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種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FD84-001 なつかしい風来坊

　たまたま同じ電車に乗り合わせたことから知
り合いとなり、だんだん親しくなったサラリーマ
ンと日雇労務者。しかし、ふとしたことから疎遠
になり、何年か過ぎて、また列車の中で再会す
るという話をコメディータッチで描く。昭和４１年
度制作有島一郎・ハナ肇　ほか

90 Ｃ－１

VHS FD84-002 怪獣大戦争

　地球連合宇宙局の有人口ケットがＸ星より帰
還。　Ｘ星は地球征服をたくらみ、やがてＸ星の
電磁波にコントロールされたゴジラ・ラドン・キ
ングギドラが日本を破壊しまくる。　しかし、地
球側の反撃が成功する。昭和４０年度制作宝
田明・水野久美・田崎潤　ほか

90 Ｃ－１

VHS FD87-006 もう頬づえはつかない

　ある女子大生の卒業論文をもとに作られた
映画。男女のむすびつきは愛なのか、それと
も・・・。昭和５４年度制作桃井かおり・奥田英
二・森本レオ　ほか

113 Ｃ－１

VHS FD87-007 思えば遠くへ来たもんだ

　九州育ちの多感な青年が、ひょんなことから
東北の田舎町へ教師として赴任した。それか
ら一年、彼がどのように笑い、かつ泣いたかを
コミカルタッチで描く。昭和５５年度制作武田鉄
矢・あベ静江・熊谷真美　ほか

100 Ｃ－１

VHS FD89-009
男はつらいよ～柴又より愛をこ
めて～

　家出したあけみを連れ戻しに伊豆七島の式
根島へ出かけた寅次郎は、船の中で知り合っ
た青年たちから島の小学校の先生が、美人と
聞かされて大喜び、あけみのことなどすっかり
忘れ、青年たちと一緒に同窓会に出席する。
昭和６０年度制作栗原小巻・渥美清・倍賞千恵
子　ほか

105 Ｃ－１

VHS FD89-011 火宅の人

　旅を愛し、酒を愛し、女を愛した男、檀一雄の
自伝的ベストセラー。この文芸大作を、深作監
督が“構想１０年”で待望の映画化を遂げた野
心作。昭和６１年度制作緒方拳・松坂慶子・檀
ふみ・原田美枝子　ほか

135 Ｃ－１

VHS FD89-012 刑事物語～くろしおの詩～

　高知・中央署の刑事　片山は護送中の犯人
に逃げられ懲戒免職に。失業した彼に、職安
が勧めた仕事はキャバレーの従業員だった。
昭和６０年度制作武田鉄矢・植木等・相原友子
ほか

105 Ｃ－１

1/FD　映画
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VHS FD89-013 ともだち

　夏の海、明るい太陽の光を浴びて素足で砂
を踏みしめたい。気管支ぜんそくの良子の願
いは、公害の街・Ｋ市では、かなえられなかっ
た。昭和４９年度制作松田優作・阿部仁志・鈴
木典子・牟田悌三　ほか

85 Ｃ－１

VHS FD89-015 めぞん一刻

　高橋留美子の同名の人気漫画の映画化。
時計塔のある古い木造アパート“一刻館”の管
理人になった音無響子さんは、とびっきり美人
の未亡人。ユニークな住人に囲まれて、日夜
大奮戦。昭和６１年度制作石原真理子・石黒
賢・藤田弓子・伊武雅刀　ほか

100 Ｃ－１

VHS FD89-016 夜叉

　背中の夜叉に過去を宿す男は、すでにヤク
ザの世界から足を洗い、今は漁師となって、家
族と共に幸福に暮らしていた。しかし、優しくか
なしい女を救うために、再び刀を握った。昭和
６０年度制作高倉健・田中裕子・ビートたけし
ほか

