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30

Ｃ－１

VHS

VB84-007

ﾏｼﾞｯｸ教室 初級

相手に喜ばれ、自分も楽しめるマジックを手
ほどきしてくれる。 コインロッカーにはじまり、
空中シルク・消えたジュース・新聞紙のツリー
等、１４種を種あかしも含めて紹介する。

VHS

VB84-008

ﾏｼﾞｯｸ教室 中級

初級に続いて、カードやロープ・コイン・シル
クを使ったマジックを１５種紹介する。

30

Ｃ－１

VB95-033

趣味百科 ﾅﾎﾟﾚｵﾝｽﾞのﾏｼﾞｯｸ道
場 ﾄﾘｯｸ･とっくり

ナポレオンズの２人が不思議で、なおかつ簡
単にできるマジックを紹介する。・トリック・とっく
りととっくりを１本のひもて吊り上げるマジッ
ク。・赤と黒の大予言相手の選んだカードを的
中させるマジック。

30

Ｃ－１

VB95-034

趣味百科 ﾅﾎﾟﾚｵﾝｽﾞのﾏｼﾞｯｸ道
場 ﾊﾝｶﾁ･ｽﾙｰ

・ハンカチ・スルー ハンガーに通したハンカチ
を抜き取るマジック。・マジカルナンバー１３
相手の選んだカードが必ず、１３枚目に現れる
不思議なマジック。

30

Ｃ－１

VB95-035

趣味百科 ﾅﾎﾟﾚｵﾝｽﾞのﾏｼﾞｯｸ道
場 恋ﾝ泥棒

・恋ン泥棒 ７枚のコインを使って、その中の１
枚を相手の手の中から移動させるマジック。・
混ざらない３枚 ３枚のカードの間に別のカー
ドを混ぜても、３枚のカードがバラバラにならな
いマジック。

30

Ｃ－１

VB96-037

「世界！お菓子造形職人グランプリ！！」で
は、世界の超有名で超優秀なお菓子職人３人
が、『日本の歴史的建造物』をテーマに競い合
なるほど!ｻﾞ･ﾜ-ﾙﾄﾞ ﾘﾆｭ-ｱﾙ前夜
う。 チョコレートでてきたお相撲さんや、さつま
祭世界!お菓子造形職人ｸﾞﾗﾝﾌﾟﾘ
芋で作った農家、あめでできた仁王像など、ど
れもリアル。ほかに、「美しすぎる男たちの対
決」や「動物選手権」など。

75

Ｃ－１

VB96-038

番組７００回を記念して、アメリカのディズ
ニーランドから特別イベントを送る。またディズ
なるほど!ｻﾞ･ﾜ-ﾙﾄﾞ 大完全版なる ニーの最新アトラクションも紹介。 番組後半
ほど!ｻﾞ･700回記念ｽﾍﾟｼｬﾙ
は、美川憲一による激安ショッピング。ドラマや
映画で使った衣装や小道具を売る店や、高級
時計の安売り店を紹介する。

48

Ｃ－１

VB96-039

放送７００回記念「さすらいの料理人大スペ
シャル」。 ハワイでは巨大カジキのカブト煮に
なるほど!ｻﾞ･ﾜ-ﾙﾄﾞ 700回記念!豪
挑戦。また、オーストラリアのタスマニアでは、
快!さすらいの料理人大ｽﾍﾟｼｬﾙ
巨大ロブスターを天ぷらにし、天ぷらそば作り
に挑戦する。

48

Ｃ－１

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS
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ｸｲｽﾞ日本人の質問

ヒーロー星の全滅と、ヒーロー協会会長の命
を狙う悪の帝王・よっちゃん。宇宙の正義と平
和を守るためにラッキーマンたち１２人のヒー
ローが悪と戦う。

38

Ｃ－１

ｸｲｽﾞ日本人の質問

未来は幼い８人の子どもを持つ新米ママ。
七夕の夜、幼稚園に通う兄のヒョウガが、友だ
ちを家に招待しパーティーを開くことになる
が・・・。 ほかに「ちゃっかりママ 母親だって
遊びたい」

38

Ｃ－１

VB97-042

ｸｲｽﾞ日本人の質問

ヒーロー星の全滅と、ヒーロー協会会長の命
を狙う悪の帝王・よっちゃん。宇宙の正義と平
和を守るためにラッキーマンたち１３人のヒー
ローが悪と戦う。

38

Ｃ－１

VB99-050

マジカル頭脳ﾊﾟﾜｰ!?ｽﾍﾟｼｬﾙ
こんなことまでしちゃうぞ!
超秘密スペシャル!!

