長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

DA2021-002

世界的なラッパーのステージで活躍する手話通訳者がいる。フィ
ンランドでは手話による巧みなラップで世界中に衝撃を与えた耳の
聞こえないラッパー・サインマークがメジャーデビューした。そして
ハートネットＴＶ 晋平太と挑
日本で聞こえない人にラップを届けたいと考えたのがラッパーの晋
む！ “手話×ラップ”プロジェク 平太だ。晋平太と共にプロジェクトに参加するのは、ラップ初挑戦
の聞こえない女子学生２人。聞こえない２人が持つ強いメッセージ
ト
を自分たちにしかできないやり方で表現する。２か月にわたる『手
話×ラップ プロジェクト』に密着。
晋平太／原島朋花／樺澤環

29 ＮＨＫ

2019/08/07

B－3

字幕

DA2021-003

まったく新しいタイプの体感謎解きゲーム「異言語脱出ゲーム」。
耳が聞こえないろう者４人と聞こえるタレント４人のチャレンジャー
ハートネットＴＶ 異言語脱出
が、手話や音声を使った謎がちりばめられた館から協力して脱出
ゲームｏｎＴＶ 謎の館から脱出 する。手話や音声を使った謎に視聴者もチャレンジできる。チャレ
ンジャーは脱出できるのか。
せよ！
奥野壮／森七菜／井上咲楽／高野洸／山田真樹／仲菜摘／松
本拓也／中川恵美

29 ＮＨＫ

2019/10/09

B－3

字幕

DA2021-004

千原ジュニアと濃すぎるコメンテーターたちが赤裸々トークを繰り
広げるＢ面談義。今回もちまたの話題を赤裸々トーク。内容は「今
ハートネットＴＶ Ｂ面談義 （令 年の漢字」から「人生会議」まで盛りだくさん。
初登場は山本芙由美さん。ろうＬＧＢＴＱの支援団体代表で、団
和元年１２月２３日放送）
体では多様な性をあらわす手話表現のハンドブックも作成してい
る。
千原ジュニア／大胡田誠／海老原宏美／山本芙由美

29 ＮＨＫ

2019/12/23

B－3

字幕

DA2021-005

ハートネットＴＶ 盲ろうの教授
福島智 障害者殺傷事件を考
える

２０１６年、神奈川県相模原市の知的障害者施設「津久井やまゆ
り園」で起きた元職員による障害者殺傷事件。障害者としての使
命を果たそうとしてきた盲ろうの福島教授にとって、この事件は自
分の存在の根底をも揺るがす出来事だった。なぜ犯人は「意思疎
通できない障害者は生きる価値がない」と考えるに至ったのか。事
件の裁判をとおして福島教授が考える。（字幕・手話付き 選択可
能）手話表現者：森田明
福島智

29 ＮＨＫ

2020/04/20

B－3 手話・字幕

DA2021-006

猛威を振るった新型コロナウイルス。感染の広がりが障害のある
人たちの暮らしに大きな影響を及ぼしている。障害者施設ならでは
ハートネットＴＶ 新型コロナ ど の課題とは？障害特性を理解した上での感染対策は？など、障害
者福祉の専門家を交えて、障害のある人たちの暮らしをいかに
う守る？障害者の暮らし
守っていけばよいかを考える。（手話通訳付き）
平野方紹／野口岳史／寺澤英弥

29 ＮＨＫ

2020/05/19

B－3

字幕
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

DA2021-007

千原ジュニアとマイノリティーなコメンテーターたちが赤裸々トー
クを繰り広げるＢ面談義。今回は『リモートＳＰ（スペシャル）』。マイ
ノリティーたちはステイホーム期間をどのように過ごしたのか？会
ハートネットＴＶ Ｂ面談義 （令 議や飲み会もネットで開かれるようになり、新たなスタンダードと
なったオンライン。ろう者のオンライン活用法「おならトレーニング」
和２年６月８日放送）
とは？寝たきりの大学生が体験した「チャットツンツン」とは？オン
ラインならではのハプニング続出で「密度の濃～い」スタジオに！
千原ジュニア／大胡田誠／海老原宏美／山本芙由美

29 ＮＨＫ

2020/06/08

B－3

DA2021-010

バリバラ “きょうだい”の悩み

今回のテーマは「きょうだいの悩み」。「きょうだい」とは、障害の
ある人の兄弟姉妹を指す。番組で「きょうだい」の声を募集すると、
「きょうだいを好きになれない」「将来、面倒は誰がみるのか」など、
心の叫びが寄せられた。
自身も障害のある姉を持つ番組のディレクターが、このテーマに
向き合った。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：佐沢静枝
山本シュウ／玉木幸則／岡本真希

