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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 

CB2020-001 

聴障協管理 

190906 

世界遺産  

世界遺産の多い国 

ベスト１０ 

 世界遺産の登録は１９７８年に始まり、２０２０年で４

２年目、登録数は１１２１になった。登録数を国別にカウ

ントした場合、世界遺産の多い国はどこなのか？中国、イ

タリア、イラン、アメリカなど、登録数でランキングした

「世界遺産が多い国ベスト１０」を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

25 

ＴＢＳ  

令和元年 8月 11日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2020-002 

聴障協管理 

190907 

世界遺産  

白神山地の１年！ 

春夏秋冬の絶景  

白神山地 

 白神山地に広がるブナの森は、遙か昔、約８０００年前

に生まれて以来、手つかずの自然が保たれており、１９９

３年、日本初の世界自然遺産に登録された。ブナの木を通

して雪どけ水を循環させ多様な動植物を育むなど、森は自

然の営みを支えている。壮大な大自然で私たちを圧倒して

やまない白神の四季を追った。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝 

25 

ＴＢＳ  

令和 2年 1月 12日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

CB2020-003 

聴障協管理 

190908 

世界水紀行 

セレクション  

アートに彩られた 

世界遺産の街  

スペイン  

バルセロナ 

 「世界水紀行」今回はスペイン第２の都市バルセロナ。

地中海に臨むこの港町を代表する建築家アントニオ・ガウ

ディ。彼の残した芸術作品と出合える街を巡る。また、地

中海の恵みがもたらす食文化や、港町が生んだ流行や伝統

の技、春の収穫祭を紹介する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝 

46 

ＢＳ日本 松本志のぶ（ナレーター） 

平成 27年 5月 6日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 
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CB 風土記・旅 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CB2020-004 

聴障協管理 

190909 

世界水紀行 

セレクション  

世界遺産の水の都と

干潟の島々  

イタリア ベネチア 

 イタリア半島北東部、目の前にアドリア海を望む港町ベ

ネチア。東京２３区の３分の２ほどの土地に、およそ２６

万人が暮らす。水の都ベネチアは、アドリア海の干潟に築

かれた１００以上の人工の島で構成されており、町には大

小１５０以上の運河が走り、交通や物流を支えている。市

内に架かる橋は４００以上。中世のたたずまいを残す水の

都は、１９８７年に世界遺産に登録された。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

46 

ＢＳ日本 松本志のぶ（ナレーター） 

平成 27年 5月 13日 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

 

C 趣味・教養  Culture 

CC エチケット・生活情報 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CC2020-002 

聴障協管理 

190910 

動画で学ぶパワハラ

４ 

 一口にパワハラと言っても、性別や年齢、立場によって、

その感じ方は大きく異なる。もし、自分がパワハラの相談

窓口を担当したら、正しく状況を把握するためにはどうし

たらいいのだろうか？また、指導する側が指導される側に、

「パワハラ」だと言われずに、きちんと指導を行うために

は何に気をつければいいのだろうか？相談や指導の具体例

を通して学習する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史、森田

明 

30 

厚生労働省  

 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 



- 3 - 

 

D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-003 

聴障協管理 

190911 

ハートネットＴＶ 

“世界最速の男” 

プロの舞台に立つ！ 

～聞こえないスノー

ボーダーの挑戦～ 

 スノーボードで、デフリンピック３連覇の絶対王者・原

田上選手。４０歳を超えた今、聞こえるトップ選手がしの

ぎを削るプロの世界に飛び込んだ。たった１人の聞こえな

いプロアルペンスノーボーダーとして、あえて厳しい世界

に挑む決意とは？ 

29 

ＮＨＫ 出演者：原田 上 

令和元年 6月 5日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

DA2020-005 

聴障協管理 

190912 

ハートネットＴＶ 

日本史上最強！ 

聞こえない王者が 

世界へ挑む  

～円盤投げ・ 

湯上剛輝選手～ 

 陸上円盤投げの湯上選手は、日本記録保持者。人工内耳

を付けた、難聴の選手だ。今まで聞こえない日本人選手の

オリンピック出場はない。東京オリンピックの舞台を目指

し、日本人初の偉業に挑み続ける湯上選手の闘いの日々を

追った。 

29 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 8月 14日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

  



