に流れている血は、体中に酸素や栄養を運ぶ

大切なもの。しかし、タバコを吸うと血の流れが止ま

ってしまい、体に悪い影響を与える。 

 タバコの害を低学年に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：森田明  

6 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2014-003 

 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

タバコのけむりは 

あぶないよ！！ 

（小学校３、４年生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学

校３・４年生対象）。 

 タバコの煙を吸うと体の中の酸素が足りなくなり、

頭がボーッとして考えられなくなったり、疲れやすく

なったり、体の成長に悪影響が出る。タバコの煙の恐

ろしさを解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

11 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 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 

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 

EA2014-004 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

タバコって 

本当はどんなもの？ 

（小学校５、６年生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（小学

校５・６年生対象）。 

 タバコの煙の中には体に有害な物質が２００種類以

上含まれ、発がん性物質は６０種類以上入っている。 

 タバコの煙に潜む有害な物質について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  
13 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2014-005 

 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

考えてみよう 

タバコと健康 

（中学生・高校生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（中学

生・高校生用）。 

 世界的に見ると喫煙率が高い日本では、最近ようや

くタバコ対策が進み始めている。しかし、なかなかや

められないタバコ。理由はニコチン依存症という病気

だ。ニコチン依存症の仕組みと怖さを解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

15 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2014-006 

今から始める喫煙 

防止教育（第２版） 

タバコか健康か  

～あなたはどちらを

選びますか？～ 

（一般・大学生用） 

 タバコを吸い始めさせないための教材ＤＶＤ（一

般・大学生用）。 

 日本では年間およそ１１万４千人、世界では５００

万人がタバコが原因で死亡していると推計される。タ

バコによって体にどんな変化が起き、どんな病気を発

症しやすくなるのか解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

19 

一般社団法人 

日本循環器学会 

禁煙推進委員会 

 

平成 18 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 

EB2014-001 

 

にほんごであそぼ 

（平成２５年 

１０月２１日放送） 

 日本語の豊かな表現を紹介し、遊びを通じて「日本

語感覚」を身につける番組。視聴対象は２歳から小学

校低学年くらいの子どもと親。クイズや歌のほかに、

狂言の型や古典文学なども取り入れて、さまざまな日

本語の世界を紹介している。今回は「ずいずいずっこ

ろばし」「絵あわせカルタ」ほか。  

10 

ＮＨＫ 小錦八十吉／野村萬斎／神田山陽／ラッキィ池田 

平成 25 年 10 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2014-002 

にほんごであそぼ 

（平成２５年 

１０月２２日放送） 

 「ひこうきさんよう しゅんしゅん旬」では、秋に

関係したことばを紹介。そのほか、「秋深き隣は何をす

る人ぞ」をキーワードに、ゼスチャーでクイズを出題

するコーナーや、歌「らららのら」など。  
10 

ＮＨＫ 小錦八十吉／野村萬斎／神田山陽／ラッキィ池田 

平成 25 年 10 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2014-003 

にほんごであそぼ 

（平成２５年 

１０月２３日放送） 

 詩人・金子みすゞの「おはじき」から「きれいなき

れいなおはじきよ」を紹介。「ひらがななにかな」のコ

ーナーでは、「き」の字で遊ぶ。他に「ちゃわんむしの

うた」など。  
10 

ＮＨＫ 小錦八十吉／野村萬斎／神田山陽／ラッキィ池田 

平成 25 年 10 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2014-004 

にほんごであそぼ 

（平成２５年 

１０月２４日放送） 

 清少納言の枕草子から「春はあけぼの」を紹介。「ひ

らがななにかな」のコーナーは「は」。その他、歌「で

んでらりゅうば」など。  
10 

ＮＨＫ 小錦八十吉／野村萬斎／神田山陽／ラッキィ池田 

平成 25 年 10 月 24 日 利用区分 B－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 

EB2014-005 

にほんごであそぼ 

（平成２５年 

１０月２５日放送） 

 スタジオを飛び出して、鹿児島県から送る。「鹿児島

のお国言葉」では、「ぬっか」「むじょか」などのお国

言葉の意味を、まつもとヒロのパントマイムをヒント

に当てる。「ベベンのありがとう」の歌のコーナーでは、

日本各地のお国言葉で「ありがとう」を何というか紹

介する。  

10 

ＮＨＫ 
小錦八十吉／野村萬斎／神田山陽／ラッキィ池田／ま

つもとヒロ 

平成 25 年 10 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2014-008 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（３）よみがえれ！ 

