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DVD FD2006-007 子ぎつね　ヘレン

春の北海道で、東京から来た少年・太一は、一
匹の子ぎつねに出会う。目と耳が不自由な子
ぎつねは、ヘレンと名づけられた。獣医の矢島
たちに見守られながら、太一は一生懸命ヘレ
ンを育てる。ヘレンは与えられた命を精一杯生
き、やがて太一にだけは信頼と友情を示すよう
になるのだが・・・。

108 Ｃ－１

DVD FD2006-008
評議―裁判員制度広報用映画
―

親友に婚約者を奪われそうになった男が、ナイ
フで親友にけがを負わせた。この事件で男は
殺人未遂罪で起訴された。裁判を担当するこ
とになった裁判員は、町工場を経営する者、サ
ラリーマン、主婦などの６名と３名の裁判官
だった。男には殺意があったのかなかったの
か、裁判員の評議の模様を描く。【企画・制作
最高裁判所】中村俊介／大河内奈々子／榎
木孝明／小林稔侍／藤田弓子

62 Ａ－３

DVD
/VHS

FD2007-006
裁判員制度広報用映画　「裁判
員～選ばれ、そして見えてきたも
の～」

平成２１年初冬、東日本空調システム株式会
社の営業マン村瀬智昭（４５歳）のもとに１通の
手紙が届く。　それは、裁判員候補者名簿に自
分の名前が載ったとのお知らせだった。　裁判
員候補者になる可能性は低いと思っていた村
瀬だが、平成２２年３月、村瀬のもとに裁判員
選任手続期日の「お知らせ」が送られてくる。
村瀬は、仕事の都合もあり、当初は参加に消
極的であったが、徐々に参加してもよいと思う
ようになっていく。　そして、選任手続当日。選
ばれたのは、美容師・大沼恵美（２２歳）、主
婦・佐々木郁恵（３３歳）、個人タクシー運転
手・山

69 A-3

DVD FD2007-008
恋路物語
―ｅａｃｈ　ｌｉｔｔｌｅ　ｔｈｉｎｇ―

ミキは恋路中学に通う３年生。ある日、余命い
くばくもないおばあちゃんから初恋の人に宛て
た手紙を預かりました。「大切な人を思いやる
気持ち」は、山の龍神様と海の龍神様に届くで
しょうか。美しい水俣の自然を背景に繰り広げ
られる初恋物語。熊本県聴覚障害者情報提供
センターが聴覚障害者向け字幕制作で協力し
た作品です。水俣市から寄贈いただきました。
出演：谷村美月／松澤傑／渡辺いっけい／草
村礼子／川岡大次郎

80 A-3

VHS
/DVD

ＦＤ2008-003 機関車先生

　瀬戸内海に浮かぶ菜名島の小さな小学校
に、ある1人の青年が臨時教師としてやって来
た。その先生は、大きな体に優しい目をしてい
るが口がきけない。昔、剣道の試合でのどをつ
かれたのだ。口がきけない先生に子ども達は
戸惑うが、すぐに“機関車先生”とあだ名をつ
け大はしゃぎする。こうして、口をきけない機関
車先生と子どもたちの学校生活が始まった。
坂口憲二／倍賞美津子／大塚寧々／伊武雅
刀／堺正章

124 Ｂ-3

1/FD　映画
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DVD ＦＤ2008-009 三池　終わらない炭鉱の物語

1997年３月30日、日本で最大の規模を誇った
三池炭鉱は閉山した。その歴史を、「負の遺
産」と言う人もいる。囚人労働、強制連行、三
池争議、炭じん爆発事故…。過酷な労働を引
き受け、誇り高くやまに生きた男と女たちの証
言を聞き続け、７年がかりで完成させた。勇気
をもって命がけで生きること。そのひたむきな
力。今さらではなく、今だからこそ未来への思
いを込めて伝えたい。150年以上にわたる、三
池炭鉱の歴史に、初めて正面から向き合った
映画である。（作品ＨＰイントロダクション参照）
【寄贈元：株式会社シグロ】