豪華ゲストが８チームに分かれて、さまざま
なゲームに挑戦する。クイズはおなじみの「マ
ジカルエピソード」や「マジカルシルエット」動体
視力を競う新ゲーム「マジカルシューティング」
など。 ＴＯＫＩＯ・神田うの・萬田久子 ほか

96

Ｃ－１

日立ふしぎ発見!
仮面の男の真実
太陽王ルイ14世の光と影

ルイ１４世の時代、仮面を付け、３４年間も牢
に入れられていた男が実在した。そして、ルイ
１４世はその男のために、現在のお金で１、５０
０億円もの大金を投じたという。男は、なぜ仮
面を付けていたのか。そして、ルイ１４世は、な
ぜ大金をかけて男を生かし続けたのか。

47

Ｃ－１

VB99-052

日立ふしぎ発見!
大英帝国興亡史
その光と影

エリザベス女王の時代に、スペイン無敵艦隊
を破り７つの海を支配したイギリスは、長く商
業・工業の中心として世界に君臨した。しかし、
ヴィクトリア女王の時代を最後に、栄光の座を
降りていく。そのイギリスが今、空前の好景気
にわいている。 大英帝国の興亡の歴史を追
う。

47

Ｃ－１

VB99-053

日立ふしぎ発見!
来た!見た!治った!
中国医学と漢方･その驚異

古代中国には、多くの草や木をなめ、毒に当
たりながら効能を調べた“神農”がいた。 東洋
医学が見直されている現在、気功や漢方の歴
史とその知恵を明らかにする。

47

Ｃ－１
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47

Ｃ－１

VB99-054

世界ウルルン滞在記
アマゾンの黄金郷に…
ジミー大西が出会った

アマゾン河下流の都市・ベレンは、今ゴール
ドラッシュに沸き立っている。その街で、ジミー
大西が金を採掘する。タレントのほかに芸術家
としても活躍するジミー大西は、金を使ってオ
ブジェを作りたいと思っている。ジミー大西の奮
闘と現地の人々とのふれあいを紹介する。

VB99-055

世界ウルルン滞在記
ブラジル金の彫刻に…
ジミー大西が出会った

自ら掘り出した金でオブジェ作りに挑むジミー
大西。しかし絵画では、そのセンスを存分に発
揮するジミー大西も、初挑戦のオブジェには四
苦八苦する。日系人の多いブラジルからは、
日本に縁のある問題が出題される。

47

Ｃ－１

世界ウルルン滞在記
小さい秋見つけましたｽﾍﾟｼｬﾙ

スペシャル版の今回は、３人の旅人が登場
する。１番手の加藤紀子は、ベネズエラのイン
ディオ・ヘニャパ族を訪ね狩猟生活を体験す
る。２番手の赤井英和は、スペインで闘牛に
チャレンジする。３番手は、大物女優のＫ・Ｋ。
タイの山岳民族にホームステイし、山の珍味を
ごちそうになる。

96

Ｃ－１

VB2000-057

日立世界ふしぎ発見！
グァテマラを撮る
日本人写真家の生涯

中米にあるグァテマラの古都アンティグアは，
世界遺産に指定されている美しい街。この街
に，明治時代，屋須弘平という日本人が写真
館を開いていた。一体なぜ，彼はこの街に暮ら
すことになったのか。 また，この街で洗礼を受
けクリスチャンとなった彼は，多くのキリスト教
関係の写真も残している。

47

Ｃ－１

VB2000-058

日立世界ふしぎ発見！
ヴァージン・クィーン
エリザベスの恋

映画にもなったヴァージン・クィーン エリザベ
ス１世。国家と結婚したと言い，生涯独身を貫
いた彼女だったが，実は恋多き女性として有名
だった。彼女の数奇な運命と大英帝国の繁栄
の歴史を追う。

47

Ｃ－１

日立世界ふしぎ発見！
アンコール王朝と王道の謎
密林に消えた神殿を求めて

アンコール・ワットで有名なアンコール王朝の
遺跡群。カンボジアでは長く内戦が続いたた
め，その多くが放置されていたが，最近になっ
て，ようやくそれらの遺跡の調査が始まった。
密林に埋もれている神殿や，整備されていた
王道を探検する。

47

Ｃ－１

日立世界ふしぎ発見！
東照宮の謎
徳川埋蔵金伝説を追え!!

