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

VHS

VHS

内容

時間
（分）

利用
区分

新春笑点ｽﾍﾟｼｬﾙ

放送２５周年を迎えた「笑点」のお正月スペ
シャル番組。レギュラー全員によるマジック。宮
川大助花子の夫婦漫才。桂文珍、春風亭柳昇
の落語。女性タレントを迎えての新春恒例ふり
そで大喜利。最後は桂歌丸、林家木久蔵らの
レギュラー大喜利。 お正月らしい盛りだくさん
の内容で初笑い。

76

Ｃ－１

ｽ-ﾊﾟ-SPECIAL,97 最新版 はじ
めてのおつかいｽﾍﾟｼｬﾙ

一生に一度の大冒険『はじめてのおつかい』
をする子供たちの姿を隠しカメラで追う。 泣き
ながら必死でおつかいをする姿。予測もつかな
い子供たちの行動にスタッフたちも大慌てす
る。所ジョージ・森口博子 ほか

97

Ｃ－１

さんまのSUPERからくりTV秋の
特大号!

未来は幼い３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」

98

Ｃ－１

VA97-033

ｽﾎﾟ-ﾂﾏﾝNO.1決定戦･

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８人のヒー
ローが悪と戦う。

103

Ｃ－１

VA97-041

「今までお笑いに接する機会が少なかった聴
覚障害者の方々にお笑いを楽しんでいただき
爆笑!吉本字幕ﾋﾞﾃﾞｵ VoI.1(試作 たい」 吉本興業株式会社が創業８５周年を記
品)
念して制作した字幕ビデオ。 内容は、今いく
よ・くるよの漫才と桂文珍の落語、そして吉本
新喜劇「おまわりさんの恋」

74

Ｃ－１

VA98-058

聴力障害者のための
「爆笑！吉本字幕ﾋﾞﾃﾞｵ」Vol.1

平成１０年３月１９日「なんばグランド花月」に
ての実演が収録されたもの。吉本新喜劇 「老
人ホームも楽しいわが家」漫才 大木こだま・
ひびき 落語 桂文珍

75

Ｃ－１

VA99-058

笑点
第1599回

年の始めにふさわしく、林家二楽が紙切りを
披露し、「羽根つき」などの作品を作る。大喜利
のコーナーでは、レギュラー回答者がかつらを
かぶって奥様自慢合戦を繰り広げる。

25

Ｃ－１

VA99-059

笑点
第1606回

埼玉県熊谷市から送る『笑点』。 ナポレオン
ズのゆかいで不思議なマジックから始まり、大
喜利のコーナーは、熊谷出身の武将・熊谷直
実（くまがいなおざね）を題材に盛り上がる。

25

Ｃ－１

作品名

分類番号

VA93-003

VA97-031

VA97-032

1/VA バラエティー

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

内容

時間
（分）

利用
区分

笑点
第1607回

埼玉県熊谷市から送る『笑点』。 三遊亭好
楽の落語は、『小言念仏』。毎朝、お念仏を唱
えるのが日課のおじいさん。唱えるうちにほか
のことに気がいって、ぶつぶつ小言を言い出す
が・・・。 その他、おなじみのメンバーで送る
『大喜利』。

25

Ｃ－１

爆笑！吉本字幕付ビデオVol.2

若手女性コンビ トゥナイトによる漫才。桂三
枝による落語。吉本新喜劇 「山びこの詩」。
聴覚障害者に分かりやすいように話し手別に
色分けするなどの工夫がされている。

75

Ｃ－１

作品名

分類番号

VA99-060

VHS

VA99-077

VHS

天才てれびくんワイド
VA2000-078
（平成11年11月18日放送）

テレビを見ているおともだちとテレビ戦士が
ゲームにちょうせんする。さあ勝つのはどの
チームかな？
（漢字には全てルビ）

44

Ｃ－１

VHS

天才てれびくんワイド
VA2000-079
（平成11年12月７日放送）

こどもたちがピザ作りにちょうせんする。はたし
て，おいしいピザができるのか。ほかにも，楽し
いコーナーがたくさん。
（漢字には全てルビ）

44

Ｃ－１

おなじみの「未成年の主張」には小学生も登場
し，ほほえましい主張をしてくれる。また，「もて
ない先生救済企画」では，番組の呼びかけに
集まった恋人候補から1人が選ばれたが，彼
女は先生を「頼りない」と評価。そこで先生は
V6のコンサートに出演することになった。ほか
に，「芸能人の主張」「ハードボイルド刑事GO
森田」など。

95

Ｃ－１

平成の怪物・西武ライオンズの松坂大輔が，ス
トラックアウトに初挑戦。果たして，その結果は
…。その他，NBAの名プレイヤーたちが，９
フープスハイドに挑戦する。

47

Ｃ－１

学校へ行こう！
炎のフャイヤースペシャル！

VHS

VA2000-080

VHS

筋肉番付
VA2000-081
（平成11年11月13日放送）

VHS

穴の開いたボートでゴールできれば…。ことわ
ウッチャンナンチャンの炎のチャ ざや漢字の読みが全部正解すれば…。プール
VA2000-087 レンジャー
に浮かべたサーフボードに立ちつづけることが
これができたら100万円!!
出来れば…等，賞金の100万円を目指し，チャ
レンジャーたちが奮闘努力する。

