
字幕付きDVD一覧(平成31年4月） 長野県聴覚障がい者情報センター

分類番号 番組名 内容 時間（分） 制作者 制作・放送日 区分

DA2018-001

ハートネットＴＶ　シリーズ　相模
原障害者施設殺傷事件　言葉は
なくとも　重度知的障害のある人
たち

　相模原市の障害者施設「津久井やまゆり園」で、１９人が殺害され２７人が
負傷した事件が起きた。容疑者は取り調べの中で「意思疎通ができない人た
ちを刺した」と語った。ネット上でも「知的障害者は怖い」「何を考えているか
分からない」などの声が上がった。知的障害者の思いを知ろうと模索する人
たちの活動を追う。

29
ＮＨＫ厚生文化
事業団

2016/12/07 A－3

DA2018-002
ハートネットＴＶ　シリーズ　罪を
犯した発達障害者の再出発　第
１回　少年院の現場から

　罪を犯した少年たちに立ち直るための教育を行う少年院。罪を犯した少年
の中には発達障害や、その疑いがある人もいることが分かった。しかし発達
障害は外見では判断しづらく一般の少年と同じ教育が行われてきた。そこで
国は発達障害のある少年に対する指導方針を打ち出し配慮ある指導を促し
た。その成果と課題について考える。中野　淳／藤川　洋子

29
ＮＨＫ厚生文化
事業団

2017/05/30 A－3

DA2018-003
ハートネットＴＶ　シリーズ　罪を
犯した発達障害者の再出発　第
２回　出所、そして社会へ

　障害への支援や配慮が受けられないため罪を犯してしまう人たちがいる。
地域生活定着支援センターは、こうした人たちの再犯を防ぐために活動して
いる。中でも先進的な取り組みをしている長崎県の地域生活定着支援セン
ターの取り組みを紹介する。藤川　洋子／伊豆丸　剛史／中野　淳

29
ＮＨＫ厚生文化
事業団

2017/05/31 A－3

DA2018-037
ＥＴＶ特集　亜由未が教えてくれ
たこと

　ＮＨＫ青森のディレクター坂川裕野さんの妹・亜由未さんは脳性マヒと知的
障害を持つ重度障害者だ。相模原市で起きた障害者殺傷事件をきっかけ
に、「障害者の家族は不幸ではない」ことを伝えるため、坂川さんは亜由未さ
んの暮らしを撮影することにする。そして今まで両親に任せていた亜由未さ
んの介助を１か月間してみることに。両親の苦労、亜由未さんの双子の妹の
思い…。重度障害者とともに暮らす家族の姿を描く。坂川裕野／坂川亜由未

60
ＮＨＫ厚生文化
事業団

2017/07/22 A－3

DA2018-038
ハートネットＴＶ　ＷＥＢ連動企画
“チエノバ”　これだけは知ってほ
しい！聴覚障害の悩み

　聴覚障害者といっても、全く聞こえない人から補聴器で少し聞こえる人、生
まれつき聞こえない人、途中で聞こえなくなった人などさまざまだ。しかし聴力
に違いはあっても、日常生活で不便を感じることに共通点は多い。番組では
視聴者から寄せられた意見を紹介しながら、聴覚障害者の抱える悩みにつ
いて、ろう者のゲストと共に考えていく。善岡修／久保純子／荻上チキ

29
ＮＨＫ厚生文化
事業団

2015/06/25 A－3

● XC2018-001
手話で知りたい　成年後見制度
の基礎　～大切な財産を守るた
めに～

　認知症が進み判断能力が衰えて、必要のない家のリフォームや高額な商
品購入の契約をしてしまう高齢者が多い。その人たちの大切な財産を守る制
度が成年後見制度だ。この作品では、ろうの弁護士・田門浩さんに成年後見
制度の基礎をやさしく解説していただく。　ミニドラマで具体的事例などを紹
介。ドラマでは日本ろう者劇団の江副悟史さんが８０歳の老人を演じる。（手
話・字幕つき）田門浩／佐沢静枝／江副悟史

20
聴力障害者情
報文化センター

2018 A－3

● XE2018-001
きこえづらいってどんなこと？
～難聴について知ろう～

耳が聞こえない人、聞こえづらい人たちを、難聴者といいます。難聴者はどん
なふうに聞こえるのか、難聴者と話すときにどんなことに気をつけたらよいの
かなど、難聴者とのコミュニケーションについて学びます。小学校３～４年生
向け。（手話・字幕つき）所智子

