
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 

CE2013-001 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門Ｆｉｌｅ１ 

まずはデジタルカメ

ラを準備しよう 

 パソコンにインターネットにデジタルカメラなど、身の

回りにあふれる「デジタル」なあれこれ、使いこなせてい

ない人も多いのでは？ 

 番組では、デジタルカメラとパソコンの使い方を、超初

心者向けにイロハのイから分かりやすく説明。全１０回で、

撮影からアルバムづくりまでを徹底指導。マウスボタンの

クリックのしかたからローマ字入力のコツまで、講師の丁

寧な説明で、あなたもデジタル機器を使いこなせるように

なるかも？第１回はデジタルカメラをお店で選び購入、基

本の撮影方法までを学ぶ。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 3 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-002 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ２  

屋外で撮ってみよう 

 第２回目は野外撮影に挑戦する。上達するにはとにかく

デジカメに慣れること。３人はスタジオを飛び出して上野

動物園で、さまざまな被写体の撮影に挑戦する。デジカメ

の構え方、ズームのしかたなどの基本から構図の取り方、

その場で写真を確認する方法などを学ぶ。  
24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-003 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ３  

パソコンを選ぼう 

 第３回はパソコンの基本を学ぶ。パソコンを購入する時

の注意点や、パソコンの電源の入れ方、はじめてパソコン

を起動する時に行う初期設定を詳しく説明する。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 12 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 

CE2013-004 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ４  

パソコンの電源を 

入れてみよう 

 第４回はマウス操作の初歩を学ぶ。パソコンを使うため

にはマウス操作が欠かせない。慣れてしまえば簡単なマウ

ス操作だが、初心者には操作が苦手な人も多い。クリック・

ダブルクリックという基本操作を、トランプゲームをしな

がら楽しく学んでいく。  24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-005 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ５ 

写真をパソコンに 

保存しよう 

 第５回目はデジカメで撮影した写真をパソコンに取り込

み、保存する方法を学ぶ。デジカメとパソコンの接続のし

かた、フォルダーやファイルの扱い方から、「コピーと貼り

付け」というデータの移動方法の基本を学ぶ。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-006 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ６ 

キーボードに慣れよう 

 第６回はローマ字で日本語を入力する方法の基本を学

ぶ。「メモ帳」ソフトを使って、ひらがな・カタカナ・漢字・

英文字を入力する方法を練習する。「ん」や「っ」など、ロ

ーマ字入力でつまずきやすいポイントも詳しく解説する。 
24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 3 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 

CE2013-007 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ 

超！入門Ｆｉｌｅ７ 

撮影地を探そう  

～インターネットで

検索～ 

 第７回はインターネットの使い方を学ぶ。インターネッ

トのしくみや利用するために必要な手続き、そして自分の

知りたい情報にたどりつくための、便利な検索方法のコツ

を紹介する。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-008 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ８ 

撮影散歩に出てみよう 

 第８回目はデジカメを片手に撮影散歩に出かける。前回

インターネットで調べた情報をもとに、神奈川県にある大

船フラワーセンターを訪問。プロカメラマンを迎えて、撮

影テクニックの数々を教えてもらう。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史／飯島正広 

平成 23 年 5 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

CE2013-009 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ９ ア

ルバムを作ろう① 

 第９回目は前回撮影した写真でアルバムを作る。使用す

るソフトは、文書作成ソフトの「ワード」。ワードのひな型

機能を使って、簡単にアルバムを作る方法を紹介する。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 24 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 

CE2013-010 

中高年のための 

らくらくデジタル塾 

一挙両得！パソコン・

デジタルカメラ超！

入門 Ｆｉｌｅ10 

アルバムを作ろう② 

 第１０回目はアルバムづくりの後半。前回並べた写真に、

コメント文章を添えてアルバムを完成させる。文章入力で

は、文字の変換方法や間違えた文字の消し方など、基本を

詳しく説明。文字の色やサイズを変えて、おしゃれな文章

作りに挑戦する。最後はプリントアウトして、自分だけの

素敵なアルバムを作る。  

24 

ＮＨＫ 渡辺正行／奈美悦子／岡嶋裕史 

平成 23 年 5 月 31 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 

CG    科学科学科学科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CG2013-001 

コズミックフロント 

Ｓｐｅｃｉａｌ 

大冒険！はやぶさ 

太陽系の起源を見た 

 ２０１０年６月。３億㎞の果てから７年間の旅を終え、

探査機はやぶさが帰ってきた。はやぶさの旅は、想定外の

困難の連続だった。エンジントラブルにサンプル採取装置

の不具合、通信が途絶えて行方不明に…。その度にプロジ

ェクトメンバーたちは知恵を出し合い、トラブルを乗り越

えてきた。 

 番組では、はやぶさの冒険物語を追いながら、その驚く

べき科学的成果を詳細に解説する。  

89 

ＮＨＫ 萩原聖人／中村智樹／矢野創 

平成 23 年 9 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-002 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故① 

原子炉で何が起きて

いたのか ～炉心溶

融・水素爆発の 

真相に迫る～ 

 東日本大震災で３基の原子炉が壊れるという大事故を起

こした福島第一原発。今も収束作業と並行して事故の真相

究明が続けられている。番組では８回にわたり、福島第一

原発事故をさまざまな角度から分析する。 

 第１回目は福島原発で地震の後、何が起きたのか。シミ

ュレーションによって分かったメルトダウンの実態を伝え

る。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 9 月 3 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 

CG    科学科学科学科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CG2013-003 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故② 

農作物の汚染を 

見極めろ 

 シリーズ原発事故の第２回目は、農作物の放射能汚染に

ついて。事故後、さまざまな食品から国の基準を上回る汚

染が検出され、消費者を不安にさせ農家を苦しめた。汚染

された大地と向き合い除染に取り組む研究者や、汚染のメ

カニズムを紹介する。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-004 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故③ 

低線量被ばく 

人体への影響を探る 

 シリーズ原発事故の第３回目は、低線量被ばくの人体へ

の影響を考える。原発事故で大量に放出された放射性物質。

そこから出る放射線は人体にどのような影響をおよぼすの

か。現地で行われた調査結果や最新の研究から、低線量被

ばくの実態に迫る。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 11 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-005 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故④ 

内部被ばくの 

実態を探る 

 シリーズ原発事故の第４回目は、内部被ばくの実態を探

る。食物や水によって体内に入った放射性物質によって起

こる内部被ばく。その影響についてはまだよく分かってい

ない。番組ではチェルノブイリ原発事故の例を見ながら、

日本での取り組みを紹介する。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 23 年 12 月 17 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-006 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑤ 

海と湖に広がる 

放射性物質  

その実態を探る 

 東京電力福島第一原子力発電所の事故が起きて１０か

月。 

原発２０ｋｍ圏内の海に初めて調査が入り、放射性物質が

集まる海底のホットスポットを調査した。そこでは周辺の

魚も汚染されていた。 

 ホットスポットを生み出すメカニズムを明らかにする研

究を紹介する。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 24 年 1 月 21 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 

CG    科学科学科学科学 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

CG2013-007 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑥ 

汚染を取り除けるか 

水と土の放射性物質 

 東京電力福島第一原発の事故から１年。拡散した放射性

物質を取り除く除染作業が続く。しかし除染による新たな

汚染、さらに空間線量が下がりにくい場所も出てきた。 

調査の結果、水や土に入り込んだ放射性セシウムの追跡か

ら除染を進める鍵となるメカニズムが浮かび上がった。 

 今回のテーマは放射性物質を取り除く「除染」。  

30 

ＮＨＫ 山田賢治／安めぐみ 

平成 24 年 2 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-008 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑦ 

冷温停止状態 

浮かび上がる課題 

 ３基の原子炉がメルトダウンした東京電力 福島第一原

発。廃炉に向けた手探りの作業が続く。政府は冷温停止状

態を確認し事故収束を宣言した。しかし急ピッチでつくっ

た原子炉を冷やすシステムはトラブルが続出。廃炉への道

筋はいまだ見えていない。 

 今回のテーマは「冷温停止状態」。 

  