51

Ｃ－１

VHS

自分を生んでくれた女性はどんな人なのか。
今，どこでどうしているのか。幼いときに実母と
離され，会えないままに大人になった依頼人た
ちの実母への思いと，その子を置いていかざ
るを得なかった母の事情。 番組の捜査によっ
て真実が明かされ，対面が実現する。

96

Ｃ－１

嗚呼！バラ色の珍生！！
VA2000-088 命をくれた母との再会
涙の大感動スペシャル

2/VA バラエティー

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

内容

時間
（分）

利用
区分

伊東家の食卓
総決算1999年裏ワザNo.1決定
VA2000-089
戦
超強力年末スペシャル

人気番組「伊東家の食卓」,１年間の総まとめ２
時間スペシャル。 数多い裏ワザの中から,「こ
れは！」とうならせるスペシャルな裏ワザを厳
選して送る。これ１本見れば,あなたも伊東家の
達人に！

96

Ｃ－１

VHS

VA2000-090

見ればなっとく！
激怒！爆裂！夫婦のモンダイ

それぞれにいろいろな悩みを抱える夫婦を紹
介し，その解決方法を探る。その一つの方法と
して，人間の性格を9つに分けるエニアグラム
を参考に，タイプ別の相互関係を調べ，どのよ
うな行動をすれば人間関係が円満にいくか考
える。

46

Ｃ－１

VHS

ハサミがなくても簡単にヒモを切る裏ワザ
伊東家の食卓 伊藤家の夏休み 水泳の帽子を簡単にかぶる裏ワザ
特別企画！
３０秒でビールを冷やす裏ワザ
VA2001-096 人気裏ワザをもう一度だけてい
畳のコゲを簡単に消す裏ワザ・・・など、
ねいにご紹介させて頂きますス
人気裏ワザのやり方をもう一度知りたいとい
ペシャル！！
うリクエストにこたえ、もう一度丁寧に紹介する
スペシャル。

50

C-1

VHS

伊東家の食卓
VA2001-097 縄とびの二重とびがグ～ンと上
達する奇跡裏ワザ！

ちょっと難しい二重とび。しかしあることをする
だけで，簡単にとべるようになる奇跡の裏ワザ
があった！実際に二重とびの苦手な子供たち
に実演してもらうとその効果は絶大。そのほ
か，家庭でのクリスマスをすてきに演出する裏
ワザやケーキを上手に持ち運ぶ裏ワザなどを
紹介。

50

Ｃ－１

VHS

ＴＶチャンピオン
VA2001-101 ヒーローをぶっ倒せ
悪役怪獣・怪人王選手権

地球は怪獣や怪人の魔の手によって何度も危
機にさらされた。しかし怪獣・怪人はヒーローに
よって倒され続けている。そんなはかない悪役
の命に魅せられた人が集結し，怪獣・怪人の
知識を競い合う。

71

Ｃ－１

VHS

伊東家の食卓 二度ぶきしなくて
も窓をピカピカにする裏ワザ！！
揚げ物をする時、顔に油がはね
ないようにする裏ワザ！！あっと
VA2002-105
いう間にチーズが作れちゃう魔
法のような裏ワザ！！バレンタイ
ンデーにピッタリ！かわいいクッ
キーを作る裏ワザ！！

窓ガラスのふき掃除は二度ぶきしなくてはなら
ず、なかなか大変な仕事。そこで１枚のタオル
を用意するだけで、二度ぶきしなくても窓をピカ
ピカにする裏ワザを紹介。そのほか牛乳で簡
単にできるチーズや、入れすぎたおフロのお湯
を無駄なく使う裏ワザ、キャンデーを使ったか
わいいクッキー作りなどを紹介する。

50

Ｃ－１

種別

VHS

分類番号

作品名

3/VA バラエティー

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

内容

時間
（分）

利用
区分

VHS

伊東家の食卓 世紀の大発見！
凍った雪道を滑らずスイスイ歩け
ちゃう裏ワザ！！冷凍コロッケを
いつもの半分の時間で揚げる裏
VA2002-106
ワザ！！冷凍したお魚を短時間
で解凍する裏ワザ！！年齢がわ
かっちゃう大発見！！超目玉裏
ワザ＆大発見大集合！！

雪道で転倒して思わぬ大ケガをすることもある
が、裏ワザを使えば革靴でも厚底ブーツでも
滑らずに安全に歩ける。ほかに、冷凍コロッケ
をいつもの半分の時間で揚げる裏ワザや、簡
単に力がアップする裏ワザを紹介。

50

Ｃ－１

VHS

伊東家の食卓 雨の日に靴が滑
らなくなる裏ワザ！！バスタオル
VA2002-107 が落ちなくなる裏ワザ！！意外
なものがフワフワ浮かんじゃう大
発見！

雨の日は靴が滑って歩きにくい。さて、どうす
る？ゆですぎたスパゲティーが余ってしまった
らどうする？そんな小さな悩みに裏ワザが答え
ます。ほかにも、体に巻いたバスタオルが落ち
なくなる超便利な裏ワザ、ドライヤーを使って
あるものを浮かせる楽しい遊びなど、得するネ
タを紹介します。