16
聴力障害者情
報文化センター

2018 A－3

●‥手話・字幕付き 1



字幕付きDVD一覧(平成31年4月） 長野県聴覚障がい者情報センター

分類番号 番組名 内容 時間（分） 制作者 制作・放送日 区分

DA2018-010
ハートネットＴＶ　シリーズ　戦後７
１年　第２回　わたしが見た“ろう
者の戦争”

　自らも聴覚障害のあるディレクターが、ろう者の戦争体験を取材する。大阪
にある聴覚障害者用の老人ホームで、徴兵検査で不適格になり軍需工場に
徴用された男性の話を聞く。東京在住の女性は、戦時中満足に教育を受け
られなかったために日本語の読み書きや意味をつかむことが苦手だと話す。
これら取材映像を元に、視覚障害者を中心に障害者の戦争について調べて
いる盲教育史研究会の事務局長と、３０年にわたり被爆ろう者の証言を集め
ている手話通訳者、２人のゲストを交えて障害者の戦争について考えていく。
岸博美／仲川文江

29 ＮＨＫ 2016/08/03 B－3

DA2018-012
ハートネットＴＶ　デフリンピック特
集　早瀬憲太郎・久美夫妻の挑
戦

　４年に１度開催される聴覚障害者のスポーツの祭典デフリンピック。このデ
フリンピックに２大会連続で挑むろう者の夫婦がいる。自転車競技の日本代
表・早瀬憲太郎さんはロードレースに出場する。妻の久美さんは、前回、マウ
ンテンバイクに出場し銅メダルに輝いた。２人の目標は夫婦そろってメダルを
獲得することだ。夫妻はデフリンピックに向けて毎週末、各地のレースに出場
している。実戦で経験を積むのが目的だ。二人三脚でデフリンピックに挑む
早瀬さん夫妻の姿を見つめる。早瀬憲太郎／早瀬久美

29 ＮＨＫ 2017/07/05 B－3

● DA2018-016

ＳＷＩＴＣＨインタビュー　達人達
（たち）　Ｖｏｌ．１４５　宇宙のなか
で　バリアフリー研究者　福島智
×生命科学者　柳澤桂子

　視力と聴力を失い、盲ろう者となった福島さん。指点字という方法で勉強を
続け、バリアフリー研究者となった。一方柳澤さんは、最先端の遺伝子研究
に取り組むが、３１歳の時、突然原因不明の難病に襲われる。以来、病と闘
いながら生命科学について思索をめぐらせている。
　障害や病とたたかってきた２人が、命と存在をめぐる対話を重ねる。（字幕・
手話付き　選択可能）手話表現者：森田明福島智／柳澤桂子

59 ＮＨＫ 2017/04/22 B－3

ろうを生きる難聴を生きる　夢の
ゴールへ突き進め！　サッカー選
手　西大輔

　アマチュアトップリーグのサッカーの最高峰に挑む、西大輔さん１８歳。２歳
のときに感音性難聴と診断された。
　ＪＦＬのヴェルスパ大分に所属し、聴覚に障害があっても夢や希望を与えら
れる選手になりたいという西さん。試練を乗り越え、新たな一歩を踏み出す奮
闘の日々を追う。西大輔／ヴェルスパ大分

2017/04/22

ろうを生きる難聴を生きる　盲ろ
う者たちの家　～日本初の専用
グループホーム～

　大阪市で活動する「ＮＰＯ法人すまいる」が日本で初めて視覚と聴覚の両方
に障害のある盲ろう者専用施設を開設した。
　このホームに入居を決めた金磯康平さん４６歳。康平さんと康平さんの家
族の思いを伺う。金磯康平／棚瀬恒二

2017/05/13

ろうを生きる難聴を生きる　美術
館をもっと楽しもう！

　多くの美術館には音声ガイドがあるが聴覚障害者には使えない。
　学芸員の解説を手話通訳士が伝える鑑賞ツアーを立ちあげた西岡克浩さ
ん。西岡さんは障害の有無、年齢に関係なく美術館を訪れ、美術をきっかけ
に自分の世界を広げてほしいと語る。西岡克浩／中野淳

2017/05/20

DA2018-029 45 ＮＨＫ B－3

●‥手話・字幕付き 2



字幕付きDVD一覧(平成31年4月） 長野県聴覚障がい者情報センター

分類番号 番組名 内容 時間（分） 制作者 制作・放送日 区分

ろうを生きる難聴を生きる　聴導
犬がお客をつなぐ理容店

　ぺぺくんは、ある理容店で聴導犬として働いている。理容店を営むのは聞こ
えない細井崇仁さん佐織さんご夫婦。
　ぺぺくんとご夫婦の付き合いも浅いため、日々訓練を重ねながら心を通わ
せていく。細井さんご夫婦とぺぺくんの日々を追う。細井崇仁／細井佐織

