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る が表現力豊 登場人物を演じ分け 「富くじ を演じ

Ｃ　趣味・教養
分類番号 タイトル 内容

CE2006-001

趣味講座
楽しいウォーキング（手話
ビデオ・字幕つき）VHS版

生活習慣病やメタボリック症候群の予防には、運動週間が
とても大切です。健康のために皆さんもウォーキングを始
めませんか？ウォーキングの基本や効果的な方法、長続き
の工夫について、筑波技術大学及川力教授が手話で分かり
やすく解説します。「ことばから学ぼう（解説編）」は健
康に関する用語を土谷道子さんが手話解説します。
及川力／橋本有紀／土谷道子

Ｄ　記録・報道
分類番号 タイトル 内容

DA2006-011

ろうを生きる　難聴を生き
る
"障害者権利条約と手話”

国連で開催された「障害者権利条約」の中に、手話がもっ
と普及するための規約を盛り込もうと、各国の聴覚障害者
が運動を進めている。条約制定に向けた最新状況と、手話
の更なる普及のためには何が必要か、高田英一氏にお話を
伺う。
高田英一／小椋英子

DA2006-012

ろうを生きる　難聴を生き
る
手話落語～向山秀代さん～

数少ない女性の手話落語家・向山秀代さん。向山秀代さん
が表現力豊に 登場人物を演じ分け 「富くじ を演じに、 、 」
る。

DC2006-004

壁を拓く、社会を開く
－昭和30年～40年代のろう
あ運動－（手話ビデオ・字
幕つき）ＶＨＳ

　昭和30年代から40年代にかけて起こった聴覚障害者の
社会的な出来事。その出来事に関わった当事者が、当時を
振り返って証言する。将監するのは「手話サークルみみず
く設立」について持田隆彦氏、「京都ろう学校授業拒否」
について大矢暹氏、「運転免許裁判」について樋下光夫氏
と支援者を代表して河合洋祐氏。
野澤克哉／持田隆彦／大矢暹／樋下光夫／河合洋祐

DD2006-005

情熱大陸
花屋　東信（あずま　まこ
と）

銀座にある東信の店はただ真っ白い空間が広がるだけで、
花が一厘もないのが特徴。それは客から注文を受けて初め
て市場に買い付けに行くという「日本初のオートクチュー
ルの花屋」だからだ。これまでの花のイロハや華道を習っ
たこともなかった彼が、これほどまでに花への真剣な思い
を抱かせた出会いとは何か。また、世界注目のパリのセレ
クトショップ「コレット」店内の装飾全てを任された彼は
どう演出するのか。
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分類番号 タイトル 内容

EA2006-001

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とコミュニケー
ションについて理解を広げるた
めに～
第１巻　聴覚障害とは何か

聴覚障害とはどのような障害なのかを３つの内容で説明す
る。１．聴覚障害者と日本語：聴覚障害者は音声言語であ
る日本語をどのように獲得するのか。ろう学校などの文章
教室の様子を見る。２．難聴者のきこえ方：補聴器を使え
ば聞こえるようになるのか。難聴者が実際に聞いている音
声を通して説明する。３．中途失聴者とは：人生の半ばで
聴覚に障害をもった人たちの話を聞く。聴覚障害者だから
と言って必ずしも手話ができるわけではない。

EA2006-002

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とコミュニケー
ションについて理解を広げるた
めに～
第２巻　聞こえない人と話
てみよう

聴覚障害者と健聴者がともに暮らしていける社会について
考える。１．共に学ぶ：群馬大学教育学部の障害学生支援
室を紹介する。聴覚障害の学生に手話通訳やパソコン要約
筆記などで情報保障が行われている。２．共に働く：リ
コー・ヒューマン・クリエイツ株式議者で働くろう者と手
話活動支援グループを紹介する。３．地域で共に生きる：
阪神淡路大震災の経験をしたろう者の話を通じて、地域で
暮らす聴覚障害者のサポートを考える。

EA2006-003

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とコミュニケー
ションについて理解を広げるた
めに～
第３巻　共に生きる社会を
作ろう

