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C 趣味・教養  Culture 

CB 風土記・旅 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CB2020-001 

世界遺産  

世界遺産の多い国 

ベスト１０ 

 世界遺産の登録は１９７８年に始まり、２０２０年で４

２年目、登録数は１１２１になった。登録数を国別にカウ

ントした場合、世界遺産の多い国はどこなのか？中国、イ

タリア、イラン、アメリカなど、登録数でランキングした

「世界遺産が多い国ベスト１０」を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

25 

ＴＢＳ  

令和元年 8 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2020-002 

世界遺産  

白神山地の１年！ 

春夏秋冬の絶景  

白神山地 

 白神山地に広がるブナの森は、遙か昔、約８０００年前

に生まれて以来、手つかずの自然が保たれており、１９９

３年、日本初の世界自然遺産に登録された。ブナの木を通

して雪どけ水を循環させ多様な動植物を育むなど、森は自

然の営みを支えている。壮大な大自然で私たちを圧倒して

やまない白神の四季を追った。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝 

25 

ＴＢＳ  

令和 2 年 1 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2020-003 

世界水紀行 

セレクション  

アートに彩られた 

世界遺産の街  

スペイン  

バルセロナ 

 「世界水紀行」今回はスペイン第２の都市バルセロナ。

地中海に臨むこの港町を代表する建築家アントニオ・ガウ

ディ。彼の残した芸術作品と出合える街を巡る。また、地

中海の恵みがもたらす食文化や、港町が生んだ流行や伝統

の技、春の収穫祭を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝 

46 

ＢＳ日本 松本志のぶ（ナレーター） 

平成 27 年 5 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



CB 風土記・旅 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CB2020-004 

世界水紀行 

セレクション  

世界遺産の水の都と

干潟の島々  

イタリア ベネチア 

 イタリア半島北東部、目の前にアドリア海を望む港町ベ

ネチア。東京２３区の３分の２ほどの土地に、およそ２６

万人が暮らす。水の都ベネチアは、アドリア海の干潟に築

かれた１００以上の人工の島で構成されており、町には大

小１５０以上の運河が走り、交通や物流を支えている。市

内に架かる橋は４００以上。中世のたたずまいを残す水の

都は、１９８７年に世界遺産に登録された。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

 

46 

ＢＳ日本 松本志のぶ（ナレーター） 

平成 27 年 5 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

C 趣味・教養  Culture 

CC エチケット・生活情報 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CC2020-002 

動画で学ぶパワハラ

４ 

 一口にパワハラと言っても、性別や年齢、立場によって、

その感じ方は大きく異なる。もし、自分がパワハラの相談

窓口を担当したら、正しく状況を把握するためにはどうし

たらいいのだろうか？また、指導する側が指導される側に、

「パワハラ」だと言われずに、きちんと指導を行うために

は何に気をつければいいのだろうか？相談や指導の具体例

を通して学習する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史、森田

明 

30 

厚生労働省  

 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

  



C 趣味・教養  Culture 

CE 趣味 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CE2020-001 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第１回  

デイキャンプを 

体験しよう！ 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

たのしみながらキャンプの知識を身につければ、災害の時

に役立つことがいっぱい。心の余裕が生まれ、パニックに

ならずに家族を守れるようになるという。第１回は、初め

てデイキャンプ場を訪れ、日帰りでアウトドアを体験して

みる。特別な道具を使わずに屋外で楽しむ方法を紹介する。 

24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 6 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-002 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第２回  

火に慣れよう！ 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第２回は、火に慣れる。たき火はキャンプの醍醐味（だい

ごみ）。安全に楽しむために、絶対知っていなければいけな

いポイントを紹介する。 
24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 6 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-003 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第３回  

水を上手に使おう！ 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第３回は、水の上手な使い方。大切な水を無駄なく使うア

イデアや、たき火で上手にお湯を沸かす方法のほか、野外

で炊飯する際においしく炊く技、限られた道具でも炊ける

方法などを紹介する。 

24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 6 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-004 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第４回  

ナイフとロープに 

挑戦しよう！ 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第４回は、ロープで薪（まき）を簡単にたばねる方法、結び

の王様といわれる「もやい結び」を紹介。また安全にナイ

フを使うために、知っておかなければいけないルールを学

ぶ。 

24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 6 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



CE 趣味 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CE2020-005 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第５回  

テントに泊まろう！ 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第５回は、近年主流のドームテントを正しい場所にきちん

とたてる方法、タープの張り方など。寝袋やライトなど一

泊するための道具を学ぶ。 
24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 7 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-006 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第６回  

雨・風・気温に対応 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第６回は急な雨や風、気温の変化にあわてず対応するテク

