兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

CA89-010

平成元年２月９日、６０歳の若さで亡くなった
漫画家・手塚治虫さんの青春時代の日記や、
NHKｽﾍﾟｼｬﾙいのち ～わが父 手 知人・友人などの証言をもとに手塚さんを浮き
塚治虫～
彫りにする。また、長男の映像作家・手塚真さ
んが、ベレー帽・メガネ姿で父に捧げるコラー
ジュを作る。

60

Ｃ－１

CA93-011

写真家の林忠彦さんは、カルテを見る主治
医の顔色が変わるのを見逃さなかった。あと５
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ'91 写真家 林忠彦命 年の命と決めて、ガンに立ち向かう決心をする
を焼きつけた105枚
が、次々と病魔が襲う。 肝臓ガンを宣告さ
れ、死と向かい合う中で取り組んだ写真集『東
海道』は、まさに命との競争であった。

45

Ｃ－１

CA94-012

知ってるつもり?!芥川龍之介

天才作家の名をほしいままにした芥川龍之
介。しかし、彼の作品は、長い間「敗北の文学」
と呼ばれ続けた。 人間の持つエゴイズムを見
つめ、それを作品の中に描いた龍之介。精神
を病んだ母の影におびえ、３５歳で自殺した天
才作家の生涯を追う。

47

Ｃ－１

知ってるつもり?!織田信長

戦国の覇者・織田信長は、従来の常識にとら
われない、型破りな武将であったといわれてい
る。父・信秀の偏った英才教育を受けた信長。
この信長の誕生から、家臣の謀反による死ま
で、４９年の波乱に満ちた生涯を追う。

47

Ｃ－１

知ってるつもり?!いわさきちひろ

裕福な家で育たっちひろは、戦争が原因で、
つらい生活を送ることになった。そのちひろを
救ったのが少女時代から好きだった絵だった。
ちひろの描く絵は、その瞳に特徴があるが、そ
の瞳に隠されたちひろの思いを探る。

47

Ｃ－１

知ってるつもり?!勝 海 舟

江戸城の無血開城を果たし、江戸の民を戦
争から救った勝海舟。しかし幕府側の人間か
らは、戦わずに降参した勝海舟に非難が集
まった。 その時の気持を『大不忠の忠』と語っ
た勝の心情を、勝の生涯を通し探る。

46

Ｃ－１

知ってるつもり?!徳川綱吉

犬公方と呼ばれた五代将軍徳川綱吉。彼の
発した生類憐れみの令は、江戸町民の生活を
苦しめる悪法だった。儒教を重んじ、母・桂昌
院に孝養を尽くした綱吉。そんな彼が、なぜ
人々を苦しめるような悪法を発したのか、その
なぞに迫る。

46

Ｃ－１

分類番号

CA94-013

CA94-014

CA94-015

CA95-016

作品名

内容

CA 人物 /1
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子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

知ってるつもり?!森 鴎外

森鴎外が生涯を通して思い続けていたドイツ
人女性のエリーゼとは、どんな女性だったの
か。そして、文学者と医学者の２つの顔を持つ
鴎外の人生を紹介する。

47

Ｃ－１

知ってるつもり?!吉田 茂

３０年にわたる外交官生活を退いた後、６７
歳にして突如、政治の表舞台に登場した吉田
茂。 敗戦後の日本の将来を背負い、ワンマン
宰相と呼ばれた政治家としての姿と、そこに至
るまでの波乱に富んだ人生を追う。

46

Ｃ－１

知ってるつもり ?!大石順教

明治３８年に起きた『堀江六人斬り事件』で両
腕を切り落とされた大石よね。わずか１１歳で
京舞の名取りになった天才的な踊り子の突然
の悲劇だったが、彼女はやがて尼僧・大石順
教として、障害者の心の支えとなる。

46

Ｃ－１

知ってるつもり ?!遠山金四郎

ドラマや映画でおなじみの名奉行・遠山の金
さん。その金さんが実在の人物だったことを知
らない人は意外に多い。 背中に桜吹雪の入
れ墨、町人姿で博徒と交わり、お白洲では名
裁きで悪をこらしめる。庶民のヒーロー、遠山
の金さんの実像に迫る。

46

Ｃ－１

知ってるつもり ?!北条政子

夫・源頼朝が打ち立てた鎌倉幕府。政子は
夫の意志を継ぎ鎌倉幕府の基礎を築いたとし
て評価される反面、妻や母としては“史上まれ
に見る悪女”と言われるほど非情な女であった
と伝えられている。諸説ある事件を再検証して
政子の実像を追う。

