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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 

CB2021-003 

世界遺産  

長崎と天草地方の 

潜伏キリシタン 

関連遺産 日本 

 日本独自の信仰を示す証として世界遺産になった長崎と

天草地方の潜伏キリシタン関連遺産は、１２の集落や教会

などだ。彼らが崇拝した聖地や暮らした集落跡、禁教が解

けた後に建てられたカトリック教会、そして禁教期の信仰

を続ける「かくれキリシタン」の儀式を通して、潜伏キリ

シタンが生きた痕跡を追った。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子 

25 

ＴＢＳ  

平成 30 年 7 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2021-006 

世界水紀行 

セレクション 

カサブランカと 

世界遺産の街 

モロッコ 

 アフリカ大陸北部にあるモロッコ。白壁と青い窓のコン

トラストが美しいエッサウィラは、多くのモロッコ人が一

度は訪れてみたいと憧れる街だ。アル・ジャジーダ郊外の

ラグーンではカキの養殖が盛んでモロッコの人たちに愛さ

れている。映画で一躍有名になったカサブランカには、映

画の舞台を再現したカフェがある。新旧の町並みが混在す

る首都ラバトまで、大西洋に面する街を巡る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：那須映里 

46 

ＢＳ日本  

平成 26 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2021-007 

世界水紀行 

セレクション 

王朝文化に彩られた

水の都 

タイ バンコク 

 水の都、タイの首都バンコク。街の中心部を流れるチャ

オプラヤー川は、人の移動や荷物の運搬のために一日中船

が行き交っている。いにしえの都、アユタヤの世界遺産に

は４００年に及ぶ王国の歴史が秘められている。街には今

も王朝時代の遺跡が数多く残り、多くの観光客が訪れる。

大河が注ぐ海辺の干潟では風変わりな伝統の漁が伝えられ

ている。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：長谷川翔平 

46 

ＢＳ日本  

平成 27 年 5 月 27 日 利用区分 B－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 

CE2021-001 

１００分ｄｅ名著 

河合隼雄スペシャル 

第１回  

こころの問題に 

寄りそう 

 人々の悩みに寄りそい、個人の物語に耳を澄まし続けた

「こころの医師」河合隼雄は、「心の問題」「人間の本質」

を、瑞々しい言葉で縦横に論じてきた。「心の問題」を解決

に導くには、問題に主体的に関わり、その人の心に起きて

いる現象をともに生き「経験」する必要があるという。第

１回は、「ユング心理学入門」の前半を読み解く。 

24 

ＮＨＫ 河合俊雄／伊集院光／島津有理子／要潤 

平成 30 年 7 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2021-002 

１００分ｄｅ名著 

河合隼雄スペシャル 

第２回  

人間の根源と 

イメージ 

 心はなぜ病むのか？どうやったら再生できるのか？河合

隼雄は、ユングが提唱した心の最も深い層にあるとされる

「普遍的無意識」に注目した。主に夢の中に現れるイメー

ジをどのようにうまく統合し自己実現していくか？第２回

は、「ユング心理学入門」後半から、自分たちの内なる「イ

メージ」への向き合い方を読み解く。 

24 

ＮＨＫ 河合俊雄／伊集院光／島津有理子／要潤 

平成 30 年 7 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2021-003 

１００分ｄｅ名著 

河合隼雄スペシャル 

第３回  

昔話と神話の深層 

 「浦島太郎」「うぐいすの里」など日本人に古くから親し

まれてきた昔話の中に、西欧近代の自我意識とは異なる日

本人独特の意識が現われていることを解明した「昔話と日

本人の心」。昔話や神話といった古くから伝わる物語は、私

たち日本人の心の深層を映し出す鏡だ。私たちが生きてい

く上での知恵の宝庫でもある。第３回は、昔話や神話から

みえてくる、日本人の心の深層構造や生きる知恵を学ぶ。 

24 

ＮＨＫ 河合俊雄／伊集院光／島津有理子／要潤 

平成 30 年 7 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

CE2021-004 

１００分ｄｅ名著 

河合隼雄スペシャル 

第４回  

「私」とは何か 

 河合隼雄の講演を記録した「ユング心理学と仏教」。臨床

心理学の研究を深めるにあたり、いかに仏教の力を意識す

るようになったかを自らの個人的経験を交えて語ってい

る。第４回は「私とは何か？」という人間にとって最も根

源的な問いに、仏教と臨床心理学の双方から新たな光を当

てるとともに、「人間は他者とどう関わっていけばよいの

か」「苦しみや悩みを乗り越えて再生していく力とは何か」

を学ぶ。 

24 

ＮＨＫ 河合俊雄／伊集院光／島津有理子／要潤 

平成 30 年 7 月 23 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 

DA2021-002 

ハートネットＴＶ 

晋平太と挑む！  

“手話×ラップ” 