2017/06/10

ろうを生きる難聴を生きる　デフリ
ンピック特集　自転車　早瀬憲太
郎

　４年に１度開かれる聴覚障害者のスポーツの祭典・デフリンピック。今回注
目するのは自転車競技に挑む早瀬健太郎さん。
　妻の久美さんと二人三脚でメダル獲得に挑む姿を追う。早瀬憲太郎／早瀬
久美

2017/07/01

ろうを生きる難聴を生きる　デフリ
ンピック特集　サッカー　岡田侑
也・拓也

　４年に１度開かれる聴覚障害者のスポーツの祭典・デフリンピック。今回注
目するのはサッカー日本代表の双子の兄弟・岡田侑也さん拓也さん２０歳。
弟の拓也さんは攻撃の中心選手。兄の侑也さんは攻めと守りの両方を担っ
ている。２人とも初めてのデフリンピックに挑む期待の新星だ。
　しかし大会直前、チームに不協和音が…。試練に立ち向かう岡田兄弟に迫
る。岡田侑也／岡田拓也

2017/07/15

● DC2018-001
戦後７０年報道特別番組　京都
は守られたのか　～知られざる
原爆投下計画を追う～

　太平洋戦争中、広島・長崎に原爆が落とされ、焦土化した日本。そんな中、
京都は大きな被害を免れた。しかし、京都への原爆投下の計画は確実に進
められていたという。
　太平洋戦争から７０年。京都の歴史と文化、美しい町並みはいかにして守
られたのか。そして京都原爆投下の計画は本当にあったのか。アメリカの機
密文書から探る。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：米内山昭枝

49 毎日放送 2015/08/09 B－3

● DD2018-002
映像’１５　わが家にやってきた
脱走兵　ベトナム反戦運動・４７
年目の真実

　１９６０年代半ば、ベトナム戦争が泥沼化する中、米軍では戦場に行くのを
拒否して脱走する兵士が現れていた。日本では、反戦団体「ベ平連」が、脱
走兵を援助するグループを立ち上げ、一般市民に脱走兵をかくまうよう協力
を求めた。当時、放送局でカメラマンをしていた小山帥人（おさひと）さんは１
人の脱走兵を自宅にかくまった。それから４７年。あの脱走兵は今どうしてい
るのか。小山さんは消息を尋ねる旅に出る。（字幕・手話付き　選択可能）手
話表現者：野口岳史小山帥人／フィリップ・キャリコート

49 毎日放送 2015/08/30 B－3

DA2018-032 45 ＮＨＫ B－3

●‥手話・字幕付き 3



字幕付きDVD一覧(平成31年4月） 長野県聴覚障がい者情報センター

分類番号 番組名 内容 時間（分） 制作者 制作・放送日 区分

● DD2018-003
映像’１５　白い炎　放火殺人２０
年の真実

　娘にかけた保険金目当てに放火し、娘を殺害したとされた青木惠子さん。
無実の訴えに警察・検察・裁判所は耳を貸さなかった。放火なのか自然発火
なのか、実験を重ね反論する弁護団。２０年前、大阪で起きた女児死亡火災
の真実に迫る。（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：小野寺善子青木惠
子／桜井昌司

49 毎日放送 2015/12/20 B－3

ＮＨＫ高校講座　家庭総合　子ど
もを産むって？　～妊娠・出産～

　「もし恋人から性行為を求められたらどうしますか？」高校生を対象にした
調査では、男女ともに第１位の答えは「そのときにならないと分からない」だっ
た。性行為は妊娠や出産につながる行為だ。高校生であっても、避妊の方法
や妊娠のしくみ、子育てについて知ることはとても大切だ。番組では、ある母
親が男の子を産むまでの道のりを見ながら、妊娠と出産について考える。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明黒沢かずこ（森三中）／馬
場裕之（ロバート）／南野忠晴

2017/5/18

ＮＨＫ高校講座　家庭総合　子ど
もの不思議に迫る　～乳幼児期
の発達～

　ほかの多くの動物と異なり、人間の赤ちゃんは体も脳も未成熟のまま生ま
れてくる。しかし生まれたあと、赤ちゃんは自ら育つ力を発揮して成長してい
く。人見知りや「魔の２歳」と言われるイヤイヤ期のしくみなどを学びながら、
乳幼児期の子どもの成長について学ぶ。（字幕・手話付き　選択可能）手話
表現者：森田明黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバート）／南野忠晴