29 ＮＨＫ

2018/12/16

B－3 手話・字幕

DA2021-011

バリバラ バリバラ桜を見る会

今は懐かし「桜を見る会」。番組は独自に「バリバラ桜を見る会」
を実施。バリアフリーと多様性を進めた当事者たちに焦点を当てる
とともに、気になる出来事について考える。当事者が実名で声を上
げる意味とは何か、そして優生思想を巡る裁判とは？番組ではろ
う者の小林さん夫妻が強制不妊手術について手話で語る。
伊藤詩織／崔江以子／小林寶二／小林喜美子

29 ＮＨＫ

2020/04/30

B－3

DA2021-012

障害当事者の身に起きた恐怖体験のエピソードを「バリバラ流怖
い話」としてお届けする新企画。落語家で全盲の桂福点が語る、背
筋の凍る物語。芥川賞作家の羽田圭介をゲストに迎え、障害者に
バリバラ 本当にあった怖い話 “怖い話”を生み出してしまう社会に潜む偏見や無知について考え
る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史
山本シュウ／玉木幸則／桂福点／羽田圭介

29 ＮＨＫ

2019/08/01

B－3 手話・字幕

字幕

字幕

2

長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

戦後まもない１９４８年に作られた旧優生保護法では、障害者へ

ろうを生きる難聴を生きる 長い の強制不妊手術が認められていた。調査により７０人の聴覚障害
沈黙のあとで ～ろう者たちの 者も不妊手術や中絶を強制されていた可能性があることが分かっ
た。当事者たちが語る経験から、強制不妊手術の実態に迫る。
強制不妊手術～

2018/06/30

聞こえない患者は診察の際に、筆談だけでは難しい用語が十分
に理解できないことが多い。ろう者で自身も乳がん患者の川渕一
ろうを生きる難聴を生きる 聞こ 江さんは、闘病をきっかけに医療関係者と一緒に手話表現の勉強
会を開いて、聞こえない患者への支援をしている。誰もが安心して
えない患者に安心を！
医療を受けられるために活動する川渕さんを追った。
川渕一江

2019/08/10

大竹浩司／勝楽佐代子／大矢暹

DA2021-013

ろうを生きる難聴を生きる 一
緒に舞台で輝こう！ ～聞こえ
ない子と聞こえる子の手話
ミュージカル～

聞こえない子どもと聞こえる子ども２８人が、力を合わせて挑む手
話ミュージカル。せりふはすべて手話で表現する。子どもたちを指
導する平井知加子さんは、芝居を通して学んだ表情や身ぶりが、
これからに役立つだろうと言う。公演に向けて奮闘する子どもたち
の姿を追った。
平井知加子／岩田京華／田中琥絆

ろう者４人と聞こえるタレント４人のチャレンジャーが、手話や音
声を使った謎がちりばめられた館から、協力して脱出する異言語
ろうを生きる難聴を生きる 異 脱出ゲーム。手話が分からない、声が聞こえない状況でどうコミュ
ニケーションするのか？言葉の壁を乗り越えて脱出できるのか？
言語脱出ゲームｏｎＴＶ 謎の館 ＤＡ２０２１－００３「ハートネットＴＶ 異言語脱出ゲームｏｎＴＶ 謎
から脱出せよ！
の館から脱出せよ！」の続編。
奥野壮／森七菜／井上咲楽／高野洸／山田真樹／仲菜摘／松
本拓也／中川恵美

60 ＮＨＫ

B－3

字幕

2019/08/31

2019/10/18

3

長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

DA2021-017

番組名

内容

ろうを生きる難聴を生きる 一
緒に舞台で輝こう！ ～子ども
たちの手話ミュージカル完結編
～

すべてのせりふを手話で演じるミュージカル「オズの魔法使い」。
聞こえない子どもと聞こえる子ども２８人が一緒に力を合わせて舞
台に挑む。半年間にわたる子どもたちの成長と公演までの様子を
追った完結編。
平井知加子／岩田京華／田中琥絆

2019/12/07

ろうを生きる難聴を生きる 夢
はプロのバレリーナ２

聴覚に障害があり、両耳に人工内耳を着けてクラシックバレエを
踊る菊池海麗（みらい）さん。今回、演奏者や指揮者によって微妙
にテンポが変わる生演奏に合わせて踊ることになった。演奏者た
ちと呼吸を合わせて踊れるのか。本番に挑む様子を追った。
菊池海麗