ニック集。思わぬ物を使って暖をとる方法などを紹介。 
24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 7 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-007 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第７回  

道具は頭で使うもの 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第７回は道具を使いこなす技。頭を使って考えれば、水筒

が湯たんぽに、ザックが水のポリタンクに。使い道がいろ

いろ広がる。 
24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 7 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-008 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第８回  

どんな時でも 

あわてない 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第８回はどんな時にもあわてず行動するために、道具につ

いて考える。 

24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 7 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2020-009 

趣味どきっ！  

たのしく防災！ 

はじめてのキャンプ 

第９回  

総集編 

 これまでインドア派だった方へ贈る、防災キャンプ術。

第９回は総集編。たき火、ナイフ、服装など、これまでに紹

介してきたキャンプの基本をふりかえる。 
24 

ＮＨＫ 出演者：津田篤宏／益若つばさ／横山歩／寒川一 

令和元年 7 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 作品名 内    容 分数 

DA2020-003 

ハートネットＴＶ 

“世界最速の男” 

プロの舞台に立つ！ 

～聞こえないスノー

ボーダーの挑戦～ 

 スノーボードで、デフリンピック３連覇の絶対王者・原

田上選手。４０歳を超えた今、聞こえるトップ選手がしの

ぎを削るプロの世界に飛び込んだ。たった１人の聞こえな

いプロアルペンスノーボーダーとして、あえて厳しい世界

に挑む決意とは？ 

29 

ＮＨＫ 出演者：原田 上 

令和元年 6 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-005 

ハートネットＴＶ 

日本史上最強！ 

聞こえない王者が 

世界へ挑む  

～円盤投げ・ 

湯上剛輝選手～ 

 陸上円盤投げの湯上選手は、日本記録保持者。人工内耳

を付けた、難聴の選手だ。今まで聞こえない日本人選手の

オリンピック出場はない。東京オリンピックの舞台を目指

し、日本人初の偉業に挑み続ける湯上選手の闘いの日々を

追った。 

29 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 8 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-008 

バリバラ  

にしくんプレゼンツ 

世界の 

マイノリティーツアー 

前編 

 バリバラがついに世界進出。にしくんが世界のマイノリ

ティーたちを紹介する。まず訪れたのは内戦や貧困が原因

で障害者が多いウガンダ。にしくんを待ち受けていたのは

スーパーポジティブな人たちだった。インドネシアのバリ

島では、誰もが手話を話す村を取材。この村では買い物や

病院など全てにおいて手話が通じ、学校では全ての授業に

手話通訳が付く。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

 

29 

ＮＨＫ 
出演者：にしくん／山本シュウ／大西瞳／サヘル・ローズ

／大久保健一 

平成 30 年 9 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-009 

バリバラ  

にしくんプレゼンツ 

世界の 

マイノリティーツアー 

後編 

前回に続いて、にしくんが世界のマイノリティーたちを紹

介する。インドでは、男でもない女でもない「第３の性」

キンネルのコミュニティーを取材。キンネルは厳しい戒律

を守りながら集団で暮らしている。ウガンダで、にしくん

が訪ねたセバビさんは「醜い顔コンテスト」で優勝し一躍

有名になった。靴修理の仕事をしながらコメディアンとし

ても活動している。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

29 

ＮＨＫ 
出演者：にしくん／山本シュウ／大西瞳／サヘル・ローズ

／大久保健一 

平成 30 年 9 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2020-010 

バリバラ  

バリバラ進路相談室 

 障害や病気があって進路に悩む３人の相談者にバリバラ

メンバーが答えていく。１人目は発達障害がある中学２年

生。本にかかわる仕事がしたいが、勉強ができない環境に

悩んでいる。２人目は視覚過敏や脊髄の病気で何もできな

いと悩む高校１年生。３人目は聴覚障害で人工内耳を付け

ている大学４年生。児童養護施設の職員になる夢があるが、

聞こえない自分は子どもの負担になるのではないかと悩ん

でいる。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

29 

ＮＨＫ 
出演者：山本シュウ／大西瞳／玉木幸則／桂福点 

／ジミー大西 

平成 30 年 10 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2020-011 

バリバラ  

アンコール  

障害者×戦争 

 戦時中、障害者たちはどう生きたのか。当時の様子を聞

くために全盲の落語家 桂福点さんが戦争体験者を訪ねる。

重度の脳性まひの松田春廣さんは兵役免除の対象だった

が、２０歳になると徴兵検査を受けるよう通知が届いたと

いう。ほかに、視覚障害者が陸軍病院を慰問した話や脳性

まひの女性が経験したつらい出来事などを当事者の皆さん

から伺う。  

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

 