プロジェクト 

 世界的なラッパーのステージで活躍する手話通訳者がい

る。フィンランドでは手話による巧みなラップで世界中に

衝撃を与えた耳の聞こえないラッパー・サインマークがメ

ジャーデビューした。そして日本で聞こえない人にラップ

を届けたいと考えたのがラッパーの晋平太だ。晋平太と共

にプロジェクトに参加するのは、ラップ初挑戦の聞こえな

い女子学生２人。聞こえない２人が持つ強いメッセージを

自分たちにしかできないやり方で表現する。２か月にわた

る『手話×ラップ プロジェクト』に密着。 

29 

ＮＨＫ 晋平太／原島朋花／樺澤環 

令和元年 8 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-003 

ハートネットＴＶ 

異言語脱出ゲーム 

ｏｎＴＶ  

謎の館から 

脱出せよ！ 

まったく新しいタイプの体感謎解きゲーム「異言語脱出

ゲーム」。耳が聞こえないろう者４人と聞こえるタレント４

人のチャレンジャーが、手話や音声を使った謎がちりばめ

られた館から協力して脱出する。手話や音声を使った謎に

視聴者もチャレンジできる。チャレンジャーは脱出できる

のか。 

29 

ＮＨＫ 
奥野壮／森七菜／井上咲楽／高野洸／山田真樹／仲菜摘／

松本拓也／中川恵美 

令和元年 10 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-004 

ハートネットＴＶ 

Ｂ面談義  

（令和元年 

12 月 23 日放送） 

 千原ジュニアと濃すぎるコメンテーターたちが赤裸々ト

ークを繰り広げるＢ面談義。今回もちまたの話題を赤裸々

トーク。内容は「今年の漢字」から「人生会議」まで盛りだ

くさん。 

初登場は山本芙由美さん。ろうＬＧＢＴＱの支援団体代

表で、団体では多様な性をあらわす手話表現のハンドブッ

クも作成している。 

29 

ＮＨＫ 千原ジュニア／大胡田誠／海老原宏美／山本芙由美 

令和元年 12 月 23 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 

DA2021-005 

ハートネットＴＶ 

盲ろうの教授  

福島智  

障害者殺傷事件を 

考える 

 ２０１６年、神奈川県相模原市の知的障害者施設「津久

井やまゆり園」で起きた元職員による障害者殺傷事件。障

害者としての使命を果たそうとしてきた盲ろうの福島教授

にとって、この事件は自分の存在の根底をも揺るがす出来

事だった。なぜ犯人は「意思疎通できない障害者は生きる

価値がない」と考えるに至ったのか。事件の裁判をとおし

て福島教授が考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

29 

ＮＨＫ 福島智 

令和 2 年 4 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2021-006 

ハートネットＴＶ 

新型コロナ 

どう守る？ 

障害者の暮らし 

 猛威を振るった新型コロナウイルス。感染の広がりが障

害のある人たちの暮らしに大きな影響を及ぼしている。障

害者施設ならではの課題とは？障害特性を理解した上での

感染対策は？など、障害者福祉の専門家を交えて、障害の

ある人たちの暮らしをいかに守っていけばよいかを考え

る。（手話通訳付き） 

29 

ＮＨＫ 平野方紹／野口岳史／寺澤英弥 

令和 2 年 5 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-007 

ハートネットＴＶ 

Ｂ面談義  

（令和 2 年 

6 月 8 日放送） 

 千原ジュニアとマイノリティーなコメンテーターたちが

赤裸々トークを繰り広げるＢ面談義。今回は『リモートＳ

Ｐ（スペシャル）』。マイノリティーたちはステイホーム期

間をどのように過ごしたのか？会議や飲み会もネットで開

かれるようになり、新たなスタンダードとなったオンライ

ン。ろう者のオンライン活用法「おならトレーニング」と

は？寝たきりの大学生が体験した「チャットツンツン」と

は？オンラインならではのハプニング続出で密度の濃～い

スタジオに！ 

29 

ＮＨＫ 千原ジュニア／大胡田誠／海老原宏美／山本芙由美 

令和 2 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 

DA2021-008 

バリバラ 玉木幸則

“平成”を語る 前編 

１９８９－２００８ 

 ミスター・バリバラこと玉木幸則の生い立ちから現在ま

でをたどりながら、平成の３０年間を語る連続企画の前編。

大学を卒業後、障害者自立生活センターで働くも、いまひ

とつ本気度が足りない…。そんな玉木を変えたのは阪神・

淡路大震災。倒壊した家から奇跡的に救出され、自分の生

き方と向き合うようになった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／玉木幸則／大西瞳／藤本美貴 

平成 30 年 12 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2021-009 