むらさきの花 

ノハナショウブの巻 

 神奈川県箱根町にある仙石原湿原は、神奈川県唯一

の湿原。１９３４年に湿原の一部が国の天然記念物に

指定された。当時、湿原一面に咲いていたノハナショ

ウブが指定の決め手になったのだ。しかし、今湿原で

ノハナショウブを見ることはできない。地元では、湿

原の保護とノハナショウブ復活のための取り組みが続

いている。 

（字幕・手話付き 選択可能）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 DVD 

EB2014-009 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（４）クロとハナの 

動物夫婦物語 

クロサイの巻 

 広島県の安佐（あさ）動物公園では多くのクロサイ

が飼育されている。密猟のため野生のクロサイが激減

している中、クロサイの繁殖は動物園の大事な役目だ。

安佐動物公園は多くの繁殖に成功したことで有名な動

物園。クロサイの赤ちゃんがたくさん生まれる秘けつ

を飼育員さんに伺う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

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 DVD 

 

 



18 

 

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 

EB2014-010 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（５）美ら海のサンゴ

の海を抱きしめて 

サンゴの巻 

 沖縄の海を彩るサンゴ礁。サンゴは岩や植物のよう

に見えるが実は動物だ。卵から生まれて分裂を繰り返

しながら、大きな群体に成長していく。美しく貴重な

サンゴだが、１９９８年に世界中の海で白化現象が起

きて、沖縄でも多くのサンゴが死んでしまった。沖縄

にある美ら海（ちゅらうみ）水族館を訪ね、サンゴの

研究と復活に取り組む様子を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子 

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 DVD 

EB2014-011 

 

サイエンスチャンネル 

赤ちゃんがいっぱい 

（６）夢いっぱい！未

来へつなぐ観察日記 

マレーバクの巻 

 「夢を食べる動物」といわれるバク。神奈川県のよ

こはま動物園ズーラシアでは、マレーバクの親子が飼

育されている。妊娠中から超音波検診を行い、おなか

の中の赤ちゃんの様子を写真に記録して貴重なデータ

を集めてきた。かわいい赤ちゃんの映像と共に、マレ

ーバクの子育ての記録を紹介する。 

（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 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 

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 

FC2014-001 

 

テレビ未来遺産  

報道ドラマ 生きろ 

～戦場に残した伝言～ 

 戦中最後の沖縄県知事島田叡の実話を、ドラマとド

キュメンタリーで構成した作品。 

 昭和２０年１月、内務省からの異動で赴任し、６月

２３日の沖縄戦終結の日までの５か月を、沖縄県民と

共に生き抜いた島田沖縄県知事。島田は沖縄住民を守

るため様々な改革に着手した。その結果、１０万人の

命を救ったとされている。戦時下の沖縄で人々にひた

すら「生きろ」と説き続けた島田知事の生涯。  

110 

ＴＢＳ 緒形直人／的場浩司／西郷輝彦／石橋凌 

平成 25 年 8 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 

 

 

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 

FD2014-001 

 

セーラー服と機関銃 

完璧版 

 父を交通事故で亡くした女子高生・星泉。泉は、遠

縁の親せきの跡を継いで、やくざ「目高組」の４代目

組長に就任する。４人の組員とともに対立するやくざ

に立ち向かおうとするが、ヘロインを巡る事件に巻き

込まれてしまう。「カ・イ・カ・ン」の名台詞と共に一

斉を風靡した青春映画の完璧盤。相米慎二監督作品。

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

131 

角川書店 
薬師丸ひろ子／渡瀬恒彦／風祭ゆき／柄本明／三國連

太郎／柳沢慎吾／光石研 

昭和 57 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 

FD2014-003 

 

 

大いなる旅路 

 盛岡機関区の機関助手・岩見浩造は、ある年の冬、

走行中に雪崩に巻き込まれた。同乗していた先輩機関

士の死をきっかけに、安全運転に一生を捧げようと決

意し、以来黙々と任務を務めた。浩造とその家族の、

大正末期からの激動の３０年を描く。関川秀雄監督作

品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

96 

東映 
三國連太郎／風見章子／南廣／高倉健／中村賀津雄／

加藤嘉／梅宮辰夫／東野英治郎 

昭和 35 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-004 

 

 

宮本武蔵 

 慶長５年、郷士の武蔵は侍になることを夢見て、又

八と関ヶ原の戦に加わるが惨敗。又八は野武士の未亡

人と姿を消す。又八が生きていることを又八の母に告

げようと故郷に戻った武蔵は、関所を破り村人や役人

から追われる身となる。内田吐夢監督作品。（上映会使

用の際は事前届け出が必要です）  

111 

東映 
中村錦之助／木村功／小暮実千代／三國連太郎／風見

章子／丘さとみ／浪花千栄子／入江若葉 

昭和 36 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-007 

 