50

Ｃ－１

VHS

関口班は「東京もんじゃ焼き」、三宅班は「大
どっちの料理ショー ２００２新春
阪お好み焼き」をメーンにした東西鉄板焼き料
スペシャル
VA2002-108
理コースで対決する。関口は特選素材として
東京もんじゃ焼きＶＳ大阪お好み
北海道産のタラコ。三宅班は天然の自然薯を
焼き
福岡から取り寄せる。

94

C-1

VHS

寒い冬にピッタリな熱々料理対決。さまざまな
野菜をじっくり煮込んだ、野菜のうまみたっぷり
のミネストローネ。特選素材には奄美大島（あ
どっちの料理ショー ミネストロー まみおおしま）で取れるイタリア野菜の数々を
VA2002-109
ネＶＳワンタン
そろえる。対するワンタンは、特選素材に生の
芝海老（しばえび）を用意。手作りのワンタンの
皮とともにスープの王様・ミネストローネに挑
む。

47

Ｃ－１

VHS

人はなぜ太るのか？同じ量を食べているの
に、太る人と太らない人がいるのはなぜか？ど
のくらいまで太ったら、他人から見てヤバイの
回復！スパスパ人間学 太る理 か？スパスパがあなたの悩みにお答えしま
VA2002-110 由＆やせる法則 体脂肪完全燃 す。肥満遺伝子の紹介や単に体重の増加だけ
焼ＳＰ
ではなく、体脂肪を視野に入れた各種ダイエッ
トを紹介。中国にある上海デブ病院での、過激
中国ダイエットなど、これを見ればあなたも痩
せられる？

96

Ｃ－１

46

C-1

種別

VHS

分類番号

VA2002-111

作品名

回復！スパスパ人間学
危険な思い込み

人間は思い込みによって判断力を失い、また
思いもよらぬ行動をとってしまうことがある。だ
れもが陥る思い込みの怖さや、思い込みに
よって引き起こされるパワーを検証する。
森本哲郎／爆笑問題／加藤晴彦／神取忍

4/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

人の悩みは十人十色。今回はその中から「お
金・人間関係・子育て」の悩みをピックアップ。
スパスパがあなたの悩みを解決します。
回復！スパスパ人間学
お金の悩みでは浪費癖を取り上げる。不要な
VA2002-112 アナタの悩み完全解消スペシャ 物まで買い込んでしまう浪費癖。その時脳の
ル
中ではどんなことが起きているのか。人間関係
では、嫌な隣人との付き合い方を、また子育て
では、子供の能力を伸ばす方法を紹介する。
爆笑問題／森本哲郎

46

C-1

VHS

VA2002-113

大人気バラエティー『学校へ行こう！』の2時間
スペシャル。恒例の『未成年の主張』のコー
ナーは、今回は外国編。世界中の若者たちの
爆笑主張が繰り広げられる。『どこへ行くんで
すか？』コーナーでは、日本を飛び出しアジア
へ向かう。ゴールの香港目指しＶ６のメンバー
が各国を飛び回る。果たして一番に香港に到
着するのはどのメンバーなのか？

109

Ｃ－１

VHS

奇跡体験！アンビリバボー心霊
写真 霊たちの訴え ノックの達
VA2002-114 人春山総星
奇跡のリベ
ンジ 車椅子のいらない世界・・・
バリアフリーの海へ

霊能者・立原さんも恐れる心霊写真。果たして
霊は何を訴えているのか。ほかに、ノックの達
人・春山さんの奇跡の技を紹介する。春山さん
は親友がかぶったヘルメットに乗せたチエリー
を見事にヒットすることができるか・・・。感動の
アンビリーバボーは、身体障害者のダイビング
スクール。

49

Ｃ－１

VHS

ヒトの肉体の秘密と人生の神秘を検証。生命
誕生の瞬間から、死に至るまでの様々な人体
たけしの万物創世記 ヒト ～ヒ のメカニズムを紹介するほか、なぜヒトが結婚
VA2002-118 トは何処から来て何処へ行くの という長期にわたる共同生活の形態をとるうよ
か？～
うになったのか、その謎に迫ります。（字幕制
作・寄贈）熊本県聴覚障害者情報提供セン
ター

92

Ｃ－１

VHS

関口班は「東京もんじゃ焼き」、三宅班は「大阪
どっちの料理ショー ２００２新春 お好み焼き」をメインにした東西鉄板焼き料理
VA2002-108 スペシャル 東京もんじゃ焼きＶ コースで対決する。関口は特選素材として北
Ｓ大阪お好み焼き
海道産のタラコ。三宅班は天然の自然薯（じね
んじょ）を福岡から取り寄せる。

94

Ｃ－１

VHS

人間は思い込みによって判断力を失い、また
回復！スパスパ人間学 危険な 思いもよらぬ行動をとってしまうことがある。だ
VA2002-111
思い込み
れもが陥る思い込みの怖さや、思い込みに
よって引き起こされるパワーを検証する。