2017/05/25

ＮＨＫ高校講座　家庭総合　誰が
どう育てればいいの？　～子育
て環境と地域～

　待機児童問題や児童虐待など、子育てをめぐる社会問題は後を絶たない。
原因の１つには母親だけに子育てを押しつけている現状がある。今回は、誰
がどのように関われば安心して子育てができるのかを考える。（字幕・手話付
き　選択可能）手話表現者：森田明黒沢かずこ（森三中）／馬場裕之（ロバー
ト）／大日向雅美

2017/06/01

ＮＨＫ高校講座　家庭総合　どん
な親になりたい？　～親子共に
育つ～

　突然泣き出したり機嫌が悪くなったり、子育ては大変というイメージがある。
しかし子育てをとおして親自身も成長していく。
　恵泉女学園大学の大日向先生に、安心して親になるための心構えを伺う。
（字幕・手話付き　選択可能）手話表現者：森田明黒沢かずこ（森三中）／馬
場裕之（ロバート）／大日向雅美

2017/06/08

FD2018-001 地獄門

　平清盛を倒そうと源義朝と藤原信頼らの軍勢が御所を襲撃した。その際、
上西門院の身代わりを申し出た袈裟（けさ）を、遠藤武者盛遠が警護し、彼の
兄の家へ連れて行った。袈裟の美しさを忘れられない盛遠は、論功行賞の
場で、袈裟を妻にもらいたいと清盛に申し出る。袈裟が渡辺渡の妻だと知っ
てもあきらめきれない盛遠。自制心を失い、狂気にとりつかれた盛遠は…。
第７回カンヌ国際映画祭パルムドール受賞作品。昭和２８年、衣笠貞之助監
督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）　長谷川一夫／京マチ
子／山形勲／黒川弥太郎／千田是也

89 KADOKAWA 1953 B－3

● EB2018-005 80 ＮＨＫ B－3

●‥手話・字幕付き 4



字幕付きDVD一覧(平成31年4月） 長野県聴覚障がい者情報センター

分類番号 番組名 内容 時間（分） 制作者 制作・放送日 区分

FD2018-008 八つ墓村

　東京の飛行場で働く寺田辰弥は、ある日新聞の尋ね人の欄で、自分が捜さ
れていることを知る。大阪の法律事務所を訪ねると、そこにはそれまで会った
ことのなかった母方の祖父・井川丑松（うしまつ）が待っていた。ところが会う
なり、丑松は苦しみもがいて死んでしまう。辰弥は父方の親戚筋の森美也子
の案内で、生まれ故郷の八つ墓村に向かうことになった。横溝正史原作の探
偵・金田一耕助シリーズ。昭和５２年、野村芳太郎監督作品。（上映会使用の
際は事前届け出が必要です）萩原健一／小川真由美／渥美清／山崎努／
市原悦子／山本陽子

151 松竹 1977 B－3

HA2018-008
きょうの健康　うつ病　信頼できる
最新治療　軽症のうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の１回目は「軽症のうつ病」。軽症
のうつ病だと、頑張れば日常生活が維持できるため治療が遅れがちだ。しか
し、治療をせずに放置することで重症化することもある。うつ病は重症でも早
期の治療で治せるので、早めに治療することが大切だ。渡辺衡一郎／岩田
まこ都／黒沢保裕

15 ＮＨＫ 2017/04/17 B－3

HA2018-009
きょうの健康　うつ病　信頼できる
最新治療　中等症・重症のうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の２回目は「中等症・重症のうつ
病」。うつ病は適切な治療で後遺症もなく完全によくなる病気だが、そのため
には、家族や周囲の理解と援助が欠かせない。周囲は、治療の過程で病状
が一進一退を繰り返しても、一喜一憂せずに、患者を支えていくことが大切
だ。杉山暢宏／岩田まこ都／黒沢保裕

15 ＮＨＫ 2017/04/18 B－3

HA2018-010
きょうの健康　うつ病　信頼できる
最新治療　子どものうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の３回目は「子どものうつ病」。子ど
もの対象になるのは６歳から１８歳で、特に１３～１４歳以降は患者が急激に
増え、発症率も大人と同じくらいになる。子どものうつ病の特徴と、周囲の大
人（家庭・学校）の支援方法についてお話を伺う。齊藤卓弥／岩田まこ都／
黒沢保裕

15 ＮＨＫ 2017/04/19 B－3

HA2018-011
きょうの健康　うつ病　信頼できる
最新治療　高齢者のうつ病

　シリーズ「うつ病　信頼できる最新治療」の４回目は「高齢者のうつ病」。高
齢者は、環境的にも体質的にもうつ病になりやすい。また高齢者特有の症状
があったり、検査法や治療法も異なっている。高齢者のうつ病について、その
特徴をおさえながらお話を伺う。渡辺衡一郎／岩田まこ都／黒沢保裕