ＤＲＡＧＯＮ  

ＢＡＬＬ Ｚ  

ドラゴンボールＺ 

神と神 

 ある日宇宙のかたすみで破壊神ビルスが目覚めた。

ビルスは星や生命を破壊する神様だ。「超サイヤ人ゴッ

ド」と戦う夢を見たビルスは、サイヤ人を探して北の

界王星に向かう。界王星で修業をしていた悟空はビル

スに戦いを挑むが、一瞬で倒されてしまう。ビルスは

残るサイヤ人を求めて地球に向かった。そこではブル

マの誕生パーティーが開かれていた。細田雅弘監督作

品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

86 

東映  

平成 25 年 利用区分 B－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 

FD2014-009 

 

映画 プリキュア 

オールスターズ  

ＮｅｗＳｔａｇｅ２ 

こころのともだち 

 妖精学校に先生として招かれたプリキュアの妖精・

タルト。生徒たちは、あこがれのプリキュアの妖精に

会えて大感激。そんな中、生徒の１人・グレルは、自

分が注目されないことに腹を立て教室を飛び出してし

まう。そんなグレルに影水晶の魔の手が伸びる…。 

小川孝治監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必

要です）  

71 

東映  

平成 25 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-010 

 

 

無法松の一生 

 人力車夫の松五郎は、小倉では名の知られた暴れん

坊。周りの人からは無法松と呼ばれていた。ある日、

ケガをした子どもを助けた縁で、その父・吉岡大尉と

その一家と懇意になるが、大尉は急死してしまう。残

された妻・良子、息子・敏雄と松五郎との交流を描く。

稲垣浩監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要

です）  

104 

東宝 三船敏郎／高峰秀子／芥川比呂志 

昭和 33 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-014 

 

 

昭和２９年度芸術祭

参加作品  

二十四の瞳 

 昭和の歴史を背景に、大石先生と１２人の教え子の

１８年間の生活を描く。 

 昭和３年、大石先生は小豆島の岬の分教場に赴任し

て、１年生１２人を受け持った。生徒たちのいたずら

でケガをしたり、仲よく歌を歌ったり…。やがて日本

は戦争に突入。軍国教育に疑問を持った大石先生は退

職する。長い戦争が終わり、再び復職した先生のもと

にかつての教え子たちが集まった。木下惠介監督作品。

（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

157 

松竹 
高峰秀子／夏川静江／浪花千栄子／清川虹子／月丘夢

路／田村高廣／笠智衆 

昭和 29 年 利用区分 B－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 

FD2014-015 

 

喜びも悲しみも 

幾歳月 

 昭和７年１月、上海事変勃発の翌日、灯台守の有沢

四郎は新妻のきよ子を観音崎灯台に迎えた。２人はど

んな苦労があっても、力を合わせ乗り越えようと固く

誓い合う。その後２人は、北海道、長崎、佐渡など全

国各地の灯台を転々とする。戦前から戦後にかけて、

海の安全を守る灯台守として暮らした夫婦の２５年間

を描く。木下惠介監督作品。（上映会使用の際は事前届

け出が必要です）  

160 

松竹 
高峰秀子／佐田啓二／田村高広／桂木洋子／中村賀津

雄／夏川静江／井川邦子／仲谷昇 

昭和 32 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-016 

 

釣りバカ日誌  

イレブン 

 リストラの風が吹く時代の中、ハマちゃんは相変わ

らず釣り三昧の生活。一方、鈴木建設の社長のスーさ

んは、会社の経営に頭を悩ます日々だった。そんな時、

ハマちゃんはスーさんの沖縄出張のお供として沖縄に

行くことになる。そして沖縄出張所の宇佐美と２人で、

美しい海に出たハマちゃんだったが…。本木克英監督

作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）  

113 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／村田雄浩／桜井

幸子／余貴美子 

平成 12 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-017 

 

 

釣りバカ日誌１２ 

 鈴木建設の釣り愛好会の会長の高野常務が永年の夢

であった釣り三昧の暮らしのために、空き家となって

いた山口県萩市の実家に戻った。そんな高野の生き方

に少なからずショックを受けたスーさんと、とてもう

らやむハマちゃんだったが、数日後にスーさんに山口

出張の話が舞い込み、ハマちゃんは有給休暇を使って

出張に潜り込むことになる。本木克英監督作品。（上映

会使用の際は事前届け出が必要です）  

112 

松竹 
西田敏行／浅田美代子／三國連太郎／宮沢りえ／吉岡

秀隆／青島幸男 

平成 13 年 利用区分 B－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 

FD2014-018 

 