46

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容

学校へ行こう！世界へ飛びま
すッ2 大気圏突入Ｓｐ！！

5/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

人の悩みは十人十色。今回はその中から「お
金・人間関係・子育て」の悩みをピックアップ。
スパスパがあなたの悩みを解決します。お金
回復！スパスパ人間学 あなた の悩みでは浪費癖を取上げる。不要な物まで
VA2002-112
の悩み完全解消スペシャル
買い込んでしまう浪費癖。その時脳の中では
どんなことが起きているのか。人間関係では、
嫌な隣人との付き合い方を、また子育てには、
子供の能力を伸ばす方法を紹介する。

46

Ｃ－１

VHS

学校へ行こう！
VA2002-113 世界へ飛びますッ２ 大気圏突
入Ｓｐ！！

大人気バラエティー『学校へ行こう！』の２時間
スペシャル。恒例の『
の主張』のコーナー
は、今回は外国編。世界中の若者たちの爆笑
主張が繰り広げられる。『どこ行くんですか？』
コーナーでは、日本を飛び出しアジアへ向か
う。ゴールの香港目指しＶ６のメンバーが各国
を飛び回る。果たして一番に香港に到着する
のはどのメンバーなのか？
Ｖ６

109

C-1

VHS

奇跡体験！アンビリバボー
心霊写真 霊たちの訴え ノック
の達人春山総星 奇跡のリベン
VA2002-114
ジ
車椅子のいらない世界…バリア
フリーの海へ

霊能者・立原さんも恐れる心霊写真。果たし
て霊は何を訴えているのか。ほかに、ノックの
達人・春山さんの奇跡の技を紹介する。春山さ
んは親友がかぶったヘルメットに乗せたチェ
リーを見事ヒットすることができるか…。
感動のアンビリーバボーは、身体障害者のダ
イビングスクール。
所ジョージ／清水圭／関根勤／佐藤藍子

49

C-1

VHS

奇跡体験！アンビリバボー 暴
走する身体～突然死の恐怖～
VA2002-115
駐車達人の超スゴテクニックと
は？希望の光

原因不明で突然倒れ、命の危機に陥るケース
が増えている。原因はアレルギー反応によるも
のだ。身近に潜む意外なアレルギー因子とそ
の予防法を紹介する。感動のアンビリバボー
は日光に当たると死んでしまう難病に侵された
少年の話。

49

Ｃ－１

VHS

食品に表示されている賞味期限。実は期限が
切れても食べられる食品があった！番組で
は、野菜やハムなどの上手な保存の仕方、賞
わけありバラエティー みんなの 味期限の表示の読み方を紹介。意外なもの
VA2002-116
ヒミツ！！賞味期限スペシャル が、とんでもなく長もちしたり、賞味期限を守ら
ないと危険な食品もある。牛乳・豆腐・卵など、
身近な食品の賞味期限のしくみなども紹介す
る。

47

Ｃ－１

VHS

２時間スペシャルで「更年期障害」と「四十肩・
五十肩」を取り上げる。体に現れる症状はもち
解決！クスリになるテレビスペ
ろん、心の病気になることもあるという更年期
シャル 芸能界きっての熟女が
VA2002-117
女性の体の状態を、わかりやすく解説、症状を
大集合！女性の心と体の悩み告
軽くするためのノウハウも紹介する。「四十肩・
白スペシャル
五十肩」では、実際の患者さんを症状軽減ツ
アーに連れ出す。

97

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容

6/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

ヒトの肉体の秘密と人生の神秘を検証。生命
誕生の瞬間から、死に至るまでの様々な人体
たけしの万物創世紀
のメカニズムを紹介するほか、なぜヒトが結婚
VA2002-118 ヒト 〜ヒトは何処から来て何処
という長期にわたる共同生活の形態をとるよう
へ行くのか？〜
になったのか、その謎に迫る。
所ジョージ／

92

C-1

VHS

伊東家の食卓 蚊に刺された時
かゆみがやわらぐ裏ワザ！！ス
イカを食べる前に中の種を取り
VA2003-119 除けちゃう裏ワザ！！お弁当作
りが超ラク～になる常識やぶり
の裏ワザ！！不思議で楽しい大
発見！！

蚊に刺された時、そんなに簡単にかゆみが治
まるの？と思うこと間違いなし。また、スイカの
種を口に入れずに食べるためには、切り方を
ちょっと工夫すればいいという。ほかに、朝の
お弁当作りがアッという間にできる裏ワザや、
おなべにススがつきにくくなる裏ワザも紹介す
る。 伊東四朗／五月みどり／村上里佳子／
山口美沙／三宅健／布施博

50

Ｃ－１

VHS

せっかくの運動会や発表会の時、緊張して実
力がだせなかったり、失敗が怖くて眠れなく
なったりする人必見。道具もお金もかけずに緊
伊東家の食卓 緊張のドキドキ
張が抑えられる裏ワザには、科学的根拠が
がおさえられる裏ワザ！！値札
VA2003-120
あった。 ほかに、ホイップクリームを時間をか
シールをキレイにはがす裏ワ
けずに作る裏ワザや、歩きつかれた時ラクに
ザ！
歩けるようになる裏ワザも紹介する。伊東四朗
／五月みどり／村上里佳子／山口美沙／三
宅健／布施博