聞こえる人ができることは何だろうか。聴覚障害者とコ
ミュニケ０ションについて考える。１．チャレンジ！コ
ミュニケーション：聴覚に障害を持った人たちと話をする
際の注意点などを補聴器を利用する難著者から学ぶ。２・
チャレンジ！手話：手話とはどのような言語なのか、例文
をまじえながら、手話を使うろう者から学ぶ。をまじえながら、手話を使うろう者から学ぶ。

EA2006-004

みんな社会に生きている
～聴覚障害者とコミュニケー
ションについて理解を広げるた
めに～
ＤＶＤ版（第１巻から３巻
までと同内容を収録）

シリーズ第１巻から第３巻までをＤＶＤに納めたもの。
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Ｆ　映画・ドラマ
分類番号 タイトル 内容

FC2006-013

ドラマコンプレックス
戦国自衛隊　関ヶ原の戦い
第１部「さらば、友よ」

伊庭明義と嶋村卓也が率いる陸上自衛隊の26名が演習中に
突然消えた。彼らは400年前の関ヶ原の直前にタイムス
リップしてしまったのだ。やがて家康の戦術に翻弄された
伊庭たちは、自分たちの意思とは反対に戦いに巻き込まれ
ていくことに・・・。
反町隆史／渡部篤郎／藤原竜也ほか

FC2006-014

ドラマコンプレックス
戦国自衛隊　関ヶ原の戦い
第２部「愛する者のため
に」

戦国の戦いに巻き込まれながらも人の命を守り貫こうとす
る伊庭。戦国の世を生き抜こうと、、自らを戦乱に投じる
嶋村。隊員たちは「人のために生き、死ぬのか？」「そし
て守るべきものとは何なのか？」という普遍的なテーマを
問いかけながら生きる。
反町隆史／渡部篤郎／藤原竜也ほか

FC2006-015

時代劇特別企画
鬼平犯科帳スペシャル
山吹屋お勝

盗賊改めの御頭　長谷川平蔵のところへ、いとこの仙右衛
門が尋ねてきた。茶屋「山吹屋」の女中・お勝を嫁に迎え
たいという。年が二十歳も離れたお勝との縁談に、息子た
ちは難色を示す。お勝の人柄を見定めようと平蔵は山吹屋
へ行ったが、お勝の態度に疑問を持つ。密偵の利八に素性
を探るように命じた。
中村吉右衛門／多岐川裕美／渥美としのり／床嶋佳子／吉
田栄作

FD2006-006

博士の愛した数式 事故で自らの記憶を失い、大学の研究所の職も追われた天
才数学博士。今や80分しか記憶をとどめることができない
ため隠棲している。彼のところに通うようになった若いシ
ングルマザーの家政婦とその息子のやり取りを通して、生
きることのすばらしさをしみじみと描いた作品。
【制作・寄贈元　住友商事】
寺尾聰／深津絵里／齋藤隆成／吉岡秀隆／浅丘ルリ子ほか

FD2006-007

子ぎつねヘレン 東京から来た少年・太一は、一匹の子ぎつねに出会う。目
と耳が不自由な子ぎつねは、ヘレンと名付けられた・獣医
の矢島たちに見守られながら、命を精一杯生き、やがて太
一にだけは信頼と友情を示すようになるのだが・・・
大沢たかお／松雪泰子／深澤嵐／小林涼子ほか

FD2006-008

評議
－裁判員制度広報用映画－

親友に婚約者を奪われそうになった男が、ナイフで親友に
ケガを負わせた。この事件で男は殺人未遂罪で起訴され
た。裁判を担当することになった裁判員は、町工場を経営
する者、サラリーマン、主婦などの６名と３名の裁判官
だった。男には殺意があったのかなかったのか、裁判員の
評議の模様を描く。
中村俊介／大河内奈々子／榎木孝明／小林稔侍／藤田弓子
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きょう 健康 Ｑ＆ 耳 ゲ トに麻木久仁子さんを迎かえ、加齢 もに高 音か

