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NHK 厚生文化事業団 

ZF  手話学習用 手話表現 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-001 

～003 

 

聴障協管理 

№190733 

 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１４回  

可能／必要の表現 

 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「できる」「大丈夫」「できない」「難

しい」「跳べる」「跳べない」「厳しい」「簡単」  

○学習ステップ２「必要ない」「行くべき」「大切」「判

断」「決める」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

 

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 7 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１５回  

～する／～されるの表現 

 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「見る」「見られる」「あげる」「もら

う」「怒る」「怒られる」 

○学習ステップ２「頼む」「頼まれる」「断る」「断られ

る」「助ける」「助けられる」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部１」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 14 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１６回  

比較の表現 

 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「比較する表現」「こちらのほうがよ

い」「どちらでもよい」「良い」「悪い」 

○学習ステップ２「同じ」「違う」「変わる」「相変わら

ず」「間違い」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真部２」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 21 日 利用区分 A－3 DVD 
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分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-004 

～006 

 

聴障協管理 

№190734 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１７回  

強い／弱いに 

関する表現 

 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「弱い」「普通」「まあまあ」「最高／

最低」「緊張する」 

○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまらない」「将

棋」 

○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほう」 

○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん ダンス１」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 7 月 28 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１８回  

学校生活に関する表現 

 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「大学」「高校」「中学校」「小学校」

「勉強」「寂しい」 

○学習ステップ２「放課後」「テスト」「受験」「暇」 

○手話で語る絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん ダンス２」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 4 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第１９回 

買い物の表現 

 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「買う」「売る」「買い物」「値上げ」

「バーゲン」「“他”と“以降”」 

○学習ステップ２「商売」「商店街」「デパート」「付い

ていく」「会う／ばったり会う／すれ違う」 

○手話で語る絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』

練習の様子 大橋ひろえさん 金子真美さん 西田夏

奈子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 11 日 利用区分 A－3 DVD 
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分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-007 

～009 

 

聴障協管理 

№190735 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２０回  

健康／医療の表現 

 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「病気」「かぜ」「診断を受ける」「薬」 

○学習ステップ２「入院」「退院」「医師」「病院」 

○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴いた、あの夏』

千葉での公演の様子」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 18 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２１回  

旅行に関する表現 

 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「電車」「バス」「車」「船」 

○学習ステップ２「旅館」「ホテル」「地図」「案内」 

○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」 

○しゅわしゅわワールド「早瀬憲太郎監督作品 映画

『生命のことづけ』」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 8 月 25 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２２回  

仕事に関する表現 

 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「会社員」「公務員」「理髪店」「料理

人」 

○学習ステップ２「契約」「残業」「アルバイト」「出張」 

○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観

音様』前編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 1 日 利用区分 A－3 DVD 
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分類番号 タイトル名 内  容 分数 

ZF2015-010 

～011 

 

聴障協管理 

№190736 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２３回  

スポーツに関する表現 

 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「野球」「サッカー」「バレーボール」 

○学習ステップ２「練習」「トレーニング」「準備体操」

「運動不足」 

○しゅわしゅわワールド「民話の手話語り『こまもり観

音様』後編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 8 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２４回  

レジャーに関する表現 

 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｢動物園」「水族館」「博物館」「美術館」 

○学習ステップ２「ハイキング」「海水浴」「スキー」 

○しゅわしゅわワールド「手話通訳学科のある専門学校 

世田谷福祉専門学校 高島良宏さん 飯泉菜穂子さん」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 15 日 利用区分 A－3 DVD 

ZF2015-012 

～013 

 

聴障協管理 

№190737 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２５回  

いろいろな行事の表現 

 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「節分」「クリスマス」「お盆」 

○学習ステップ２「入学式」「卒業式」「入社式」 

○しゅわしゅわワールド「手話サークルが開く子ども手

話体験教室 手話サークルすみだ」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 A－3 DVD 

 

ＮＨＫみんなの手話 

第２６回  

手話で話しかけられたら 

 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。 

○場所を尋ねられた時の練習 ○値段を尋ねられた時

の練習 ○食堂での会話練習 ○ホテルのフロントで

の会話練習 ○電車の中での会話練習 

○手話で語る絵本「おつきさまこんばんは」 

○ＨＡＮＤＳＩＧＮ「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」  

25 

ＮＨＫ厚生文化事業団 早瀬憲太郎／貴田みどり 

平成 25 年 9 月 29 日 利用区分 A－3 DVD 
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H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