2019/12/14

聞こえない子どもたちに手話で柔道を教えている東京都北区の
柔道クラブ。指導者は聞こえる柔道家で指導歴は２３年になる。心
ろうを生きる難聴を生きる 静
技体を鍛える柔道で心も体も大きくなってほしいと考えている。年
かな柔道クラブの挑戦 ～強く に１度の大きな大会に向けて、聞こえない子に対して的確に指示
なれ！聞こえない子どもたち～ を伝えられる「秘策」を特訓して挑む。
堀資雄／岡本記代子／荒谷太智／劉星智
日本で暮らす外国人ろう者のために奔走するアメリカ人、ペ
ギー・ブロッサーさんは自身もろう者だ。日本で暮らして３０年近く
ろうを生きる難聴を生きる 外
になるが困ることはまだまだ多いと言う。欧米では外国人ろう者が
国人ろう者と社会をつなげる懸 社会とつながる仕組みがあるが日本にはない。ペギーさんの活動
け橋に！
を通して外国人ろう者の現状と課題を考える。
ペギー・ブロッサー

時間（分）

分野名称

放送年月日

60 ＮＨＫ

区分 手話・字幕

B－3

字幕

2019/12/21

2020/01/04

4

長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

DA2021-021

番組名

内容

ろうを生きる難聴を生きる 聞こ
えないセンパイの課外授業 Ｖ
ｏｌ．１ 君たちは何を持っている
か 医師 狩野拓也

さまざまな分野で活躍する聞こえないセンパイが、聞こえない学
生の悩みを解決する。今回は難聴の医師であり、デフリンピックの
バレーボール日本代表選手でもある狩野拓也さんが登場。患者の
命を預かる医療の現場で培ったコツを伝授する。聞こえる人にも参
考になるヒントが満載の授業の様子を届ける。
狩野拓也

2020/01/11

新型コロナウイルスにより、ろう・難聴者の生活にも大きな影響が
出ている。マスク生活によりコミュニケーションがとりづらくなった
ろうを生きる難聴を生きる 新
り、ろう学校が休校となり手話で話ができる場がなくなったりと、そ
型コロナウイルス ～ろう者・難 の影響は大きい。番組ではろう・難聴者の現状を伝え、今できるこ
聴者は今～
と、今後の対策などを伝える。
江副悟史

2020/03/21

時間（分）

分野名称

放送年月日

60 ＮＨＫ

区分 手話・字幕

B－3

ろうを生きる難聴を生きる 聞こ
えないセンパイの課外授業 Ｖ
ｏｌ．３ “伝える力”が社会で生
きる 前編 弁護士 松田崚

さまざまな分野で活躍する聞こえないセンパイが、聞こえない学
生の悩みを解決する。今回はろうの弁護士である松田崚さんが、
母校である山形聾学校で授業を行う。コンビニでの買い物にチャレ
ンジして失敗から学ぶこととは？進路に不安を抱える後輩たちに、
社会で活躍するためのスキルを伝授する。
松田崚

2020/04/04

ろうを生きる難聴を生きる 聞こ
えないセンパイの課外授業 Ｖ
ｏｌ．３ “伝える力”が社会で生
きる 後編 弁護士 松田崚

ろうの弁護士・松田崚さんが行う授業の後編。伝える力を磨くた
めの模擬裁判に挑戦する生徒たち。弁護士、検察官、裁判官と３
つのチームに分かれて、それぞれの立場での主張をまとめて発表
する。旧優生保護法の裁判に関わる松田さんからのメッセージと
は。
松田峻

2020/04/11

字幕

5

長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

DA2021-025

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

新型コロナウイルス感染拡大の影響により、ろう者・難聴者が悩
んでいることや困っていることを番組で緊急アンケート。当事者や
ろうを生きる難聴を生きる ４３
専門家とともに、全国から寄せられた４３４人の声や、この状況を
４人のアンケートから考える 今 乗り切る知恵や工夫も紹介する。そして、これから私たちにできる
私たちができること 前編
ことを考える。
江副悟史／松﨑丈／皆川愛／田門浩

2020/04/25

新型コロナウイルスの影響により私たちの生活に大きな影響が
広がっている。番組が行ったアンケートに寄せられた、ろう者・難聴
ろうを生きる難聴を生きる ４３
者の悩みや困りごととは。専門家とオンラインでつないで解決する
４人のアンケートから考える 今 方法を考える。さらに孤独を解消する工夫や若い世代の授業や就
私たちができること 後編
活での悩みにも答えていく。
江副悟史／松﨑丈／皆川愛／田門浩

