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年度前期）
分類番号

番組名
アクティブ１０ 公民 法律はな
ぜ必要？

EB2021-001

時間（分）

分野名称

たくさんの人が暮らす社会では、利害対立や考え方の違いから、
さまざまな場面で衝突が起こる。そんな時、誰に対しても公正な法
律があると解決しやすくなる。私たちは法律があるから安心して暮
らせるのだ。男女雇用機会均等法を例に、法律の整備を見ていく。
（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明
岡崎体育

新聞やニュースでよく見かける「内閣」。内閣は国の行政機関の
トップだ。行政の活動は暮らしのさまざまな分野にわたるため、多く
アクティブ１０ 公民 内閣の役 の省庁・機関が分担して担当しているが、それらの行政機関の司
令塔が内閣だ。災害時と待機児童問題を例に、内閣の働きを見て
割って？
いく。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明
岡崎体育

放送年月日

30 ＮＨＫ

2018/11/16

2018/11/23

政治参加は私たちにとってなぜ大事なのか。選挙で政治を行う
代表者を私たちが選ぶ。政治参加は選挙だけではない。ある自治
アクティブ１０ 公民 政治に声 体では小学生の陳情によって新しい条例ができた。陳情のほかに
も政治に声を届ける方法はたくさんある。地域や国の課題を考え
を届けるには？
て政治参加する方法を見ていく。（字幕・手話付き 選択可能）手
話表現者：江副悟史
岡崎体育

2018/11/30

アクティブ１０ 公民 公正な裁
判とは？

法律の専門家と一緒に、一般の人が裁判員として裁判に参加す
る裁判員制度が２００９年に始まった。番組では模擬裁判で、自白
や目撃証言のあいまいさ、事実認定の難しさを体験する。無実の
人を有罪にしてしまう、えん罪についても考える。（字幕・手話付き
選択可能）手話表現者：江副悟史
岡崎体育

アクティブ１０ 公民 “シェアリ
ング”で経済が変わる！？

商品やサービスの価値は市場の需要と供給の関係で決まる。そ
のバランスが景気を左右する。好景気とは、不景気とは、どういう
ことなのか。情報技術の発達により拡大しているシェアリングビジ
ネスを例に市場経済の仕組みを考える。（字幕・手話付き 選択可
能）手話表現者：那須映里
岡崎体育

区分 手話・字幕

2018/11/09

住民の快適な暮らしに必要な自治体による行政サービス。地方
自治体の主な財源は国から支払われる交付金や、住民から集め
る税金だが、人口の少ない地域ではその財源確保が課題となって
いる。みんながより暮らしやすい社会を作っていくためにどうしたら
いいかを考えていく。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：長
谷川翔平
岡崎体育

アクティブ１０ 公民 地域のこ
とは誰が決める？

EB2021-004

内容

30 ＮＨＫ

2018/12/07

B－3 手話・字幕

B－3 手話・字幕

2018/12/14

1

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年度前期）
分類番号

EB2021-007

JB2021-001

JB2021-003

番組名

内容

時間（分）

分野名称

放送年月日

アクティブ１０ 公民 仮想通
貨って信用できる？

私たちが預けたお金を銀行は企業に貸し付け、企業が作った製
品を私たちは消費する。こうしてお金が回っていくが、最近は国が
価値を保証する通貨ではなく、インターネット上で取引される仮想
通貨が様々な場面で使われ始めている。仮想通貨の特徴って何
だろう。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史
岡崎体育

アクティブ１０ 公民 “キャッ
シュレス化”が生み出すもの
は？

最近は現金を使わない人が増えている。スウェーデンでは現金
決済は５０％以下だという。日本でもキャッシュレス化の試みが始
まっており、人手不足の解消が期待される。しかし、キャッシュレス
化は経済活動を活発にさせる反面、必要以上にお金を使ってしま
う傾向がある。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟
史
岡崎体育

アクティブ１０ 公民 企業って
なにするところ？

起業のためには資金が必要となる。資金調達の方法はいろいろ
ある。会社を作ったら、企業の最大の目的は利益の追求だ。しか
し、倒産しないで経営を続けるためには、消費者からの信頼や評
価が大事になる。企業には社会的な責任も求められている。（字
幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明
岡崎体育

2019/01/25

『マシュマロさんとあざみちゃん』 ばいきんまんにおそわれてい
るマシュマロさんを、あざみちゃんがたすけてあげた。あざみちゃ
それいけ！アンパンマン マ
んのことがきにいったマシュマロさんは、あとをついていく。
シュマロさんとあざみちゃん ば 『ばいきんせんにんとユキダルマン』 ドキンちゃんをたずねて
いきん仙人とユキダルマン
やってきたばいきんせんにん。ドキンちゃんとホラーマンといっしょ
に、いたずらをしたばいきんまんをおいかける。

2019/12/13

『タンポポちゃんとコネギくん』 かぜにのってたびをしているタン
ポポちゃん。コネギくんは、すてきなおはなをさかせるばしょをさが
それいけ！アンパンマン タン しているタンポポちゃんのために、おてつだいをすることに。
ポポちゃんとコネギくん しょくぱ 『しょくぱんまんとフラワーランド』 フラワーひめにしょうたいされ
たジャムおじさんたち。しょくぱんまんもいっしょにフラワーランドへ
んまんとフラワーランド
いくことになった。それをしったばいきんまんとドキンちゃんもフラ
ワーランドにむかう。