HA2015-010 

 

聴障協管理 

№190738 

 

きょうの健康  

耳・鼻・のどの病気 

最新情報  

子どもの難聴 

 日本では１，０００人に１人の割合で難聴の赤ちゃ

んが生まれている。日本耳鼻咽喉科学会の福島邦博専

門医の話では、先天性難聴の半分は遺伝子によるもの

が原因、残りは感染症や妊娠中のトラブルが原因だと

いう。最近では新生児スクリーニングで早期に難聴を

発見し療育すれば、コミュニケーション能力を得るこ

とができるようになった。また最近利用者が増えてい

る人工内耳について、実際に手術を受けた６歳の子ど

もの例を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 福島邦博／浜中博久／久田直子 

平成 27 年 1 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-011 

 

聴障協管理 

№190739 

 

きょうの健康  

耳・鼻・のどの病気 

最新情報  

高齢者の難聴 

 高齢者に多い、老化によって起こる加齢性難聴。加

齢性難聴は、小さい音が聞きづらくなるほか、高い音

から聞き取りにくくなっていくことが特徴だ。会話が

聞こえづらくなることから、周囲の人とのコミュニケ

ーションが減り、認知症のきっかけになることもある。

高齢者が聞こえづらくなったら、早めに専門医を受診

することが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 福島邦博／浜中博久／久田直子 

平成 27 年 1 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 

HA2015-012 

 

聴障協管理 

№190740 

 

きょうの健康  

大人の中耳炎と難聴 

 子どもだけでなく大人にも多い中耳炎は、痛くない

からと放置しておくと難聴になる恐れがある。高齢者

が、老化による難聴と思って放置しておき、炎症が内

耳にまで波及して失聴する例もあるという。６０歳代

から多くなる滲出性中耳炎は、薬で治療してもよくな

らない場合は、鼓膜チューブを入れる手術で改善する

こともある。回復が困難な難聴に進行する中耳炎には、

慢性中耳炎、真珠腫性中耳炎、好酸球性中耳炎などが

あるが、いずれも聞こえづらくなったらまず受診する

ことが大切だ。  

15 

ＮＨＫ 小川郁／桜井洋子 

平成 27 年 9 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 
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分類番号 タイトル名 内  容 分数 

HA2015-013 

 

聴障協管理 

№190741 

 

チョイス＠病気に 

なったとき  

耳鳴りのチョイス 

 耳鳴りに悩んでいる人は多いが、その原因はさまざ

まだ。番組では、「難聴からくる耳鳴り」「失聴にもつ

ながる突発性難聴による耳鳴り」「聴神経腫瘍からくる

耳鳴り」「ストレスからくる耳鳴り」の４つを取り上げ、

それぞれの事例で選ばれた治療の「チョイス」につい

て解説する。 

 スタジオにＪＣＨＯ東京新宿メディカルセンターの

石井正則さんを迎えて、詳しい解説を伺う。  

 

44 

ＮＨＫ 石井正則 

平成 27 年 6 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 
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X 手話 

XE 教育・教材 
 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XE2015-001 

 

聴障協管理 

№190742 

 

知ることから 

始めましょう  

～聴覚障害・盲ろう

の基礎～ 

 ２０１６年４月に施行される障害者差別解消法で

は、障害を理由とした差別を解消するために合理的配

慮が求められている。 

 「聴覚障害・盲ろうとはどんな障害か」「何に不便を

感じるのか」「必要な支援、配慮は何か」ということを

当事者の経験から学ぶとともに、聴覚障害・盲ろうに

ついて基礎的な知識を学ぶ。  

 

50 

聴力障害者 

情報文化センター 

五十嵐由美子／前田晃秀／藤鹿一之／森せい子 

平成 27 年 利用区分 A－3 DVD 

 

 

XJ 子ども物・アニメ 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

XJ2015-001 

 

聴障協管理 

№190743 

 

手話かみしばい 

「うらしまたろう・

三枚のおふだ」 

 有名な日本のむかしばなしを、魅力的な手話語りと

美しいイラストで送る。 

 「うらしまたろう」浜で子どもたちにいじめられて

いた亀を助けたうらしまたろう。たろうは亀につれら

れて、海の底の竜宮城へ行き楽しい日々を送るが…。 

  