49

Ｃ－１

VHS

自分の飼い猫の写真を勝手に撮られ、写真集
にされた。この場合モデル料を請求できるの
行列のできる法律相談所 掟破 か。また、社長令嬢との結婚が元彼女の嫌が
VA2003-121
りスペシャル！！
らせによって破談となってしまった。元彼女に
慰謝料を請求できるのか。４人の弁護士に意
見を聞く。江川卓／石田純一／極楽とんぼ

46

Ｃ－１

VHS

身近なトラブルを敏腕弁護士軍団が即座に解
決！友達の冗談に笑って、他人のスーツに
ジュースを吹きかけてしまった！弁償するのは
友達？自分？ライバル会社の社員と恋愛。こ
行列のできる法律相談所 不注 れって異動の理由になるの？婚約した最愛の
VA2003-122
意トラブルスペシャル！
女性は実は、弟の元彼女だった！そのことを
隠していた彼女に慰謝料を請求できる？…な
どなど、身近で深刻なトラブルに番組がお答え
します。島田紳助／東野幸治／小川奈摘／梨
花／渡辺徹／テリー伊藤

46

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容

7/VA バラエティー

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

分類番号

作品名

内容

時間
（分）

利用
区分

47

Ｃ－１

VHS

VA2003-123 学校へ行こう！

名作メールを表彰する「声に出してよみたい
メール」では、あの有名芸能人がグランプリを
受賞。「Ｂ－ＲＡＰハイスクール」では、超大型
新人も登場し、雪山をテーマに参加者がオリジ
ナルラップを披露する。そして小学生が屋上か
ら全校児童に主張する「未成年の主張」では、
今回も個性豊かな主張が繰り広げられる。 み
のもんた/渡辺満里奈/Ｖ６

VHS

奇跡体験！アンビリバボー 心
霊ドキュメント 初めて直面する
VA2003-124
恐怖 遥かなるリング絶対あきら
めない夢

のろわれた女性の再現ドラマに出演した俳優
が、役を演じた後から奇妙な出来事に見舞わ
れた。果たして、のろいは連鎖するのか。感動
のアンビリバボーでは、プロボクサーを目指す
聴覚障害者の青年の、絶対あきらめない姿を
紹介する。 所ジョージ/関根勤/佐藤藍子

49

Ｃ－１

VHS

料理自慢の小学生が全国から大集合！待ち
受ける難関の数々。工夫を凝らした惣菜パン
ＴＶＣhampion 目指せ！みらいの
や、おにぎりを作り、実際のお店に並べていく
VA2003-125 スーパーシェフ 小学生料理人
つ売れるか？飛び切りの食材を使った夢の給
選手権
食づくりなど。数々の難関を打ち破り、見事優
勝するのは果たしてだれか？

72

Ｃ－１

47

Ｃ－１

47

Ｃ－１

95

Ｃ－１

VHS

王道のデザート対決はプリンアラモード対
チョコレートパフェ。関口厨房（ちゅうぼう）のプ
リンアラモードは、特選素材に日本一のメロン
を選び、極上のメロンシャーベットを作る。対す
どっちの料理ショー 王道デザー
る三宅厨房の特選素材はチョコレート。チョコ
VA2003-126 ト対決！ プリンアラモードＶＳ
レートの本場ベルギーに飛び、世界一のショコ
チョコレートパフェ
ラティエ（チョコレート職人）ピエール・マルコ
リーニに、特製チョコレートを作ってもらう。関
キー

VHS

あんかけチャーハンに使う特選素材は高級食
材の上海ガニ。特に今回使用するのは、上海
ガニの中でも希少なハイクウォン。日本では入
どっちの料理ショー 中華あんか
手不能なハイクウォンを、中国の生産地まで直
VA2003-127 けご飯対決 あんかけチャーハ
接買い付けに出向く。一方、豚バラ飯に使うの
ンＶＳ豚バラ飯
は、信州安曇野の放牧豚。山に放した豚のえ
剛／チューヤン／森公美子／伊武雅刀

VHS

人生最大の危機を救う一言「天使の言葉」そし
て不幸に突き落とす一言「悪魔の言葉」。言葉
スーパースペシャル2004 一言 の持つ力を、実話をもとに紹介する。アメリカ
VA2004-139 で人生一発大逆転 天使の言葉 のスーパースター、マドンナを成功に導いた天
悪魔の言葉
使の言葉や、ある悪魔の一言で、破たんの危
機に襲われた信用金庫の話等。今田耕司／
ガッツ石松／くりーむしちゅー

8/VA バラエティー

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

内容

時間
（分）

利用
区分

２００４年夢対決 とんねるずの
VA2005-140
スポーツ王は俺だスペシャル５

新春恒例のとんねるずとプロ選手のスポーツ
対決。今回はメジャーリーガー松井稼頭央との
野球対決、そして、オリバーカーンとのＰＫ合
戦。そのほかにゴルフ対決など盛りだくさん。

123

Ｃ－１

VHS

VA2005-141

ほんとにあった怖い話 特別編
～心霊写真・恐怖順位49～

番組に寄せられた５０００枚を超える心霊写真
の中から、本怖クラブが選び出した恐ろしい心
霊写真を紹介する。ほかに、視聴者から寄せ
られた恐怖体験を再現ドラマで紹介する。 稲
垣吾郎／ＭＥＧＵＭＩ