HA　医療・健康
分類番号 タイトル 内容

HA2006-008

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？
中耳炎

子供によく見られる中耳炎。中耳炎には急性中耳炎、滲出
性中耳炎、慢性中耳炎などの種類があり、それぞれの症状
や治療方法を慶應義塾大学の小川郁先生が解説する。

HA2006-009

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？
突発性難聴

何の前触れもなく耳が聞こえにくくなる「突発性難聴」。
明確な原因は分かっていないが、治療を受けるのが早けれ
ば早いほど聴力を維持できることが多い。突発性難聴の症
状や治療方法を慶應義塾大学の小川郁先生が解説する。

HA2006-010

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？
老人性難聴と補聴器

加齢に伴い聴力が衰えるのは避けられない。老人性難聴の
仕組みと、聴力を補うための補聴器の種類や選び方、使い
方の注意点などを慶應義塾大学の小川郁先生が解説する。

HA2006-011

きょうの健康
耳の悩みはありませんか？
耳鳴り

周囲で音がしていないのに耳の中で不快な音が聞こえる
「耳鳴り」。耳鳴りを完全に消すことは難しいが、耳鳴り
の音を精神的に和らげる方法がある。薬を用いた治療や、
それ以外の方法などを慶應義塾大学の小川郁先生が解説す
る。

HA2006-012

きょうの健康　Ｑ＆Ａ　耳
の悩みはありませんか？

ゲストに麻木久仁子さんを迎かえ、加齢とともに高い音か
ら聞こえにくくなる耳の構造を解説する。また、視聴者か
ら寄せられたさまざまな耳の悩みについて、慶應義塾大学
の小川郁先生が答える。
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た 緒に1枚

Ｊ　子ども物・アニメ
分類番号 タイトル 内容

JB2006-016

世界名作劇場
「家なき子　レミ」１
悲しい誕生日（DVD版）

主人公のレミは、貧しいけれど、お母さんと妹と３人で仲
良く暮らしていました。お父さんはずっと前からパリに出
稼ぎに行っています。お父さんさえ帰ってくれば、家族は
とても幸せなはずでした。ところがお父さんがパリで大ケ
ガをし、働けなくなって村に帰ってきました。そして、信
じられないことを言ったのです。
※この作品はJB2006-17とJB2006-18と一緒に1枚の
DVDに収録されています。

JB2006-017

世界名作劇場
「家なき子　レミ」２
さよならお母さん（DVD
版）

すべてを知ったレミは、少しでも家の助けになればと働き
に出ようと決心します。それを知った父親のジェローム
は、レミを売り飛ばそうと、村に来ていたポリネールに相
談を持ちかけました。ポリネールは、人買いの仕事をする
男で、ジェロームに金をわたし、レミを納屋に閉じ込めて
しまいました。
※この作品はJB2006-16とJB2006-18と一緒に1枚の
DVDに収録されています。

JB2006-018

世界名作劇場
「家なき子　レミ」３
ヴィタリス一座（DVD版）

レミとヴィタリス一座との旅が始まります。一緒に旅をす
るわけですから、何もしないわけにいきません。「働かな
い物にはパンは与えない」、それがヴィタリスさんのやり
方でした。レミは一座の役者として、セリフをいっしょけ
んめい練習します。そして一座はユセルの町に到着しまし
た ※この作品はJB2006 16とJB2006 17と 緒に1枚。※この作品はJB2006-16とJB2006-17と一
のDVDに収録されています。

JB2006-019

世界名作劇場
名犬ラッシー　１
ひとりじゃない（DVD版）

主人公のジョンは、１人っ子でちょっぷりあまえんぼうの
男の子です。お母さんが看護師をしているので、１人で過
ごすことの多い子どもです。ある日、ジョンは友達のコリ
ンを手伝って村はずれに届け物をした際、子犬を拾いま
す。その犬はまだ赤ちゃんで元気がなく、ジョンは大あわ
てで世話をします。
この作品はJB2006-020とJB2006-021と一緒にDVDに1
枚に収録されています。