46

Ｃ－１

CA96-022

知ってるつもり ?!栃錦

近代相撲の開祖として、戦後の相撲界に新
風を巻き起こした横綱・栃錦だが、彼は相撲協
会の理事長に就任してからも新国技館を借金
せずに建てるという偉業を成し遂げた。 な
ぜ、そのような偉業を成し遂げられたのか、彼
の生涯を通し探る。

46

Ｃ－１

CA97-023

新選組は人斬り集団としてのイメージが強
い。その集団の中心人物・近藤勇も同じイメー
知ってるつもり?! 新選組局長 近
ジが強い。しかし本当の近藤勇は、信念に生
藤勇
きた理想主義者だった。 純粋な心を持ち、国
に報いようとした近藤勇の生涯を紹介する。

47

Ｃ－１

分類番号

CA95-017

CA95-018

CA96-019

CA96-020

CA96-021

作品名

CA 人物 /2
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子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

CA97-024

CA97-025

CA98-026

CA98-027

CA98-028

CA98-029

CA99-030

内容

時間
（分）

利用
区分

知ってるつもり?! 山田 かまち

昭和５２年８月、わずか１７歳の短い生涯を、
人知れず閉じた一人の高校生がいた。名前は
山田かまち。彼の残した水彩画やスケッチ、詩
の数々は、２０年を経た今、多くの若者に感動
を与えている。

46

Ｃ－１

知ってるつもり?! 沢村 貞子

名脇役として、長く芸能界で活躍した沢村貞
子。文筆家としても有名な彼女は、いくつもの
名エッセーを残した。狂言作者の娘として生ま
れ、大芸能一家で育った貞子は、粋で毅然（き
ぜん）とした生き方を貫きとおした。 大女優の
人生を支えた夫婦愛と、信念の生き方に迫る。

47

Ｃ－１

知ってるつもり？！前畑秀子

「前畑がんばれ」の実況で知られる日本人女
子初の金メダリスト・前畑秀子。貧しい豆腐屋
の娘に生まれた秀子は幼いころから水泳に抜
群の才能を見せた。ベルリンオリンピック、結
婚、戦争、夫の死、自分の病気・・・。金メダル
の栄光の影に隠された秀子の苦難の人生を
追う。

47

Ｃ－１

知ってるつもり？！ 平沢貞通

大量毒殺で犯罪史上に名を残す帝銀事件。
その犯人として死刑の恐怖に怯えながら４０年
も獄中生活を送った男・平沢貞通。一貫して無
実を訴えた平沢は真犯人なのか。有名な画家
でもあった平沢の生涯を追う。

47

Ｃ－１

知ってるつもり？！ 津田恒美

広島カープ津田投手は、１９８０年代のプロ野
球で数々の名勝負を重ねた。しかし、彼は脳
腫瘍のため、３２才の若さでこの世を去った。
津田投手の野球人生と家族とのふれあいを振
り返る。

46

Ｃ－１

知ってるつもり？！Special
予言者ノストラダムス
眠れる予言者ｴﾄﾞｶﾞｰ･ｹｲｼｰ

「諸世紀」を書いた予言者ノストラダムス。彼
は予言を永久に葬るつもりだったが、宗教的
使命感から出版を決意したという。最近注目さ
れ始めた、眠れる予言者エドガー・ケイシー。２
人が予言に込めた本当のメッセージとは・・・。
【字幕制作・神奈川県ろうあセンター】

94

Ｃ－１

知ってるつもり?!
一休 宗純

子供向けアニメで有名な「一休さん」は、難題
をとんちで解決してしまうかわいい小坊主とし
て描かれている。しかし、室町時代に実在した
一休さんは、寺や戒律に縛られることなく、庶
民とともに奔放に暮したと言われている。一休
宗純の実像に迫る。

47

Ｃ－１

作品名

CA 人物 /3
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子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号
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時間
（分）
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区分

知ってるつもり?!
葛飾 北斎

『富嶽三十六景』や『北斎漫画』で知られる浮
世絵師・葛飾北斎。北斎の絵はヨーロッパに渡
り、ゴッホやマネを初めとする画家たちに多大
な影響を与えた。生涯に３０数回雅号を変え９
３回も引っ越しをするなど、奇行となぞに満ち
た北斎の人生とは？

46

Ｃ－１

知ってるつもり?!
野口 シカ

３歳の時、囲炉裏で大やけどを負いながら
も、世界的な医学博士として、大活躍した野口
英世。しかし、彼の母・野口シカのことは、あま
り知られていない。息子にやけどを負わせたこ
とで、生涯自分を責めながらも息子のことだけ
を思い、生きた野口シカの人生を紹介する。