48

Ｃ－１

VHS

生放送で送るＳＭＡＰ×ＳＭＡＰスペシャル。ビ
ストロスマップのゲストは、女優の山口智子。
久しぶりのＴＶ出演に緊張気味の山口。制限時
間１２分の中で彼女のオーダーする料理をメン
ＳＭＡＰ×ＳＭＡＰ ０４ 生ゴール
VA2005-142
バーが作り上げる。後半は優勝をかけて、メン
ドメダリストスペシャル
バーが「スリッパ砲丸」と「５メートル走」に挑戦
する。果たして純金製の特製メダルを手にする
のは誰か。 中居正広／木村拓哉／稲垣吾郎
／草彅剛／香取慎吾／山口智子

58

Ｃ－１

VHS

生きていく上では全く必要のない知識・トリビ
ア。今回は今まで放送されたものの中から、視
聴者がもう一度見たいというトリビアを紹介す
トリビアの泉 ～素晴らしきムダ
VA2005-143
る。例えば「宝くじの高額当選者のみに配られ
知識～（放送日２００５．１．１２）
る本がある。」「海上自衛隊は金曜日に必ずカ
レーライスを食べる」など。タモリ／ＭＥＧＵＭＩ
／糸井重里

47

Ｃ－１

VHS

VA2005-144

小さい子どもたちの「はじめてのおつかい」を
密着取材。生まれて初めてのおつかいはハラ
ハラドキドキの連続！兄弟ケンカが始まった
り、おつかいの内容を忘れたり…子供たちの
姿に思わず笑いや涙が誘われます。今回は過
去に放送したものの中から、傑作を選りすぐっ
て紹介。子供たちのその後の様子も追跡取材
されている。所ジョージ／森口博子／糸井重
里／長嶋一茂／優香／五月みどり

97

Ｃ－１

VHS

教育学者の齋藤孝先生が、２０年間使い続
けているという三色ボールペンを活用して脳を
整理する方法を紹介。これをやれば誰でも整
世界一受けたい授業 脳力倍増 理の達人になれる！ほかに米村でんじろう先
VA2005-145
スペシャル
生の『超実験！楽しくなければ科学じゃな
い！』と樋口裕一先生の『頭がいい人、悪い人
の話し方』。堺正章／くりぃむしちゅー／齋藤
孝／米村でんじろう／樋口裕一

48

Ｃ－１

種別

VHS

分類番号

作品名

ＴＨＥスペシャル はじめてのお
つかい爆笑傑作スペシャル

9/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

金田一秀穂氏、秋山仁氏、斎藤孝氏等の講
師を迎え、国語、算数、理科、社会、教養の５
世界一受けたい授業 １億人の
科目を楽しく学ぶ。秋山氏は数式を使わずに
VA2005-146 国語算数理科社会教養スペシャ
観察眼を駆使した授業を。斎藤氏は「文脈力」
ル
と題した授業を行う。菊川怜／藤井隆／波田
陽区

92

Ｃ－１

VHS

金田一秀穂先生と齋藤孝先生を迎え、国語
スペシャルと題して楽しく国語の勉強をする。
金田一先生の国語なぞなぞでは、うっかり間
違って使っている日本語が出題される。「とり
世界一受けたい授業 国語スペ
VA2005-147
つく暇」？「とりつく島」？「互角の戦い」？「互
シャル
格の戦い」？など。齋藤先生は「朗読で脳を活
性化する」。高速朗読や点回し読みなどをゲス
トと一緒に実践する。堺正章／くりーむし
ちゅー／金田一秀穂／齋藤孝／松本明子

48

Ｃ－１

VHS

生きていく上では全く必要のない知識・トリビ
ア。今回はこれまでに放送されたトリビアを厳
トリビアの泉 ～素晴らしきムダ 選し、もう一度紹介する。例えば、日本で一番
VA2005-150
知識～ （放送日２００５．３．９） 多く言われているダジャレは何か。またフィ
ギュアスケート選手は何回転回れば目が回る
かなど。 タモリ／ＭＥＧＵＭＩ／ビビる大木

47

Ｃ－１

VHS

生きていく上では全く必要のない知識・トリビ
アを品評する。春満開スペシャルの今回は、鳴
トリビアの泉～素晴らしきムダ知
VA2005-152
き声で犬の気持ちが分かるバウリンガルを
識～春満開スペシャル
使って一匹オオカミの遠吠えを測定しオオカミ
の気持ちを調べる。

59

Ｃ－１

VHS

１時限目は、「さおだけ屋はなぜ潰れないの
か？」の著者で公認会計士の山田真哉氏が、
商売のもうけのカラクリを分かりやすく説明して
くれる。２時限目は、世界最小の手作りカメラで
世界一受けたい授業 １時限目
昆虫の写真を撮影している昆虫写真家の栗林
VA2006-001 経済 山田真哉 「さおだけ屋は
慧氏が、虫の世界のすばらしさを紹介する。３
なぜ潰れないのか？」
時限目は、「患者力」の著者で心臓外科医の
南淵明宏氏が、病気に取り組む患者の姿勢に
ついて授業する。：出演：堺正章／上田晋也／
有田哲平／山田真哉／栗林慧／南淵明宏