29 

ＮＨＫ 
出演者：山本シュウ／大西瞳／桂福点／福角幸子 

／高橋みなみ 

平成 30 年 12 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-012 

バリバラ  

グレースの 

アメリカ・ 

バリアフリー・ 

リポート 

 バリバラメンバーのグレースは、現在、イリノイ大学で

障害学を学んでいる。障害のために教授の声が聞こえなか

ったり、資料が見えないなどの問題があるが、必要なサポ

ートを受けるには、自ら状況を説明し要求しなければなら

ない。アメリカでは大学側に、学生個人の障害に関する情

報は知らされていないためだ。 

留学のもう１つの目的は、アメリカの障害者運動を体験

すること。自身も参加する障害者団体「アダプト」の活動

を紹介し、日本とアメリカの障害者運動の違いを考える。 

29 

ＮＨＫ 出演者：大橋グレース／山本シュウ／大西瞳／ＩＶＡＮ 

平成 31 年 2 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2020-013 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

目と耳と言語の壁を

越えて  

～アジア盲ろう者 

会議・前編～ 

 アジア７か国の盲ろう者が集う国際会議が２０１８年に

日本で開かれた。見えない、聞こえない、使う言葉も違う

彼らが課題を話し合う初めての試みだ。日本では盲ろう者

の団体が全国にあり、当事者同士が交流し楽しめる機会が

増えているが、アジアの多くの国では組織も支援制度もな

く多くの人が孤立している。厳しい現状を変えるため、知

恵を出し合った４日間のドキュメントの前編。 

15 

ＮＨＫ 出演者：福島智 

平成 30 年 12 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-014 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

目と耳と言語の壁を

越えて  

～アジア盲ろう者 

会議・後編～ 

 目と耳の両方に障害があるアジアの盲ろう者が、それぞ

れの国の課題を話し合う会議が日本で開かれた。アジア各

国の厳しい現状、孤立する盲ろう者をどうすれば支えられ

るのか。アジアの盲ろう者がどうしたら連携して声をあげ

られるのか。さまざまな角度からアジアの盲ろう者の未来

を話し合った４日間のドキュメントの後編。 

15 

ＮＨＫ 出演者：福島智 

平成 30 年 12 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

コミュニケーション

の壁を越えて  

～聴覚障害者と 

ともに闘う弁護士～ 

 耳が聞こえない弟がいる弁護士の藤木和子さんは、子ど

もの頃から、聞こえる人と聞こえない人の間にある溝を肌

で感じてきた。自身も周りから差別を受け、家庭ではコミ

ュニケーションの壁を感じてきた経験から「ＳＯＤＡ（ソ

ーダ）の会」を立ち上げた。聞こえる、聞こえないという違

いがあるきょうだいを持つ人たちが、それぞれの立場で感

じたことを率直に話し合える場だ。聴覚障害者と聴者をつ

なぐ架け橋になりたいと、さまざまな活動を行う藤木さん

の日々を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：藤木和子／小林寳二 

平成 31 年 2 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に“学ぶ” 

楽しさをもう一度！ 

～高卒認定試験サポ

ートプロジェクト～ 

 新宿にある「ろう・難聴高校生の学習塾」。ここでは新た

なプロジェクトとして「高卒認定試験」の問題を解説した

動画配信を始めた。不登校、中退といった事情で十分な学

習ができない人に自宅などで勉強してもらおうというも

の。このプロジェクトで講師役を務めるのは聞こえない大

学生たち。その中には自分自身が、かつて不登校でつらい

経験をした人もいる。「進学をあきらめないで」。聞こえな

い先輩たちが届けるメッセージだ。 

15 

ＮＨＫ 出演者：斉藤くるみ／波戸海沙 

平成 31 年 3 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

異言語脱出ゲームに

挑戦セヨ！ 

 聞こえる人と聞こえない人が力を合わせて謎をクリアし

ていく「異言語脱出ゲーム」。ゲームを作っている「異言語

Ｌａｂ．（いげんごラボ）」代表の菊永ふみさんはろう者だ。

自身も経験した、ろう者や難聴者を取り巻くコミュニケー

ションの壁。ゲームを通してコミュニケーション方法はい

ろいろあることを分かってもらい、きちんと向き合うこと

でいろいろな人が関わり合える機会をたくさん作りたいと

語る。人とつながりたい気持ちが菊永さんを突き動かす。

菊永さんと仲間たちの挑戦を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：菊永ふみ 

平成 31 年 3 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-018 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

