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D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-004 

 

聴障協管理 

190830 

探検バクモン  

見えない聞こえない 

でもね… 

 爆笑問題がやってきたのは筑波技術大学。ここは日本で

唯一、聴覚や視覚に障害がある人だけが通う大学。障害が

あっても社会でリーダーになれるような人材を育成するた

め３０年前に設立された。まずは視覚障害者のキャンパス

へ。体育館では音を頼りにバスケや卓球を楽しむ学生たち

の姿。聴覚障害者のキャンパスでは、聴覚障害者のために

工夫された校舎の構造や、さまざまな情報保障を駆使した

授業の様子を探る。  

25 

ＮＨＫ 爆笑問題 

平成 27 年 10 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-006 

～007 

 

聴障協管理 

190831 

ハートネットＴＶ  

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．３２  

共に挑み、走り続ける 

～陸上競技選手  

高田裕士 千明～ 

 アスリートの高田千明さん裕士さん夫妻。千明さんは視

覚障害者、裕士さんは聴覚障害者だ。国内ではトップアス

リートの二人だが、まだ国際大会で金メダルは獲得してい

ない。互いに高めあい、頂点を目指す夫婦のブレイクスル

ーに迫る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

29 

ＮＨＫ 高田千明／高田裕士／風間俊介 

平成 27 年 6 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

ハートネットＴＶ  

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．４８  

“わたし”を 

あきらめない  

光と音をなくした 

２７歳 荒美有紀さん 

 盲ろう者の荒美有紀さんは２２歳の時、突然の病で光と

音を失った。一時は生きる意味を見失いかけるが、指点字

との出会いでコミュニケーションを取り戻す。今では、指

点字を通して自らの思いを発信し、同じ境遇の人たちのた

めに活動している。「見えなくても聞こえなくても、わたし

の人生をあきらめない」そんな荒さんのブレイクスルーに

迫る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝  

29 

ＮＨＫ 荒美有紀／風間俊介／安藤桃子 

平成 28 年 2 月 22 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-008 

～009 

 

聴障協管理 

190832 

ハートネットＴＶ 

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．３４  

キムさんの 

日本語教室 

 今回は、名古屋市でろうの外国人のための日本語教室を

開いている韓国出身のキム・ナムユンさんを訪ねる。結婚

して日本で暮らすことになったキムさんは韓国で手話通訳

をしていた。日本語が分からない頃、キムさんを助けてく

れたのは日本のろう者だった。「言葉を学び、誰かと通じ合

いたい。」ろうの外国人の思いに寄り添い、手話で日本語を

教えるバイタリティあふれるキムさんの毎日を追う。  

29 

ＮＨＫ キム・ナムユン 

平成 27 年 7 月 6 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ハートネットＴＶ 

ブレイクスルー  

Ｆｉｌｅ．８６  

つたえたい  

聞こえないママへ  

ダンサーＲＥＩＫＯ 

 今回の主人公は、ＡＩさんのコンサートツアーにも参加

したＲＥＩＫＯさん。彼女は幼い頃から、聞こえない母と

手話でコミュニケーションをしていた。小学生の頃にいじ

めにあい、心を閉ざした彼女に、再び人とつながる喜びを

くれたのがダンスだった。言葉はなくても気持ちは伝わる。

今、彼女は東京オリンピック、パラリンピックに向けて、

手話を取り入れたダンスを踊る。そんなＲＥＩＫＯさんの

ブレイクスルー。  

29 

ＮＨＫ ＲＥＩＫＯ／風間俊介／ＡＩ／ 

平成 29 年 9 月 11 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-011 

 

聴障協管理 

190833 

ハートネットＴＶ 

ホーム転落事故を 

繰り返さない 

 相次ぐ視覚障害者のホーム転落事故。国のバリアフリー

ガイドラインどおりに造られた駅でも、視覚障害者にとっ

ては危険が多い。番組では当事者２名と転落事故を研究し

ている大学教授を迎えて、視覚障害者にとって安全な駅に

ついて考える。  

29 

ＮＨＫ 大河内直之／岡野宏治／大倉元宏 

平成 28 年 11 月 28 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2018-013 

 

聴障協管理 

190834 

ハートネットＴＶ 

静かで、にぎやかな

学校 ～手話で学ぶ

明晴学園～ 

 聞こえない子どもたちが手話で学ぶ明晴学園は、静かで

にぎやかな学校。ここではすべての授業が手話で行われる。

子どもたちの第一言語は手話。小学４年生の手話の授業で

は、国語の教科書の詩を、言葉の意味を深く考えながら手

話で表していく。手話を母語として獲得し、生き生きと言

葉を紡ぐ子どもたちの姿を追う。  

29 

ＮＨＫ  

平成 29 年 10 月 2 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-017 

～020 

 