「三枚のおふだ」山にクリ拾いに行った小僧さん。

ところが山にはこわ～い鬼ばばが暮らしていた。和尚

さんからもらった三枚のおふだを使って、うまく鬼ば

ばから逃げられるか？ 

 手話語り：那須英彰  

33 

聴力障害者 

情報文化センター 

 

平成 27 年 利用区分 A－3 DVD 
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C 趣味・教養  Culture 
 

CB 風土記・旅 

 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

CB2015-002 

～003 

 

聴障協管理 

№190744 

 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ ＃７５ 

北九州市若松区  

１００年続いた 

シブすぎる銭湯 

 今回旅する場所は筑豊炭田の積み出し基地だった

北九州市若松区。タビのキーワードは「１００年続い

たシブすぎる銭湯」。昭和の情緒が多く残っている若

松区には今でもマキで焚くという１００年続く銭湯

「鶴の湯」がある。鶴の湯の５代目オーナーのヒサ子

さんは陽気で愉快な名物お母さん。 

 素敵な風情の数々に懐かしさを感じる若松区を旅

する。  

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

46 

九州朝日放送 前川清／Ｗエンジン・えとう窓口 

平成 25 年 9 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 

 

前川清の笑顔まんてん 

タビ好キ ＃８３  

北九州市 

八幡西区・木屋瀬  

若くて強い女性たち 

 今回は北九州市八幡西区木屋瀬の古い通りを旅す

る。まず歩き始めてすぐに目にしたのは四代続く老舗

の麹屋。蒸しあがった麦をほおばりながら、独自の麹

菌を守るご主人の苦労話を伺う。続いて立ち寄ったの

はこちらも１００年以上続くという老舗の酒屋。この

酒屋には、一升の十倍もある一斗の酒瓶があるとい

う。 

 前川清とえとう窓口が人々と触れ合いながら北九

州市八幡西区を旅する。  

【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】 

46 

九州朝日放送 前川清／Ｗエンジン・えとう窓口 

平成 25 年 12 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 

  



- 9 - 

 

C 趣味・教養  Culture 

CC 生活情報 

 

分類番号 タイトル名 内  容 分数 

CC2015-001 

 

聴障協管理 

№190745 

 

私はだまされない！？ 

～悪質商法の被害を 

防ぐ鉄則集～ 

 高齢期を迎えたばかりで、まだまだ元気で判断力の

ある３人は、悪質商法に対して「私は、だまされな

い！」と自信満々。しかし、お金や孤独、住まいへの

不安を巧みに狙われ悪質商法の被害にあってしまう。 

 悪質商法の被害にあわないための鉄則を伝え、消費

者被害の未然防止を図る。  

24 

東京都消費生活 

総合センター 

 

石丸 謙二郎  

平成 26 年 利用区分 A－3 DVD 

 

寄贈作品 

分類番号 寄贈元（字幕制作） タイトル名 分数 

聴障協管理 

№190746 

 

一般社団法人 

大坂薬剤師会 

 

薬の正しい使い方 

（手話・字幕版）小学 6年生向け  

平成 28 年 3 月 利用区分  DVD 

聴障協管理 

№190747 

 

内閣府 

 

マイナンバー制度のご案内 

～聴覚障がい者の皆さまへ～  

平成 28 年 6 月制作 利用区分  DVD 

  



- 10 - 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2016-004 

～006 

 