バリバラ 玉木幸則

“平成”を語る 後編 

２００９－２０１８ 

 ミスター・バリバラこと玉木幸則の生い立ちから現在ま

でをたどりながら、平成の３０年間を語る連続企画の後編。

４０歳で番組ＭＣに抜擢された玉木は、東日本大震災後の

取材を通して、障害者の自立を困難にしている現実に直面。

障害者の権利を守ろうと進んだ平成。法制度は改善された

が、障害に対する考えは一様ではなくまだまだ複雑だった。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／玉木幸則／大西瞳／藤本美貴 

平成 30 年 12 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2021-010 

バリバラ  

“きょうだい”の悩み 

 今回のテーマは「きょうだいの悩み」。「きょうだい」と

は、障害のある人の兄弟姉妹を指す。番組で「きょうだい」

の声を募集すると、「きょうだいを好きになれない」「将来、

面倒は誰がみるのか」など、心の叫びが寄せられた。 

 自身も障害のある姉を持つ番組のディレクターが、この

テーマに向き合った。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝 

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／玉木幸則／岡本真希 

平成 30 年 12 月 16 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 

DA2021-011 

バリバラ  

バリバラ桜を見る会 

 今は懐かし「桜を見る会」。番組は独自に「バリバラ桜を

見る会」を実施。バリアフリーと多様性を進めた当事者た

ちに焦点を当てるとともに、気になる出来事について考え

る。当事者が実名で声を上げる意味とは何か、そして優生

思想を巡る裁判とは？番組ではろう者の小林さん夫妻が強

制不妊手術について手話で語る。 

29 

ＮＨＫ 伊藤詩織／崔江以子／小林寶二／小林喜美子 

令和 2 年 4 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-012 

バリバラ  

本当にあった怖い話 

 障害当事者の身に起きた恐怖体験のエピソードを「バリ

バラ流怖い話」としてお届けする新企画。落語家で全盲の

桂福点が語る、背筋の凍る物語。芥川賞作家の羽田圭介を

ゲストに迎え、障害者に“怖い話”を生み出してしまう社会

に潜む偏見や無知について考える。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

29 

ＮＨＫ 山本シュウ／玉木幸則／桂福点／羽田圭介 

令和元年 8 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DA2021-013 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

長い沈黙のあとで 

～ろう者たちの強制

不妊手術～ 

 戦後まもない１９４８年に作られた旧優生保護法では、

障害者への強制不妊手術が認められていた。調査により 

７０人の聴覚障害者も不妊手術や中絶を強制されていた可

能性があることが分かった。当事者たちが語る経験から、

強制不妊手術の実態に迫る。 

15 

ＮＨＫ 大竹浩司／勝楽佐代子／大矢暹 

平成 30 年 6 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-014 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

 聞こえない患者に

安心を！ 

 聞こえない患者は診察の際に、筆談だけでは難しい用語

が十分に理解できないことが多い。ろう者で自身も乳がん

患者の川渕一江さんは、闘病をきっかけに医療関係者と一

緒に手話表現の勉強会を開いて、聞こえない患者への支援

をしている。誰もが安心して医療を受けられるために活動

する川渕さんを追った。 

15 

ＮＨＫ 川渕一江 

令和元年 8 月 10 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 

DA2021-015 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に舞台で 

輝こう！ 

～聞こえない子と 

聞こえる子の 

手話ミュージカル～ 

 聞こえない子どもと聞こえる子ども２８人が、力を合わ

せて挑む手話ミュージカル。せりふはすべて手話で表現す

る。子どもたちを指導する平井知加子さんは、芝居を通し

て学んだ表情や身ぶりが、これからに役立つだろうと言う。

公演に向けて奮闘する子どもたちの姿を追った。 
15 

ＮＨＫ 平井知加子／岩田京華／田中琥絆 

令和元年 8 月 31 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-016 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