- 4 - 

 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-013 

～016 

聴障協管理 

190913 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

目と耳と言語の壁を

越えて  

～アジア盲ろう者 

会議・前編～ 

 アジア７か国の盲ろう者が集う国際会議が２０１８年に

日本で開かれた。見えない、聞こえない、使う言葉も違う

彼らが課題を話し合う初めての試みだ。日本では盲ろう者

の団体が全国にあり、当事者同士が交流し楽しめる機会が

増えているが、アジアの多くの国では組織も支援制度もな

く多くの人が孤立している。厳しい現状を変えるため、知

恵を出し合った４日間のドキュメントの前編。 

15分 

ＮＨＫ 出演者：福島智 

平成 30年 12月 1日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

目と耳と言語の壁を

越えて  

～アジア盲ろう者 

会議・後編～ 

 目と耳の両方に障害があるアジアの盲ろう者が、それぞ

れの国の課題を話し合う会議が日本で開かれた。アジア各

国の厳しい現状、孤立する盲ろう者をどうすれば支えられ

るのか。アジアの盲ろう者がどうしたら連携して声をあげ

られるのか。さまざまな角度からアジアの盲ろう者の未来

を話し合った４日間のドキュメントの後編。 

15 

ＮＨＫ 出演者：福島智 

平成 30年 12月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

コミュニケーション

の壁を越えて  

～聴覚障害者と 

ともに闘う弁護士～ 

 耳が聞こえない弟がいる弁護士の藤木和子さんは、子ど

もの頃から、聞こえる人と聞こえない人の間にある溝を肌

で感じてきた。自身も周りから差別を受け、家庭ではコミ

ュニケーションの壁を感じてきた経験から「ＳＯＤＡ（ソ

ーダ）の会」を立ち上げた。聞こえる、聞こえないという違

いがあるきょうだいを持つ人たちが、それぞれの立場で感

じたことを率直に話し合える場だ。聴覚障害者と聴者をつ

なぐ架け橋になりたいと、さまざまな活動を行う藤木さん

の日々を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：藤木和子／小林寳二 

平成 31年 2月 2日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に“学ぶ” 

楽しさをもう一度！ 

～高卒認定試験サポ

ートプロジェクト～ 

 新宿にある「ろう・難聴高校生の学習塾」。ここでは新た

なプロジェクトとして「高卒認定試験」の問題を解説した

動画配信を始めた。不登校、中退といった事情で十分な学

習ができない人に自宅などで勉強してもらおうというも

の。このプロジェクトで講師役を務めるのは聞こえない大

学生たち。その中には自分自身が、かつて不登校でつらい

経験をした人もいる。「進学をあきらめないで」。聞こえな

い先輩たちが届けるメッセージだ。 

15 

ＮＨＫ 出演者：斉藤くるみ／波戸海沙 

平成 31年 3月 23日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DA2020-017 

      ～019 

聴障協管理 

190914 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

異言語脱出ゲームに

挑戦セヨ！ 

 聞こえる人と聞こえない人が力を合わせて謎をクリアし

ていく「異言語脱出ゲーム」。ゲームを作っている「異言

語Ｌａｂ．（いげんごラボ）」代表の菊永ふみさんはろう者

だ。自身も経験した、ろう者や難聴者を取り巻くコミュニ

ケーションの壁。ゲームを通してコミュニケーション方法

はいろいろあることを分かってもらい、きちんと向き合う

ことでいろいろな人が関わり合える機会をたくさん作りた

いと語る。人とつながりたい気持ちが菊永さんを突き動か

す。菊永さんと仲間たちの挑戦を追った。 

 

 

ＮＨＫ 出演者：菊永ふみ 

平成 31年 3月 30日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

皆で楽しもう！ 

全力応援・２０２０ 

２０２０東京オリンピック・パラリンピックを、聞こえ

ない人も聞こえる人と一緒に楽しむための特集。陸上・円

盤投げの日本記録保持者である湯上剛輝選手ら、オリンピ

ック出場を期待されるデフアスリートを紹介する。その他、

大会のボランティアや、将来もっと多くのデフアスリート

たちが活躍するための指導者の育成など、聞こえない人た

ちの最新の取り組みを追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：佐々木琢磨／湯上剛輝／伊賀﨑俊／後藤佑季 

平成 31年 4月 6日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

一緒に山を 

楽しもう！ 

 登山を楽しむ聴覚障害者が増えている。しかし聞こえな

いために必要な情報を事前に得られなかったり、とっさの

危険を察知できず事故にあうケースも出ている。手話通訳

士の細井裕子さんは、登山の経験を生かし聴覚障害者向け

の登山講座を開催している。聞こえなくても山を楽しみた

い！聴覚障害者たちとそれをサポートする人たちの姿を追

う。 

15 

ＮＨＫ 出演者：細井裕子 

令和元年 5月 18日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-020 

      ～023 

聴障協管理 

190915 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

２０２０へ！ 

湯上剛輝  

世界に挑む  

～円盤投げ  

日本最強の王者～ 

前編 

重さ２キロの円盤をいかに遠くまで飛ばすかを競う円盤投

げ。２０１８年に日本記録を塗り替え、頂点に登りつめた

湯上剛輝選手。日本人初の聞こえないオリンピック選手に

もっとも近い選手だ。聞こえないハンディを強みに変えて

つかんだ日本記録の栄冠。試行錯誤を繰り返し、ひたすら

に夢の大舞台を目指す姿を２週にわたって紹介する。 

 