東照宮は徳川家康を祭る所でありながら，明
智光秀の桔梗の紋が数多くある。東照宮を開
いたのは天海という僧で，彼は徳川三代にわ
たって幕府の行政を取りしきっていた。しかし，
天海の前半生は不明なことから，実は天海は
光秀の成り代わりではないか…という説もあ
る。

47

Ｃ－１

VB99-056

VB2000-059

VB2001-061

3/VB クイズ・ゲームなど

印刷日：2017/2/1

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
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

内容

時間
（分）

利用
区分

日立世界ふしぎ発見！
古代アメリカ文明
大地に描かれたミステリー

アメリカで次々と発見された不思議な地上絵。
あるものは土を盛り上げて巨大なヘビを描き，
またあるものは地表の石を取り除いて絵を描
いていた。これらはいったいだれが，何のため
に描いたのか？ 古代アメリカに栄えたネイ
ティブ・アメリカンの文明の秘密に迫る。

47

Ｃ－１

VB2001-063

日立世界ふしぎ発見！
エジプトの砂漠で新発見
オアシスに眠るミイラの谷

これまでエジプトの遺跡は，いずれもナイル川
の近くで見つかってきた。しかし‘96年，バハリ
ヤ・オアシスという砂漠の中のオアシスから，
200体ものミイラが発見された。発掘が進め
ば，１万体に上るミイラが発掘されると予想さ
れる。このミイラは，いつごろ，どんな目的で，
なぜ砂漠のオアシスでつくられたのか？

47

Ｃ－１

VB2002-064

ワールドカップ共催で、身近になった韓国を紹
介する。リポーターは、新幹線セマウル号に乗
日立世界ふしぎ発見！ビビンバ
り、中心地ソウルを離れ韓国の地方都市を巡
が呼ぶ！ふしぎな寺が招く！！
る。韓国を代表する料理・石焼ビビンバ発祥の
知られざる韓国 列車の旅
地を訪ね、究極のビビンバを食べ、儒教の伝
統を色濃く残す村の暮らしぶりを紹介する。

47

Ｃ－１

VB2002-065

日立世界ふしぎ発見！世界ふし
ぎ発見！版ハリーポッター完全
攻略ガイド あなたも魔法使いに
なれる！

全世界で大人気の物語「ハリー・ポッター」シ
リーズの舞台となったロンドンやスコットランド
を、ミステリーハンターの瀬戸カトリーヌが尋ね
る。瀬戸は、現代の魔女を訪ねたり、スコットラ
ンドのハロウィーンに参加しながら、物語にち
なんだ問題を出題する。

47

Ｃ－１

VB2002-066

フィンランドはサンタクロースの国として知られ
日立世界ふしぎ発見！氷点下の る。そして冬の厳しい気象条件にもかかわらず
パラダイス！！ＦＩＮＬＡＮＤ ごき パラダイスと呼ばれている国でもある。フィンラ
げんな冬のすごし方
ンドの冬の生活を紹介するとともに、充実した
社会保障制度も紹介する。

47

Ｃ－１

VB2002-067

世界ウルルン滞在記 今世紀最
後の感激再会スペシャル
フルモンティｉｎジャパンに・・・勝
村政信が出会った
ネパールの６人姉妹に藤原竜也
が・・・
ドイツ平和村戦場から来た子供
たちに・・・東ちづるが出会った

かつて滞在した場所を再び訪ねる『再会スペ
シャル』。以前男性ストリップグループに世話に
なった勝村政信。その懐かしいグループが何
と日本を訪れた。目的は勝村との再会と日本
でのストリップショーの公演。まさか再び脱ぐこ
とになるとは思ってもみなかった勝村だが、メ
ンバーと共に練習を再開する。東ちづるはドイ
ツの国際平和村を再訪。戦争で親を失った子
どもたちと再会する。

96

Ｃ－１
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VB2002-068

女優の岡本綾（おかもとあや）が、ミャンマーの
北部にあるジャングルに住むラワン族を訪ね
世界ウルルン滞在記 ミャンマー
る。岡本がホームステイさせてもらった家のお
ラワン族のわがままお爺ちゃん
じいちゃんは、自称１１０歳。息子夫婦と孫５人
に・・・岡本綾が出会った
と暮らしている。おじいちゃんは、食事のこと
で、次々とわがままを言い岡本を困らせる。

47

Ｃ－１

VB2002-069

世界ウルルン滞在記 アイルラ
ンドのパブに・・・川合千春が出
会った

アイルランドはパブ発祥の地、アイルランドの
人々にとってパブは生活の一部だ。女優川合
千春が本場・アイルランドパブで、バーテンに
挑戦する。アイルランドパブに欠かせないのが
黒ビール。しかし、黒ビールを完ぺきに注ぐの
は非常に難しい。パーフェクト・パイント（完ぺき
な１杯）といわれる、美しく注がれたビールを目
指し､川合の奮闘が始まる。