聴障協管理 

№190748 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

“ご当地手話”を 

伝えたい 

福井ならではの手話を中心に、およそ３５００語を

編纂した手話集が、福井県越前市で刊行された。まと

めたのは、地元で手話通訳を務めてきた建築士の福島

幸一さん。「地元の手話を残したい」という福島さんの

思いと、ろう者をまじえて単語を確定する話し合いの

様子を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 福島幸一 

平成 26 年 10 月 5 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

子育ては笑顔で 

～東京・練馬 

手輪るサロン～ 

 東京・練馬区に、手話で交流し、子育てを支え合う

集いがある。「手輪（しゅわ）るサロン」だ。サロンが

生まれたのは２年前。聴覚障害者だけでなくみんなで

交流する輪を広げることを目的に、ろうの長野留美子

さんが聞こえるママと共同で立ち上げた。手話で新し

い輪を広げるママさんたちの活動とその思いを描く。  

15 

ＮＨＫ 樽谷香／長野留美子／星野征子 

平成 26 年 10 月 12 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

もっと学びたい  

～ろう・難聴 

高校生の学習塾～ 

 ろう・難聴の生徒専門の大学受験塾が、新宿にある。

ろう者の講師がいるほか、手話通訳とパソコン通訳が

選べ、国語・英語・数学の３教科を学べる。日本社会

事業大学の斉藤くるみ教授が、聴覚障害者のための進

学塾を提案、日本財団の助成を受け、５年前にスター

トさせた。塾の取り組みを紹介する。  

15 

ＮＨＫ 斉藤くるみ 

平成 26 年 10 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



- 11 - 

 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2016-007 

～010 

 

聴障協管理 

№190749 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢はチャンピオン 

キックボクサー 

郷州力 前編 

デビュー４年目にして１４戦１３勝という好成績

をおさめている難聴のキックボクサーがいる。スーパ

ーフェザー級の郷州征宜（ごうしゅうまさのぶ）さん。

リングネームは郷州力（ごうしゅうりき）。攻撃的な試

合運びを得意とする若手の有望株だ。夢を追う若きキ

ックボクサーの日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 郷州征宜／加藤督朗  

平成 26 年 10 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

夢はチャンピオン 

キックボクサー 

郷州力 後編 

 難聴のキックボクサー、スーパーフェザー級の郷州

征宜（まさのぶ）さん。後楽園ホールで、今後の試金

石となる試合が行われた。去年新人王を獲得した若手

選手との対戦だ。両親や交際相手、会社の同僚たちが

応援する中、結果はどうなるのか。郷州さんの挑戦を

描く。  

15 

ＮＨＫ 郷州征宜  

平成 26 年 11 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

音楽を体で感じて 

～ダンスチーム  

ＳＯＵＬ  

ＦＡＭＩＬＹ～ 

 聴覚か視覚に障害のある学生が学ぶ筑波技術大学

は、聴覚障害者によるダンスが盛んだ。中でもＯＢ、

ＯＧ、現役学生の１１人からなるダンスチーム「ＳＯ

ＵＬ ＦＡＭＩＬＹ（ソウル・ファミリー）」は、高い

評価を得てきた。彼らのダンスへの熱い思いを伝え

る。  

15 

ＮＨＫ ＳＯＵＬ ＦＡＭＩＬＹ 

平成 26 年 11 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

壁は越えられる  

～盲ろうの大学生 

森敦史さん～ 

 生まれた時からの盲ろう者としては、日本で初めて

大学に進学した森敦史さん。東京三鷹にあるルーテル

学院大学に通っている。授業には通訳介助者がつき、

触手話などでコミュニケーションをしている。周囲の

支えを受けながら、前向きに生きる森さんの姿を追

う。  

15 

ＮＨＫ 森敦史 

平成 26 年 11 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 



- 12 - 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

 

DA2016-011 

～014 

 

聴障協管理 

№190750 

 

 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

筆談が変わる 

１０月下旬に三重で行われた全国中途失聴者・難聴

者大会の分科会で、「ＵＤ手書き」と言われる会話支援

機器の使いこなし方が紹介された。ＵＤとはユニバー

サルデザインの意味で、タブレットやスマートフォン

の画面に指で手書きできるというメモ用アプリだ。大

会の模様を伝えながら、筆談最新機器の機能をわかり

やすく解説する。  

15 

ＮＨＫ 三浦宏之 

平成 26 年 11 月 23 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

絆を取り戻したい 

～被災地のろう学校 

100 周年の同窓会～ 

 今年、宮城県立聴覚支援学校は、創立１００周年を

迎えた。１０月に開催する記念式典のため、同窓会会

長を務める渡辺征二さんは、震災の影響で連絡の取れ

ない卒業生を探し、一人でも多くの参加者を呼ぼうと

奔走してきた。絆を取り戻そうとする渡辺さん、そし

てさまざまな思いを胸に秘め、集まってきた人たちの

姿を描く。  

 

 

 

 