48

Ｃ－１

VHS

１時間目はウェザーキャスターの原田龍彦氏
が、天気にまつわるさまざまな知識をおしえて
くれる。熱中症指数に汗かき指数、誘惑指数と
世界一受けたい授業 １時限目
は何なのか？２時間目は湯本博文氏による、
天気 ウェザーキャスター歴３０
VA2006-002
１００円ショップで手に入る身近な道具を使った
年 原田龍彦先生天気予報を１
科学実験。３時間目は茂木健一郎氏が、「アハ
００倍楽しく見る方法
体験」のふしぎな世界を紹介してくれる。：出
演：堺正章／上田晋也／有田哲平／原田龍
彦／湯本博文／茂木健一郎

48

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容

10/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

芸能人が田舎を旅し、民家に一晩泊めてもらう
「田舎に泊まろう」のスペシャル版。宿泊を断ら
れた回数の番組記録を持つ湯原昌幸も再度
民話の田舎にご宿泊田舎に泊ま 挑戦する。また、今回は湯原の妻も挑戦するこ
VA2006-003
ろう！３時間スペシャル
とになった。湯原は妻にお泊り交渉の極意を
伝えるが、肝心の湯原は…。：出演：西川峰子
／湯原昌幸／西川峰子／坂上次郎／大鶴義
丹

141

Ｃ－１

VHS

VA2006-007 ごくせん 同窓会スペシャル

２００５年放送の「ごくせん第２シリーズ」は熱血
教師ヤンクミが、３Ｄの生徒たちを卒業させる
までのドラマで、高視聴率をマーク。一夜かぎ
りの同窓会を開催することになり、３Ｄの仲間
たちがスタジオに結集して、名場面を見なが
ら、思い出話に花を咲かせる。

117

Ｃ－１

VHS

１時限目の小川先生の国語では、名作文学の
あらすじが、なんと３分間のアニメでわかってし
まう。読んだことがない作品のストーリーが３分
世界一受けたい授業 １時限目 でわかるので、忙しい人には便利かも…。２時
VA2006-008 国語２時限目 理科３時限目 保 限目の赤池先生の理科では、自然界に存在す
健体育
るものの研究を通して生み出された最新技術
が紹介される。３時限目の内藤先生の授業で
は、視覚を鍛えることで認識スピードや認識の
正確さを強化できるという。

48

Ｃ－１

VHS

数学の秋山仁先生、英語のマーク・レッドベ
ター先生、科学の茂木健一郎先生、社会の河
世界一受けたい授業 ＮＹからゴ 合敦先生が目からウロコの講義を展開しま
VA2006-009 ジラ松井先生がやって来た！ス す。そして、ニューヨークヤンキースの松井秀
ペシャル
喜先生が「成功の心理学」を講義。どうすれば
緊張せずに自分の力を出すことができるのか
を教えてくれます。

93

Ｃ－１

VHS

１００万部以上の大ベストセラーとなった「ダー
リンは外国人」でおなじみのトニー・ラズロ先生
世界一受けたい授業１時限目
が登場。言葉は、コミュニケーションのルーツ
VA2006-010 国語 おじやは外国語？！２時
だけではない。言葉を知ることによって様々な
限目 理科 仰天アニマルアイ！
文化が見えてくると語る先生。ほかに、動物の
目から見た世界を紹介する。

48

Ｃ－１

VHS

タイトルにある「裏ワザ対決！」のほか、「裏ワ
ザクッキング」のコーナーでは裏ワザ・スイート
伊東家の食卓 Ｎｏ．１裏ワザ対
ポテトを紹介する。また「あまりモノでクッキン
決！布に名前が書きやすくなる
VA2006-011
グ」では、かぼちゃの煮物とかまぼこが見事に
対決！！ジューシーなハンバー
ある物に変身し、お父さんと美沙ちゃんが騙さ
グを作る対決！！
れる。「おもしろリサイクル」のコーナーは、使
い切りマスクのリサイクル法が紹介される。

47

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容

11/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

視聴者から寄せられた裏ワザによるナンバー
ワン対決。かたいお肉を簡単に柔らかくする裏
伊東家の食卓 Ｎｏ．１裏ワザ対 ワザ対決、ハサミがなくても簡単に荷造りヒモ
VA2006-012 決！かた～いお肉でも柔らか～ が切れる裏ワザ対決、一瞬で体を柔らかくする
く焼ける対決！
裏ワザ対決を紹介。ほかに３０秒で生地が作
れる裏ワザ・パウンドケーキや、あまりモノレシ
ピを紹介する。

48

Ｃ－１

VHS

主婦の田中さんは１０歳の息子が夢をあきら
めたのは担任教師の現実的な言葉だったと知
行列のできる法律相談所この人
り、担任教師に子供の夢を壊した慰謝料を払う
VA2006-013 たち ど～扱っていいんだかわ
よう求める。果たして慰謝料は取れるのか？
かんね
ほかスタジオトークではプロ野球「楽天」の元
監督が辞任した経緯を語る。