皆で楽しもう！ 

全力応援・２０２０ 

２０２０東京オリンピック・パラリンピックを、聞こえ

ない人も聞こえる人と一緒に楽しむための特集。陸上・円

盤投げの日本記録保持者である湯上剛輝選手ら、オリンピ

ック出場を期待されるデフアスリートを紹介する。その他、

大会のボランティアや、将来もっと多くのデフアスリート

たちが活躍するための指導者の育成など、聞こえない人た

ちの最新の取り組みを追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：佐々木琢磨／湯上剛輝／伊賀﨑俊／後藤佑季 

平成 31 年 4 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に山を 

楽しもう！ 

 登山を楽しむ聴覚障害者が増えている。しかし聞こえな

いために必要な情報を事前に得られなかったり、とっさの

危険を察知できず事故にあうケースも出ている。手話通訳

士の細井裕子さんは、登山の経験を生かし聴覚障害者向け

の登山講座を開催している。聞こえなくても山を楽しみた

い！聴覚障害者たちとそれをサポートする人たちの姿を追

う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：細井裕子 

令和元年 5 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-020 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

２０２０へ！ 

湯上剛輝  

世界に挑む  

～円盤投げ  

日本最強の王者～ 

前編 

 重さ２キロの円盤をいかに遠くまで飛ばすかを競う円盤

投げ。２０１８年に日本記録を塗り替え、頂点に登りつめ

た湯上剛輝選手。日本人初の聞こえないオリンピック選手

にもっとも近い選手だ。聞こえないハンディを強みに変え

てつかんだ日本記録の栄冠。試行錯誤を繰り返し、ひたす

らに夢の大舞台を目指す姿を２週にわたって紹介する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 6 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

２０２０へ！ 

湯上剛輝  

世界に挑む  

～円盤投げ  

日本最強の王者～ 

後編 

 陸上・円盤投げ日本最強の湯上剛輝選手。日本初の聞こ

えないオリンピック選手誕生という高まる期待に、これま

で経験したことのない深刻なスランプに苦しむ。これまで

も工夫とひたむきな努力の積み重ねで道を切り開いてきた

湯上選手。復活の糸口をつかめるのか…。 15 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 6 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

ＡＩ×手話  

夢のプロジェクト 

実現へ 

 今、聞こえない人の生活にＡＩを役立てる研究が進めら

れている。大学、企業、自治体が共同で進めている手話自

動翻訳システムの開発。そのプロジェクトの中心メンバー

は、北海道大学大学院情報科学研究院でＡＩの研究をする

山本雅人教授。聴覚に障害があり、人工内耳を使っている

後藤佑季さんが研究の最前線を取材した。 

15 

ＮＨＫ 出演者：後藤佑季／山本雅人／表史彦 

令和元年 6 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-023 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“自由”を描く！ 

～難聴のアーティス

トの挑戦～ 

 難聴のアーティスト八幡欽子さん。内面のすべてを作品

に込める新たな境地にたどり着くまでには数々の困難があ

った。人生の中で味わう苦しみや悲しみ、そして喜びも自

分の心に正直に表す。その飽くなき情熱で新たな表現に挑

む八幡さんの創作の現場を見つめた。 

15 

ＮＨＫ 出演者：八幡欽子 

令和元年 7 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

いざ水中世界へ！ 

～ダイビング 

スクールの挑戦～ 

 ダイビングを始めるには講習を受ける必要がある。講習

内容は難しい用語も多く、聴覚障害者の大きな壁になって

いた。イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんは、シュノー

ケリングを体験して以来、海の魅力に引き込まれる。聴覚

障害者を受け入れてくれるダイビングスクールが少ない

中、神奈川県葉山町の手話による講習を行うダイビングス

クールで、水中世界を目指す姿を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：関田昌広／杉本聖奈 

令和元年 8 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！  

～手話放送 

プロジェクト～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話をつけて放送する手話放送プロ

ジェクト。ニュースや福祉番組を除いて、これまでになか

った試み。エンターテインメントとして楽しめるよう、さ

まざまな演出にチャレンジするプロジェクトの裏側を紹介

する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：渡辺直美／壇蜜／廣川麻子／長嶋愛 

令和元年 8 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

農業×旅行者＝ 

ワンダフルライフ！ 

～屋久島・ 

ゲストハウスの夏～ 

 日本で初めて世界自然遺産に登録された屋久島。この地

でゲストハウスを営むろう者の中村一郎さん。ここでは長

期滞在の外国人旅行者に農作業を手伝ってもらっている。

言葉が違っても豊かにつながりあえるゲストハウスのひと

夏を紹介する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：中村一郎 

令和元年 9 月 21 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 作品名 内    容 分数 

DD2020-004 

ＭＢＳドキュメンタ

リー 映像’１８ 

フジヤン、９４歳 

ある助産師が伝える

言葉 

 国内最高齢の助産師、和歌山県の坂本フジヱさんは、２

０歳で助産師の資格を取得。４０００人以上の赤ちゃんを

取り上げた。「赤ちゃんは自分の力で生まれてくる。だから

助産師はただ寄り添って助けをするだけ」と語る坂本さん

は、みんなから親しみを込めてフジヤンと呼ばれている。

助産所には、母親たちが相談にやってくる。フジヤンとじ

っくり話し合うと母親たちの気持ちは和らぐのだ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝 

 