それいけ！アンパンマン はし
れ！ジャムおじさん

アンパンマンのかおをやくためには、ゆうきのはなのエキスがか
かせない。でも、そのエキスがきれてしまった。そこでジャムおじさ
んが、ひとりでゆうきのはなを、つみにでかける。ところが、ばいき
んまんにみつかって、ジャムおじさんはつかまってしまい…。

区分 手話・字幕

2019/01/11

30 ＮＨＫ

2019/01/18

50 日本テレビ

B－3

字幕

B－3

字幕

B－3

字幕

2020/04/17

25 日本テレビ

2020/10/02
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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年度前期）
分類番号

JB2021-004

番組名

「まる子、お年寄りについて考える」の巻 寒い日は調子が悪い
おじいちゃん、餅をのどに詰まらせるおばあちゃん。２人は中野さ
ちびまる子ちゃん 「まる子、お んが遅刻してきてもニコニコして少しも怒らない。体は弱っても少々
のことには動じないのはどうしてか。
年寄りについて考える」の巻
「まる子、母をたずねて」の巻 お母さんを描いた絵を返しても
「まる子、母をたずねて」の巻
らったまる子。早くお母さんに見せて喜ぶ顔が見たいのに、お母さ
んは出かけたまま夜になっても帰ってこない。

JB2021-012

時間（分）

分野名称

放送年月日

50 フジテレビ

2020/08/30

「まる子の防災対策」の巻 大雨の日に雨漏りで散々な目に遭っ
たまる子。たまちゃんと“もしもの時の対策”について話していると
ちびまる子ちゃん 「まる子の防 花輪クンに出くわす。花輪家の防災備蓄品を見せてもらうことに
災対策」の巻 「まる子の３匹の なったのだが…。
「まる子の３匹の子ブタ」の巻 子ブタ園を卒業した子ブタたちが
子ブタ」の巻
家を建てる。まる子ブタはわら、笑太ブタは木、とみ子ブタはレンガ
で家を建てる。だが、ブー太郎ブタが突然姿を消してしまう。

2020/10/25

「お姉ちゃん、まる子がうるさい」の巻 おしゃべりなまる子にうん
ざりな姉は、まる子に「おしゃべりすると地球が滅びる」とうそを伝
ちびまる子ちゃん 「お姉ちゃ
えるが…。
ん、まる子がうるさい」の巻 「酉 「酉の市へ行こう」の巻 花屋のとくちゃんは、お母さんに商売繁
の市へ行こう」の巻
盛の御利益がある「くまで」をプレゼントするためまる子たちと一緒
に酉の市へ行く。
蘭が福引で当てた旅行券で金沢にやってきたコナンたち。誘拐
事件の身代金を運ぶ林マリと出くわした。人質の犀川学は無事に
名探偵コナン 加賀令嬢ミステ
救出されたが、この事件は学による自作自演と判明する。逃走し
リーツアー（前編）
た学を警察が追っており、事件が解決するのも時間の問題だと思
われていたのだが…。
林マリの父である荘一が襲われるという事件が発生する。動機
名探偵コナン 加賀令嬢ミステ や目撃証言から犀川学が有力な容疑者となる。そんな中、マリに
学から電話がかかってくる。弟子である萩野凛太郎を誘拐したとい
リーツアー（後編）
うものだった。

区分 手話・字幕

2020/01/26

「夏休みのお母さん」の巻 お母さんと一緒に隣町へ買い物に来
たまる子は、一人で入った宝石屋さんで恐怖体験をしてしまう。そ
のあと、初めて食べた宇治金時で感動する。
「真夏のおでん」の巻 夏バテで元気がないまる子のおじいちゃ
んと、はまじのお母さん。夏バテには温かいものを食べたほうがい
いと聞いたまる子は、お母さんにおでんを作ってもらう。

ちびまる子ちゃん 「夏休みの
お母さん」の巻 「真夏のおで
ん」の巻

JB2021-006

内容

50 フジテレビ

B－3

字幕

B－3

字幕

B－3

字幕

2020/11/08

2020/02/15
50 読売テレビ
2020/02/22
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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年度前期）
分類番号

JB2021-014

利用区分

番組名

内容

小五郎とコナンはマダムのペット、アルマジロ君を捜索中に、タク
シーの運転手と出会う。小五郎の大ファンだという運転手は、記念
名探偵コナン 追跡！探偵タク に先日乗せた謎の兄弟の足取りを案内してくれた。たどり着いた
のは「お化け煙突祭り」が行われる会場近くの駐車場。遠回りをし
シー
て駐車場へやって来た謎の兄弟の目的は？そしてアルマジロ君
はどこにいるのか？
絵日記がうまく書けなくて悩んでいる歩美にコナンは「歩美ちゃん
なりの観察眼で周りを見渡せば、書く事は見つかるよ」とアドバイ
名探偵コナン 歩美の絵日記事
スする。ある日、登校途中にある商店街の金子宝石店に、高価な
件簿
宝飾時計が飾られる。コナンたち少年探偵団は宝石強盗を心配
し、事件が起きないように目を光らせていた。

時間（分）

分野名称

放送年月日

区分 手話・字幕

2020/07/18
50 読売テレビ

B－3

字幕

2020/12/15

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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