15 

ＮＨＫ 渡辺征二 

平成 26 年 11 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

どう育む？日本語力 

～文の仕組みを知る～ 

 聞こえない子どもの多くが、日本語力に課題を抱え

ている。教育現場では様々な取り組みが行われている

が、生徒のためにはどんな学習法が必要なのだろう

か。各現場の取り組みを２回にわけて紹介する。第１

回では、最近注目を集めている文法の学習法を取材す

る。  

15 

ＮＨＫ 木島照夫 

平成 27 年 1 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

どう育む？日本語力 

～表現力を高める～ 

 聞こえない子どもの日本語学習の取り組みを紹介

する。第２回目は、語彙を育む方法を考える。紹介す

るのは、筑波大学附属聴覚特別支援学校で開かれた授

業。テレビの天気予報キャスターの言葉を活用して、

生活に身近な言葉から、その言葉がもつ「表現」を学

ぶ。  

15 

ＮＨＫ 山本晃 

平成 27 年 1 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

 



- 13 - 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

 

DA2016-015 

～018 

 

聴障協管理 

№190751 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

安心を届けたい  

～音を知らせる 

腕時計～ 

 聴覚障害がある齋藤勝さんは、生活に欠かせない音

を腕時計に表示する機械を作ろうと、独学で技術を学

び、７年の歳月をかけてついに時計型の受信機「シル

ウオッチ」を開発した。２００９年には、その功績か

ら、総理大臣賞を受賞した。不屈の精神で障害を乗り

越えてきた齋藤さんの人生を描く。  

15 

ＮＨＫ 齋藤勝 

平成 27 年 1 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

共に生きやすい 

社会を  

～言葉の壁を越える～ 

 東京・本郷に、ろうの店員が接客するスープカフェ

がある。立ち上げたのは、ろう者の柳匡裕（やなぎま

さひろ）さん。客の多くは手話ができない健聴者だが、

筆談をしたり、メニューを指さしたりして注文する。

前編では「ろう者に接客は無理」という既成概念を壊

した柳さんの戦略を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 柳匡裕  

平成 27 年 3 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

共に生きやすい 

社会を  

～理想の職場を創る～ 

 聴覚障害者の中には、聞こえる人の中で働くうちに、

コミュニケーションの難しさから疲れてしまい、働く

意欲を失ってしまう人が少なくない。本来持っている

能力を生かせずに悩む人たちをどう再生させるか。誰

もが主体的に働ける社会を作りたいと願う柳匡裕（や

なぎまさひろ）さん。後編ではその人材活用術に迫る。  

15 

ＮＨＫ 柳匡裕 

平成 27 年 3 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“働く”を 

見に行こう！  

看護師を目指す学生

×中途失聴の医師 

 聞こえない学生が聞こえない先輩の職場を訪ね、働

き方や生き方のヒントを学ぶ「働くを見に行こう」。今

回は看護師を目指す大学生が、琵琶湖病院精神科・医

師の藤田保さんを訪ねる。医療現場で働くために必要

な心構えとは何か。聞こえない当事者だからこそでき

ることとは何か。藤田さんの経験から学ぶ。  

15 

ＮＨＫ 藤田保／皆川愛 

平成 27 年 3 月 29 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

   

 

 

 



- 14 - 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2016-019 

～022 

 