50 

毎日放送 出演者：坂本フジヱ 

平成 30 年 7 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



DD 人間関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DD2020-006 

ザ・ドキュメント 

マリアとフクシマ 

 １９８６年のチェルノブイリ原発事故の５ヵ月後に生ま

れたマリアは甲状腺摘出手術を受けたあとも不安に苦しん

でいる。小原一真さんとの出会いで来日し、福島で膨大な

汚染土を目にする。初めて人前で自分の生い立ちを語った

マリアは絵本作家の小原風子さんと意気投合。２人は移動

図書館として使われていた車に希望を託した絵を描く。福

島に対する偏見に苦しみながら生きる人たちの話を聞き、

マリアは自分の進むべき道に気づき歩み始める。 

60 

関西テレビ 出演者：マリア／小原一真／小原風子 

平成 30 年 3 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FC テレビドラマ 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FC2020-001 

ドラマ特別企画  

あにいもうと 

 下町の工務店を営む赤座家の長男伊之助は大工職人とし

て働き、妹の桃子はトラック運転手だ。ある日、恋人との

子供を流産してしまった桃子と伊之助が大喧嘩になり桃子

は家を出て行ってしまう。本当は桃子が可愛くて仕方がな

い伊之助は、父の古希の祝いを口実に桃子を帰宅させるが、

そこへ桃子の恋人が突然訪ねてくる。 

 

98 

ＴＢＳ 出演者：大泉洋／宮﨑あおい／瀧本美織／笹野高史／太賀 

平成 30 年 6 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-001 

時をかける少女  新学期の始まった４月、高校２年生になった芳山和子は

クラスメートの吾朗と深町と理科室の掃除をしていた。 

吾朗と深町がゴミを捨てに行き、１人きりになった和子は、

無人のはずの実験室から物音を聞く。不思議に感じた和子

が実験室に入ると白い煙とラベンダーの香りがして、その

匂いをかいだ和子は気を失い倒れてしまう。それから和子

の身に不思議な出来事が起こる。昭和５８年、大林宣彦監

督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）。 

 