30 

ＮＨＫ 中村慶子／南沢奈央 

平成 24 年 5 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

CG2013-009 

サイエンスＺＥＲＯ 

シリーズ原発事故⑧ 

４号機 取り出せるか 

使用済み燃料 

 福島第一原発の水素爆発事故から１年４か月。使用済み

燃料をいかに安全に早く取り出せるか、世界でも前例のな

いこの難問に技術者たちの試行錯誤が始まっている。 

 ４０年かかると言われる廃炉作業。その試金石となる４

号機に迫る。  

30 

ＮＨＫ 中村慶子／南沢奈央 

平成 24 年 8 月 5 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 

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 

DA2013-003 

東日本大震災６か月 

取り残される障害者 

 東日本大震災から６か月がたち、ＮＨＫでは独自の取材

によってある数字を得た。そのデータによると、障害のあ

る人の死亡率は障害のない人に比べて、２倍近くも高かっ

た。その結果から見えてきた被災地の障害者の現実、課題

を伝える。障害者が取り残されることのない社会に向かっ

て、何が必要で、今何をしなければいけないのか考える。 

89 

ＮＨＫ 田中淳／藤井克徳 

平成 23 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-024 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

検証 障害者自立 

支援法改正案 

 「障害者自立支援法改正案」は、名前を「障害者総合支

援法」とあらため、これまで福祉サービスを受けられなか

った難病の患者もサービスの対象に広げるなどとしてい

る。 

 しかし、この法案に対しては、障害者自立支援法に代わ

る福祉制度について話し合ってきた「障がい者制度改革推

進会議」の総合福祉部会の骨格提言とかけはなれている、

などとする批判がある。 

 聴覚障害者団体からの出演者とともに、改正案を検討す

る。  

15 

ＮＨＫ 小中栄一／新谷友良 

平成 24 年 4 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-025 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

いつか宇宙へ 

～ＪＡＸＡ開発員 

長谷川晃子さん～ 

 ２０１０年、地球に帰還した、宇宙航空研究開発機構（Ｊ

ＡＸＡ）の探査機「はやぶさ」。その「はやぶさ」の帰還作

業にかかわった長谷川晃子さんは、聴覚障害のある女性職

員だ。 

 子どものころから天文台に行くことが好きだった。いつ

か宇宙へ行くことを夢見て、「宇宙からの第一声は手話で伝

えたい」と語る長谷川さんに、ＪＡＸＡでの仕事の内容と、

宇宙への思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 松森果林／長谷川晃子 

平成 24 年 4 月 15 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 

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 

DA2013-026 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

早瀬憲太郎に聞く① 

ろう児のために 

 「ＮＨＫみんなの手話」講師の早瀬憲太郎さんは、ろう

の子どもたちに日本語の力を身につけてもらおうと、ろう

児向けの塾の活動をしている。ろう児が自分の夢を実現す

るときに、日本語の読み書きの力が必要になると思うから

だ。ろう児のためにできることは何かと考え続ける早瀬さ

んにお話しを伺う。２回連続シリーズの１回目。  

15 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 24 年 4 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-027 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

早瀬憲太郎に聞く② 

先輩の生きざまを 

伝えたい 

 ２００９年、早瀬さんが監督した映画「ゆずり葉」が公

開された。全日本ろうあ連盟の創立６０周年を記念して制

作されたこの映画は、「ろう児たちにろうあ運動の歴史をわ

かりやすく伝えたい」という早瀬さんの発案からスタート

した。 

 早瀬さんに、聞こえるスタッフに囲まれて奮闘した撮影

時のエピソードや、それぞれのシーンに込められた思いな

どを伺う。２回連続シリーズの２回目。  

15 

ＮＨＫ 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 24 年 4 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-028 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

手話コーパスを作る 

 筑波技術大学の准教授でろう者の大杉豊さんが、ほかの

研究者と共同で、日本手話の「コーパス」作りを始めた。 

 手話コーパスとは、手話を動画で記録し大量に蓄積した

データのこと。日本語訳や、手の形や位置関係、顔の動き

などの情報を書き込んでいく。言語学的研究に役立つもの

にするとともに、若いろう者が先輩ろう者の手話表現に関

心を持つきっかけになるものを作りたい、と大杉さんは語

る。 

 日本手話コーパスの意義について、大杉さんに聞く。  

15 

ＮＨＫ 大杉豊／善岡修 

平成 24 年 5 月 6 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 

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 

DA2013-029 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

わたしの絵は 

“ことば” イラスト

作家 杉本聖奈さん 

～前編～ 

 イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんは、生まれたと

きから聴覚障害がある。 

 聖奈さんは、幼いころ、ことばを覚えることが苦手だっ

た。ことばを学習するための「絵カード」を、母親の香苗

さんが手作りしたことがきっかけで、聖奈さんは絵で気持

ちを表現することが大好きになり、今ではイラスト作家と

して一歩を踏み出した。聖奈さんの成長の過程と、ほのぼ

のとした作品を描き続ける日々を追う。２回シリーズの１

回目。  

15 

ＮＨＫ 杉本聖奈 

平成 24 年 5 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-030 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

わたしの絵は 

“ことば” イラスト

作家 杉本聖奈さん 

～後編～ 

 イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんが最近手がけて

いるのは「立体絵」。街を歩く人々、大好きな鉄道など、日

常のなにげない風景をスケッチしてイラストを描く。建物

や人物を切り抜き、何層も重ねて奥行きを感じさせる作品

を作る。 

 ２０１１年１２月には、はじめての個展を開いた。大勢

の人から評価される中で、聖奈さんは自分の絵に、そして

自分自身に自信を持てるようになった。２回連続シリーズ

の２回目。  

15 

ＮＨＫ 杉本聖奈 

平成 24 年 5 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-031 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

２０１２世界ろう者

卓球選手権大会 

前編 

 ４月２９日から５月６日まで東京で開かれた「２０１２

世界ろう者卓球選手権大会」。１６の国と地域から、選手・

役員１２６人が参加した。世界の強豪と戦った日本選手を

追う。 

 日本代表として参加した選手の一人梅村正樹選手や、夫

婦で混合ダブルスに出場した有馬歓生・千寿子選手の戦い

ぶりなど、大会前半を紹介する。２回連続シリーズの１回

目。  

15 

ＮＨＫ ２０１２世界ろう者卓球選手権日本代表 

平成 24 年 5 月 27 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 

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 

DA2013-032 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

２０１２世界ろう者

卓球選手権大会 

後編 

 「２０１２世界ろう者卓球選手権大会」。この大会では女

子が大活躍した。女子団体優勝に引き続き、女子ダブルス

で上田萌・佐藤理穂組が優勝、女子シングルスでは、上田

が金・佐藤が銀という成績を残した。 

 強豪・中国との接戦の末メダルを勝ち取った二人の戦い

ぶりを中心に、大会後半を紹介する。２回連続シリーズの

２回目。  

15 

ＮＨＫ 
上田萌／佐藤理穂／２０１２世界ろう者卓球選手権日本代

表 

平成 24 年 6 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-033 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

めざせ！日本語・手話

ＣＧ自動翻訳 

 ＮＨＫ放送技術研究所の研究成果を公開する「技研公

開」。昨年に引き続き注目を集めたのが、日本語を手話ＣＧ

に自動翻訳する研究だ。 

 日本語の文章を打ち込むと、ほとんどリアルタイムで手

話ＣＧを生成する。研究のポイントは、過去の膨大な翻訳

用例などを参照しながら行う翻訳の技術と、手話単語のＣ

ＧとＣＧをなめらかにつなぐ技術の開発だ。日本語から手

話ＣＧへ自動翻訳する研究の最新情報を伝える。  

15 

ＮＨＫ 比留間伸行／松森果林 

平成 24 年 6 月 10 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-034 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