聴障協管理 

№190752 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

心で感じて踊りたい 

手話パフォーマー 

中嶋元美 

 手話を使って音楽や踊りの楽しさを伝える劇団「き

いろぐみ」。ここに２０歳の花形パフォーマーがいる。

中嶋元美さんだ。高校１年生のときに聞こえなくなっ

た中嶋さんは、「きいろぐみ」の手話パフォーマンスと

出会い、聞こえなくても音楽を楽しみ、表現できるこ

とを知る。人生の一歩を踏み出す彼女の日々を描く。 

15 

ＮＨＫ 中嶋元美 

平成 27 年 4 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

この音に心をこめて 

～難聴のオカリナ 

奏者 仲里尚英～ 

 沖縄で有名なプロのオカリナ奏者、仲里尚英さん。

学生のときから音楽とともに生きてきたが、３３歳の

とき原因不明の難聴になり、ステージに立てなくなる。

しかし、オカリナなら演奏できることに気づき、今で

は地元のテレビにも出演。全国各地で演奏活動を行な

っている。仲里さんの半生をひもときながら、その情

熱あふれる姿を追う。 

15 

ＮＨＫ 仲里尚英 

平成 27 年 5 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

教育にささげた人生 

古河太四郎  

生誕１７０年 

 沖縄で有名なプロのオカリナ奏者、仲里尚英さん。

学生のときから音楽とともに生きてきたが、３３歳の

とき原因不明の難聴になり、ステージに立てなくなる。

しかし、オカリナなら演奏できることに気づき、今で

は地元のテレビにも出演。全国各地で演奏活動を行な

っている。仲里さんの半生をひもときながら、その情

熱あふれる姿を追う。 

15 

ＮＨＫ 坂井美惠子／岸博実 

平成 27 年 5 月 9 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

実験中！ 

“字幕電話” 

 電話の相手の声を字幕に変換するサービスが始まろ

うとしている。オペレーターが、相手の声を文字に変

換、利用者はそれをスマートフォンなどで読むという

ものだ。サービスを行うのは、一瀬宗也（いちせむね

や）さんが社長を務める沖縄のＩＴ企業。字幕電話の

仕組みや利用者の日常を取材、その可能性に迫る。 

15 

ＮＨＫ 一瀬宗也 

平成 27 年 5 月 16 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



- 15 - 

 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2016-023 

026 

 

聴障協管理 

№190753 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

マジックで 

人生を切り開け  

デフマジシャン 

ＮＯＢＵ 

 世界で活躍するマジシャンを目指している難聴者が

いる。デフマジシャンＮＯＢＵこと、上鶴伸夫さんだ。

ＮＯＢＵさんは、２０１０年に米国で開催された世界

聴覚障害マジシャンズ大会・ステージ部門に出場し、

優勝を果たした。練習に励むＮＯＢＵさんに密着し、

マジックにかける思いに迫る。  

15 

ＮＨＫ 上鶴伸夫 

平成 27 年 5 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

私は負けない  

～修行中！ 

難聴の芸妓～ 

 静岡県の港町・清水で２年前から芸妓の修業に励ん

でいる女性ねね子さんは中度の難聴だ。芸妓の募集を

見つけ面接したが、接客時のコミュニケーション能力

が心配され、不採用となった。ねね子さんは働きなが

ら発音の練習を繰り返し面接に再挑戦、そして合格し

た。厳しい芸の道を歩むねね子さんの姿を見つめる。  

15 

ＮＨＫ  

平成 27 年 6 月 13 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

この仕事にかける 

～難聴の宮大工・ 

渡辺健太～ 前編 

 寺社の建築、修理を手がける宮大工。この世界に飛

び込んだ聞こえない大工がいる。渡辺健太さんだ。難

聴だったが、工業高校で建築を学び、宮大工となった。

渡辺さんの姿を追い、２回シリーズで取り上げる。前

編では、渡辺さんの職人魂を描く。  

15 

ＮＨＫ 渡辺健太 

平成 27 年 6 月 20 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

この仕事にかける 

～難聴の宮大工・ 

渡辺健太～ 後編 

 寺社の建築、修理を手がける難聴の宮大工、渡辺健

太さん。今の渡辺さんの目標は職人を育成することだ。

時には若手が暮らす寮に泊まり込み、熱心に指導にあ

たっている。後編では、伊勢国一の鳥居の建てかえ工

事に若い人たちと取り組みつつ、技術を後の世代に伝

えようとする渡辺さんの姿を描く。  

15 

ＮＨＫ 渡辺健太 

平成 27 年 6 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



- 16 - 

 

F 映画・ドラマ Fiction 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2016-002 

 

聴障協管理 

№190754 

 

魔女の宅急便 

 

 

 

    

 魔女の少女・キキはおきてに従い、満月の夜に生ま

れ故郷を飛び立った。魔女は１３歳になったら独り立

ちするために、１年間、見知らぬ町で修業しなければ

ならないのだ。黒猫のジジとお父さんからもらったラ

ジオをお供に、海辺の町に降り立つキキ。パン屋のお

ソノさんや少年トンボたちに囲まれて、空飛ぶ宅急便

屋を始めたキキだったが…。魔女の少女の自立と成長

を描く、スタジオジブリ制作の感動アニメーション。 

 １９８９年宮崎駿監督作品。（上映の際は事前届出が

必要です）  

103 

スタジオジブリ  

1989 年 利用区分 B－3 DVD 複数字幕 

 


