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1 

ZF     手話学習用手話学習用手話学習用手話学習用    手話表現手話表現手話表現手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014 

-007 

ＮＨＫみんなの手話 

第７回  

時間の表現 

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「時間に関する表現」「正午」「午

前」「午後」「一日」「２４時間」 

○学習ステップ２「時間の経過に関する表現」「早

い」「遅い」「時間が過ぎる」「時間がかかる」 

○手話で語る絵本「あなたがだいすき」 

○しゅわしゅわワールド 

「松山大学 聴覚障害体験授業 モコゲーム」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」  

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 5月 19 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

ZF2014 

-008 

ＮＨＫみんなの手話 

第８回  

 現在／過去／ 

未来の表現 

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「体を軸にした時間のイメージ」

「過去」「現在」「未来」「最近」 

○学習ステップ２「今日」「明日」「昨日」「今月」

「先月」「来月」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド 

「香川県丸亀市さぬき福祉専門学校教員 阿部忍」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」 

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 5月 26 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 
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2 

ZF     手話学習用手話学習用手話学習用手話学習用    手話表現手話表現手話表現手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014 

-009 

ＮＨＫみんなの手話 

第９回  

動きを表す表現 

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「動きの表現」「歩く」「座る」

「立つ」「登る」「下りる」 

○学習ステップ２「開ける」「閉める」「読む」「書

く」「走る」「泳ぐ」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド 

「福島県会津若松市役場設置手話通訳の仕事  

課長 斎藤綾子さん  前編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 6月 2 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

ZF2014 

-010 

ＮＨＫみんなの手話 

第１０回  

食べ物／味覚の表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「食べ物に関する表現」「ラーメ

ン」「カレー」「焼肉定食」「寿司」 

○学習ステップ２「味覚に関する表現」「甘い」「お

いしい」「まずい」「苦い」「渋い」 

○手話で語る絵本「ないた」 

○しゅわしゅわワールド 

「福島県会津若松市役場設置手話通訳の仕事  

課長 斎藤綾子さん  後編」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 6月 9 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 
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3 

ZF     手話学習用手話学習用手話学習用手話学習用    手話表現手話表現手話表現手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014 

-011 

ＮＨＫみんなの手話 

第１１回  

形容の表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「形容に関する表現」「多い」「少

ない」「髙い」「低い」「固い」「柔らかい」 

○学習ステップ２「上手」「下手」「きれい」「汚

い」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド 

「みんなの手話 撮影の舞台裏」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 6月 16 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

ZF2014 

-012 

ＮＨＫみんなの手話 

第１２回  

気持ちの表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「気持ちに関する表現」「悲しい」

「笑う」「怒る」 

○学習ステップ２「ホッとする」「安心する」「寂し

い」「恥ずかしい」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド 「手話カフェ」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 6月 23 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 
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4 

ZF     手話学習用手話学習用手話学習用手話学習用    手話表現手話表現手話表現手話表現 

分類番号 タイトル名 内 容 分数 

ZF2014 

-013 

ＮＨＫみんなの手話 

第１３回  

思考に関する表現 

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。 

メニュー画面から１話ずつ選べます。 

○学習ステップ１「思考に関する表現」「わからな

い」「納得」「なるほど」「へえ」 

○学習ステップ２「迷う」「混乱する」「思いつく」

「なんだ」 

○手話で語る絵本「いつもいっしょに」 

○しゅわしゅわワールド 「デフリンピック」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ  

６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」 

 

早瀬 憲太郎／貴田みどり 

２５ 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年 6月 30 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

 