15 

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 6月 8日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

２０２０へ！ 

湯上剛輝  

世界に挑む  

～円盤投げ  

日本最強の王者～ 

後編 

 陸上・円盤投げ日本最強の湯上剛輝選手。日本初の聞こ

えないオリンピック選手誕生という高まる期待に、これま

で経験したことのない深刻なスランプに苦しむ。これまで

も工夫とひたむきな努力の積み重ねで道を切り開いてきた

湯上選手。復活の糸口をつかめるのか…。  

ＮＨＫ 出演者：湯上剛輝 

令和元年 6月 15日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

ＡＩ×手話  

夢のプロジェクト 

実現へ 

 今、聞こえない人の生活にＡＩを役立てる研究が進めら

れている。大学、企業、自治体が共同で進めている手話自

動翻訳システムの開発。そのプロジェクトの中心メンバー

は、北海道大学大学院情報科学研究院でＡＩの研究をする

山本雅人教授。聴覚に障害があり、人工内耳を使っている

後藤佑季さんが研究の最前線を取材した。 

15 

ＮＨＫ 出演者：後藤佑季／山本雅人／表史彦 

令和元年 6月 29日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

“自由”を描く！ 

～難聴のアーティス

トの挑戦～ 

 難聴のアーティスト八幡欽子さん。内面のすべてを作品

に込める新たな境地にたどり着くまでには数々の困難があ

った。人生の中で味わう苦しみや悲しみ、そして喜びも自

分の心に正直に表す。その飽くなき情熱で新たな表現に挑

む八幡さんの創作の現場を見つめた。 

15 

ＮＨＫ 出演者：八幡欽子 

令和元年 7月 20日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-024 

      ～026 

聴障協管理 

190916 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

いざ水中世界へ！ 

～ダイビング 

スクールの挑戦～ 

 ダイビングを始めるには講習を受ける必要がある。講習

内容は難しい用語も多く、聴覚障害者の大きな壁になって

いた。イラスト作家の杉本聖奈（まりな）さんは、シュノー

ケリングを体験して以来、海の魅力に引き込まれる。聴覚

障害者を受け入れてくれるダイビングスクールが少ない

中、神奈川県葉山町の手話による講習を行うダイビングス

クールで、水中世界を目指す姿を追った。 

15 

ＮＨＫ 出演者：関田昌広／杉本聖奈 

令和元年 8月 3日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！  

～手話放送 

プロジェクト～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話をつけて放送する手話放送プロ

ジェクト。ニュースや福祉番組を除いて、これまでになか

った試み。エンターテインメントとして楽しめるよう、さ

まざまな演出にチャレンジするプロジェクトの裏側を紹介

する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：渡辺直美／壇蜜／廣川麻子／長嶋愛 

令和元年 8月 17日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

ろうを生きる 

難聴を生きる  

農業×旅行者＝ 

ワンダフルライフ！ 

～屋久島・ 

ゲストハウスの夏～ 

 日本で初めて世界自然遺産に登録された屋久島。この地

でゲストハウスを営むろう者の中村一郎さん。ここでは長

期滞在の外国人旅行者に農作業を手伝ってもらっている。

言葉が違っても豊かにつながりあえるゲストハウスのひと

夏を紹介する。 

15 

ＮＨＫ 出演者：中村一郎 

令和元年 9月 21日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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F 映画・ドラマ Fiction 

FC テレビドラマ 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FC2020-001 

聴障協管理 

190917 

ドラマ特別企画  

あにいもうと 

 下町の工務店を営む赤座家の長男伊之助は大工職人とし

て働き、妹の桃子はトラック運転手だ。ある日、恋人との

子供を流産してしまった桃子と伊之助が大喧嘩になり桃子

は家を出て行ってしまう。本当は桃子が可愛くて仕方がな

い伊之助は、父の古希の祝いを口実に桃子を帰宅させるが、

そこへ桃子の恋人が突然訪ねてくる。 

 

98 

ＴＢＳ 出演者：大泉洋／宮﨑あおい／瀧本美織／笹野高史／太賀 

平成 30年 6月 25日 利用区分 B－3 DVD 字幕 
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FD 映画 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-001 