2020/05/02

日本ではほとんど例のない盲ろうの教師となった橋本紗貴さん。
中学２年生の時に難病に襲われて聴覚障害、視覚障害、さらに四
ろうを生きる難聴を生きる 私
肢障害を負った。高校生の頃に自身の経験から教員になる夢を抱
はできる、諦めない ～盲ろうの くようになり、さまざまな機器を駆使して学び続けて、ようやく念願
新人教員～
の教員になった。橋本さんの新人教師としての挑戦を追った。
橋本紗貴

75 ＮＨＫ

2020/06/20

新型コロナウイルスの影響で孤立を余儀なくされている盲ろう者
たち。移動や意思疎通の際には通訳・介助者との接触が避けられ
ろうを生きる難聴を生きる 孤
ない。そんな中、手と手を触れあうことなく指点字ができる機器の
立する盲ろう者をテクノロジーで 開発が進んでいる。試作と改善を重ねて、より自然に感じられるよ
救いたい
うに改良を続けている。実用化を目指す最前線を追った。
米山爾／稲葉春樹／川島朋亮

2020/07/18

苦手意識を持つ人が多い英語。ろう者の英語講師・袖山由美さ
んは、ろう者が英語を学ぶには視覚的に捉えることが必要だと、Ａ
ろうを生きる難聴を生きる 楽し ＳＬ（アメリカ手話）を使って英語を教えている。袖山さんの教室で
身につけた英語力で独立して会社を立ち上げた受講生や、英語の
く身につく！ “目で聴く”英語 曲にＡＳＬを付けた手話シンガーなどもいる。「目で聴く英語」の魅
力に迫った。
袖山由美

2020/08/08

区分 手話・字幕

B－3

字幕
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

DA2021-030

京都府弥栄町味土野（みどの）は５軒７人が暮らす過疎の村であ
る。この村で自給自足の生活を続ける梅木好彦さんは手話と点字
ＭＢＳドキュメンタリー 映像’０ を学び、障害者の交流会で盲ろうの辻本久代さんと出会った。触
１ つれあい 丹後・味土野物 読手話で語り合いお互いを理解する２人が、２００１年４月に結婚
するまでの過程を描く。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：
語
米内山昭枝
梅木好彦／辻本久代／大益牧雄／木下勇／木下初枝

49 毎日放送

2001/05/20

B－3 手話・字幕

DD2021-004

情熱大陸 ボランティア 尾畠
春夫

西日本豪雨で大きな被害を受けた広島県呉市天応地区。被災地
の復旧を手伝うボランティアの中に、一際目立つ男性がいた。赤い
つなぎに「絆」と書かれたヘルメット。山口県周防大島町で行方不
明となった２歳児を発見し、一躍時の人となったスーパーボラン
ティアの尾畠春夫。ボランティアをする動機や理由、尾畠が小学校
５年生のときに亡くなった母親との思い出について語る。（字幕・手
話付き 選択可能）手話表現者：森田明
尾畠春夫

25 毎日放送

2018/09/23

B－3 手話・字幕

DD2021-005

「未知のウイルスによる感染症は社会を機能不全にする」。１５年
前、番組の密着取材で、世界的ウイルス学者河岡義裕は警鐘を
情熱大陸 ウイルス学者 河岡 鳴らした。現在、河岡は政府の専門家会議メンバーにも名を連ね、
新型コロナウイルスのメカニズム解明に没頭している。感染者数
義裕
拡大が収まらないなか、研究を進める河岡の日々を追った。（字
幕・手話付き 選択可能）手話表現者：寺澤英弥
河岡義裕

25 毎日放送

2020/04/12

B－3 手話・字幕

2007

B－3 複数字幕

FD2021-001

転校生－さよなら あなた－

中学生の一夫は転校先のクラスで幼なじみの一美と再会する。
転校初日、幼いころ遊んだ水場に落ちたことで２人の身体と心が
入れ替わってしまう。一美の心を持った一夫と、一夫の心を持った
一美は、周りの人たちに悟られないよう互いに協力する。しかし一
美の体は病魔に冒され始めていた。平成１９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）
蓮佛美沙子／森田直幸／清水美沙／古手川祐子／田口トモロヲ