聴障協管理 

190835 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

光と音が薄れゆく中で

～グランドソフトボー

ルと駆け抜けた夏～ 

 目がほとんど見えない黒澤悠也君は、音だけを頼りにボ

ールを追う視覚障害者のための野球・グランドソフトボー

ルの選手。しかし、ここ数年、聴力も低下している。 

 グランドソフトの主将としてチームを率い、さらに将来

のために、あん摩・マッサージ・はりの勉強に励む姿を追

う。  

15 

ＮＨＫ 黒澤悠也 

平成 28 年 10 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

離れていても助けた

い ～熊本地震ＩＴ

を使った支援～ 

 熊本を襲った大地震で被災した聞こえない人は、避難所

で健聴者とうまくコミュニケーションできず避難所を離れ

た人もいる。その教訓を踏まえ、今、電話リレーサービス

をはじめ、ろう難聴者に役立つサイトができている。 

 サービスについて利用者の声を含め紹介する。  

15 

ＮＨＫ 佐藤万美 

平成 28 年 10 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

壁があるから 

心がひらく  

ろう者が営む喫茶店 

 ろう学校卒業後、調理師の学校で資格をとった尾中幸恵

さん。しかしコミュニケーションができないからと、なか

なか就職できなかった。そんな尾中さんに４３歳の時、喫

茶店経営のチャンスが訪れた。 

 経営も軌道に乗り、今後はソムリエの資格にも挑戦する

という。  

15 

ＮＨＫ 尾中幸恵 

平成 28 年 10 月 15 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

心ひとつに ～ろう

の教師と聞こえる生

徒たちの合唱～ 

 長野県の山間にある松本市立大野川中学校。ここで、ろ

うの教師・篠原雅哉さんが聞こえる生徒に教えている。 

１０月、篠原さんのクラスは文化祭で合唱を披露すること

になり、篠原さんは指揮者を務める。聞こえない先生と聞

こえる生徒が一緒に合唱に挑む姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 篠原雅哉 

平成 28 年 11 月 19 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-021 

～024 

 

聴障協管理 

190836 

ろうを生きる 

難聴を生きる   

奄美の海で 

カツオ一本釣り 

 山下浩一さん（５１歳）は祖父からの代から漁師をして

いる。聞こえないハンデを乗り越え、聞こえる人と対等に

仕事をしている。「海では目の力が重要」と語る山下さん。

漁師として誇りを持って生きる山下さんの日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 山下浩一 

平成 28 年 11 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえないリーダー

の挑戦～国際大会を

成功に導くために～ 

 アジア太平洋デフバスケットボールクラブ選手権大会が

１１月に日本で初めて開催された。この大会の実行委員長

を務める穂満圭太さん（３３歳）。 

 穂満さんは外国人選手とのコミュニケーションやボラン

ティアのとりまとめなどの重責を担う。 

 日本で初めて行われるデフバスケの国際大会の成功を目

指す穂満さんの奮闘を追う。  

15 

ＮＨＫ 穂満圭太 

平成 28 年 12 月 3 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

もう一度学びたい 

～ろう者が通う 

日本語教室～ 

 愛知県名古屋市で、手話を使って、ろう者に日本語を教

えるキム・ナムユンさん。生徒は皆、仕事や育児をこなし

てきた日本人女性。 

 今なぜ日本語を学ぶのか、キムさんとキムさんの教室に

通う女性たちを追う。  

15 

ＮＨＫ キム・ナムユン／高井玲子 

平成 29 年 1 月 14 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

挑めば 

可能性は広がる  

弁護士 久保陽奈 

 重度の難聴のある弁護士・久保陽奈さん。民事事件を担

当し現在およそ４０の案件を抱えている。依頼者とは、さ

まざまなツールを使って打ち合わせをしている。 

 依頼人の思いに応えたい。そのために自ら動き工夫し信

念を持って進む久保さんを追う。 

15 

ＮＨＫ 久保陽奈 

平成 29 年 1 月 21 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-025 

～028 

 