103 Ａ-3

DVD FD2008-010 審理　裁判員制度広報用映画

　主婦の奈緒子は，裁判員候補者の名簿に
載ったことに戸惑いを感じつつも，家族3人で
平穏な生活を送っていた。そんなある日，東京
都内の駅の構内でナイフによる刺殺事件が発
生。この事件の裁判に裁判員として参加するこ
とになった奈緒子。目の前で展開される審理
の中で次第に明らかになっていく事実と
は・・・・・・。（最高裁判所HPより，あらすじ）
　裁判員制度がいよいよ２００９年５月にスター
トする。法律知識や専門用語を知らなくても大
丈夫か，たくさんの資料を読まなくてはならな
いのかなどと不安な方，この映画を見て具体
的なイメージをつかんでください。
　裁判員制度広報用映画として，２００６年の
「評議」、２００７年の「裁判員」に続く第３弾。裁
判員裁判における法廷での審理をできるだけ
実際に近い形で描いている。
酒井法子／星野真里／田中圭／岡本麗／相
島一之／小林涼子／乙黒えり／山中聡／伊
丹幸雄／ほか

60 A-3

DVD FD2010-002
座頭一物語
角川映画
昭和37年

１９６２年制作のシリーズの第一作。下総で新
勢力のやくざ・笹川と対立する飯岡助五郎は、
盲目だが居合抜きの名人、座頭市を客として
迎える。市は釣り場で江戸から来た浪人、平手
造酒と知り合い友情を感じるようになるが、実
は平手は笹川が雇った用心棒だった。

96 B-3

DVD FD2010-003
姿三四郎
一九四三年三月作品

　明治１５年。柔術家を目指して会津から上京
した姿三四郎は、心明活殺流指南・門馬三郎
に入門する。この日門馬らは、修道館柔道の
矢野正五郎を闇討ちしようとしていた。警視庁
武術世話係の座を門馬と矢野は争っていたの
だ。しかし闇討ちは失敗、その様子を見た三四
郎は矢野に弟子入りする。
　若き柔術家の成長を描く、黒澤明第一回監
督作品。

79 B-3

2/FD　映画
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DVD FD2010-005 きけ、わだつみの声

現代の大学生・鶴谷は神宮でのラグビーの試
合中、見知らぬ学生たちに出会う。彼らは太平
洋戦争のさなか、学徒出陣した大学生たち
だった。気づくと鶴谷は1943年10月21日、神宮
外苑で行われた学徒出陣の壮行会の列の中
にいた。横にはラグビー場で出会った大学生・
勝村の姿が。
　家族への愛、夢、希望、国家への思い…さま
ざまな思いを秘めながら、戦場に散った学徒た
ちを描く。

130 B-3

DVD FD2010-006 斂岳　点の記

　明治40年。死の山、霊山として恐れられ登っ
てはならないとされた立山連峰・劔岳。そこは
日本地図、最後の空白点でもあった。陸軍陸
地測量部の測量手・柴崎芳太郞は、上官によ
りこの前人未踏の山の初登頂を命ぜられる。
ベテランの案内人宇治長治郎を得た柴崎は劔
岳に挑むが、時を同じくして日本山岳会の小島
烏水らも初登頂を狙っていた。

140 B-3

DVD FD2010-007 時雨の記

明和建設の専務・壬生は、２０年ぶりに、ある
ホテルで堀川多江を見かける。多江は、仕事
で出席した葬儀の席でひと目ぼれした女性
で、今は独り鎌倉で暮らしていた。
　この再会を機に壬生は、「残りの人生を２人
で生きていこう」と多江に迫り、最初は戸惑って
いた多江も、少しずつ気持ちを動かしていく。

117 B-3

DVD FD2010-022
風の歌が聴きたい
音のない世界に生きる
聴覚障害者夫婦の１６年

これは聞こえない両親と聞こえる一人息子の１
６年間に及ぶ物語。親子でありながら息子とは
住んでいる世界が違うとなかばあきらめていた
両親が、風の歌を聴かせたくて息子を宮古島
へ連れて行く。宮古島では両親がかつて参加
したトライアスロンが開催されていた。一生懸
命頑張った人にだけ聴こえる風の歌。両親の
思いを息子は理解するのか。（番組の一部に
放送時から音声を消している場面があります）