震災を撮り続ける 

～今村彩子さん～ 

 今村彩子さんは、映像作家として知られるろう者。東日

本大震災が発生してまもなく宮城県に入った。以来、これ

までに６回、被災地に入り、被災したろう者の暮らしを撮

影し続けている。 

 その映像を編集し、最近完成させたのが「手話で語る３．

１１」というＤＶＤ。地震のときのろう学校の様子や、住

みなれた地域を離れた仮設住宅での暮らしなどを、ろう者

が手話で語る。このＤＶＤの一部を紹介しながら、震災を

撮り続ける今村さんに話を聞く。  

15 

ＮＨＫ 今村彩子／貴田みどり 

平成 24 年 6 月 17 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 

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 

DA2013-035 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

第６０回全国 

ろうあ者大会 

ｉｎ Ｋｙｏｔｏ① 

～運動の歴史～ 

 ６月６日から１０日まで、京都で「第６０回全国ろうあ

者大会」が開かれた。 

 １回目は、「運動」研究分科会に焦点を当てる。連盟副理

事長の松本晶行さんが、本人に無断で不妊手術が行われる

など人権が無視されていた時代のことや、そうした状況を

差別ととらえて立ち上がった若者のことなどを語った。ほ

かに、参加者のインタビューなど。  

15 

ＮＨＫ 松本晶行 

平成 24 年 6 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-036 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

第６０回全国 

ろうあ者大会 

ｉｎ Ｋｙｏｔｏ② 

～制度改革～ 

 京都で開催された「第６０回全国ろうあ者大会」。２回目

のこの回は、「制度改革」研究分科会に焦点を当てる。分科

会で講演した、内閣府の障がい者制度改革推進会議担当室

の東俊裕室長は、「福祉法の充実と並んで差別禁止法の制定

が必要」と語る。ほかに、さまざまな展示や式典を紹介。 
15 

ＮＨＫ 高田英一 

平成 24 年 7 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-037 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

学校訪問・東京都立 

大塚ろう学校（１） 

ことばを育む 

 聞こえない子どもの教育はどのように行われているか、

ひとつの例として、東京都立大塚ろう学校の取り組みを紹

介する。 

 大塚ろう学校には幼稚部と小学部があり、本校と３つの

分教室に１７３人の子供が通う。幼稚部では、手話を覚え

るとともに、指文字を通して日本語を学んでいく。また、

小学部では、手話を使って教科書を理解しながら、算数・

国語・理科・社会を学ぶ。 

 ことばを育む授業を中心に取り組みを伝える。２回連続

シリーズの１回目。  

15 

ＮＨＫ  

平成 24 年 7 月 8 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 

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 

DA2013-038 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

学校訪問・東京都立 

大塚ろう学校（２） 

人と関わる力を 

 前回に引き続き、東京都立大塚ろう学校のとりくみを紹

介する。２回目は、聴覚障害のある子どもに社会性や「人

と関わる力」を身につけてもらう取り組みについて。 

 幼稚部になると、友だちとの関係が成長に重要な意味を

持つようになる。聞こえない子どもたちは手話でけんかを

し、相手の気持ちを手話で理解して仲直りしていく。 

 「大塚クラブ」というＮＰＯ法人の活動では、校内校外

から聞こえない子どもが参加し、ろうの大人や地域の人と

ともに、さまざまな集団活動を行う。授業とは異なる場で、

子どもたちは、人との関わり方を学んでいく。  

15 

ＮＨＫ  

平成 24 年 7 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-039 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

あきらめない  

沖縄“風疹児” 

比嘉真弓さん 前編 

 沖縄では、１９６０年代半ばに風疹が大流行した。妊娠

中の母親が風疹に感染したことにより、およそ４００人の

障害児が生まれた。そのほとんどは聴覚障害がある子ども

たちだった。 

 風疹児たちの一人、比嘉真弓さんは、聞こえないことで

いじめにあったが、「自分がくよくよしていては前に進めな

い」と頑張った。高校生のとき、担任から勧められたのは、

「ＮＨＫ青年の主張」に出場すること。真弓さんは、自分

の生き方を熱く語り、県大会で優勝した。２回連続シリー

ズの１回目。  

15 

ＮＨＫ 比嘉真弓／平良京子 

平成 24 年 9 月 2 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 

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 

DA2013-040 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

あきらめない 

沖縄“風疹児” 

比嘉真弓さん 後編 

 風疹児の一人、比嘉真弓さんは、現在県立病院で事務の

仕事をしている。周囲に自分の障害のことを説明し、「口元

を見せてはっきり話して」と伝えることで、スムーズに仕

事を進めている。 

 最近は、「音楽」に挑戦。夫が始めた手話カフェで、車い

すの歌手・我如古盛健（がねこせいけん）さんに出会って

から、苦手だった音楽が「こころに響く」と感じ始めた。

自分の書いた詩を、自分のリズムとメロディーで、自分の

声と手話で歌うことに挑戦し始めた。２回連続シリーズの

２回目。  

15 

ＮＨＫ 比嘉真弓／比嘉隆夫／我如古盛健 

平成 24 年 9 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-041 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

残存聴力活用型 

人工内耳 

 高音域の聴力がなくなっていても低音域の聴力が多少残

っている人は、これまで人工内耳装用の対象にならなかっ

た。しかし、低音域の聴力が残っていても、生活上、著し

く不便を感じる人は少なくない。そうした人のために作ら

れたのが、低音域の聴力は補聴器で補いながら、高音域は

人工内耳を利用する「残存聴力活用型人工内耳」だ。 

 虎の門病院（東京）の耳鼻咽喉科部長・熊川孝三さんに、

「残存聴力活用型人工内耳」の特長や適応について聞く。 

15 

ＮＨＫ 熊川孝三 

平成 24 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-042 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