異言語脱出ゲーム 

ｏｎＴＶ 謎の館から

脱出せよ！ 

 ろう者４人と聞こえるタレント４人のチャレンジャー

が、手話や音声を使った謎がちりばめられた館から、協力

して脱出する異言語脱出ゲーム。手話が分からない、声が

聞こえない状況でどうコミュニケーションするのか？言葉

の壁を乗り越えて脱出できるのか？ 

 DA2002-003「ハートネットＴＶ 異言語脱出ゲームｏ

ｎＴＶ 謎の館から脱出せよ！」の続編。 

15 

ＮＨＫ 
奥野壮／森七菜／井上咲楽／高野洸／山田真樹／仲菜摘／

松本拓也／中川恵美 

令和元年 10 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-017 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に舞台で 

輝こう！ 

～子どもたちの 

手話ミュージカル 

完結編～ 

 すべてのせりふを手話で演じるミュージカル「オズの魔

法使い」。聞こえない子どもと聞こえる子ども２８人が一緒

に力を合わせて舞台に挑む。半年間にわたる子どもたちの

成長と公演までの様子を追った完結編。 
15 

ＮＨＫ 平井知加子／岩田京華／田中琥絆 

令和元年 12 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-018 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢はプロの 

バレリーナ２ 

 聴覚に障害があり、両耳に人工内耳を着けてクラシック

バレエを踊る菊池海麗（みらい）さん。今回、演奏者や指揮

者によって微妙にテンポが変わる生演奏に合わせて踊るこ

とになる。演奏者たちと呼吸を合わせて踊れるのか。本番

に挑む様子を追った。 

15 

ＮＨＫ 菊池海麗 

令和元年 12 月 14 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 

DA2021-019 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

静かな柔道クラブの

挑戦～強くなれ！ 

聞こえない 

子どもたち～ 

 聞こえない子どもたちに手話で柔道を教えている東京都

北区の柔道クラブ。指導者は聞こえる柔道家で指導歴は 

２３年になる。心技体を鍛える柔道で心も体も大きくなっ

てほしいと考えている。年に１度の大きな大会に向けて、

聞こえない子に対して的確に指示を伝えられる「秘策」を

特訓して挑む。 

15 

ＮＨＫ 堀資雄／岡本記代子／荒谷太智／劉星智 

令和元年 12 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-020 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

外国人ろう者と 

社会をつなげる 

懸け橋に！ 

 日本で暮らす外国人ろう者のために奔走するアメリカ

人、ペギー・ブロッサーさんは自身もろう者だ。日本で暮

らして３０年近くになるが困ることはまだまだ多いと言

う。欧米では外国人ろう者が社会とつながる仕組みがある

が日本にはない。ペギーさんの活動を通して外国人ろう者

の現状と課題を考える。 

15 

ＮＨＫ ペギー・ブロッサー 

令和 2 年 1 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-021 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえないセンパイ

の課外授業 

Vol.1 君たちは 

何を持っているか 

医師 狩野拓也 

 さまざまな分野で活躍する聞こえないセンパイが、聞こ

えない学生の悩みを解決する。今回は難聴の医師であり、

デフリンピックのバレーボール日本代表選手でもある狩野

拓也さんが登場。患者の命を預かる医療の現場で培ったコ

ツを伝授する。聞こえる人にも参考になるヒントが満載の

授業の様子を届ける。 

15 

ＮＨＫ 狩野拓也 

令和 2 年 1 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-022 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