47

Ｃ－１

知ってるつもり?!
渥美 清

昭和４０年代から製作された映画『男はつら
いよ』。渥美清演じる“寅さん”に多くの人が笑
いと涙に包まれた。しかし、役者・渥美清と、渥
美清が演じる“寅さん”には大きなギャップが
あった。そのギャップに苦しみながら映画に取
り組んだ姿を紹介する。

47

Ｃ－１

知ってるつもり？！
CA2000-034 夏目雅子
１４年目の真実

まばゆい笑顔と，強烈な存在感を人々の心に
焼き付け，27歳で逝った女優・夏目雅子。亡く
なってから14年たっても，彼女の美しさは映
画，ＣＭ，ポスターの中で輝きを失わない。彼
女の知られざる素顔と白血病の闘病生活を追
う。

47

Ｃ－１

VHS

知ってるつもり？！
映画監督
CA2000-035
黒澤明
＜前編＞

映画という芸術が生まれて約1世紀。その歩み
の中で，日本が生んだ最大の映画監督・黒澤
明。彼の作品は，数々の国際的な映画賞を獲
得した。中でも“世界の黒澤”と呼ばれるきっか
けとなった「七人の侍」は脚本作りの過程から
伝説となっている。黒澤の映画作りの姿勢を，
「七人の侍」に重ねて紹介する。

47

Ｃ－１

VHS

知ってるつもり？！
映画監督
CA2000-036
黒澤明
＜後編＞

“世界の黒澤”は，いかにして名映画監督と
なったのか。子供時代に「おちこぼれ」になりか
けた黒澤を導いてくれた恩師。黒澤に物事を
見る目を教えてくれた兄。そして映画の道に
入った彼を指導してくれた先輩監督。3人の人
生の師を通して黒澤の激動の人生をたどる。

47

Ｃ－１

VHS

知ってるつもり？！
CA2000-037 東京地検特捜部伝説
～ロッキード事件～

前首相・田中角栄の逮捕で，日本中が騒然と
なったロッキード事件。田中角栄逮捕までの東
京地検特捜部の奮闘を再現する。また，「特捜
の鬼」と呼ばれた検事・河井信太郎の生涯も
紹介する。

47

Ｃ－１

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

CA99-031

CA99-032

CA99-033

作品名

CA 人物 /4
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子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

分類番号

CA2000-038

内容

時間
（分）

利用
区分

知ってるつもり？！
作家 司馬遼太郎

史上最大のベストセラー作家・司馬遼太郎。そ
の発行部数は一億冊を超え，司馬の本は今な
お売れ続けている。司馬の日本史に対する見
方は，『司馬史観』とまで言われ，それまでの
日本史観を大きく変えるものだった。死の直前
まで，日本の将来を憂えていたという司馬遼太
郎の生涯に迫る。

47

Ｃ－１

知ってるつもり？！
漫画家 長谷川町子

28年間も新聞に連載された漫画「サザエさ
ん」。単行本も68巻を数え，子供から大人まで
皆に愛読されている。作者の長谷川町子さん
は一生独身を通し，その私生活はなぞに包ま
れていた。４コマ漫画に生涯をささげた彼女の
素顔とは…。

46

Ｃ－１

作品名

VHS

CA2000-039

VHS

知ってるつもり？！
21世紀への伝言
CA2001-045
人間を愛した人たち
マザー・テレサ＆井深八重

インドのスラム街で，貧しい人々のためにその
半生をささげたマザー・テレサ。社会から締め
出されたハンセン病患者の，看護と救済に生
涯をささげた井深八重。苦難に満ちた日々を，
常に感謝の気持を持って，微笑を絶やさな
かった２人。２人の人々に尽くした生涯を追う。

47

Ｃ－１

VHS

知ってるつもり？！
20世紀伝説
CA2001-046
命と対話した人々
へレン・ケラー＆中村久子

目・耳・口が不自由という三重苦を背負ったヘ
レンケラーは，サリバンの導きで福祉活動家と
して日本を訪れた時，中村久子という女性に出
会った。久子は幼くして両手・両足を失いなが
らも，たくましく生きていた。ヘレンケラーと中村
久子の２人の奇跡を追う。