補聴は工夫できる 

～めだかの学校～ 

 「めだかの学校」（愛知県蒲郡市）は、難聴者自身が、聞

こえをよくするための工夫を重ね、聞こえに悩む人の相談

に乗っている団体だ。校長の三好和宏さんは、４７歳のと

き、病気がもとで難聴になり、補聴器を使い始めた。しか

し、いまひとつその効果が実感できず、さまざまな補聴の

工夫を重ねてきた。 

 「めだかの学校」の様子と、三好さんたちの補聴の工夫

の数々を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 三好和宏 

平成 24 年 9 月 23 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 

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 

DA2013-043 

福祉ネットワーク 

シリーズ  

いま、“言葉”を力に

① ろう重複障害者を

支える 

 人は言葉によって、人とコミュニケーションを取る。ろ

う重複障害を持つ方は、それが困難なために、孤立したり

引きこもるケースが多いと言われる。 

 どのような取り組みが求められているのか、支援を行う

名古屋の施設を取材した。  

29 

ＮＨＫ 町永俊雄／金沢貴之／森本拓磨 

平成 23 年 10 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-044 

福祉ネットワーク 

福祉用具の事故を 

どう防ぐ 

 障害者や高齢者をサポートする福祉用具。しかし、その

利用中の事故が多発している。 

 生活の助けとなる福祉用具で、なぜ事故が起きるのか。

安全に活用するために何が必要なのか。具体的な対応策や

事故を防ぐ新たな動きを探る。  

29 

ＮＨＫ 町永俊雄 

平成 24 年 1 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-045 

ハートネットＴＶ 

福マガ ７月号  

街コン潜入！ 

若者の結婚  

大人気！ 

手話ダンスグループ 

 １０００人あたりの結婚の数が、明治時代から調べて最

低の数値というデータがある。つまり結婚の割合が減って

いるのだ。若者の結婚に対する意識を徹底調査する。 

 他に、手話を取り入れたパフォーマンスグループの紹介、

さらに被災地に住む障害者の実態調査や性同一性障害の人

をめぐる新たな動きを紹介する。  

29 

ＮＨＫ ヒロシ／ＨＡＮＤ・ＳＩＧＮ 

平成 24 年 7 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 

DA2013-046 

ハートネットＴＶ 

後見人が足りない！ 

～鳥取発・成年後見 

制度の今～ 

 認知症など判断能力の衰えた高齢者本人に代わり、財産

管理などを行う成年後見人。最近、一人暮らしの高齢者が

増え、そのニーズも増加しているが、なり手が不足してい

る。 

番組では、「成年後見ネットワーク鳥取」に所属する寺垣弁

護士の活動に密着。成年後見人制度の今を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 寺垣琢生 

平成 24 年 8 月 28 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 

DC    歴史歴史歴史歴史 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

DC2013-001 

ＮＨＫスペシャル 

東京大空襲 

５８３枚の 

未公開写真 

 東京都文京区の民家で発見された大量のネガフィルム。

それは太平洋戦争末期の東京の空襲被害を撮影した貴重な

ものだった。軍の許可を得た報道カメラマンによって撮影

された写真の数々は、当時は軍の情報統制で世に出ること

はなかったのだ。克明に記録された空襲直後の東京の町の

様子。写真に写っていた人やその関係者を訪ね、当時のお

話を聞く。  

49 

ＮＨＫ  

平成 24 年 3 月 18 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 

DD2013-002 

プロフェッショナル 

仕事の流儀 

極限の宇宙 

コマンダーへの道 

宇宙飛行士 

若田光一 

 宇宙飛行士の若田光一さんは、日本人最多の３度の宇宙

飛行や、日本人初の宇宙ステーション長期滞在を経験した。

宇宙でのロボットアームの操縦では世界屈指の腕を持つス

ペシャリストだ。今回、国際宇宙ステーション船長の重責

を担うことになった若田さんの厳しい訓練の日々に密着す

る。  

48 

ＮＨＫ 若田光一 

平成 23 年 12 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-003 

プロフェッショナル 

仕事の流儀  

それでも、海を 

信じている  

カキ養殖 畠山重篤 

 宮城県気仙沼の畠山重篤さんはカキ養殖で全国に名をは

せる。単に養殖だけでなく、豊かな海をつくるため森の整

備をするなどユニークな活動の数々で知られる。畠山さん

のカキの質の高さは、本場フランスまでとどろくほどだ。

しかし東日本大震災で養殖場は壊滅。ふるさとは甚大な被

害を受けた。しかし畠山さんは復活に向けて立ち上がる。

震災直後からその復活までの姿を追う。  

48 

ＮＨＫ 畠山重篤 

平成 23 年 12 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 

DD2013-004 

プロフェッショナル 

 仕事の流儀  

一途一心、 

明日をつむぐ  

心臓外科医 天野篤 

 天皇陛下の冠動脈バイパス手術を担当した天野篤さん

は、腕ひとつで実績を築いた、たたき上げの人物だ。年間

４００件もの手術を行い、週に５日間は病院に泊まり込み、

食事の時間も削って患者を診る。成功率９８％の実績を支

えるのは、地道な作業の積み重ねだ。一途一心に患者に向

き合う天野さんに密着。  

48 

ＮＨＫ 天野篤 

平成 24 年 5 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-005 

プロフェッショナル 

仕事の流儀  

高倉健スペシャル 

 高倉健８１歳。日本を代表する俳優だが、その素顔はベ

ールに包まれている。「無口」「不器用」そんなイメージが

つきまとう高倉だが、実は話し好き。ロケ先では現地のフ

ァンに声をかけ、気さくに会話を楽しむ。６年ぶりに臨む

映画撮影の現場に密着しながら、飾らないその素顔と映画

にかける覚悟を追う。  

73 

ＮＨＫ 高倉健 

平成 24 年 9 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-006 

北の大地が育む 

少年たち  

～北海道家庭学校の

１年～ 

 北海道家庭学校は、全国に５８ある児童自立支援施設の

１つである。ここに来るのは、非行を繰り返したり、家庭

や社会でトラブルを起こした少年たち。寮長夫婦と共に暮

らし、社会復帰を目指す。 

 北の大地に抱かれて成長する少年たちを追った。  

29 

ＮＨＫ  

平成 24 年 3 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-007 

にっぽん紀行  

ひとりじゃない  

北海道新得高校  

それぞれの春 

 北海道新得町にある新得高校。町でただ１つの高校で、

全校生徒は約１００人。野球部とラグビー部の部員は、３

年生の片桐君と寺田君の１人ずつだけとなった。休部の危

機が迫るなか、２人は互いに支え合い、ひたすら練習を続

けていた。  

25 

ＮＨＫ  

平成 24 年 4 月 30 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 

DD2013-008 

ＮＨＫスペシャル 

釜石の“奇跡”  

いのちを守る 

特別授業 

 多数の犠牲者を出した東日本大震災。多くの悲劇の中、

釜石の奇跡と呼ばれる出来事があった。当時、釜石の小中

学生は３０００人。そのほとんどが自らの判断と行動で、

自分だけでなく周りの人々の命をも救ったのだ。小中学生

の彼らになぜそんなことができたのか。命を守るために、

何が大切なのかを考える。  

73 

ＮＨＫ 
国分太一／今井絵理子／熊田聖亜／サンドウィッチマン／

つるの剛士／堀ちえみ／本田望結／まえだまえだ 

平成 24 年 9 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

DD2013-014 

ＮＮＮ 

ドキュメント’１２ 

そして今日も 

うたを歌う 

 テノール歌手の本田武久さんは有効な治療法のないがん

と闘い続けている。歌手になるという夢をかなえたやさき、

本田さんを襲った病魔。全身への転移、足の切断…。限り

ある命と向き合いながら、歌い続ける本田さんの日々に密

着する。  

25 

秋田放送 本田武久 

平成 24 年 7 月 8 日 利用区分 B－3  



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 

EA2013-001 

ちょっと待って！ 

～原子力事故防災 

マニュアル～ 

 日本には多くの原子力施設がある。どこかで事故が起き

ればあなたも巻き込まれる可能性がある。事故の危険性と

事故が起きた時どうすればいいか、場面ごとに注意点を解

説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：野口岳史  

28 

茨城大学  

平成 17 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-002 

消費者トラブル 

啓発ＤＶＤ  

悪質業者の視点  

～次の狙いは 

あなたかも～ 

 閉めきった会場で日用品を無料や安価で配り得をした気

分にさせて興奮状態の中で高額商品を売りつける催眠商

法。 

 「確実に利益は出る。損はしません」と言葉巧みに勧誘

する利殖商法。 

 他に、振り込め詐欺の一種である還付金詐欺など、悪質

業者の詐欺に遭わないための注意点を解説する。  

24 

消費者庁  

平成 21 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-003 

消費者センスを 

身につけよう 

 身近に潜むさまざまな消費者トラブル。若者が陥りがち

なトラブル事例を２つ紹介する。 

 「商品を購入する時には－自転車を例に考えよう－」 少

しでも安く買いたいと思い、通販で自転車を買ったツトム

君だったが…。通信販売で注意すべきことを紹介する。 

 「携帯電話の落とし穴」 携帯電話のサイトには占いや

ゲームなど魅力的なサービスがいっぱい。でも無料だと思

ってうっかり登録すると、とんでもないことに…。携帯サ

イトの悪質業者の手口を紹介する。  

23 

消費者庁  

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 

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 

EA2013-004 

家庭用品等による中

毒事故を防ぐために 

 子どもの家庭内での中毒事故は、たくさん起こっている。

しかし、子どもの中毒事故は発生する状況を理解し対策を

行うことで防げる。 

 子どもの中毒事故がどのように起こっているのか。どう

すれば防げるのか事例を基に解説する。他に高齢者の中毒

事故を防ぐポイントも紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：高井洋  

28 

消費者庁  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-005 

もしあなたが 

消費者トラブルに 

あったら…  

～消費者センスを 

高めよう！～ 

 何でも買えるネットショッピングの世界。しかしネット

を活用するには守るべきルールがある。そして 危ない落と

し穴もある。高校生の２人が経験したネットショッピング

の落とし穴を紹介する。 

 他に、投資用教材ソフトを数多く売れば簡単に利益を得

られると誘われた大学生の経験を紹介する。 

  