15 ＮＨＫ 2017/04/20 B－3

JB2018-003

ちびまる子ちゃん　連載３０周年
記念！１時間スペシャル　「ぜん
ぜん知らない親戚の人」の巻
「小杉の大食いチャレンジ」の巻
「近所の桜祭り」の巻　「おじい
ちゃんの散歩」の巻

「ぜんぜん知らない親せきの人」さくら家に遠い親せきが来るという。会ったこ
ともないその人を、どうもてなすのか…。実はだれも会いたくないのだ。
「小杉の大食いチャレンジ」大盛チャーハンを３０分で完食すれば３０００円の
賞金！チャレンジしたい小杉にはお金がない。そこで藤木らを巻き込もうとす
る。
　ほかに「近所の桜祭り」、「おじいちゃんの散歩」。

49 フジテレビ 2017/03/19 B－3
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字幕付きDVD一覧(平成31年4月） 長野県聴覚障がい者情報センター

分類番号 番組名 内容 時間（分） 制作者 制作・放送日 区分

名探偵コナン　恋の地獄めぐりツ
アー（別府編）

　コナンと蘭は、小五郞に誘われ別府温泉へ旅行に出かける。だが、小五郎
の本当の目的は、失そうした仲代電気の社長令嬢・麻奈美の行方を捜すこと
だった。同じころ、高木刑事と佐藤刑事が大分の湯布院でデートしていた。

2017/03/04

名探偵コナン　恋の地獄めぐりツ
アー（大分編）

　誘拐犯の指示で身代金の運び役になった麻奈美の婚約者・江原。犯人が
身代金の受け渡し場所に指定した動物園にコナンたちも向かった。そこで拳
銃強盗事件の犯人を追う高木と出くわすが…。

2017/03/11

ちびまる子ちゃん　「まる子、東海
道線駅弁の旅」の巻　「３年４組
に宇宙人が？」の巻

　「まる子、東海道線駅弁の旅」の巻
　たまちゃんの家で釜飯の駅弁の器を見て、自分もほしくなったまる子。おじ
いちゃんと一緒に駅弁を買いに行き、止まっていた電車で駅弁ごっこをしてい
た。その時、電車が発車して…。
　「３年４組に宇宙人が？」の巻
　クラスで宇宙人が話題になり、宇宙人は地球人に変装しているかも…と
知ったまる子。お姉ちゃんと全然似ていない自分は、もしかしたら宇宙人かも
と考える。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

2016/09/11

ちびまる子ちゃん　「何度も楽し
い新聞紙」の巻　「まる子、ブルマ
のゴムに振りまわされる」の巻

「何度も楽しい新聞紙」の巻
　お父さんから新聞紙で作るおもちゃを教えてもらったまる子は、作ることが
楽しくてその日の新聞紙を全部使っていまい、家族に怒られる。次の日、寒
かったまる子は温まるために新聞紙を体に巻くが…。
「まる子、ブルマのゴムに振りまわされる」の巻
　まる子はブルマのゴムがゆるくなってしまい、お母さんに新しいブルマを
買ってもらう。次の日、まる子は体操服を洗濯するのを忘れ、予備のブルマを
はいて登校した。しかし、それはお姉ちゃんのブルマで、ゴムもゆるゆるだっ
た。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

2016/10/16

名探偵コナン　待合室の７人

　突然降りだした雨を避けるため、コナンたちは駅舎に駆け込んだ。そこには
５人の先客と駅長と駅員のあわせて７人がいた。台風の影響で電話も通じ
ず、駅で一晩過ごすことになるコナンたち。客たちは駅にある温泉に入ること
にする。小五郎が温泉から出てくると、上着のポケットから「今夜ここで人が
殺されます」と書かれた紙切れが出てくる。【字幕制作：北九州市立聴覚障害
者情報センター】

2016/06/04

名探偵コナン　曇柄寺が隠す秘
密

　米花金融から現金を奪った犯人が交通事故で死亡する。しかし奪われた現
金は見つからなかった。そのころ小五郎は曇柄寺（どんがらじ）の住職・足立
了全から、「寺の建て替え工事を中止しろ」と脅迫電話があったと相談を受け
る。調べを進める中で、小五郎は犯人は曇柄寺に現金を隠したのではない
かと推理するが…。【字幕制作：北九州市立聴覚障害者情報センター】

2016/06/11

JB2018-014 50 フジテレビ B－3

JB2018-016 50 読売テレビ B－3

JB2018-012 50 読売テレビ B－3
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