120

ＫＡＤＯＫＡＷ
Ａ
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

探偵はＢＡＲにいる

ススキノのバー「ケラーオオハタ」を根城にしている探偵に、コンド
ウキョウコを名乗る女から調査の依頼があった。調査内容は弁護
士の南の調査。依頼を受けた探偵は南に会いにいくが、その帰り
道に男たちに拉致され雪の中に生き埋めにされる。何とか脱出し
た探偵に、再度コンドウキョウコから依頼があった。探偵は助手の
高田と共に調査するが、さまざまな危険が待ち受けていた。平成２
３年、橋本一監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）
大泉洋／松田龍平／小雪／西田敏行／田口トモロヲ

125 東映

2011

B－3 複数字幕

FD2021-008

学校の怪談４

大正１２年の夏、海辺の小学校が津波に襲われた。かくれんぼを
していた子どもたちが犠牲になり、オニをしていたコウちゃんだけ
が生き残った。そして現代。夏休みを利用して東京から小学生の
恒と弥恵が遊びに来た。台風の翌日から町の子どもたちが次々と
行方不明になる。恒の様子もおかしくなり、弥恵は津波で犠牲に
なった子どもたちの霊のしわざではと考える。平成１１年、平山秀
幸監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）
豊田眞唯／広瀬斗史輝／皆川優紀／笑福亭松之助／原田美枝
子

99 東宝

1999

B－3 複数字幕

HA2021-007

きょうの健康 しびれと痛みの
原因は？ 手指のトラブル対処
法 服のボタンがかけづらい！
手根管症候群

４回シリーズで手や指のしびれや痛みについて特集する。
１回目は手根管症候群。手や指がしびれて、衣服のボタンがかけ
づらくなる病気だ。この病気の特徴は、親指から薬指にかけてしび
れや痛みが起こり、小指には症状が起こらないことだ。原因と対
策、注意したほうがよい人などを教わる。
三浦俊樹／永井伸一／岩田まこ都

15 ＮＨＫ

2020/4/6

B－3

字幕

HA2021-008

きょうの健康 しびれと痛みの
原因は？ 手指のトラブル対処
法 小指がしびれて痛い！ 肘
部管症候群

２回目は肘部管（ちゅうぶかん）症候群。小指がしびれて痛む病気
だ。放っておくと、細かい作業や箸を使うことが難しくなり、日常生
活に支障が出てしまう。この病気になりやすい人の特徴やセルフ
チェックの方法などを教わる。
三浦俊樹／永井伸一／岩田まこ都

15 ＮＨＫ

2020/4/7

B－3

字幕

FD2021-006

8

長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

HA2021-009

きょうの健康 しびれと痛みの
原因は？ 手指のトラブル対処
法 スマートフォンの使い過
ぎ？ ドケルバン病

３回目はドケルバン病。スマートフォンを片手で操作し続けると、親
指の付け根が痛くなることがある。この痛みはスマートフォン・サム
と呼ばれ、ドケルバン病の症状だ。ドケルバン病は腱鞘炎の一種
で、パソコン操作や指を使う楽器演奏を長時間行うことでも起こ
る。この病気のチェック方法や治療法を教わる。
三浦俊樹／永井伸一／岩田まこ都

HA2021-010

きょうの健康 しびれと痛みの
原因は？ 手指のトラブル対処
法 いつのまにか関節が変
形！ 変形性指関節症

４回目は変形性指関節症。最初は指の関節が少し腫れる程度で
も、放置すると激痛や指の変形が起こるという変形性指関節症。
変形の起こる関節によって、ヘバーデン結節や母指ＣＭ関節症な
どという病名もある。この病気を起こしやすい人の特徴や治療法に
ついて教わる。
三浦俊樹／永井伸一／岩田まこ都

ポケットモンスター ピカチュウ
誕生！
JB2021-008

JB2021-010

放送年月日

区分 手話・字幕

15 ＮＨＫ

2020/4/8

B－3

字幕

15 ＮＨＫ

2020/4/9

B－3

字幕

B－3

字幕

B－3

字幕

時間（分）

分野名称

森の中に独りぼっちのピチューがいた。ピチューは、群れをなす
ポケモンの姿に寂しさを感じていた。一方、マサラタウンのサトシ
は、オーキド博士が主催するポケモンキャンプを楽しみにしてい
た。ピカチュウとサトシが出会うまでの物語。

ポケットモンスター サトシとゴ
ウ、ルギアでゴー！

オーキド博士の後輩のサクラギ博士が、クチバシティに研究所を
開くことになった。オープニングセレモニーに参加したサトシとピカ
チュウだったが、セレモニーの最中、港に幻のポケモンが現れる予
兆があり会場は騒然とする。サトシは幻のポケモンを確かめるた
めに、ピカチュウと一緒に会場を飛び出すが…。