23 

消費者庁  

平成 23 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-006 

ＪＡ共済 自転車 

交通安全教育ＤＶＤ 

事故・・・。 

それは突然に。 

 年々、自転車が歩行者を傷つける事故が急増している。

交通違反による事故と増え続ける加害事故。 

 自分だけは事故に遭わないと思う人が多い中、ふいに襲

ってくる事故の恐怖。どうすれば防げるのか、さまざまな

事例を基に解説する。  

26 

ＪＡ共済  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-007 

ＪＡ共済 小学生向け

交通安全教育ＤＶＤ 

１・２年生向け  

歩行編 

 歩行における交通ルールの基本を定着させるための教材

ＤＶＤ。 

 ルーとルが、小学１年生と２年生向けに、道路の歩行の

しかた、危険なことなどを、わかりやすく解説する。（字幕・

手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

20 

ＪＡ共済  

平成 24 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 

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 

EA2013-008 

ＪＡ共済 小学生向け

交通安全教育ＤＶＤ 

３・４年生向け  

自転車基本編 

 自転車の基本的な交通ルールを定着させるための教材Ｄ

ＶＤ。 

 ルーとルが、小学３年生４年生に、道路上で予測される

危険や自転車の安全な乗り方をわかりやすく解説する。（字

幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明  

22 

ＪＡ共済  

平成 24 年 利用区分 A－3 DVD 

EA2013-009 

ＪＡ共済 小学生向け

交通安全教育ＤＶＤ 

５・６年生向け  

自転車発展編 

 交通社会の一員として必要な、自転車の交通ルールを学

習する教材ＤＶＤ。 

 高学年向けにドラマや実写を交え、危険行為が招く悲惨

な事故や安全を守るための行動を伝える。（字幕・手話付き 

選択可能）手話表現者：森田明  

27 

ＪＡ共済  

平成 24 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 

EB2013-001 

あしたをつかめ  

平成若者仕事図鑑 

私だけの「美」を 

創り出せ！ 

ヘアメーキャップ 

アーティスト 

 モデルたちのヘアスタイルを決めるのがヘアメーキャッ

プアーティスト。確かなテクニックと幅広い知識、そして

豊かな発想で美の世界を創り出す。 

 しかしトップアーティストとして活躍できるのはほんの

一握り。厳しい競争に勝ち抜き実力を認められなければな

らない。 

 ヘアメーキャップアーティストの仕事を紹介する。  

24 

ＮＨＫ  

平成 23 年 4 月 14 日 利用区分 B－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 

EB2013-002 

あしたをつかめ  

平成若者仕事図鑑 

より多くの人に 

見てほしい 

ウェブデザイナー 

 いつでもどこでも私たちに情報を提供してくれるのがイ

ンターネット上のウェブサイト。現在、ウェブサイトの数

は全世界に１兆以上と言われる。 

 ウェブサイトを介して行われる経済活動は年々拡大し市

場規模は日本だけでも１０兆円に達する。 

 ウェブサイトを作るウェブデザイナーの仕事を紹介す

る。  

24 

ＮＨＫ  

平成 23 年 10 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2013-003 

シャキーン 

（平成２４年 

１０月１５日放送） 

 子どもたちを「シャキーン！」と目覚めさせ、楽しい１

日をスタートさせるための知的娯楽番組。雲の上のなぞの

秘密基地を舞台に、愉快な仲間といっしょに頭を使った楽

しいエクササイズやクイズなどを体験する。今回から、食

べ物についてのナオトの新コーナーも始まる。  

15 

ＮＨＫ 辻七音／兼崎杏優 

平成 24 年 10 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 

EB2013-004 

シャキーン 

（平成２４年 

１０月１６日放送） 

 今回は、北海道に飛んだナオトの「目クササイズ」から

番組が始まる。そのほかにも、「全問正解クイズ」やアニメ

など楽しいコーナーが盛りだくさんに紹介されている。  
15 

ＮＨＫ 辻七音／兼崎杏優 

平成 24 年 10 月 16 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 

FD2013-002 

少年ケニヤ 

 大林宣彦監督のアニメ映画。舞台は１９４１年のケニヤ。

貿易商の村上大助は息子のワタルを連れて奥地との最後の

取引に出かける。しかしそこで第二次世界大戦が勃発。２

人は生き別れになる。ワタルはマサイの酋長ゼガと出会い、

父親を捜す旅に出る。大林宣彦監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

110 

角川書店  

昭和 59 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-003 

釣りバカ日誌 

スペシャル 

 スーさんこと、鈴木建設社長・鈴木一之助のもとに、友 

人である銀座栄光堂の社長山内昭男が訪ねて来た。息子の

健吾が鈴木建設営業３課の佐々木課長の娘・志野に一目惚

れしたという。スーさんは見合い話をまとめようとするの

だが。森崎東監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

106 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／石田えり／富田靖子／加勢大周／

奈良岡朋子／田中邦衛／西村晃 

平成 7 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-004 

釣りバカ日誌８ 

 一之助は、亡き親友の娘で外科医の和美から大腸の検査

を受ける。一之助はそのお礼にと、和美を釣りに誘い、伝

助と伝助の釣りの弟子である省平とともに福島県いわき市

で釣りを楽しむ。最初は反発した省平と和美だが心惹かれ

合うようになり…。栗山富夫監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

107 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／室井滋／柄本明／奈

良岡朋子 

平成 8 年 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 

FD2013-005 

釣りバカ日誌９ 

 鈴木建設営業３課に新任部長が配属されてきた。それは、

なんとハマちゃんと同期の馬場だった。仕事一筋で出世し

てきた馬場だったが、家庭のほうでは妻と離婚し息子と二

人暮らし。親子関係もうまくいってなかった。そんな馬場

にも実は内心想う人がいたのだが…。栗山富夫監督作品。

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

115 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／小林稔侍／風吹ジュ

ン／奈良岡朋子 

平成 9 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-006 

釣りバカ日誌１０ 

 鈴木建設の社長スーさんは、仕事に追われる日々に嫌気

がさし、社長を辞めると宣言して会社を飛び出してしまう。

しかしハマちゃんにたしなめられ、ビル管理の会社に再就

職。そこで、鈴木建設に派遣されることになってしまう。

栗山富夫監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

111 

松竹 
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／金子賢／宝生舞／夏

八木勲 

平成 10 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-007 

一枚のハガキ 

 戦争末期に招集された中年兵１００人は、上官の引くく

じで赴任する戦地が決められた。フィリピンに行くことに

なり、生きて帰れないと悟った森川は、妻・友子からのハ

ガキを戦友の啓太に託す。終戦後、生き残った啓太はハガ

キを届けに行く。友子は家族４人を失い、独りで農業をし

て戦争を呪って生きていたが…。新藤兼人監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

115 

東映 
豊川悦司／大竹しのぶ／六平直政／柄本明／津川雅彦／倍

賞美津子／大地泰仁／大杉漣 

平成 23 年 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 

FD2013-008 

がんばっぺ  

フラガール！  

～フクシマに生きる。

彼女たちのいま～ 

 ２０１１年３月１１日、東日本大震災で発生した津波や

原発事故で大きな被害を受けた福島県いわき市。長い間、

東北のハワイとして親しまれてきたレジャー施設・スパリ

ゾートハワイアンズも再開が危ぶまれた。再開を目指して

頑張る従業員の姿や全国キャラバンを行ったフラガールた

ち、そしてサブリーダーの大森梨江さんの日常を織り交ぜ

ながら、震災半年後の再オープンまでの日々を追う。小林

正樹監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

103 

東映  

平成 23 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-010 