101 B-3

DVD FD2011-003 幸せの黄色いハンカチ

　夢だった新車を手に入れ北海道をドライブす
る鉄也は、朱美をナンパし２人で旅を始める。
途中、ひょんなことから網走刑務所を出所した
ばかりの勇作と旅を共にすることに。勇作は妻
と「自分を待っていてくれるなら、家の前に黄色
いハンカチを下げておいてくれ」と約束をしてい
た。だが勇作は家に帰る勇気が出ない。果た
して妻は待っていてくれるのか。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）
高倉健／倍賞千恵子／桃井かおり／武田鉄
矢／渥美清／三崎千恵子

119 B-3

3/FD　映画
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DVD FD2011-004 釣りバカ日誌

ハマちゃんこと浜崎伝助は大の釣り好き。妻の
みち子とともに四国高松に暮らしていたが、
ひょんなことから東京へ転勤に。ある日の昼休
み、食堂で知り合ったスーさんこと鈴木一之助
を釣りに誘ったことから、２人の不思議な関係
が始まる。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）
西田敏行／三國連太郎／石田えり／谷啓

94 B-3

DVD FD2011-005 釣りバカ日誌２

スーさんこと鈴木一之助は、ある日ふらりと旅
に出る。旅先で弥生という女性と知り合った一
之助は、美しい弥生に思いを募らせる。一方、
夫の身を案じた一之助の妻に頼まれ、伝助は
一之助を探しに出かける。（上映会使用の際
は事前届出が必要です）
西田敏行／三國連太郎／石田えり／谷啓／
原田美枝子

96 B-3

DVD FD2011-006 釣りバカ日誌３

　伊豆の星ケ浦に釣りに出かけたハマちゃんと
スーさん。スーさんは戦争中に星ケ浦に兵隊と
して駐屯していたことがあるという。そこで、母
親の墓参りに来ていた雪子と出会う。なんと雪
子は、かつてのスーさんの恋人の娘だった。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）
西田敏行／三國連太郎／石田えり／谷啓／
五月みどり

96 B-3

DVD FD2011-009 今度は愛妻家

俊介は女にだらしのないカメラマンで、ろくに仕
事もしない。妻のさくらはそんな俊介をかいが
いしく世話するが、ある日俊介が若い女を連れ
込んだのを知り、家を飛び出してしまう。独身
気分を喜ぶ俊介だが、彼の周りの人々の心中
は複雑だ。ある日、突然帰ってきたさくらは、
「離婚するから記念に写真を撮って」と言いだ
す。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）
豊川悦司／薬師丸ひろ子／水川あさみ／濱
田岳／城田優／井川遥／石橋蓮司

132 B-3

DVD FD2011-010 七人の侍

　盗賊と化した野武士の一団は、前年に米を
略奪した農村に再び狙いを定める。長老は侍
を雇って村を守ることを思い立つ。そして雇わ
れることになった七人の侍は、村人たちの先頭
に立ち、野武士に立ち向かっていく。黒澤明監
督作品。（上映会使用の際は事前届出が必要
です）
志村喬／三船敏郎／木村功／稲葉義男／千
秋実／宮口精二／加東大介

207 B-3

4/FD　映画
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DVD FD2011-011 日本のいちばん長い日

　昭和２０年７月２６日、戦局が不利になってき
た日本に、無条件降伏を求めるポツダム宣言
が海外放送で傍受された。だが日本政府はこ
れを黙殺。８月に原爆が投下された。戦争続
行か、終戦かを巡り、８月１４日御前会議が始
まる。日本の未来を決める、長い１日の始まり
だった。
（上映会使用の際は事前届出が必要です）
三船俊郎／山村聰／笠智衆／宮口精二／高
橋悦史／志村喬／小林桂樹／黒沢年男

158 B-3

DVD FD2011-013
氷点
角川映画
昭和４１年

　医師・辻口の娘ルリ子は誘拐され殺害されて
しまう。しかもルリ子がさらわれた時、辻口の
妻・夏枝は男と密会中だった。辻口は妻への
復讐のため、ルリ子を殺害した犯人の娘・陽子
を引き取り、出生の秘密は隠したまま、養子と
して夏枝に育てさせる。
　陽子は明るく美しい娘に育つが、その出生の
秘密を知った夏枝は陽子につらくあたるように
なる。山本薩夫監督作品。（上映会使用の際
は事前届出が必要です）若尾文子／安田道代
／山本圭／船越英二／森光子／成田三樹夫
／鈴木瑞穂／津川雅彦