聴障協管理 

190837 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一人前を目指して 

～釧路の左官職人～ 

 コテ１本で壁を仕上げる左官職人。一人前になるまでに

５年から１０年かかる。 

 左官の世界で修業をつんでいるろう者・内藤秀之さん 

２７歳。ろう学校の先輩や親方の指導の下、一人前の左官

職人になるために励んでいる姿を追う。  

15 

ＮＨＫ 内藤秀之／柏木洋平 

平成 29 年 2 月 4 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

聞こえなくても 

踊れるよ～ろうのダン

スインストラクター～ 

 切れの良いパフォーマンスを繰り広げるダンスユニット

「ネクパソ」。ダンサーは全員がろう者。 

 メンバーの１人ｅｍｉこと平野恵美さん３５歳。ダンス

の魅力を伝えたいと、ろうの子どもたちにダンスを教える。 

ろうのダンスインストラクターｅｍｉさんの日々を追う。  

15 

ＮＨＫ 平野恵美 

平成 29 年 2 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

僕の音楽は難聴と 

ともに 宇崎竜童 

 歌手としてヒットを飛ばした宇崎竜童さん７１歳。宇崎

さんは妻の阿木燿子さんとのコンビで作曲家としても活躍

している。しかし、宇崎さんは３０代のころから両耳の難

聴に悩んでいる。 

 ３０年以上にわたり難聴に向き合ってきた苦悩と音楽へ

の思いを聞く。  

15 

ＮＨＫ 宇崎竜童／山田賢治 

平成 29 年 3 月 18 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる 

みんなで一緒に 

舞台を楽しみたい 

 聴覚障害のある観客向けに、セリフを字幕で見せるサー

ビスがある。演技にあわせてスタッフがパソコンのキーを

たたくと、モバイル端末にセリフが表示されるというもの

だ。聴覚に障害があっても、聞こえる人と一緒に演劇を楽

しめるこのサービスを提供するのはＴＡ－ｎｅｔ。 

 代表の廣川麻子さんとスタッフの活動を紹介する。  

15 

ＮＨＫ 廣川麻子／ＴＡ－ｎｅｔのメンバー 

平成 29 年 4 月 8 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



DA 障害関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DA2018-036 

 

聴障協管理 

190838 

ＲＳＫ地域スペシャル 

メッセージ 聴こえな

い子を救いたい 

～岡山かなりや学園～ 

 １９７５年、全国初の私立の難聴幼児通園施設「岡山か

なりや学園」が発足した。聞こえなくても会話ができ、将

来自立する力を育むことを目的にしている。０歳から６歳

までの難聴児を教育し、今までに４００人以上が卒園した。

学園出身のダンサーの女性や、通園中の児童の様子を紹介。

生後すぐに行われる聴力検査や、人工内耳についても紹介

する。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：荒井美香  

48 

山陽放送  

平成 29 年 4 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

DD 人間関係 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

DD2018-008 

～009 

 

聴障協管理 

190839 

目撃者ｆ  

降りそそぐ刃  

～検証 平成２９年

７月九州北部豪雨～ 

 平成２９年７月、九州北部を豪雨が襲い、甚大な被害を

もたらした。中でも、観測史上最大雨量を記録したのが福

岡県朝倉市だ。被害を拡大させたのは、いくつかの要因が

重なったからではないかと専門家は分析する。あの日、一

体、どんな現象が起きていたのか、さまざまなデータから

探る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

26 

福岡放送  

平成 29 年 7 月 30 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

目撃者ｆ  

泥なんかに 

負けんばい！  

～被災地で出会った

６人家族～ 

 平成２９年７月５日から６日にかけて、福岡県と大分県

を中心とした九州北部で集中豪雨が発生、死者・行方不明

者が４０名を超える災害となった。中でも被害のひどかっ

た地域の一つ、福岡県朝倉市。この作品では、朝倉市の東

部にある真新しい新築住宅を土砂で壊され、避難生活を余

儀なくされた石井さん一家６人が、力をあわせて生活再建

に向けて歩き出す姿を追う。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史  

26 

福岡放送  

平成 29 年 8 月 27 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 タイトル名 内   容 分数 

EB2018-009 

～011 

 

聴障協管理 

190840 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書  

アストロペディア  

第７話  

太陽系の広がり－太陽

系のいろいろな天体－ 

天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第７話は太陽系のいろいろな天体について。 

 昔から人々は、彗星は悪いことが起こる兆しだと恐れて

いた。しかしイギリスの天文学者ハレーは、万有引力の法

則を使って、彗星が再び現れる年を予言することに成功す

る。彗星がどこからやってくるのか、ユータとアストロペ

ディアは彗星のふるさとへと旅立つ。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 
 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書  