 

昭和三十七年度 

芸術祭参加 若い人 

 港町のミッションスクールに勤める教師・間崎慎太

郎は、江波恵子という女生徒の作文を読んで、その激

しい情熱に打たれる。恵子は私生児という複雑な事情

を抱えた生徒だった。一方、同僚教師の橋本スミ子は、

間崎が恵子にひかれていくのを戒める。間崎は、しだ

いに恵子とスミ子の双方にひかれていくが…。 

西河克己監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必

要です）  

90 

日活 石原裕次郎／吉永小百合／浅岡ルリ子／大坂志郎 

昭和 37 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-019 

 

 

キューポラのある街 

 鋳物工場が密集していた埼玉県川口市を舞台に描く

青春ドラマ。鋳物職人の石黒辰五郎の娘ジュンは中学

３年生。辰五郎がケガから職を失い、一家は危機に立

たされる。そんな中で、ジュンは悩みながらもたくま

しく生きてゆこうとする。浦山桐郎監督作品。（上映会

使用の際は事前届け出が必要です）  

100 

日活 
吉永小百合／東野英治郎／杉山徳子／浜田光夫／菅井

きん／加藤武 

昭和 37 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2014-020 

 

 

潮騒 

 漁師をしている久保新治は、貧しい家に母と弟と暮

らす１８歳の若者であった。ある日、新治は浜で見知

らぬ少女を見かける。少女・初江は、村の有力者で金

持ちの家の娘であった。初江に心ひかれる新治だった

が、初江にはいいなずけがいると聞き、ショックを受

ける。森永健次郎監督作品。（上映会使用の際は事前届

け出が必要です）  

82 

日活 
吉永小百合／浜田光夫／石山健二郎／清川虹子／松尾

嘉代 

昭和 39 年 利用区分 B－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 

FD2014-021 

 

 

青い山脈 

 女子校に転校してきた寺沢新子のもとに偽のラブレ

ターが届く。新子に反感を持つ同級生による嫌がらせ

だった。担任の島崎先生はこの問題をホームルームで

取り上げるが、手紙を出した生徒たちは「愛校心のゆ

え」と泣き出す始末。やがてこの一件は、ＰＴＡや先

生たちを巻き込み大騒動に発展して…。偽のラブレタ

ーに右往左往する人々と恋模様をユーモラスに描いた

青春映画。西河克己監督作品。（上映会使用の際は事前

届け出が必要です）  

96 

日活 
吉永小百合／浜田光夫／高橋英樹／田代みどり／芦川

いずみ／二谷英明／南田洋子／藤村有弘／北林谷栄 

昭和 39 年 利用区分 B－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 

JB2014-001 

 

忍たま乱太郎  

気にする 

次屋三之助の段 

 無自覚な方向音痴・次屋三之助は、裏山で迷子にな

りケガをする。忍術学園に戻った三之助は、保健委員

の三反田数馬に手当てをしてもらうが、治療中、数馬

に「影がうすい」と言ってしまう。悪いことを言った

と気にする三之助だったが…。  

10 

ＮＨＫ  

平成 25 年 6 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-002 

 

忍たま乱太郎  

北石照代は人気者の段 

 忍者のパートをクビになってしまった北石照代。落

ち込んでいるところに現れた、乱太郎、きり丸、しん

べヱに就職できないことをからかわれ、つい見えをは

ってしまうが…。  
10 

ＮＨＫ  

平成 25 年 6 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 
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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 

JB2014-003 

 

忍たま乱太郎  

風魔の恥の段 

 風魔流忍術学校の卒業生で暗殺などを請け負う評判

の悪い２人組、安中茂作（あんちゅうもさく）と安野

壌（あんのじょう）。２人は、忍術学園学園長を暗殺し

ようと学園長のいおりに忍び込む。そこに喜三太がや

ってきて…。  

10 

ＮＨＫ  

平成 25 年 6 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-004 

 

忍たま乱太郎 

しんべヱを帰せの段 

 最近、しんべヱが実家に帰りたがらない。その理由

は、「高級料理を食べあきた」からだという。しんべヱ

の妹・カメ子から手紙をもらったシゲは、しんべヱを

実家に帰そうとするが…。  
10 

ＮＨＫ  

平成 25 年 6 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-005 

 