97 B-3

DVD FD2011-014
ユニバーシティーライフ
Studio AYA

　バリアフリーが進み、スロープやエレベータな
ど設備を整える大学が増えている一方で、ろ
う・難聴学生のための手話通訳やノートテイク
に理解を示す大学は少ない。彼らの講義保障
（講義で内容を理解するために手話通訳、ノー
トテイク、パソコン通訳などの保障をつけるこ
と）の必要性について理解を広め、ろう・難聴
学生の充実したキャンパスライフを考える。ろ
う者監督の手によるドキュメンタリー映画。今
村彩子監督作品。

47 A-3

DVD FD2012-001 人間魚雷　あゝ回天特別攻撃隊

昭和１８年、広島の特殊潜航艇甲標的の基地
であるＰ基地に赴任した三島は、同室の大里
が敗色濃い戦局を打開するため、人間魚雷の
構想を持っていることを知った。だが、上層部
は大里の構想は認められないと却下し続けて
いた。一方、三島は大里の構想に賛成し協力
を申し出た。小沢茂弘監督作品。（上映会使用
の際は事前届け出が必要です）鶴田浩二／松
方弘樹／伊丹十三／梅宮辰夫

105 B-3

DVD FD2012-005

ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ＦＩＬＭ　ワンピー
スフィルム
ＳＴＲＯＮＧ　ＷＯＲＬＤ　ストロン
グワールド

航海を続けるルフィたちのもとに、故郷イースト
ブルーの島々が次々と襲われているという
ニュースが飛び込んできた。ルフィたちは旅を
中断してイーストブルーに向かうことにする。そ
の途中、海賊王ロジャーの時代に暴れていた
伝説の海賊金獅子のシキにナミを連れ去られ
てしまう。境宗久監督作品。（上映会使用の際
は事前届け出が必要です）

116 B-3

5/FD　映画
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DVD FD2012-013 息子

岩手県の山村で独り暮らす昭男の悩みは、東
京に出た末っ子の哲夫のこと。東京でフリーア
ルバイター生活を続ける哲夫は、下町の工場
で働く難聴障害者の女性との出会いで将来に
希望を見い出し始める。父と子の絆、ハンディ
を乗り越えた若者同士の恋、本当の幸福とは
何かを問いかけた名作。（上映会使用の際は
事前届出が必要です）三國連太郎／永瀬正敏
／和久井映見／いかりや長介／田中邦衛

121 B-3

DVD FD2012-014 釣りバカ日誌４

スーさんのおいっ子・和彦と、釣り船屋太田丸
の妹が恋に落ちた。周囲の反対に、２人はつ
いに駆け落ちを！二世誕生間近のハマちゃん
も巻き込んで、上を下への大騒ぎが始まる。今
回の釣りの舞台はいかだ釣りで有名な和歌山
県の由良。（上映会使用の際は事前届出が必
要です）西田敏行／三國連太郎／石田えり／
谷啓／尾美としのり／佐野量子

96 B-3

DVD FD2012-015 釣りバカ日誌５

息子の鯉太郎が生まれてからというもの、いま
ひとつ仕事にも釣りにも身の入らない伝助。
　そんなある日、伝助の母親のたきが宮崎か
ら出てくる。一方、鈴木建設ではバブルがはじ
けて不良債権の処理に「プロジェクトＡ」が進行
していた。栗山富夫監督作品。（上映会使用の
際は事前届け出が必要です）西田敏行／三國
連太郎／石田えり／乙羽信子

97 B-3

DVD FD2012-016 釣りバカ日誌６

アイナメ釣りの仕掛けを手に入れた伝助は、釜
石で講演予定のスーさんと共にスーさんが運
転する車で釜石市へ向かう。
　釜石の宿で出迎えた職員たちは、後ろの座
席に乗っていた伝助を鈴木建設の社長と勘違
いしてしまう。栗山富夫監督作品。（上映会使
用の際は事前届け出が必要です）西田敏行／
三國連太郎／石田えり／喜多嶋舞／久野綾
希子／豊川悦司