新型コロナウイルス 

～ろう者・ 

難聴者は今～ 

 新型コロナウイルスにより、ろう・難聴者の生活にも大

きな影響が出ている。マスク生活によりコミュニケーショ

ンがとりづらくなったり、ろう学校が休校となり手話で話

ができる場がなくなったりと、その影響は大きい。番組で

はろう・難聴者の現状を伝え、今できること、今後の対策

などを伝える。 

15 

ＮＨＫ 江副悟史 

令和 2 年 3 月 21 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 

DA2021-023 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえないセンパイ

の課外授業  

Vol.3 “伝える力”が 

社会で生きる 前編 

弁護士 松田崚 

 さまざまな分野で活躍する聞こえないセンパイが、聞こ

えない学生の悩みを解決する。今回はろうの弁護士である

松田崚さんが、母校である山形聾学校で授業を行う。コン

ビニでの買い物にチャレンジして失敗から学ぶこととは？

進路に不安を抱える後輩たちに、社会で活躍するためのス

キルを伝授する。 

15 

ＮＨＫ 松田崚 

令和 2 年 4 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

聞こえないセンパイ

の課外授業 

Vol.3 “伝える力”が 

社会で生きる 後編 

弁護士 松田崚 

 ろうの弁護士・松田崚さんが行う授業の後編。伝える力

を磨くための模擬裁判に挑戦する生徒たち。弁護士、検察

官、裁判官と３つのチームに分かれて、それぞれの立場で

の主張をまとめて発表する。旧優生保護法の裁判に関わる

松田さんからのメッセージとは。 
15 

ＮＨＫ 松田峻 

令和 2 年 4 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

434 人のアンケート 

から考える 今 

私たちができること 

前編 

 新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ろう者・難

聴者が悩んでいることや困っていることを番組で緊急アン

ケート。当事者や専門家とともに、全国から寄せられた４

３４人の声や、この状況を乗り切る知恵や工夫も紹介する。

そして、これから私たちにできることを考える。 

15 

ＮＨＫ 江副悟史／松﨑丈／皆川愛／田門浩 

令和 2 年 4 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

434 人のアンケート 

から考える 今 

私たちができること 

後編 

 新型コロナウイルスの影響により私たちの生活に大きな

影響が広がっている。番組が行ったアンケートに寄せられ

た、ろう者・難聴者の悩みや困りごととは。専門家とオン

ラインでつないで解決する方法を考える。さらに孤独を解

消する工夫や若い世代の授業や就活での悩みにも答えてい

く。 

15 

ＮＨＫ 江副悟史／松﨑丈／皆川愛／田門浩 

令和 2 年 5 月 2 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 

DA2021-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

私はできる、 

諦めない～盲ろうの

新人教員～ 

 日本ではほとんど例のない盲ろうの教師となった橋本紗

貴さん。中学２年生の時に難病に襲われて聴覚障害、視覚

障害、さらに四肢障害を負った。高校生の頃に自身の経験

から教員になる夢を抱くようになり、さまざまな機器を駆

使して学び続けて、ようやく念願の教員になった。橋本さ

んの新人教師としての挑戦を追った。 

15 

ＮＨＫ 橋本紗貴 

令和 2 年 6 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

孤立する盲ろう者を

テクノロジーで 

救いたい 

 新型コロナウイルスの影響で孤立を余儀なくされている

盲ろう者たち。移動や意思疎通の際には通訳・介助者との

接触が避けられない。そんな中、手と手を触れあうことな

く指点字ができる機器の開発が進んでいる。試作と改善を

重ねて、より自然に感じられるように改良を続けている。

実用化を目指す最前線を追った。 

15 

ＮＨＫ 米山爾／稲葉春樹／川島朋亮 

令和 2 年 7 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

楽しく身につく！ 

“目で聴く”英語 

 苦手意識を持つ人が多い英語。ろう者の英語講師・袖山

由美さんは、ろう者が英語を学ぶには視覚的に捉えること

が必要だと、ＡＳＬ（アメリカ手話）を使って英語を教え

ている。袖山さんの教室で身につけた英語力で独立して会

社を立ち上げた受講生や、英語の曲にＡＳＬを付けた手話

シンガーなどもいる。「目で聴く英語」の魅力に迫った。 

15 

ＮＨＫ 袖山由美 

令和 2 年 8 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2021-030 

ＭＢＳ 

ドキュメンタリー 

映像’０１  

つれあい  

丹後・味土野物語 

 京都府弥栄町味土野（みどの）は５軒７人が暮らす過疎

の村である。この村で自給自足の生活を続ける梅木好彦さ

んは手話と点字を学び、障害者の交流会で盲ろうの辻本久

代さんと出会った。触読手話で語り合いお互いを理解する

２人が、２００１年４月に結婚するまでの過程を描く。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝 

49 

毎日放送 梅木好彦／辻本久代／大益牧雄／木下勇／木下初枝 

平成 13 年 5 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



D 記録・報道 Documentary 

DD 人間関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DD2021-001 

ＭＢＳ 

ドキュメンタリー 

映像’０９  

逃げる司法 