ポケットモンスター フシギソ
ウってフシギだね？

サクラギ研究所のリサーチフェローになったサトシとゴウ。街で大
行進をはじめたフシギソウの調査に向かった２人は、フシギダネ・
フシギソウ・フシギバナの不思議を知ることになる。

ポケットモンスター 行くぜガラ
ル地方！ヒバニーとの出会
い！！

ポケモンの巨大化を調べるため、ガラル地方に向かったサトシと
ゴウ。ガラル地方名物のスコーンに夢中になっていると、見たこと
のないポケモンが現れる。ポケモンたちにいたずらされるサトシた
ちだが、ポケモン図鑑に載っていないポケモンまで現れて・・・。

2019/11/17
50 テレビ東京
2019/11/24

2019/12/01
50 テレビ東京
2019/12/08
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

魔女っ子が乗ったＵＦＯがやってきた。ポコニャンと一緒にミキた
ちも魔女っ子のＵＦＯで連れ去られる。魔女っ子とおばあちゃんは
ポコニャン！ やってきた魔女っ
ポコニャンのパワーが欲しいのだ。そこへ魔人があらわれてみん
子ニャン
なのオモチャや宝物などを持っていってしまう。ミキたちは魔人を
やっつけるために山へ向かう。

1994/02/25

オモチャ泥棒の魔人をやっつけるために魔人ランドへやってきた
ミキたち。魔人のしわざで迷路に追い込まれてしまう。やっと出口
を見つけたが、そこは大きなピンボールの中だった。ミキたちはこ
こから抜け出せるのか！？

1994/03/01

ポコニャン！ 魔人はオモチャ
どろぼうニャン

区分 手話・字幕

魔人に追い込まれてやってきた先には砂糖の砂漠やジュースの

JB2021-016

ポコニャン！ 魔人の国の対決 池、お菓子の山。逃げるミキたちはポコニャンの魔法で助かった
が、ユウが人質に取られてしまう。ポコニャンはユウを助けだせる
ニャン

50 ＮＨＫ

1994/03/02

B－3

字幕

のか！？

ポコニャン！ 原始時代はコリ
ゴリニャン

ママに叱られることにうんざりしたミキは、宿題もなく毎日遊んで
いられる原始時代にあこがれる。ポコニャンの魔法で原始時代に
やってきた二人はワナにかかったマンモスを助ける。原始人に捕
まり、マンモス泥棒だと疑われるミキとポコニャンの運命は…。

1995/02/10

ミキのおじいちゃんが、交通安全運動をすることになった。大きな

ポコニャン！ おじいちゃんの交 声を出すおじいちゃんを恥ずかしがるミキだが、ポコニャンまでおじ
いちゃんと一緒になって笛を吹いて喜ぶ。二人が立つ横断歩道を
通安全だニャン

1995/03/17

渡りたくないミキたちは遠回りをしようとするが…。

10

長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

「まる子、ジンクスに期待する」 いいことや悪いことが起きる前触
れといわれるジンクス。広くいわれているジンクスもあるが、自分だ
ちびまる子ちゃん 「まる子、ジ けの習慣からジンクスを決めている人も多い。まる子は、自分には
ジンクスが何もないことから、何かジンクスを見つけ出そうと考え
ンクスに期待する」の巻 「まる る。
子の玉手箱騒動」の巻
「まる子の玉手箱騒動」 算数のテストでひどい点を取ったまる
子。お母さんに見つからないよう隠し場所を探す。そして、おばあ
ちゃんの使っている箱に隠すことにしたのだが…。

JB2021-021

「まる子、言葉の力を試す」 ある日、朝から１日中ついていな
かったまる子は、その晩家族に「ついていなかった」とぐちってしま
う。するとおばあちゃんから、「繰り返し口にすると言葉に力が宿
ちびまる子ちゃん 「まる子、言 り、悪いことがまた起きてしまう」と注意される。そこでまる子は、言
葉の力を使おうと、夢を繰り返し言ってみることにする。
葉の力を試す」の巻 「まる子の 「まる子のかぐや姫」 昔、友蔵というおじいさんが、竹の中から
かぐや姫」の巻
かわいい女の赤ちゃんを見つけた。その時、大判小判も見つけた
ため、友蔵は、この赤ちゃんをかぐや姫と名付け、何不自由なく甘
やかして育てた。月日は流れ、姫は、怠け者で何もできない娘に
育ってしまう。