96 B-3

DVD FD2012-017 釣りバカ日誌７

福井の若狭湾でチヌ釣りを楽しんでいたスーさ
んと伝助は、田上彩子という女性と知り合う。
　東京に帰って数日後、歯が急に痛くなった
スーさんが近くの歯科医院に飛び込んだとこ
ろ、偶然にもそこで医師をしていた彩子と再会
する。栗山富夫監督作品。（上映会使用の際
は事前届け出が必要です）西田敏行／三國連
太郎／浅田美代子／名取裕子／寺尾聰

98 B-3

6/FD　映画
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（分）
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VHS/
DVD

FD2012-018 破戒

瀬川丑松は信州飯山で代用教員をしている。
牛飼の父親は、部落民だった。その悲哀をわ
が子だけには味わわせたくないという配慮か
ら、「言ってはならぬ」と丑松に口ぐせのように
聞かせていた。あるとき丑松は、部落民出身
の評論家猪子連太郎と知り合った。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）
市川雷蔵／長門裕之／三國連太郎／藤村志
保／船越英二／中村鴈治郎

119 B-3

DVD FD2013-014 アニメ「ジュノー」

　修学旅行で、広島平和記念公園を訪れた中
学生の美依と優子は、「マルセル・ジュノー博
士」と刻まれた顕彰碑を見つける。突然２人は
不思議な光に包まれ、意識だけが時空を越え
７０年以上前のヨーロッパへタイムスリップ。そ
こで２人は、ジュノー博士の苦難と波乱に満ち
た半生を見ることになる。
　赤十字の一員として世界中の戦地で救援に
あたり、原爆投下後の広島に医薬品を届ける
などした「広島の恩人」マルセル・ジュノー博士
の半生を描く。

63 B-3

DVD FD2013-015 花のお江戸の釣りバカ日誌

時は江戸末期。世の中が大きく変わりゆく時代
に、毎日釣りばかりしている男がいた。その
男・浜崎伝助は長屋で浪人暮らしの身。世の
中は不景気真っ盛りで、仕官の口はなかなか
見つからない。そんなある晩、隅田川に釣りへ
で掛けた伝助は、鈴木一之助という老人と知り
合い、意気投合する。実は一之助は庄内藩の
江戸家老だった。監督：栗山富夫（上映会使用
の際は事前の届け出が必要です）

118 B-3

DVD FD2013-016 眠狂四郎　殺法帖

加賀宰相斉泰は、豪商・銭屋五兵衛と組んで
密貿易をして巨富を得ていたが、公儀に発覚
するのを恐れて銭屋を殺害した。銭屋に恩義
を被った陳孫は、復讐のために狂四郎に味方
になってくれと求める。一方、斉泰は奥女中の
千佐を間者に仕立て、狂四郎のもとに送りこん
でいた。加賀藩の存亡を握る品を忍ばせた碧
玉の仏像をめぐり、陳孫、伊賀忍者、狂四郎が
火花を散らす。
監督：田中徳三
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

81 B-3

DVD FD2014-025 Ｇｉｖｅ　ａｎｄ　Ｇｏ

ハーフの青年ケニーは、ふとしたきっかけで耳
が聞こえない少女・夏希と出会う。夏希はバス
ケットの好きな活発な少女なのだが、障害があ
ることで世間や家族との軋轢があり、心の葛藤
を抱いていた。
　２人の周囲の人々との心の触れ合いをバス
ケットボールを通じて描く青春ストーリー。

71 A-3

7/FD　映画
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DVD FD2019-011
劇場版　仮面ライダーウィザード
ＩＮ　ＭＡＧＩＣＬＡＮＤ　イン　マジッ
クランド

ある日、虹色の竜巻によって世界は一変してし
まう。そこは誰でも魔法を使える「魔法使いの
国」だった。竜巻に巻き込まれた晴人とコヨミ
は、竜巻で母と離ればなれになった少年・シイ
ナと出会った。シイナは竜巻を起こしたのは
「金色の魔法使い」だと言う。晴人は真相を探
るため、この世界の王の住むエメラルド城へ向
かう。中澤祥次郎監督作品。（上映会使用の
際は事前届け出が必要です）【字幕制作：群馬
県聴覚障害者コミュニケーションプラザ】(白石
隼也／奥仲麻琴／永瀬匡／ 高山侑子／陣内
孝則)

63 B-3

8/FD　映画