104 

KADOKAWA 
出演者：原田知世／高柳良一／尾美としのり／岸部一徳 

／根岸季衣 

昭和 58 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-002 

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ 

ワンピース  

ＴＨＥ ＭＯＶＩＥ 

デッドエンドの冒険 

 港町ハンナバルを訪れたルフィたちは、海賊だけが参加

できる何でもありのレース「デッドエンド」に参加するこ

とになった。レースには、巨人族や魚人族、悪魔の実の能

力者も参加する。強敵たちを相手にレースが始まる。平成

１５年、宇田鋼之介監督作品。（上映会使用の際は事前届け

出が必要です） 

95 

東映  

平成 15 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-003 

俺は、君のために 

こそ死ににいく 

 昭和１９年、太平洋戦争で劣勢に立たされた日本軍は最

後の手段として、戦闘機隼に爆弾を搭載して敵の空母に体

当たりする特別攻撃隊を編成した。米軍が上陸した沖縄を

死守するために鹿児島の知覧飛行場から多くの若者が飛び

立った。基地の近くで食堂を営む鳥濱トメは、家族と別れ

て出撃を待つ若者たちの母親代わりとして彼らを見守り続

けた。平成１９年、新城卓監督作品。（上映会使用の際は事

前届け出が必要です） 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

135 

東映 
出演者：岸恵子／窪塚洋介／徳重聡／中村倫也／筒井道隆

／中越典子／戸田菜穂 

平成 19 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-004 

ぼくのおじさん  小学校４年の雪男には怠け者のおじさんがいる。突然お

じさんが、ハワイに行くと言い出した。きっかけは、一目

ぼれしたエリーがハワイに行ってしまったからだ。働くこ

とが嫌いなおじさんは懸賞でハワイ旅行を当てようとする

が、すべて外れて落ち込んでしまう。そんなおじさんの珍

妙な行動を雪男が作文に書き、作文コンクールに応募した

ところ、見事入賞し、なんと懸賞にハワイ旅行が当たった。 

平成２８年、山下敦弘監督作品。（上映会使用の際は事前届

け出が必要です） 

110 

東映 
出演者：松田龍平／真木よう子／大空利空／寺島しのぶ／

宮藤官九郎／キムラ緑子／戸田恵梨香 

平成 28 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-005 

疾風ロンド  大学の研究所から違法な生物兵器Ｋ―５５が盗まれ、研

究所の所長である東郷のもとに「３億円を用意しろ」との

脅迫メールが届く。主任の栗林は盗まれた生物兵器を秘密

裏に探すように東郷から命じられる。何の手がかりもない

中で捜索を始めるが、そこに犯人死亡の知らせが届く。犯

人の遺品から、生物兵器の所在の糸口をつかんだ栗林。ヒ

ントとして浮かび上がったのは日本最大級のスキー場だっ

た。平成２８年、吉田照幸監督作品。（上映会使用の際は事

前届け出が必要です） 

108 

東映 出演者：阿部寛／大倉忠義／大島優子 

平成 28 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-006 

ＤＲＡＧＯＮＢＡＬＬ

超  

－ｂｒｏｌｙ－  

ドラゴンボール超 

ブロリー 

 サイヤ人の住む惑星ベジータで、ベジータ王の息子・ベ

ジータ４世と同時期に生まれたブロリー。ブロリーは、生

まれながらにして異常な潜在能力を持っていたため、その

成長を恐れた王により辺境の星に追放されてしまう。数年

後、フリーザ軍に加わったブロリーは、地球へと襲来する。

平成３０年、長峯達也監督作品。（上映会使用の際は事前届

け出が必要です） 

100 

東映  

平成 30 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 



FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-007 

酔いどれ天使  酒好きの医者・真田は、若いやくざ・松永の鉄砲傷を手

当てしたことから松永が結核に冒されていることを知り、

治療をすすめる。素直に聞き入れない松永は、出所してき

た兄貴分の岡田との縄張り争いや情婦の取り合いで命を縮

めていく。昭和２３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） 

98 

東宝 出演者：志村喬／三船敏郎／山本礼三郎 

昭和 23 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-008 

四十七人の刺客  元禄１４年江戸城内で浅野内匠頭が吉良上野介と刃傷沙

汰を起こした。浅野は即日切腹したが吉良はおとがめなし

で、赤穂藩は取り潰しとなった。浅野の家臣である大石内

蔵助は藩主の敵を討つため、塩相場で得た資金で吉良のわ

いろ説を流す。赤穂藩の討ち入りのうわさを知った吉良は

米沢への隠居を願い出る。平成６年、市川崑監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

129 

東宝 
出演者：高倉健／中井貴一／宮沢りえ／岩城滉一 

／宇崎竜童 

平成 6 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-009 

学校  夜間中学の教師をしている黒井。黒井のクラスには、さ

まざまな境遇の生徒が通う。働きながら夜間中学に通う青

年。学校生活になじめず、突然中学１年で不登校になった

少女。日本の生活になじめない中国人男性。小学校の教育

も十分受けられず、長年の肉体労働で身を酷使してきた競

馬好きのおじさん。それぞれ違う環境で、それぞれの苦境

を抱えながら夜間中学に通う生徒たち。彼らと夜間中学教

師の交流を描く。平成５年、山田洋次監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

128 

松竹 
出演者：西田敏行／田中邦衛／竹下景子／萩原聖人 

／裕木奈江／新屋英子／大江千里 

平成 5 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 



FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-010 

釣りバカ日誌１８  スーさんが鈴木建設の社長を勇退し、会長に就任した。

ある朝、スーさんは散歩に出たまま、行方知れずになって

しまった。伝助はスーさんの奥さんの依頼を受けて、探し

に出かけることに。会社には、突然の病で産婦人科に緊急

入院したということにして休暇を取得。まず伝助が向かっ

たのは、スーさんが電話をかけてきた岡山だった。春の瀬

戸内海でスーさんはいったい何をしている？平成１９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） 

114 

松竹 
出演者：西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／檀れい 

／高嶋政伸 

平成 19 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-011 

紅の豚  深紅の飛行艇を操る豚のポルコ・ロッソは、かつて人間

だった頃、イタリア空軍のエースだった。今はアドリア海

の小島に隠棲し、空中海賊（空賊）を退治した賞金で暮ら

している。エンジン整備のためミラノに向かって飛んでい

たポルコは、空賊の雇ったカーチスと遭遇し撃墜されてし

まう。ピッコロ工房で艇を改修したポルコは、エンジニア

のフィオとともにカーチスとの決闘に臨む。平成４年、宮

崎駿監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

93 

スタジオジブリ  

平成 4 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 作品名 内   容 分数 

HA2020-001 

きょうの健康  

すっきり解消！ 

睡眠の悩み  

返上！「睡眠負債」 

 世界の主要国の平均睡眠時間は８時間３０分だが、日本

人は７時間２２分とかなり短い。内訳を見ると５時間以下

の人や５時間から６時間という短時間睡眠の人が増える傾

向にある。睡眠不足がもたらす体への悪影響はどんなもの

があるのか。睡眠不足を解消するための対策を伺う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：三島和夫／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31 年 3 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2020-002 