47

Ｃ－１

VHS

知ってるつもり？！
CA2001-047 きんさんぎんさんが見た日本の
100年

長寿国日本を代表する元気なお年寄りとして，
世界で最も有名な双子のきんさんぎんさん。女
優の森光子さんや，スキーの荻原次晴さんら
に，きんさんぎんさんのエピソードを伺いなが
ら，生い立ちを詳しく紹介する。

47

Ｃ－１

知ってるつもり？！
CA2001-048 天才伝説
フジ子・ヘミング

近年，コンサートチケットを入手するのも難しい
といわれる人気ピアニスト，フジ子・へミング。
天才少女として幼いときから注目され，留学先
のドイツでも，そのピアノの才能を絶賛される
が，過酷な運命が彼女を襲う。ある日，突然聴
力を失ってしまったのだ。絶望の淵から奇跡の
ようによみがえった天才ピアニストの半生を追
う。

46

Ｃ－１

ベストセラーになった「だから，あなたも生きぬ
いて」の著者・大平光代さん。現在は弁護士と
して活躍されているが，中学時代にひどいいじ
めにあい自殺にまで追いこまれたという。ご自
身の体験から何が大切かを話してくださる。

26

Ｃ－１

VHS

VHS

CA2001-049

徹子の部屋
弁護士 大平光代

CA 人物 /5

兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

内容

時間
（分）

利用
区分

CA2002-050 知ってるつもり?!巨人軍Ｖ9伝説

1965年から巨人が成し遂げた９年連続日本
一。この偉業は王、長嶋、柴田などのＶ９戦士
と呼ばれた男たちにより達成されたが、彼らを
支えた牧野茂ヘッドコーチの功績も大きい。日
本球界にドジャース戦法を取り入れた牧野茂
の功績を振り返る。

47

Ｃ－１

VHS

CA2002-051

知ってるつもり?!ヒトラー暗殺計
画 独裁者を狙った男たち

20世紀の世界を破壊と殺りくの世界に変えた
男アドルフ・ヒトラー。人類を恐怖の時代に導
いたこの独裁者から、世界を救おうとして彼の
命を狙った者は多い。その暗殺計画は分かっ
ているだけで42。だが幸運と偶然は常にヒト
ラーの味方をした。ヒトラーの最後の暗殺者
は、独裁者自身だったのである。

47

Ｃ－１

VHS

アメリカのプロ野球に初めて挑んだ日本人、
知ってるつもり！日本人初のアメ ジャップ・ミカド。アメリカの古い新聞には、
CA2002-052 リカプロ野球選手 ジャップ・ミカ ジャップ・ミカドは走・攻・守の三拍子そろった
ドの真実
名選手と書かれている。果たしてジャップ・ミカ
ドとは何者なのか。

47

Ｃ－１

VHS

23歳の時にベトナム戦争で両足を失ったボブ。
だが彼は、そのハンディを克服し36歳の時、３
知ってるつもり！腕で歩く ベトナ
年８か月をかけて両腕でアメリカ大陸横断とい
CA2002-053 ム帰還兵ボブ・ウィーランドの挑
う偉業を成し遂げた。2001年シカゴで開催され
戦
たトライアスロン大会に出場したボブの姿と、
その感動の半生を伝える。

46

Ｃ－１

VHS

きんは百歳、ぎんも百歳のＣＭで一躍有名に
なり国民的アイドルとなった双子の姉妹。きん
さんは平成１２年１月に、きんさんは平成１３年
知ってるつもり？！緊急特別企
２月に１０８歳で亡くなった。２人の目に映った
CA2003-054 画 きんさんぎんさん ２１世紀へ
日本の１００年を振り返りながら、２人の生い立
の遺言
ちと皆を元気づけてくれた折々の言葉を紹介
する。森光子／水野真紀／関口宏／村上允
俊／石井達矢

47

Ｃ－１

VHS

等身大の若者武蔵の姿を描いた井上雄彦作
『バガボンド』が、今若者の心をとらえ、ベスト
セラーになっているという。剣豪宮本武蔵と、
禅僧・沢庵和尚。吉川英治の小説に登場する
知ってるつもり？！剣と禅に学ぶ 二人は、歴史上出会っていない。なぜ吉川英
CA2003-055
『真の強さ』宮本武蔵と沢庵和尚 治は二人を結びつけたのか。武蔵は剣、沢庵
は禅の道を歩みながら何をつかみ、どんな境
地にたどりついたのだろうか。 童門冬二／大
桃美代子／角田信朗／宮本和途知／金嶽宗
信