僕達急行  

Ａ列車で行こう 

 のぞみ地所に勤める小町と、父親が経営するコダマ鉄工

所で働く健太。２人の趣味は鉄道。いわゆる鉄道マニアだ。

ふとしたことで知り合った２人は意気投合。九州に転勤と

なった小町のもとへ、失恋した健太が訪ねてくる。そこで

も鉄道を愛する人物との意外な出会いがあり、それが思わ

ぬ展開に…。恋に仕事に鉄道に、すべてにマイペースな２

人の鉄道マニアの物語。森田芳光監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

118 

東映 
松山ケンイチ／瑛太／貫地谷しほり／ピエール瀧／村川絵

梨／松坂慶子／西岡徳馬 

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

FD2013-011 

苦役列車 

 中卒の貫多は日雇い労働でその日暮らしの生活を続けて

いた。性犯罪者を父に持つひけめから友人も恋人もいない。

そんな貫多の数少ない楽しみは読書と酒とソープランド。

職場で知り合った専門学校生の正二や、ひそかに想いを寄

せる康子と若者らしいひとときを過ごす貫多だったが…。

２０１１年芥川賞受賞作を映画化。２０１２年、映画芸術

日本映画ベストテン第１位。山下敦弘監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

114 

東映 
森山未來／高良健吾／前田敦子／マキタスポーツ／田口ト

モロヲ 

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 
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H    健康健康健康健康    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 

-013 

きょうの健康 
うつ病  

あなたに合った治療法 
 

軽症なら薬はより慎重に 

２０１２年、日本うつ病学会は、日本初のうつ病

治療に関するガイドラインを作成した。番組では、

ガイドラインの作成委員長を務めた防衛医科大学

校病院病院長の野村総一郎さんを迎え、うつ病治療

の最新情報をお伝えする。 

うつ病は、症状の重さ、年齢、もともとの性格傾

向などの要素で治療方法が微妙に異なってくる。大

切なのは患者ごとのうつ病のタイプを見極めた上

で、治療法を選んでいくことだという。 

第１回目は「軽症なら薬はより慎重に」。軽症の

うつ病にはカウンセリングなどの精神療法が効果

的だという。 

野村総一郎 

15 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年６月 17 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

HA2013 

-014 

きょうの健康 
うつ病  

あなたに合った治療法 
 

高齢者もあきらめないで 

第２回目は「高齢者もあきらめないで」。うつ病と

いうと働き盛りに多いイメージだが、実は高齢者に

も患者は多い。高齢者は、体の調子が悪くて憂鬱な

のは当たり前と周囲の人に思われて、病気が見逃さ

れることもある。また高齢者のうつ病では、認知症

との区別に注意することも大事だ。薬の服用に関す

る注意や、うつ病予防のために周囲の人にできるサ

ポートなどを紹介する。 

野村総一郎 

15 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年６月 18 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

HA2013 

-015 

きょうの健康 
うつ病  

あなたに合った治療法 
 

“現代型”どう向き合う？ 

第３回目は「現代型 どう向き合う？」。最近、急

増していると言われる現代型と呼ばれるうつ病。「き

ちょうめんでまじめ、自分を責めてしまう人がな

る。」という従来のうつ病のイメージとは異なり、「仕

事は無理だが自分の好きなことはできる。周りを責

める」という患者もいる。現代形うつ病に効果的と

いわれる認知行動療法や従来のうつ病治療との違い

などを紹介する。 

野村総一郎 

15 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年６月 19 日 利用区分 A－３－３－３－３ 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 

FD2013-012 

はやぶさ  

遥かなる帰還 

 ２００３年５月９日、小惑星探査機はやぶさが打ち上げ

られた。目的は３億キロ離れた小惑星イトカワへ行き、太

陽系の起源を探る手がかりとなる小石や砂を持ち帰るサン

プルリターンだった。しかしはやぶさの旅はトラブルの連

続。プロジェクトチームの面々は、度重なるトラブルを、

知恵と工夫で乗り越えていく。そしてついに２０１０年、

当初の予定を大幅に遅れて、はやぶさが地球に帰ってきた。

瀧本智行監督作品。 

（上映会使用の際は事前届出が必要です）  

137 

東映 渡辺謙／江口洋介／夏川結衣／吉岡秀隆／藤竜也／山崎努 

平成 24 年 利用区分 B－3 DVD 

 

 

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 

HA2013-002 

きょうの健康  

耳のトラブル解決法 

耳鳴りは早めに対処 

 外から耳に入ってくる音ではなく、耳の内部に原因があ

って「ジー」「ピー」などの不快な音が聞こえるのが耳鳴り。

耳鳴りは、「耳垢（じこう）の詰まり」「中耳炎」「加齢性難

聴」「突発性難聴」などの耳の病気のほか、聴神経にできた

腫ようなど病気で起こることもある。耳鳴りの対処につい

て、信州大学の岩崎聡先生に伺う。  

15 

ＮＨＫ 岩崎聡 

平成 24 年 2 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-003 

きょうの健康  

耳のトラブル解決法 

日常生活を守る 

難聴治療 

 成人になってから起こる難聴は、ＷＨＯの調査で日常生

活に支障を来す障害の１位とされている。音がよく聞こえ

なくなるとスムーズな会話が困難になり、コミュニケーシ

ョンがうまくいかなくなると、ストレスはさらに強まる。 

難聴の種類と治療について、信州大学の岩崎聡先生に伺う。 

15 

ＮＨＫ 岩崎聡 

平成 24 年 2 月 7 日 利用区分 B－3 DVD 



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 

HA2013-004 

きょうの健康  

耳のトラブル解決法 

自分にあった 

補聴器選び 

 現在使われている主な補聴器には「耳あな型」「耳掛け型」

「ポケット型」があり、目立ちにくいものやカラフルなも

のなどデザインも多い。 

 補聴器の選び方を信州大学の岩崎聡先生に伺う。  
15 

ＮＨＫ 岩崎聡 

平成 24 年 2 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-005 

きょうの健康  

薬の上手な 

つきあい方  

危険なのみ合わせ 

どう防ぐ？ 

 高齢者はかかっている病気が複数で、多くの種類の薬を

のんでいる人が多い。しかし薬にはのみ合わせがあり、食

品やほかの薬との組み合わせによっては、思わぬ副作用を

招くものもある。安全に複数の薬を管理するには、おくす

り手帳が便利だ。東京大学の澤田康文先生を迎えて、薬の

危険なのみ合わせやおくすり手帳の使い方について伺う。 

15 

ＮＨＫ 澤田康文 

平成 24 年 7 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2013-006 

きょうの健康  

薬の上手な 

つきあい方  

高齢者の副作用  

どう対処？ 

 高齢者はのんでいる薬の種類や量が多いため、副作用が

心配だ。副作用を起こした人の割合を調べると、年齢が上

がるほど割合が増えている。なぜ高齢者に薬の副作用が多

いのか。リスクが高まる高齢者特有の理由と、その対処方

法を専門家に伺う。講師は東京大学の澤田康文先生。  

15 

ＮＨＫ 澤田康文 

平成 24 年 7 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 



H    医療・健康医療・健康医療・健康医療・健康    Health 

HB    性・育児性・育児性・育児性・育児 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

HB2013-001 

すくすく子育て  

すくすく家族の 

防災対策 

 番組では、小さな子どもがいる家庭で必要となる防災グ

ッズについて紹介する。また地震などの災害時に子どもを

守る姿勢などを紹介。『私の子育て』では、アルピニストの

野口健さんの子育てを紹介。また『これも知りたい』では、

知らない人に子どもがあいさつするときについてアドバイ

スしている。  

29 

ＮＨＫ 照英／くわばたりえ／野口健 

平成 24 年 9 月 1 日 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 

JB2013-010 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１０ 怪しげな行動！

ジョンを尾行しろ 

 ジョンの様子が最近おかしい。やけにそわそわして１人

で朝から出かけている。実はタイガー・リリーに会いに行

っていたのだ。リリーから家に来るように誘われて大喜び

するジョンだが、カーリーたちは行くのを止める。リリー

のお父さんは悪魔で、リリーの家に行って帰った者はいな

いと言うのだ。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-011 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１１ 新兵器！ 