 間違ったＤＮＡ鑑定結果を証拠として１７年間服役させ

られた足利事件の菅家さん。別件逮捕され２９年後に仮釈

放された布川事件の杉山さんと桜井さん。この２件のえん

罪事件を通して、証拠を隠す検察とえん罪を見抜けない裁

判所の実態に迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：野口岳史 

50 

毎日放送 菅家利和／杉山卓男／桜井昌司／久間三千年 

平成 21 年 9 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

DD2021-003 

ＭＢＳ 

ドキュメンタリー 

映像’２０ 

支え合い 中国残留

邦人と介護施設 

 兵庫県尼崎市にある通所介護施設「三和之家」には、戦

後「中国残留邦人」となった人たちが通う。日本語が不得

意な彼らにとって、中国語が話せるスタッフがいる三和之

家は大切な場所である。しかしコロナの影響で、三和之家

は経営の先行きが見えない。 

 中国残留邦人の晩年を支えたいという一心でコロナに向

き合い奔走する施設の活動を追う。 

50 

毎日放送 田山幸雄／田山華栄／宮島満子／昌谷範茂／昌谷桂子 

令和 2 年 9 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DD2021-004 

情熱大陸  

ボランティア 

尾畠春夫 

 西日本豪雨で大きな被害を受けた広島県呉市天応地区。

被災地の復旧を手伝うボランティアの中に、一際目立つ男

性がいた。赤いつなぎに「絆」と書かれたヘルメット。山口

県周防大島町で行方不明となった２歳児を発見し、一躍時

の人となったスーパーボランティアの尾畠春夫。ボランテ

ィアをする動機や理由、尾畠が小学校５年生のときに亡く

なった母親との思い出について語る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

25 

毎日放送 尾畠春夫 

平成 30 年 9 月 23 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 

DD2021-005 

情熱大陸  

ウイルス学者 

河岡義裕 

 「未知のウイルスによる感染症は社会を機能不全にす

る」。１５年前、番組の密着取材で、世界的ウイルス学者河

岡義裕は警鐘を鳴らした。現在、河岡は政府の専門家会議

メンバーにも名を連ね、新型コロナウイルスのメカニズム

解明に没頭している。感染者数拡大が収まらないなか、研

究を進める河岡の日々を追った。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥 

25 

毎日放送 河岡義裕 

令和 2 年 4 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

E 教育・教材 Education 

EB 教材 

分類番号 作品名 内    容 分数 

EB2021-010 

防災映像  

水害編 

（子ども版） 

 日本各地で毎年のように水害が発生し、たくさんの方が

亡くなっている。地球温暖化のせいで水害はますます増え、

被害もますます大きくなると言われている。水害が起こり

やすい場所や川の水があふれたときに街や家の中でどんな

ことが起きるかをＣＧで再現。安全に避難するために、ふ

だんからできることや避難するタイミングを分かりやすく

説明している。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

12 

内閣府  

令和 2 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

EB2021-011 

防災映像  

土砂災害編 

（子ども版） 

 毎年のように土砂災害の大きな被害が出ている。地球温

暖化のせいで土砂災害はますます増え、被害はますます大

きくなると言われている。土砂災害にはどのような種類が

あるのか？土砂災害の種類によってどのようなことに注意

が必要なのか？安全に避難するために、ふだんからできる

ことや避難するタイミングを分かりやすく説明している。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

10 

内閣府  

令和 2 年 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 



F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2021-001 

転校生 

－さよなら 

 あなた－ 

 中学生の一夫は転校先のクラスで幼なじみの一美と再会

する。転校初日、幼いころ遊んだ水場に落ちたことで２人

の身体と心が入れ替わってしまう。一美の心を持った一夫

と、一夫の心を持った一美は、周りの人たちに悟られない

よう互いに協力する。しかし一美の体は病魔に冒され始め

ていた。平成１９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） 

120 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
蓮佛美沙子／森田直幸／清水美沙／古手川祐子／田口トモ

ロヲ 

平成 19 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2021-002 

旭山動物園物語  

ペンギンが空をとぶ 

 日本の最北にある旭山動物園は毎年３億円もの赤字を出

し続けて閉園の危機に追い込まれていた。だが動物の行動

をそのまま見せる行動展示にしたことで２００４年春には

月間入場者数が上野動物園を抜いて日本一になる。そこに

至るまでの園長と飼育員の努力と工夫、動物に対する愛情

を描いた実話を映画化。平成２１年、マキノ雅彦監督作品。

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

112 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 
西田敏行／中村靖日／前田愛／長門裕之／六平直政／岸部