忍たま乱太郎  

六年生のキノコとりの段 

 きり丸のアルバイトの手伝いで、キノコとりに行く

ことになった六年生の潮江文次郎、中在家長次、七松

小平太。４人でキノコが生えている山へと向かうが、

そこには山賊を始めたばかりの３人組がいて…。  
10 

ＮＨＫ  

平成 25 年 6 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-024 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３４ 汽笛が 

聞こえる？ 

幽霊機関車を探せ！ 

 ある夜、ネバーランドに響きわたる汽車の音。ネバ

ーランドになぜ汽車が走っているのか疑問に思うジョ

ンだったが、ルナに汽車を見せてあげようと必死に汽

車を探す。だが、なかなか汽車は見つからない。もし

かしたら汽車の幽霊？海賊たちも汽車を捕まえようと

動きだす。やっと見つけたその音の正体とは…？  

24 

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 

JB2014-025 

世界名作劇場 

ピーターパンの冒険 

３５ 強敵！ 

手を組んだフックと

ダークネス 

 ピーターパンたちは、フック船長に連れ去られたル

ナを助け出すために海賊船の後を追いかけた。一方フ

ック船長は、ラスカルを奪ってきてやるという条件で

ダークネスと手を組んだ。ラスカルを捕まえたフック

船長の本当のたくらみとは…？  

24 

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-026 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３６ 冒険中止？ 

みんなの胸が 

ドキドキ痛い！ 

 黒い鏡の鍵がシンデレラ２世号にあることを知った

ダークネス。それを知ったフックの手下はシンデレラ

２世号へ向かった。ピーターパンとウェンディがいな

い中、残された子どもたちは海賊に黒い鏡の鍵を奪わ

れて、ティンクも海賊に連れていかれてしまう。これ

で冒険は終わってしまうのか。  

24 

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-027 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３７ 

 史上最大の迷路！

ダークネス城への道 

 黒雲谷を進んだシンデレラ２世号は巨大な建造物に

たどり着いた。がらんどうの内部で道を探るうち、ウ

ェンディの頭にひらめいたのが、あの謎の言葉「光さ

す時、迷宮への道」。翌朝、石像の顔に朝日が当たると、

あたりがせん光に包まれ、ついに迷宮が姿を現した。

果たして一行は、ダークネス城への道を見つけられる

のか。  

24 

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-028 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３８ 黒い鏡始動！

ネバーランドが 

大ピンチ 

 鍵を取り返そうと、ダークネスは魔術を使って海賊

たちを鳥やネズミに変えてしまう。そこへピーターパ

ンが現れて鍵を取り戻した。そのあとダークネス城に

捕らえられているルナを助けるために城にやってきた

ピ－ターパンは、ダークネスの口車に乗って鍵を渡し

てしまう。  

24 

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 

JB2014-029 

 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

３９ フックの野望！ 

ダークネス城を 

乗っ取れ 

 自分の寿命がいよいよ果てるとわかったダークネス

は、ルナを２代目ダークネスとしてすべての悪の力を

継承させるために魔法をかけ、黒い鏡の中へ連れて行

く。ルナを助けに城に入ったピーターパンだが、鏡の

中から出てきたルナは悪魔に支配された２代目ダーク

ネスになっていた。ピーターパンのことを覚えてない

ばかりか、本気で襲いかかってきたのだ。  

24 

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-030 

 

世界名作劇場 

ピーターパンの冒険 

４０ 最後の決戦！

ピーターパン対 

フック船長 

 ウェンディは何とかルナを説得しようと、ピーター

パンとティンクとともにダークネス城へ乗り込む。し

かし、ルナはウェンディたちのことをすっかり忘れて

しまっており、魔法で攻撃してくる。ルナは、本当に

みんなのことを忘れてしまったのか。黒い鏡の力で暗

黒の世界になったネバーランドは、どうなってしまう

のか。  

24 

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

JB2014-031 

 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

４１ さよなら 

ピーターパン！ 

夢と冒険の国 

 フック船長が放った大砲のせいで、ルナとウェンデ

ィは黒い鏡の中に吸い込まれていった。ピーターパン

も鏡の中に飛び込もうとするが、できない。逆に、魔

法のつえを手に入れたフックが立ちはだかり２人の戦

いが始まった。一方、黒い鏡の中では、清い心を持っ

た少女のルナと悪魔のルナが戦っていた。悪魔のルナ

はウェンディに、その少女を殺さないと元の世界に戻

れないと脅すのだが…。 

 ピーターパンと子どもたちの大冒険の物語、いよい

よ最終回！  

24 

日本アニメーション 利用区分 B－3 DVD 

 