名探偵コナン 北九州ミステ
リーツアー（小倉編）

小五郎が日本探偵連盟の「ベスト探偵アワード」に選ばれた。そ
の授賞式が開かれる福岡県の小倉にやってきた小五郎・蘭・コナ
ン。観光する蘭と別れ、小五郎とコナンは小五郎の警視庁時代の
先輩「桜田門の虎」こと「深町虎三」に会いに行く。ところが、深町
虎三は転倒して頭を打ち、意識不明で入院していた。

名探偵コナン 北九州ミステ
リーツアー（門司編）

意識不明の深町虎三が社長を務める会社の後継者に桐山専務
が就任するという。しかし、その桐山を脅迫する落書きが見つか
り、調査に乗り出した小五郎。犯人に浮上したのは深町の息子の
虎彦だった。そして、驚くことに、蘭が警察に追われている虎彦と
一緒にいたのだ。

JB2021-023

放送年月日

区分 手話・字幕

2018/2/4

50 フジテレビ

B－3

字幕

B－3

字幕

2019/7/14

2019/2/16
50 読売テレビ
2019/2/23
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

仮面ヤイバーの撮影を見学しようと、探偵団のメンバーは埠頭に
やってきた。みんながアクションに夢中になる中、コナンは不審な
名探偵コナン 消えた少年探偵 動きをする男に目をとめる。その後、埠頭を離れたメンバーは、近
くの公園でニセ１万円札を発見する。犯人がジュースを買い、自販
団
機の下にニセ札とスマホを落としたことを突き止める。みんなで犯
人が戻るかもしれないと自販機を見張っていると…。

JB2021-025

放送年月日

2018/11/24

50 読売テレビ
探偵団のメンバーが公園でサッカーをしていると、一人でワイン
を飲んでいる小森朋子と知り合う。朋子は涙を流しながら最愛の
名探偵コナン 未亡人（ミズロン 夫が亡くなったと話す。朋子と仲よくなったコナンたちは、植物園に
連れていってもらう。そこで歩美が迷子になり、今度は梶木浩平と
リー）と探偵団
知り合う。歩美を見つけてもらったお礼にと、朋子が浩平を食事に
誘い、二人は急接近していく。

DA2021-001

ＮＨＫとＮＨＫ厚生文化事業団が主催する「ＮＨＫ障害福祉賞」に
は、身体障害や精神障害などと向き合う人たちから半世紀にわた
り１万３千以上の手記が寄せられてきた。長年、この賞の選考委
文字の獲得は光の獲得でした 員をつとめてきた作家 柳田邦男さんは、それを「人間理解の宝
庫」という。そこには苦悩や偏見を乗り越え人生を切り開いてきた
作家 柳田邦男が読む いのち 人々の真実の言葉がある。番組では柳田さんとともに過去の受賞
の手記
者４人を訪ねる。人生に立ちはだかる壁を「文字で表現すること」を
通して越えてきた人々の体験から、私たちは何をくみとることがで
きるのか。
柳田邦男／夏子

DA2021-031

区分 手話・字幕

B－3

字幕

2019/11/23

49

ＮＨＫ厚生文
化事業団

2021/01/24

A－3

字幕

ハートネットＴＶ ＃隣のアライさ まった番組「＃隣のアライさん」。第１回は統合失調症の人たちの
ん「これだけは知ってほしい！ 「これだけは知ってほしい」に迫る。統合失調症の人たちの悩みや
関係の作り方について、クイズを通じて理解を深める。
“統合失調症”のこと」

29

ＮＨＫ厚生文
化事業団

2020/04/22

A－3

字幕

今回は、摂食障害への理解を深め、拒食や過食に悩む人たちの
味方になることを目指す、隣のアライさん。
ハートネットＴＶ ＃隣のアライさ 摂食障害の原因は、体重コントロールのためのダイエットであると
思われがちだが、単にその行為が問題なだけでなく、その行為の
ん「これだけは知ってほしい！ 奥にある精神的な問題も大きく関わっている。そのため、摂食障害
“摂食障害”のこと」
を乗り越えるためには、周囲のサポートも欠かせない。
正しい知識を持って、アライさんを目指そう。
最上もが／荻上チキ／中野淳