一徳／塩見三省 

平成 21 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2021-003 

遙かなる山の呼び声  民子は夫に先立たれ、一人で息子の武志を育てながら北

海道で酪農をしていた。ある春の大雨の夜、一人の男が泊

めてくれとやってくる。一晩だけ泊まると男は去って行っ

たが、その夏に再びやって来て雇ってほしいと民子に頼む。

懸命に働く男に武志も懐き民子も次第に心をよせるが、男

には人に言えない秘密があった。昭和５５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） 

124 

松竹 
高倉健／倍賞千恵子／吉岡秀隆／ハナ肇／武田鉄矢／木ノ

葉のこ 

昭和 55 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 

FD2021-004 

釣りバカ日誌１９  健康診断の結果、二次検査が必要という結果が出てしま

った伝助。注射も嫌いな伝助は、怖いからと胃カメラ検査

をかたくなに拒否する。何とか説得しようとする総務課の

波子。そして波子を応援する営業三課の大輔。胃カメラ騒

動が新しい一つの恋を成就させることになるのか？ 

平成２０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） 

110 

松竹 西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／常盤貴子／山本太郎 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2021-005 

ツレが 

うつになりまして。 

 まじめで几帳面な性格の夫・幹夫（ツレ）に、少しずつ心

身の不調が現れるようになった。「うつ病」と診断された幹

夫は、会社の理解を得られないことを知って退職する。漫

画家である妻の晴子は、「がんばらない」ことを決めて幹夫

を支えようとする。実話を元にしたマンガを映画化。 

平成２３年、佐々部清監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

121 

東映 宮崎あおい／堺雅人／吹越満／大杉漣／余貴美子 

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2021-006 

探偵はＢＡＲにいる  ススキノのバー「ケラーオオハタ」を根城にしている探

偵に、コンドウキョウコを名乗る女から調査の依頼があっ

た。調査内容は弁護士の南の調査。依頼を受けた探偵は南

に会いにいくが、その帰り道に男たちに拉致され雪の中に

生き埋めにされる。何とか脱出した探偵に、再度コンドウ

キョウコから依頼があった。探偵は助手の高田と共に調査

するが、さまざまな危険が待ち受けていた。 

平成２３年、橋本一監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

125 

東映 大泉洋／松田龍平／小雪／西田敏行／田口トモロヲ 

平成 23 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 

FD2021-007 

映画 プリキュア 

スーパースターズ！ 

 ある日突然、姿を現した怪物ウソバーッカ。さあやとほ

まれが連れ去られて、１人残されたはなは、プリキュアの

仲間と共に２人を助けに行こうとする。そんなはなには、

ずっと気になっていたことがあった。それは幼いころ、不

思議な少年クローバーとの「約束」を果たせなかったこと

だった。あの日の約束を果たすため、１２人のプリキュア

たちが奇跡を起こす！平成３０年、池田洋子監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

70 

東映  

平成 30 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2021-008 

学校の怪談４  大正１２年の夏、海辺の小学校が津波に襲われた。かく

れんぼをしていた子どもたちが犠牲になり、オニをしてい

たコウちゃんだけが生き残った。そして現代。夏休みを利

用して東京から小学生の恒と弥恵が遊びに来た。台風の翌

日から町の子どもたちが次々と行方不明になる。恒の様子

もおかしくなり、弥恵は津波で犠牲になった子どもたちの

霊のしわざではと考える。平成１１年、平山秀幸監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

99 

東宝 
豊田眞唯／広瀬斗史輝／皆川優紀／笑福亭松之助／原田美

枝子 

平成 11 年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2021-009 

平成狸合戦ぽんぽこ  昭和４０年代、東京の多摩丘陵では多摩ニュータウン建

設のため山や丘が削られ、動物たちのすみかが奪われてい

た。この事態に対抗するため、多摩のタヌキたちは伝統的

変化術「化け学」の復興と、四国の有名な化けダヌキに協

力を求めることにした。タヌキたちは人間に一矢報いるこ

とができるのか？１９９４年、高畑勲監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

119 

スタジオジブリ  

平成 6 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 

HA2021-001 

きょうの健康 

放置しないで  

耳鳴り 原因は何？ 

 耳鳴りは６５歳以上の約３０パーセントが経験している

不快な症状だ。しかし本人以外にはわからないため、これ

までは有効な治療法が見つからないこともあった。 

 それが近年、検査技術の進歩や脳の研究の進歩により、

治療法の選択肢が増えてきている。１日目は耳鳴りの原因