水陸両用シンデレラ

の馬車？ 

 ネバーランドの子どもたちは、おばあさんの顔を見たこ

とがない。そこでピーターパンは、フック船長の大事にし

ているお母さんの絵を盗んで持ってきた。大事な絵を盗ま

れたフック船長は、手下に絵を捜すように命令する。  24 

日本アニメーション  

 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 

JB2013-012 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１２ 海賊も逃げる？

マイケルの怖い話！ 

 ある雨の日。遊びに行けないピーターパンたちは、怖い

話をして悲鳴をあげたら負け、という遊びをすることに。

一番目のピーターパンのこわ～い冒険話に悲鳴をあげそう

になる子どもたち。そこへ海賊の手下がやって来て…。  
24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-013 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１３ 救出作戦開始！

ピーターパンを 

助けろ 

 フック船長のワナにかかってピーターパンが捕まってし

まった。何とか助けようとするウェンディたちは、フック

船長の苦手な時計ワニに目を付ける。ところがせっかくの

作戦も失敗。早く助けないと、ピーターパンが処刑されて

しまう。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-014 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１４ スノルム山の

悪魔とマイケルの 

勇気 

 ウェンディがかぜを引いた。熱が高くて苦しそうだ。で

も病気になったことのないネバーランドの子どもたちは、

かぜも薬も知らない。氷で熱を冷まそうと考えたマイケル

は、雪のあるスノルム山に行くことにする。だが、スノル

ム山には恐ろしい悪魔がいるのだった。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-015 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１５ フックを裏切

れ！海賊をやめた 

チェッコ 

 フック船長に日ごろの失敗を怒られて、処刑されそうに

なったチェッコ。危ないところをピーターパンに助けられ

て、「もう海賊は辞めてピーターパンの仲間になる」と言い

だす。カーリーたちはチェッコと仲よくなるが、ジョンだ

けはチェッコの様子を怪しいとにらんでいた。  

24 

日本アニメーション  

 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 

JB2013-016 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１６ ウェンディ 

怒る！ピーターパン

て大嫌い 

 白雪姫のようなドレスを着たいと言うウェンディのため

に、みんなでドレスを飾る花を摘みに行くことにした。と

ころが次の日、ピーターパンは約束を忘れて大トカゲを捕

まえに行ってしまった。カンカンに怒ったウェンディは家

を飛び出してしまう。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-017 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１７ ジョンが眠れ

ない！眠りの精を 

捕まえろ 

 ジョンが眠れなくなってしまった。ヒツジを何匹数えて

も効果がない。するとピーターパンが、眠りの精の歌声を

聞けばすぐに眠れると言いだす。だが、眠りの精はフック

船長が捕まえているのだという。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-018 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１８ 勇気を示せ 

トートルズ！ 

海賊の旗を奪え 

 みんなから、何をやっても失敗ばかりとばかにされてい

るトートルズ。とうとう遊びにも一緒に連れて行ってもら

えなくなってしまった。みんなを見返してやろうと、ウェ

ンディと一緒に海賊の旗を奪おうとするが…。  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-019 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

１９ フックの決意！

消えた海賊船の謎？ 

 いつもピーターパンにやられてばかりのフック船長がと

うとう本気になった。手下たちにピーターパンの隠れ家を

襲うように命令する。ピーターパンの留守に襲われた子ど

もたち。さあ、どうなる！？  
24 

日本アニメーション  

 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 

JB2013-020 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

２０ 絶体絶命！ 

ウェンディが 

霧の谷に消えた 

 みんなに大事にされるウェンディに焼きもちをやいてい

るティンク。そこへフック船長が「少しだけウェンディを

懲らしめよう」と言ってくる。ちょっぴりだけという言葉

に釣られて、ティンクはウェンディをおびき出す手伝いを

してしまう。  

24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 

JB2013-021 

世界名作劇場  

ピーターパンの冒険 

２１ ウェンディを

救え！命をかけた 

ティンク 

 フック船長のワナにはまってしまったピーターパン。ウ

ェンディも船長に捕まってしまった。絶体絶命のピーター

パンを救うために、ティンクが命をかける。そして子ども

たちも反撃に立ち上がった！  24 

日本アニメーション  

 利用区分 B－3 DVD 



V    芸能・娯楽芸能・娯楽芸能・娯楽芸能・娯楽    Variety 

VA    バラエティバラエティバラエティバラエティ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

VA2013-001 

名作ホスピタル  

記憶力×世界名作劇場

「南の虹のルーシー」 

 体を守るヒントはアニメの中にあった！？アニメの中

に、健康のヒントを探る「名作ホスピタル」。今回のテーマ

は「記憶力」。 

 世界中の名作物語の感動をアニメで伝える「世界名作劇

場」。その中の一作「南の虹のルーシー」の主人公ルーシー

は、勉強は苦手だけど動物のことに関してはすごい記憶力

の持ち主。番組では、人の名前を覚える達人を紹介。人の

名前を覚えるコツを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／柳原哲也 

平成 23 年 9 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 

VA2013-002 

名作ホスピタル  

思い出す× 

世界名作劇場 

「南の虹のルーシー」 

 「南の虹のルーシー」の主人公ルーシーは、事故により

記憶喪失になってしまう。ところが、あることがきっかけ

で記憶を取り戻すことに成功する。ルーシーが記憶を取り

戻した方法に、記憶の重要なヒントが隠されていた。記憶

の種類や、なくしたものを思い出すのに役立つ「行動思い

出し術」などを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／柳原哲也 

平成 23 年 9 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 

VA2013-003 

名作ホスピタル  

ニガテなもの× 

「おじゃる丸」 

 体を守るヒントを名作アニメの中から探る「名作ホスピ

タル」。今回のテーマは「にがてなもの」。「おじゃる丸」は、

千年の時を超えて現代にやって来た妖精のおじゃる丸のま

ったり生活を描いた癒し系アニメ。おじゃる丸が居候する

家の男の子・カズマは犬がにがて。誰にでもある「にがて

なもの」だが、「にがて」という気持ちには「恐怖感」が関

係しているという。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／立川志の吉 

平成 23 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 



V    芸能・娯楽芸能・娯楽芸能・娯楽芸能・娯楽    Variety 

VA    バラエティバラエティバラエティバラエティ 

分類番号 タイトル名 内容 分数 

VA2013-004 

名作ホスピタル  

ニガテ克服× 

「おじゃる丸」 

 「おじゃる丸」が居候する家の男の子・カズマは犬がに

がて。実はカズマの行動ににがてを克服できない原因、負

のスパイラルが隠されていた。そのスパイラルからの脱出

方法を学ぶ。また、出演者もにがて克服の治療を体当たり

で行う。  

15 

ＮＨＫ 中川翔子／増田英彦／立川志の吉 

平成 23 年 9 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 

VA2013-005 

ＦＮＳソフト工場 

教えよう。 

常識の非常識  

ご主人、それ 

間違ってます。 

 人間社会にあふれる常識には、間違ったものもたくさん

ある。人間たちの間違った思い込みを紹介する。 

「ウサギは本当にニンジンが好物？」「ネズミはみんなチー

ズが大好物？」「立ちくらみ」の正式名称は？「貧乏ゆすり

は悪い癖なの？」など。  

48 

山陰中央テレビ 石井正則／笑い飯／田代さやか 

平成 24 年 6 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

 



ＮＨＫ厚生文化事業団ＮＨＫ厚生文化事業団ＮＨＫ厚生文化事業団ＮＨＫ厚生文化事業団    2014 年３月番組目録年３月番組目録年３月番組目録年３月番組目録 

 

1 

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 

-019 

プロフェッショナル 
仕事の流儀 

希望のリハビリ、 
ともに闘い抜く 

リハビリ医 酒向正春 

 