47

Ｃ－１

世界ウルルン滞在記 インド本
物のヨガに・・・山本太郎が出
会った

ヨガは心身ともによい影響を与え健康を保つ
といわれ、本場インドでは何千というポーズが
あるという。日本でヨガを習っていた山本太郎
が、本場のヨガを体験する。口から鼻にひもを
通して掃除をするヨガ、塩水を浸した布で食道
を清潔にするヨガなど、日本とは一味違う荒々
しいヨガにさすがの山本もびっくり。さらにヨガ
を教える大学で試験を受けることになる。 徳
光和夫／相田翔子／山本太郎／石坂浩二

47

Ｃ－１

VB2003-071

世界ウルルン滞在記 エチオピ
アのコエグ族に・・・内田朝陽が
出会った

六本木育ちの俳優・内田朝陽が、エチオピア
の秘境に暮らすコエグ族の一家にホームステ
イし、同年代の兄弟に助けられながら生活に
溶け込んでいく様子を追う。実家がレストランと
いう内田は、得意の料理でコミュニケーション
を深めようと考えているが…。 徳光和夫／相
田翔子／石坂浩二／優香／清水圭／内田朝
陽

47

Ｃ－１

VB2004-073

世界ウルルン滞在記２時間再会
スペシャル夏のシベリア！トナカ
イの遊牧民に・・・中武佳奈子が
再び出会った 来日！！中国揚
州炒飯の達人 帳学玉さん徐飛
さん ドイツ平和村 戦場からき
た子供たちに・・・東ちづるが再
び出会った

中武佳奈子がシベリアのツンドラ地帯で暮らす
遊牧民と、東ちづるがドイツの国際平和村の
子供たちと、それぞれ再会の旅に出る。また、
中国から揚州炒飯作りの名人がその炒飯を広
めるために来日する。中武佳奈子／東ちづる
／石坂浩二／加山雄三

96

Ｃ－１

VB2004-074

小学生が挑む中学入試問題に大人が挑戦！
国語、理科、特別授業、社会、算数などから難
２００３平成教育委員会夏休みス
問が登場し、各界の大人たちが解答する。果
ペシャル
たして点数は？北野武／六條華／京野ことみ
／姿月あさと／光浦靖子／ベッキー

98

Ｃ－１
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VB2005-075

喜劇王として有名なチャーリー・チャップリ
ン。ロンドンの下町で、物まねを得意とする芸
人だった母と兄の３人で暮らしていた貧しかっ
た幼少期から、自ら舞台で活躍し、後に映画の
日立世界ふしぎ発見！チャップリ
世界で大成功を収めるまでを紹介する。また、
ン ９０年目の真実
チャップリンの遺族の協力により、晩年を過ご
した自宅の書斎や居間なども紹介される。草
野仁／黒柳徹子／板東英二／野々村真／地
井武男／ベッキー

47

Ｃ－１

VB2005-076

シベリアの永久凍土からは、今も冷凍状態の
マンモスが発見されることがある。そのマンモ
スの肉片から遺伝子情報を取り出し、それを
日立世界ふしぎ発見！ 徹底検
使ってマンモスのクローンをつくろうというプロ
証！！マンモス復活は夢か？現
ジェクトが日本で進められている。１万年前に
実か？
生息したマンモスを復活させることができるの
か？草野仁／黒柳徹子／板東英二／野々村
真／假屋崎省吾／土田晃之

47

Ｃ－１

VB2005-077

日立世界ふしぎ発見！ 空海
天才の秘密に迫る

四国八十八か所巡りは、空海が修行の場に
定めたのが始まりと言われている。幼いころか
ら優秀だった空海は留学生として唐に渡り、わ
ずか２年で密教の教祖となり帰国した。日本最
大の天才といわれる空海の秘密に迫る。草野
仁／黒柳徹子／板東英二／野々村真

47

Ｃ－１

VB2005-078

世界三大料理の一つトルコ料理。料理の数
は世界一といわれ、わたしたちの身近な料理
の中にも、トルコ料理にルーツを持つものが多
い。元もと遊牧民族だったトルコ人の料理が世
日立世界ふしぎ発見！ トルコ５
界有数の美味となるまでには、５０００年におよ
０００年の旅！ミステリーグルメ
ぶトルコの歴史が深くかかわっていた。トルコ
紀行
の珍しい料理、スイーツなどを紹介すると共
に、その歴史をひもとく。草野仁／黒柳徹子／
板東英二／沢村一樹／野々村真／磯野貴理
子

47

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

6/VB クイズ・ゲームなど
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