聴障協管理 

190918 

時をかける少女  新学期の始まった４月、高校２年生になった芳山和子は

クラスメートの吾朗と深町と理科室の掃除をしていた。 

吾朗と深町がゴミを捨てに行き、１人きりになった和子は、

無人のはずの実験室から物音を聞く。不思議に感じた和子

が実験室に入ると白い煙とラベンダーの香りがして、その

匂いをかいだ和子は気を失い倒れてしまう。それから和子

の身に不思議な出来事が起こる。昭和５８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）。 

 

104 

KADOKAWA 
出演者：原田知世／高柳良一／尾美としのり／岸部一徳 

／根岸季衣 

昭和 58年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-003 

聴障協管理 

190919 

 

俺は、君のために 

こそ死ににいく 

 昭和１９年、太平洋戦争で劣勢に立たされた日本軍は最

後の手段として、戦闘機隼に爆弾を搭載して敵の空母に体

当たりする特別攻撃隊を編成した。米軍が上陸した沖縄を

死守するために鹿児島の知覧飛行場から多くの若者が飛び

立った。基地の近くで食堂を営む鳥濱トメは、家族と別れ

て出撃を待つ若者たちの母親代わりとして彼らを見守り続

けた。平成１９年、新城卓監督作品。（上映会使用の際は事

前届け出が必要です） 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

 

135 

東映 
出演者：岸恵子／窪塚洋介／徳重聡／中村倫也／筒井道隆

／中越典子／戸田菜穂 

平成 19年 利用区分 B－3 DVD 
手話・

字幕 

  



- 10 - 

 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-007 

聴障協管理 

190920 

酔いどれ天使  酒好きの医者・真田は、若いやくざ・松永の鉄砲傷を手

当てしたことから松永が結核に冒されていることを知り、

治療をすすめる。素直に聞き入れない松永は、出所してき

た兄貴分の岡田との縄張り争いや情婦の取り合いで命を縮

めていく。昭和２３年、黒澤明監督作品。（上映会使用の際

は事前届け出が必要です） 

98 

東宝 出演者：志村喬／三船敏郎／山本礼三郎 

昭和 23年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-008 

聴障協管理 

190921 

四十七人の刺客  元禄１４年江戸城内で浅野内匠頭が吉良上野介と刃傷沙

汰を起こした。浅野は即日切腹したが吉良はおとがめなし

で、赤穂藩は取り潰しとなった。浅野の家臣である大石内

蔵助は藩主の敵を討つため、塩相場で得た資金で吉良のわ

いろ説を流す。赤穂藩の討ち入りのうわさを知った吉良は

米沢への隠居を願い出る。平成６年、市川崑監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

129 

東宝 
出演者：高倉健／中井貴一／宮沢りえ／岩城滉一 

／宇崎竜童 

平成 6年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-009 

聴障協管理 

190922 

学校  夜間中学の教師をしている黒井。黒井のクラスには、さ

まざまな境遇の生徒が通う。働きながら夜間中学に通う青

年。学校生活になじめず、突然中学１年で不登校になった

少女。日本の生活になじめない中国人男性。小学校の教育

も十分受けられず、長年の肉体労働で身を酷使してきた競

馬好きのおじさん。それぞれ違う環境で、それぞれの苦境

を抱えながら夜間中学に通う生徒たち。彼らと夜間中学教

師の交流を描く。平成５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） 

128 

松竹 
出演者：西田敏行／田中邦衛／竹下景子／萩原聖人 

／裕木奈江／新屋英子／大江千里 

平成 5年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

 

 

 



- 11 - 

 

分類番号 作品名 内   容 分数 

FD2020-010 

聴障協管理 

190923 

釣りバカ日誌１８  スーさんが鈴木建設の社長を勇退し、会長に就任した。

ある朝、スーさんは散歩に出たまま、行方知れずになって

しまった。伝助はスーさんの奥さんの依頼を受けて、探し

に出かけることに。会社には、突然の病で産婦人科に緊急

入院したということにして休暇を取得。まず伝助が向かっ

たのは、スーさんが電話をかけてきた岡山だった。春の瀬

戸内海でスーさんはいったい何をしている？平成１９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） 

114 

松竹 
出演者：西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／檀れい 

／高嶋政伸 

平成 19年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

FD2020-011 

聴障協管理 

190924 

紅の豚  深紅の飛行艇を操る豚のポルコ・ロッソは、かつて人間

だった頃、イタリア空軍のエースだった。今はアドリア海

の小島に隠棲し、空中海賊（空賊）を退治した賞金で暮ら

している。エンジン整備のためミラノに向かって飛んでい

たポルコは、空賊の雇ったカーチスと遭遇し撃墜されてし

まう。ピッコロ工房で艇を改修したポルコは、エンジニア

のフィオとともにカーチスとの決闘に臨む。平成４年、宮

崎駿監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 

93 

スタジオジブリ  

平成 4年 利用区分 B－3 DVD 
複数 

字幕 

 

 