 リハビリの現実は、決してなまやさしいものでは

ない。脳卒中による後遺症を抱えた患者の中には、

せん妄やうつ病など、精神的なダメージを負ってし

まうケースが少なからずあり、それがリハビリを難

しくする。しかしリハビリ医の酒向（さこう）は、

どんなに困難なケースでも、最後の最後まで粘り抜

く。リハビリには、患者の人生を取り戻すという大

切な役割があると、信じているからだ。（ＮＨＫ Ｈ

Ｐ参照） 

  

 

酒向正春 

48 

ＮＨＫ厚生文化事業団 

平成 25 年５月 13 日 利用区分 A－３－３－３－３ DVD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

聴覚障害者向け映像ライブラリー目録聴覚障害者向け映像ライブラリー目録聴覚障害者向け映像ライブラリー目録聴覚障害者向け映像ライブラリー目録 
 

平成平成平成平成 25 年度年度年度年度    厚生労働省委託厚生労働省委託厚生労働省委託厚生労働省委託事業事業事業事業    作品案内作品案内作品案内作品案内     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成平成平成平成 26 年年年年 3 月月月月 

 

社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人社会福祉法人    聴力障害者情報文化センター聴力障害者情報文化センター聴力障害者情報文化センター聴力障害者情報文化センター 

〒〒〒〒153－－－－0053    東京都目黒区五本木一丁目８番３号東京都目黒区五本木一丁目８番３号東京都目黒区五本木一丁目８番３号東京都目黒区五本木一丁目８番３号 

ＴＥＬ：０３－６８３３－５００１ＴＥＬ：０３－６８３３－５００１ＴＥＬ：０３－６８３３－５００１ＴＥＬ：０３－６８３３－５００１ 

ＦＡＸ：０３－６８３３－５０００ＦＡＸ：０３－６８３３－５０００ＦＡＸ：０３－６８３３－５０００ＦＡＸ：０３－６８３３－５０００ 

ｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰｾﾝﾀｰ HPHPHPHP    http://www.jyoubunhttp://www.jyoubunhttp://www.jyoubunhttp://www.jyoubun----center.or.jp/center.or.jp/center.or.jp/center.or.jp/    

    

    

    



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 

HA2013-016 

きょうの健康 

今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

ひざが痛みだしたら 

ひざに痛みを抱えている人は、年齢が高くなるにつれ

て増えていく。中高年のひざの関節疾患で多いのが変形

性ひざ関節症。ひざの痛みの仕組みについて、高知大学

講師の池内昌彦先生に伺う。 15 

 

ＮＨＫ 

 

池内昌彦 

平成 24 年 7 月 30 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2013-017 

きょうの健康 

今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

びっくり！運動の効果 

ひざの痛みの治療の柱は、運動療法、減量、薬物療法、

手術。なかでも運動療法の効果は大きく、ひざの痛みを

和らげる治療の基本となる。 

運動療法の「筋力の強化」「肥満の予防・改善」「鎮

痛効果」の３つの効果について専門家に伺う。 
15 

 

ＮＨＫ 

 

池内昌彦 

平成 24 年 7 月 31 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2013-018 

きょうの健康 

  今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

しつこい痛みも薬で解決 

ひざの痛みが強いために運動できない場合は、薬を用

いて痛みを取り除くことが必要だが、薬を用いるタイミ

ングは、痛みの程度によって少しずつ異なる。 

ひざの治療薬について専門家に伺う。 15 

 

ＮＨＫ 

 

池内昌彦 

平成 21 年 8 月 1 日 利用区分 Ｂ － ３ DVD 

HA2013-019 

きょうの健康 

今度こそ痛み解消！ 

ひざ徹底治療 

自分にあった手術で 

快適生活 

変形性ひざ関節症の治療では運動療法と減量が基本

で、痛みが強い場合は薬を用いる。 

しかし、こうした治療で痛みが改善しない場合は手術が

検討さる。 

ひざの手術について専門家に伺う。 
15 

     

ＮＨＫ 

平成 24 年 8 月 2 日 

 

池内昌彦 

利用区分 Ｂ － ３ DVD 



X    手話手話手話手話    

XD    記録・報道記録・報道記録・報道記録・報道    

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

XD2013-001 

東日本大震災 

～被災聴覚障害者支援

（岩手・宮城・福島）～ 

 

 ２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災で

は、多くの聴覚障害者の方々や、そのご家族も被災

した。 

 被災した聴覚障害者の方々の体験と、岩手県聴

覚障害者協会、福島県聴覚障害者協会、宮城県ろう

あ協会、救援中央本部の支援活動について伺う。 105 

 

聴力障害者 

情報文化センター 

 また、震災をきっかけに各地で行われている防災の

取り組み例を幾つか紹介する。 

 

那須英彰 

平成 25 年度 利用区分 Ａ － ３ DVD 

 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 



 

ＦＦＦＦ    映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ映画・ドラマ    

ＦＤＦＤＦＤＦＤ    映画・ドラマ（映画）映画・ドラマ（映画）映画・ドラマ（映画）映画・ドラマ（映画） 

分類番号 タイトル名 内    容 分数 

FD2013-015 

 

 

 

 

花のお江戸の 

釣りバカ日誌 

時は江戸末期。世の中が大きく変わりゆく時代に、

毎日釣りばかりしている男がいた。その男・浜崎伝

助は長屋で浪人暮らしの身。世の中は不景気真っ盛

りで、仕官の口はなかなか見つからない。そんなあ

る晩、隅田川に釣りへ出掛けた伝助は、鈴木一之助

という老人と知り合い、意気投合する。実は一之助

は庄内藩の江戸家老だった。 
118 

  

松竹 

平成 10 年 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

 

西田敏行／三國連太郎／黒木瞳／酒井法子／市川團

十郎 

 
利用区分 Ｂ－ ３ DVD 

FD2013-016 

 

 

 

 

 

眠狂四郎 殺法帖 

加賀宰相斉泰は、豪商・銭屋五兵衛と組んで密貿

易をして巨富を得ていたが、公儀に発覚するのを恐

れて銭屋を殺害した。銭屋に恩義を被った陳孫は、

復讐のために狂四郎に見方になってくれと求める。

一方、斉泰は奥女中の千佐を間者に仕立て、狂四郎

のもとに送り込んでいた。加賀藩の存亡を握る品を

忍ばせた碧玉の仏像をめぐり、陳孫、伊賀忍者、狂

四郎が火花を散らす。 

81 

 

角川書店 

昭和 38 年 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

 

市川雷蔵／中村玉緒／若山富三郎／小林勝彦／高見

周一／扇町景子／沢村宗之助 

 
利用区分 Ｂ － ３ DVD 

    

    



 
1/1 

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 

CB2013-013 

前川清の笑顔まんてん 

 タビ好キ＃４５  

福岡・北九州市合馬 

今回の旅は北九州市小倉南区合馬（おうま）をぶらり。 

合馬といえば「たけのこ」の産地として全国にも有名。

春の香りを求めて、「たけのこ」を探そうとする前川清とＷ

エンジン・えとう窓口の二人。だが今季の合馬は「たけの

こ」の裏年。果たして二人は春の香り「たけのこ」に出会

えるのか。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

前川清／えとう窓口 

46 

九州朝日放送 

平成２５年２月２４日 利用区分 B－ ３ DVD 

CB2013-014 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ＃５１  

福岡・柳川市 

今回の旅のキーワードは、福岡・柳川市をぶらり旅。相

撲の奉納などでも有名な柳川市の三柱（みはしら）神社

で前川清とＷエンジン・えとう窓口の二人がおみくじをひ

いていると、お社の奥に甲冑（かっちゅう）のレプリカを発

見。特別に前川さんが着せてもらうことに！ 

そのほか二人は名物の川下りで若い船頭さんのスゴ技

を披露してもらったり、町歩きも楽しむ。 

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

前川清／えとう窓口 

46 

九州朝日放送 

平成２５年４月７日 利用区分 B－ ３ DVD 

 