29

ＮＨＫ厚生文
化事業団

2020/06/24

A－3

字幕

さまざまなマイノリティーのアライ（味方・理解者）を増やそうと始

最上もが／荻上チキ／中野淳

DA2021-032
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

DA2021-033

番組名

てんかんは１００人に１人が発症するといわれる身近な疾患だ
が、発作の一種である「けいれん」のイメージから、強い偏見や過
ハートネットＴＶ ＃隣のアライさ 剰な配慮に悩みを抱えている人が多い。疾患の基礎知識や発作
ん「これだけは知ってほしい！ 時にはどうすればいいのかなど、てんかんへの理解を深め、アライ
（味方・理解者）を目指す。当事者の経験談からどのようなアライが
“てんかん”のこと」
求められているのを考える。
最上もが／荻上チキ／中野淳

防災映像 水害編（子ども版）

EB2021-010

FC2021-004

内容

日本各地で毎年のように水害が発生し、たくさんの方が亡くなっ
ている。地球温暖化のせいで水害はますます増え、被害もますま
す大きくなると言われている。水害が起こりやすい場所や川の水
があふれたときに街や家の中でどんなことが起きるかをＣＧで再
現。安全に避難するために、ふだんからできることや避難するタイ
ミングを分かりやすく説明している。（字幕・手話付き 選択可能）
手話表現者：森田明

毎年のように土砂災害の大きな被害が出ている。地球温暖化の
せいで土砂災害はますます増え、被害はますます大きくなると言
防災映像 土砂災害編（子ども われている。土砂災害にはどのような種類があるのか？土砂災害
の種類によってどのようなことに注意が必要なのか？安全に避難
版）
するために、ふだんからできることや避難するタイミングを分かり
やすく説明している。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森
田明
世界的アーティスト「Ｌ」からの招待状を手に集まったろう者と聴
者の６人。謎解きを条件に、Ｌの財産が与えられるという。しかし、
謎解きドラマ Ｌの招待状 特別 声が聞こえないろう者と手話が分からない聴者の間にコミュニケー
ションの壁が立ちはだかる。お互いが協力しないと解けない謎解き
編
を見事クリアし、財産を手に入れることができるのだろうか！？
奈緒／長井恵里／小手伸也／江副悟史／潤浩／池田明男／品
川徹

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

29

ＮＨＫ厚生文
化事業団

2020/09/23

A－3

字幕

2020

22 内閣府

A－3 手話・字幕

2020

59

ＮＨＫ厚生文
化事業団

2020/12/27

A－3

字幕
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長野県聴覚障がい者情報センター

字幕付きDVD一覧（令和3年度後期）
分類番号

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

XC2021-001

風呂敷 伝統文化はエコ文化
へ

日本の伝統文化である風呂敷が、エコや環境問題をきっかけに注
目されている。昔と比べてデザインも豊富になり、和装以外でも使
われるようになってきた。同じく環境問題をきっかけに注目されて
いるエコバッグと比べてどんな点がすぐれているのだろうか？風呂
敷の包み方実演では、ヨガマットやノートパソコンなどの形に合わ
せたバッグの包み方を６種類、そのほかに災害時にも役立つ三角
巾の作り方や頭巾のかぶり方を紹介している。
森田明

聴力障害者情
16 報文化セン
ター

2021

A－3 手話・字幕

XE2021-001

ろう科学者の２人に、マッドサイエンティストＤｒ．リンから挑戦状が
届いた。簡単にはできそうもない難しい問題を、科学の力で解決す
るぞ。早速、実験開始だ！
「色の変わるホットケーキを作ろう」
手話で学ぼう なんでも科学実 ホットケーキは黄色だけじゃない！？赤や青のホットケーキは作れ
るかな？
験
「備長炭（びんちょうたん）で電池を作ろう」
あの備長炭で電気が作れるんだって。一体どうやるんだろう。無事
プロペラは回るかな？
江副悟史／長谷川翔平／Ｄｒ・リン（ドクターリン）

聴力障害者情
37 報文化セン
ター

2021

A－3 手話・字幕

利用区分

A・・どなたでもご利用いただけます
B・・身体障害者手帳(聴覚障害)の交付を受けている方、難聴の方（手帳の交付を受けていない方も可）
３・・個人視聴、集団での視聴、および上映

貸出のご案内

DVD・ビデオの貸出は1人4点まで2週間です。利用料は無料です。

センターまで来られない方のために郵送で貸出しています。FAXまたはメールで申し込んでください。
利用は無料ですが、返送料のみご負担ください。送料100円です。（聴覚障害者ゆうパック 縦＋横＋高さ＝60cm以内の場合）

申し込み・問い合わせ ： 長野県聴覚障がい者情報センター
メール：info@nagano-choujou.com FAX：026-295-3567 電話：026-295-3530
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