きょうの健康  

すっきり解消！ 

睡眠の悩み  

習慣を変えて 

不眠を改善 

 睡眠問題で困っている日本人は３人に１人。眠りに入り

づらい悩みを抱えている人は年代による違いはない。しか

し、途中で目が覚めたり、早朝に目が覚めてしまうという

人は、年代が上がるごとに増えていく。不眠が続くことは

体に悪影響を及ぼす。治療が必要な不眠とはどんな不眠な

のか。そして自分でもできる不眠の改善方法を伺う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：三島和夫／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31 年 3 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2020-003 

きょうの健康  

すっきり解消！ 

睡眠の悩み  

あなたも予備群？ 

睡眠時無呼吸症候群 

 睡眠中に一時的に呼吸がとまって、眠っていても熟睡で

きない睡眠時無呼吸症候群。日中の活動に大きな影響を及

ぼすと言われている。睡眠時無呼吸症候群の人は、交通事

故を経験している割合が普通の人に比べると、３．５倍と

いうデータもある。原因は何か、どんな人がなりやすいの

か。改善方法や治療法について伺う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：平田幸一／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31 年 3 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2020-004 

きょうの健康  

すっきり解消！ 

睡眠の悩み  

不快！ 

むずむず脚症候群 

 夜、布団に入ると、あしの中がむずむずしてきて、なか

なか眠れない。そんな症状をストレスレッグ症候群、一般

的にはむずむず脚症候群という。日本人では４パーセント

の人に見られ、男性よりも女性に多く、年齢が上がるにつ

れて有病率が上る。ドパミンという神経の伝達物質の機能

障害と考えられている。症状を改善させるためのポイント

などを伺う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：平田幸一／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31 年 3 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



HA 医療・健康 

分類番号 作品名 内   容 分数 

HA2020-005 

きょうの健康  

大腸がん  

総力特集！  

早期発見・早期治療 

 日本人のがんの中で最も多い大腸がん。日本では大腸が

んの死亡者数は、２０１７年までの３０年間で２倍まで増

えている。しかし大腸がんは早期に発見すれば治るがんと

言われる。１回目は、「大腸がん検診」「大腸内視鏡検査」

「内視鏡以外の検査法」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：佐沢静枝 

 

15 

ＮＨＫ 出演者：田中 信治／黒沢保裕／岩田まこ都 

令和元年 5 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2020-006 

きょうの健康  

大腸がん  

総力特集！  

内視鏡で取り除け！ 

 大腸がんについてシリーズでお伝えする。２回目の今回

は、「内視鏡治療」「がんの深さ・悪性度を診断」「内視鏡治

療 ３つのタイプ」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：佐沢静枝 

 

15 

ＮＨＫ 出演者：田中 信治／黒沢保裕／岩田まこ都 

令和元年 5 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2020-007 

きょうの健康  

大腸がん  

総力特集！  

手術と薬物療法 

 大腸がんについてシリーズでお伝えする。３回目の今回

は、「進行度に合わせて治療を選ぶ」「手術法はどう選ぶ？」

「新しいがんの薬」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：佐沢静枝 

 

15 

ＮＨＫ 出演者：金光幸秀／黒沢保裕／岩田まこ都 

令和元年 5 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2020-008 

きょうの健康  

大腸がん  

総力特集！  

予防するには… 

 大腸がんの原因は生活習慣が大きく関係していることが

分かった。シリーズ４回目の今回は、「実践しよう！生活改

善」「大腸がんにならない食事術」「気をつけよう！大腸が

んにつながる病気」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：佐沢静枝 

 