45

Ｃ－１

VHS

今回の相談は、「言うことを聞いてくれないと浮
気しちゃうから」と夫を脅す美人妻と離婚できる
行列のできる法律相談所な～ん
か？妻の不倫相手に関する仰天事実が発
VA2006-014 かヤル気無さそ～！みんな全然
覚！慰謝料は増額できるか？スタジオでは、
力入って無いよスペシャル！！
ゲストの小倉優子が「コリン星」に関する爆弾
発言をする。

44

Ｃ－１

VHS

先生に元阪神タイガース監督の星野仙一氏を
迎え、時代が求めるリーダーの条件について
熱く語ってもらう。ほかに元ＮＨＫアナウン
サー・鈴木健二先生「気配りのすすめ２００
６」、ノーベル平和賞を受賞したワンガリ・マー
世界一受けたい授業 １億人の タイ先生「もったいないが地球を救う」、秋山仁
VA2007-001 国語算数理科社会 新学期直 先生「数式いらず頭のフルコース」、唐沢俊一
前！春の脳活性化スペシャル
先生「脳に効く雑学世界一周の旅」、本川達雄
先生「歌って覚える 知らなきゃ恥ずかしい人
体の不思議」など、盛りだくさんの内容で送る。
出演：堺正章／くりいむしちゅー／宇津井健／
ラサール石井／加藤晴彦／久本雅美／星野
仙一／秋山

91

B-3

VHS

視聴者から寄せられた手紙を基に、本当に
あった怖い話をオムニバスで送る。「６番目の
部屋」女子高生がカラオケルームに行った時
に経験した怖い話。「病棟のぬいぐるみ」手に
した患者は亡くなるというクマのぬいぐるみを
巡る怖い話。「そこにいる！」スーパーの本社
から地方の店舗に出向した社員が経験した怖
い話。ほか「不思議な時間」「四畳半の貴婦
人」「断崖の下にて」 出演：堀北真希／釈由
美子／高嶋政伸／伊藤敦史／森三中／稲垣
吾郎

97

C-1

種別

分類番号

作品名

内容

カスペ！
ほんとにあった怖い話
VA2007-002
夏の特別編２００６
鎌倉ミステリーツアーＳＰ

12/VA バラエティー

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

時間
（分）

利用
区分

VHS

１１人の学者が、やりたくてもできなかった実
験を提案し、嵐のメンバーが実行する人気番
組のパート２。実際に行う実験は、無重力空間
でチョウはどう飛ぶのか？、下向きに花は咲か
驚きの嵐！世紀の実験 学者も せられるか？、ヘリウム風船に入って空を飛べ
ＶＡ2008-001
予測不可能ＳＰ２
るか？、流氷に乗って東京湾にたどり着ける
か？、掃除機のホースの長さの限界は？、５
ｍの紙飛行機は飛ばせるのか？など。嵐／小
倉智昭／麻木久仁子／大沢あかね／森公美
子

90

Ｂ-3

VHS

世界各地から天から舞い降りたような奇跡の
絶景を紹介する。今回は，中国から武陵源の
三千本の石柱，南米ボリビアの神秘の湖，ベ
ルギーからノートルダム大聖堂の聖なる光，ア
フリカからナミブ砂漠の赤の砂漠の４つの絶景
世界の絶景１００選 天から舞い
ＶＡ2008-004
をリポーターが案内。中国ではギャル曽根が
降りた奇跡の絶景スペシャル！
食べまくり，アフリカでは番組史上最も過酷と
いわれる旅に，女子アナが挑戦する。内藤剛
志／久本雅美／ギャル曽根／渡辺正行／中
村俊介／釈由美子／橋田壽賀子／さまあ〜
ず／坂口憲二／船越栄一郎

115

Ｂ-3

VHS

田舎暮らしを夢見る人の移住体験の旅を紹介
する。南房総で発見した大自然と絶景を満喫
できる宿。沖縄県伊是名島では透明な海と
ゆったりと流れる島時間を体験。伊豆では宿と
南の海へ 北の大地へ 移住体
VA2009-002
して使われている古民家で田舎暮らし体験。そ
験！ 田舎暮らしの旅
して北海道の美瑛では北の大地の生活を満喫
できる体験。都会では味わえない田舎暮らし
の旅を紹介する。赤井英和／奈美悦子／寺泉
憲／田尾安志

96

Ｂ-3

種別

分類番号

作品名

内容

子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

DVD

爆笑問題の未来授業
VA2011-001 大変よくできました
元旦から子供に言わせてSP

未来授業とは、爆笑問題と子どもたちがより
良い「未来」を考える授業。あなたの知らない
「ガッコウ」をテーマに太田光とイマドキの子ど
も２０人が大激論。「廊下を隔てる壁がない教
室」「全児童に１台ずつパソコン配置」「ソフトな
跳び箱・ボール・ハードル」「選べる給食」など、
学校の今を昔の学校を振り返りながら紹介す
る。 その他、「大人に言いたい五・七・五」やア
ラフォー世代の懐かしいアイテムも登場。 【字
幕制作：北九州市立ビデオライブラリー】爆笑
問題／尾木直樹／はるな愛／関根麻里／堀
ちえみほか

13/VA バラエティー

76

B-3