について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝 

15 

ＮＨＫ 神﨑晶／黒沢保裕／岩田まこ都 

令和 2 年 3 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2021-002 

きょうの健康  

放置しないで  

耳鳴り 最新治療 

 ２日目は、耳鳴りの最新治療について解説する。何らか

の疾病によって耳鳴りが起きている場合には、その疾病の

治療を行うが、耳鳴りの最大の原因である加齢による難聴

が原因の場合、最初に行われるのは「教育的カウンセリン

グ」だ。この教育的カウンセリングによって、患者は耳の

仕組みや耳鳴りのメカニズム、治療法などを学習する。ま

た、補聴器による治療や人工内耳といった治療法も紹介す

る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝 

15 

ＮＨＫ 神﨑晶／黒沢保裕／岩田まこ都 

令和 2 年 3 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

HA2021-003 

きょうの健康  

長引かせない！ 

腰痛対策 あなたの

腰痛 どのタイプ？ 

 腰痛対策を解説する４回シリーズ。１日目は、あなたの

腰痛が危険な腰痛か、危険ではないが長引くタイプかなど、

腰痛の種類を確認する。それによって対処方法が変わって

くるからだ。番組内で腰痛の危険度をチェックすることが

できるので、腰痛のある人はぜひチェックしてみてほしい。 

15 

ＮＨＫ 矢吹省司／永井伸一 

令和 2 年 6 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2021-004 

きょうの健康  

長引かせない！ 

腰痛対策  

脊柱管狭さく症と 

椎間板ヘルニア 

 ２日目は、脊柱管狭さく症と椎間板ヘルニアについて解

説する。この２つの病気には、自然に治まるタイプと手術

が必要になるタイプがあり、まず、どちらのタイプかを見

極める必要がある。その上で、手術には合併症の危険もあ

るので、自分の病状に合った治療法を決めることが大切だ。 

15 

ＮＨＫ 矢吹省司／永井伸一 

令和 2 年 6 月 30 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 

HA2021-005 

きょうの健康  

長引かせない！ 

腰痛対策  

あきらめないで！ 

慢性腰痛 

 ３日目は、慢性腰痛について解説する。腰痛は３か月以

上痛みが続くと慢性腰痛と呼ばれ、痛みが長引くことが多

い。長引く原因はストレスなど精神的な要因だ。痛みが長

引く理由を知り、断ち切る対処法を学ぶ。 
15 

ＮＨＫ 矢吹省司／永井伸一 

令和 2 年 7 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2021-006 

きょうの健康  

長引かせない！ 

腰痛対策  

ほどよく運動！ 

腰にやさしい生活 

 ４日目は、症状に合わせた体操や生活上の注意点を解説

する。腰痛のある人は日々の生活の中で、知らないうちに

腰に負担をかけていることが少なくない。腰痛を防ぐ正し

い姿勢や体の動かし方、腰痛改善に役立つ運動などを学習

する。 

15 

ＮＨＫ 矢吹省司／永井伸一 

令和 2 年 7 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 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 

JB2021-008 

ポケットモンスター 

ピカチュウ誕生！ 

 森の中に独りぼっちのピチューがいた。ピチューは、群

れをなすポケモンの姿に寂しさを感じていた。一方、マサ

ラタウンのサトシは、オーキド博士が主催するポケモンキ

ャンプを楽しみにしていた。ピカチュウとサトシが出会う

までの物語。 

25 

テレビ東京  

令和元年 11 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-009 

ポケットモンスター 

サトシとゴウ、 

ルギアでゴー！ 

 オーキド博士の後輩のサクラギ博士が、クチバシティに

研究所を開くことになった。オープニングセレモニーに参

加したサトシとピカチュウだったが、セレモニーの最中、

港に幻のポケモンが現れる予兆があり会場は騒然とする。

サトシは幻のポケモンを確かめるために、ピカチュウと一

緒に会場を飛び出すが…。 

25 

テレビ東京  

令和元年 11 月 24 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 

JB2021-010 

ポケットモンスター 

フシギソウって 

フシギだね？ 

 サクラギ研究所のリサーチフェローになったサトシとゴ

ウ。街で大行進をはじめたフシギソウの調査に向かった２

人は、フシギダネ・フシギソウ・フシギバナの不思議を知

ることになる。 

25 

テレビ東京  

令和元年 12 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

JB2021-011 

ポケットモンスター 

行くぜガラル地方！

ヒバニーとの 

出会い！！ 

 ポケモンの巨大化を調べるため、ガラル地方に向かった

サトシとゴウ。ガラル地方名物のスコーンに夢中になって

いると、見たことのないポケモンが現れる。ポケモンたち

にいたずらされるサトシたちだが、ポケモン図鑑に載って

いないポケモンまで現れて…。 

25 

テレビ東京  

令和元年 12 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 