47

Ｃ－１

50

Ｃ－１

種別

VHS

VHS

分類番号

作品名

９０歳を越えても現役の美容師を続ける吉行あ
ぐりさん。あぐりさんの波乱に満ちた人生はテ
レビドラマとなって紹介された。あぐりさんの波
CA2003-056 いつみても波瀾万丈 吉行あぐり
瀾万丈な人生をあぐりさん本人が語る。 福留
功男／間寛平／野際陽子／吉行和子
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VHS

１５年かけて「蝉しぐれ」の映画化を実現した黒
土三男監督が、藤沢文学の魅力を語る４回シ
リーズ。第一回は藤沢文学の原点を故郷・庄
内に探る。山々に三方を囲まれ、日本海に開
知るを楽しむ 私の、こだわり人
けた山形県庄内地方。その自然は厳しく、また
CA2006-001 物伝。藤沢周平 日本人が美し
豊かで小説の中で表現される繊細な自然への
かった頃第一回 故郷・庄内
感性は、この風土の中で育はぐくまれたとい
う。情感豊かな藤沢作品の土台となる自然風
土の世界を探る。【字幕制作：北九州市立ビデ
オライブラリー】：出演：黒土三男

25

Ｃ－１

VHS

１５年かけて「蝉しぐれ」の映画化を実現した黒
土三男監督が、藤沢文学の魅力を語る４回シ
リーズ。第二回は「蝉しぐれ」の主人公・牧文四
郎と父、牧助左衛門の見事な親子像に迫る。
知るを楽しむ 私の、こだわり人
下級武士である助左衛門は、とりたてて父らし
CA2006-002 物伝。藤沢周平 日本人が美し
いことはしなかったが、農民のために上役に刃
かった頃第二回 父と子
向かう姿を見て、文四郎は深い感銘を受ける。
お家騒動に巻き込まれ、切腹させられる父と
の最後の別れ。【字幕制作：北九州市立ビデオ
ライブラリー】：出演：黒土三男

25

Ｃ－１

VHS

１５年かけて「蝉しぐれ」の映画化を実現した黒
土三男監督が、藤沢文学の魅力を語る４回シ
リーズ。第三回は「反逆者の倅（せがれ）」とい
知るを楽しむ 私の、こだわり人 う汚名を背負うことになった文四郎が、逆境に
物伝。藤沢周平 日本人が美し 耐えて成長していく姿を見つめる。世間からの
CA2006-003
かった頃第三回 逆境を支える あざけり、困窮する生活、思いを抱いていた幼
人の情
なじみ・ふくとの別れ。藤沢周平さんが、若き文
四郎に次々に逆境を与えるのは、何故か。【字
幕制作：北九市立ビデオライブラリー】：出演：
黒土三男

25

Ｃ－１

VHS

１５年かけて「蝉しぐれ」の映画化を実現した黒
土三男監督が、藤沢文学の魅力を語る４回シ
リーズ。第四回は主人公・文四郎とヒロイン・ふ
くとの恋。文四郎と引き離され、藩主の側室と
知るを楽しむ 私の、こだわり人
されたふくにも苛酷な運命が襲いかかる。藩の
CA2006-004 物伝。藤沢周平 日本人が美し
権力抗争の中で、再び巡り会う二人。想いを
かった頃第四回 男と女
軽々に口にせず、思慕の情を持ち続ける二人
を、抑制の効いた最も美しい恋の表現だと黒
土監督はいう。【字幕制作：北九市立ビデオラ
イブラリー】：出演：黒土三男

25

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容
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親から絶縁され、学校を追放された伝説の不
良少年が母校の教壇に立つ・・・この型破りな
熱血漢は一躍注目を集めた。教育現場に“ガ
チンコ勝負”を挑む、ヤンキー先生こと義家弘
介である。
家族に見捨てられ、学校を追われた当時１６
歳の義家弘介を絶望の淵から救ったのは、児
童相談所から紹介された曽根川さん夫妻。曽
根川さんは長年、里親会の会長を務め、中国
残留人孤児の受け入れにも尽くしてきた。
不良少年は曽根川さん夫妻にだけは心を開
いた。その理由は、彼らの間でたった一つだけ
交わされた、ある“約束ごと”にあった。それは
…「三度の食事は必ず一緒に食べること」
今回の『おかえり！』は、義家弘介の故郷で
あり、彼が“更生”するきっかけとなった里親・
曽根川夫妻を長野に訪ねる。日夜ほえ続ける
ヤンキー先生が里親だけに見せる“安らぎの
時間”を見つめる。 出演：義家弘介

210

B-3

作品名

おかえり！
ヤンキー先生 義家弘介
三度の飯に込めた里親心

子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

CA 人物 /8