アストロペディア  

第８話  

星は生きている 

－恒星－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第８話は恒星について。永久に輝き続けるよ

うに思われる恒星も、生き物と同じように死んでいく存在

だ。恒星の一生は重さによって異なる。太陽と同じくらい

の恒星は１００億年くらい光り続ける。太陽よりも軽い恒

星は、数百億年も光り続ける。では太陽よりも重い恒星は

どんな一生を送ることになるのだろうか。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：後藤美幸  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 
 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

サイエンスチャンネル 

ユータと不思議な 

宇宙の書  

アストロペディア  

第９話  

星の川、星の渦 

－天の川銀河－ 

 天文好きな少年ユータが、宇宙の知識を詰め込んだ書物・

アストロペディアと共に、宇宙と天文の不思議について学

ぶシリーズ。第９話は天の川銀河について。天の川が星の

集まりだと発見したのはイタリアの物理学者、天文学者、

哲学者でもあるガリレオ・ガリレイ。銀河系の形や大きさ

はどのように解明されたのか。そこには途方もなく緻密な

努力があった。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：武井誠  

14 

独立行政法人 

科学技術振興機構 
 

平成 20 年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 



F 映画・ドラマ Fiction 

FC テレビドラマ 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FC2018-002 

 

聴障協管理 

190841 

 

相棒１４ 

 音越官房長官と片山雛子官房副長官による新会派結成の

記者会見会場で爆破事件が発生した。本多篤人の犯行が疑

われるが、彼は娘の死後行方をくらましていた。杉下は休

暇を取り、本多の暮らしていた村を訪れる。そこは音越の

選挙区で、１３年前に選挙で音越に負けて自殺した大黒議

員の地元だった。１３年前の自殺と爆破事件にどんな関係

があるのか。そして本多篤人の狙いは？  

126 

テレビ朝日 水谷豊／反町隆史／古谷一行／木村佳乃／内山理名 

平成 28 年 1 月 1 日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

 

FD 映画 

分類番号 タイトル名 内   容 分数 

FD2018-009 

 

聴障協管理 

190842 

 

釣りバカ日誌１６ 

 鈴木建設が手がけた長崎の第二西海橋の連結式に、ハマ

ちゃんこと浜崎伝助と社長のスーさんが向かうことになっ

た。長崎に着いて、さっそく釣りに出たハマちゃんは、米

兵のボブと意気投合。釣って飲んで大はしゃぎの一夜を過

ごし、朝になってみると、ハマちゃんはとんでもない場所

にいた！ハマちゃんの運命やいかに。果たして無事に帰れ

るのか！？ 平成１７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）  

115 

松竹 西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／伊東美咲／金子昇 

平成 17 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 タイトル名 内   容 分数 

HA2018-001 

～004 

 

聴障協管理 

190843 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

〝化学工場〟肝臓 

 ７月２８日は世界肝炎デー。「沈黙の臓器」と呼ばれる肝

臓について、その働きや肝臓病の最新治療法まで、横浜市

立大学大学院教授の中島淳さんに詳しく伺う。 

 １回目は「化学工場 肝臓」と題して、肝臓の働きや肝

臓病の検査について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 24 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

脂肪肝に要注意 

 肝臓病についてお伝えする２回目は「脂肪肝」について。

脂肪肝というとお酒の飲みすぎが原因と思われがちだが、

食べ過ぎなどでも脂肪肝になる。脂肪肝を放っておくと、

一部の人では肝炎から肝硬変、そして肝臓がんへと進行す

る場合がある。脂肪肝の検査や改善方法について解説する。

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 25 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

一度は検査！ 

肝炎対策 

 肝臓病徹底解説の３回目はウイルス性肝炎について。肝

臓がんの原因の７０％がＣ型肝炎で、１０～２０％がＢ型

肝炎だ。Ｂ型肝炎は母子感染や性交渉で感染し、Ｃ型肝炎

は輸血などで感染する。この２つのウイルス性肝炎は、一

度は検査することが勧められている。ウイルス性肝炎の検

査や治療について解説する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 26 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

きょうの健康  

肝臓週間！肝臓病 

徹底解説  

肝臓がん最新治療 

 肝臓病徹底解説の４回目は「肝臓がん最新治療」をお送

りする。 

 肝臓がんは肝細胞がんと肝内胆管がんがあるが、今回取

り上げるのは肝臓がんの９５％を占める肝細胞がん。肝細

胞がんの原因と経緯、その最新治療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：小野寺善子  

15 

ＮＨＫ 中島淳／黒澤保裕／岩田まこ都 

平成 29 年 7 月 27 日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 