JB2006-020

世界名作劇場
名犬ラッシー　２
大さわぎの留守番（DVD
版）

次の日、ジョンは拾ってきた子犬を家に置いて学校に出か
けました。ジョンが出かけてしばらくすると、子犬は入れ
られた箱から出て家の中を歩き回り、家の中はめちゃく
ちゃにされてしまいます。そこへ、徹夜明けのお母さんが
帰宅し、子犬は見つかってしまいます。
この作品はJB2006-019とJB2006-021と一緒にDVDに1
枚に収録されています。

JB2006-021

世界名作劇場
名犬ラッシー　３
さよならラッシー（DVD
版）

子犬のことがかわいくてしかたのないジョンは、子犬をお
母さん犬に会わせるため、元の飼い主を探し始めます。そ
して、子犬を拾った場所近くの川で、子犬の首輪の落ちて
いるボートを発見します。首輪にはラッシーと書かれてい
ました。ジョンが「ラッシー」と呼ぶと子犬は返事をしま
す。ジョンはラッシーが川の上流からボートに乗って流れ
て着いたと考え、川をさかのぼることにしました。この作
品はJB2006-019とJB2006-020と一緒にDVDに1枚に収
録されています。
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分類番号 タイトル 内容

JC2006-001

手話かみしばい
「ジャックと豆の木・はだ
かの王様」
（手話ビデオ・VHS版字幕
付き）

だれもが知っているイギリスの民話「ジャックと豆の木」
とアンデルセンが書いた「はだかの王様」。「ジャックと
豆の木」が、ジャックが大切な牛を取りかえた魔法の豆
が、ぐんぐん伸びて雲の上の大男の城へ。「はだかの王
様」はバカな人には見えない洋服を着て王様が町を歩く。
その様子を野崎誠さんと内田園子さんが表現豊に手話で語
る。

ＸＣ　趣味・教養
分類番号 タイトル 内容

XC2006-001

趣味講座　楽しいウォーキ
ング（手話ビデオ・DVD
版）

生活習慣病やメタボリック症候群の予防には、運動習慣が
とても大切です。健康のために皆さんもウォーキングを始
めませんか？ウォーキングの基本や効果的な方法、長続き
の工夫について、筑波技術大学及川力教授が手話で分かり
やすく解説します。
「ことばから学ぼう（解説編）」は健康に関する用語を土
谷道子さんが手話か解説します。

ＸＤ　障害関係・歴史
分類番号 タイトル 内容

XD2006-001

壁を拓く、社会を開く－昭
和30年～40年代のろうあ運
動－（手話ビデオ・DVD
版）

昭和30年代から40年代にかけて起こった聴覚障害者の社
会的な出来事。その出来事に関わった当事者が、当時を振
り返り証言する。証言するのは「手話サークルみみずく設
立」について持田隆彦氏、「京都ろう学校授業拒否」につ
いては大矢暹氏、「運転免許裁判」については樋下光夫氏
と支援者を代表して河合洋祐氏。
野澤克哉／持田隆彦／大矢暹／樋下光夫／河合洋祐

XE　教育・教材
分類番号 タイトル 内容

XE2006-001

自然災害を知り備える－平
成の災害史－（手話ビデ
オ・DVD版）

有珠山の噴火、雲仙普賢岳の大火砕流、奥尻島の地震によ
る大津波、阪神淡路大震災、91年の19号台風・・・等。
平成に入ってから日本列島を直撃した自然災害の様子を映
像で振り返りながら尊い命や財産を守る対策を考える。日
本損害保険協会制作作品。手話ワイプ入り。



ＸＪ　子ども物・アニメ
分類番号 タイトル 内容

XJ2006-001

手話かみしばい
「ジャックと豆の木・はだ
かの王様」
（手話ビデオ・DVD版字幕
付き）

だれもが知っているイギリスの民話「ジャックと豆の木」
とアンデルセンが書いた「はだかの王様」。「ジャックと
豆の木」が、ジャックが大切な牛を取りかえた魔法の豆
が、ぐんぐん伸びて雲の上の大男の城へ。「はだかの王
様」はバカな人には見えない洋服を着て王様が町を歩く。
その様子を野崎誠さんと内田園子さんが表現豊に手話で語
る。
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