15 

ＮＨＫ 出演者：金光幸秀／黒沢保裕／岩田まこ都 

令和元年 5 月 23 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 作品名 内容 分数 

JB2020-001 

それいけ！ 

アンパンマン  

ブックせんせいと 

しおりちゃん  

ホラーマンとにんに

くこぞう 

 『ブックせんせいとしおりちゃん』 ブック先生が本を

読む楽しさをおしえてくれて、みんなは本を読みはじめま

す。そこへしおりちゃんがやってきてしおりの作り方をお

しえてくれました。ところが風でとばされたしおりちゃん

のせいで、ばいきんまん号がおちてしまい…。 

 『ホラーマンとにんにくこぞう』 のどがかわいて死に

そうなホラーマンを通りかかったにんにくこぞうがたすて

くれました。にんにくこぞうは毎日にんにくを食べてるの

で元気いっぱい。ホラーマンもにんにくをたべて元気にな

りたいと、にんにく寺に行きおしょうさんにしゅぎょうを

おねがいすることに。 

25 

日本テレビ  

平成 30 年 12 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-002 

それいけ！ 

アンパンマン  

アンパンマンと 

はじめての 

クリスマスナイト 

 『アンパンマンとはじめてのクリスマスナイト』 クリ

スマスの日、町の子どもたちはクリスマスナイトのコンサ

ートにむけて歌のれんしゅう中。その歌声を聞いてけむり

いぬがやってきます。ツリーを見てよろこぶけぬりいぬで

すが、けむりいぬは夕方になるとけむりにもどるので、ク

リスマスナイトを知りません。町の子どもたちはそんなけ

むりいぬのためにコンサートをプレゼントします。でもド

クターヒヤリの力で「ばいきんけむりいぬ」になったばい

きんまんがやってきて…。 

25 

日本テレビ  

平成 30 年 12 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



JB 創作アニメ 

分類番号 作品名 内容 分数 

JB2020-003 

それいけ！ 

アンパンマン  

しらたまさんと 

ゆず姫  

マダム・ナンとラン

プの巨人 

 『しらたまさんとゆず姫』 トップスターのしらたまさ

んは、新しいしばいのヒロインをさがしていました。ゆず

じょうからあそびに来たかわいいゆず姫を見てヒロインを

おねがいします。 

 『マダム・ナンとランプの巨人』 カレーパンマンの作

ったカレーは子どもたちにだいにんき。マダムナンもやっ

て来ました。ランプからあらわれたランプのきょじんにマ

ダムナンは「会いたい人は、やさしくてしんせつなばいき

んまんさん」と言います。でもばいきんまんはマダムナン

が大のにがて。 

25 

日本テレビ  

令和元年 9 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-004 

それいけ！ 

アンパンマン  

ポッポちゃんと 

ハロウィンマン  

妖精バックと 

ショウガナイさん 

 『ポッポちゃんとハロウィンマン』 きかん車の赤ちゃ

んポッポちゃんはハロウィンの日にアンパンマンやハロウ

ィンマンたちと町にむかいます。みんなとはぐれて大きな

かぼちゃの中でねてしまったポッポちゃん。ねている間に

つれて行かれたところは…。 

 『妖精バックとショウガナイさん』 しょうがゆでみん

なをあたためるショウガナイさんは、妖精バックと出会い

ます。ショウガナイさんのお手つだいをがんばるバック。

そこへばいきんまんがやって来て…。 

25 

日本テレビ  

令和元年 10 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-009 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、 

偏食をする」の巻 

 食べ物の好き嫌いが激しいまる子は、いつも学校の給食

を残し、残したものを給食袋に入れて家に持って帰ってい

た。健康診断で体重の増えないまる子を心配したお母さん

がまる子をしかるが、偏食は治らない。また、夕飯前だと

いうのにおじいちゃんが、まる子と一緒におやつを食べて

しまって…。 

25 

フジテレビ  

平成 31 年 4 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



JB 創作アニメ 

分類番号 作品名 内容 分数 

JB2020-010 

ちびまる子ちゃん 

「おねえちゃん、 

ついにまる子に 

あいそをつかす」 

の巻 

 相変わらず宿題も勉強もせずにダラけてマンガばかり見

ているまる子。お母さんに注意されても、ああ言えばこう

言うばかり。困ったお母さんは、お姉ちゃんにまる子の勉

強を見てほしいと、ひとつき３０００円で家庭教師をして

もらうことに。いよいよお姉ちゃんによる、まる子へのス

パルタ特訓が始まるが…。 

25 

フジテレビ  

平成 31 年 4 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-011 

ちびまる子ちゃん 

「まる子、おすし屋

さんに行く」の巻 

 年金が出たばかりのおじいちゃんは、まる子に誕生日プ

レゼントを買ってあげようと、まる子を誘いおもちゃ屋に

でかける。その帰り、せっかくなので、外食しようとすし

屋に行くが、その店は近所でも高いことで評判の高級すし

店だった。 

25 

フジテレビ  

平成 31 年 4 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2020-012 

ちびまる子ちゃん 

「おかあさんの日」

の巻 

 みんなが母の日のプレゼントを用意していることを知り

あせるまる子。所持金はたったの２５０円だったが、とり

あえず商店街にプレゼントをさがしに行く。すてきなハン

カチを見つけメッセージカードも書いて、お母さんの喜ぶ

顔を想像すると幸せいっぱいな気持ちになるまる子だっ

た。しかしまる子のプレゼントをめぐって思わぬことに…。 

25 

フジテレビ  

令和元年 5 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 