130 Ｃ－１

VHS FD89-017 花と竜

　中国大陸に向かって意気盛んだった明治時
代を背景に、沖仲士から身を起こし、九州一帯
の港湾荷役を手中に収めた大親分・玉井金五
郎の波乱に富んだ生涯を描いた火野葦平の
小説の映画化。昭和３７年度制作石原裕次
郎・浅丘ルリ子・白木マリ　ほか

110 Ｃ－１

VHS FD89-018 坊ちゃん

　ご存知、夏目漱石原作の小説“坊ちゃん”。
四国・松山の中学教師として赴任してきた江
戸っ子の坊ちゃんが、野だいこ、赤シャツと
いった権力に迎合する人々に反目し、我をとお
して去っていくというもの。　監督・前田陽一が
“前田喜劇”といわれるその喜劇の本領を発揮
した爽快な青春喜劇。昭和５２年度制作中村
雅俊・松坂慶子・米倉斉加年　ほか

95 Ｃ－１

VHS FD90-019 邦 画ﾄｯﾄﾁｬﾝﾈﾙ

　まだテレビが“子ども”だったころ、一人の少
女が、何も知らないまま放送の世界に飛び込
んだ。録音された自分の声を初めて聞いた
時、自分の声じゃないと泣きじゃくったり、カメラ
のケーブルを踏むと画像がつぶれると信じて
いたり・・・。　熱気あふれる草創期のテレビ界
で、トットちゃんが巻き起こす事件の数々。失
敗を乗り越え個性派女優へと開花していく彼女
のひたむきな姿を、笑いと涙で綴る感動の青
春記。昭和６２年斎藤由貴・渡辺典子・植木
等・三浦洋一　ほか

97 Ｃ－１

2/FD　映画
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VHS FD90-020 邦 画 時代屋の女房

　ある夏の盛りに、銀色の日傘をさしネコを連
れてやってきた真弓が、骨董店「時代屋」の女
房として居ついたのは５年前のこと。その真弓
が４度目の家出をした。　東京の一隅、書き割
りのような二階家を舞台に織りなされる人情喜
劇。登場人物をスケッチ風に淡々と描いてい
る。昭和５８年度制作渡瀬恒彦・夏目雅子・大
坂志郎　ほか

97 Ｃ－１

VHS FD91-021 邦 画 男はつらいよ 寅次郎物語

　「父親が死んだ」と一人の少年が寅次郎を
頼ってやってきた。母親は、やくざの父親にあ
いそを尽かして蒸発したという。寅次郎は少年
を連れて母親捜しの旅に出る。　風の便りに大
阪・吉野と旅を続け、ついに伊勢・志摩で母と
子は対面する。昭和６２年度制作渥美清・倍賞
千恵子・秋吉久美子　ほか

101 Ｃ－１

VHS FD91-022 邦 画 さびしんぼう

　『転校生』・『時をかける少女』に続き、大林監
督の故郷・広島県尾道を舞台にした少年と少
女の初恋物語。　ヒロキは、ひそかに恋心を抱
いている美少女に「さびしんぼう」という名をつ
けて、いつも遠くから眺めていた。そんなヒロキ
の前に突然『さびしんぼう』と名乗る道化姿の
女の子が現れ、騒動を引き起こす。昭和６０年
度制作富田靖子・尾美としのり・藤田弓子　ほ
か

112 Ｃ－１

VHS FD91-023 鬼龍院花子の生涯

　土佐・高知の侠客、鬼龍院政五郎の奔放な
半生と、彼が溺愛した妾の娘・花子の生涯を、
義父を侮蔑しながらもしだいに敬慕へと揺れ
動いていく養女・松恵の目を通して描いた作
品。昭和５７年度制作仲代遠矢・夏目雅子・岩
下志摩・丹波哲郎　ほか

146 Ｃ－１

VHS FD91-024 伊豆の踊り子

　休みを利用して徒歩で伊豆を旅している学
生・水原は、天城街道で旅芸人の一行と知り
合った。中でも踊り子かおるの初々しさに魅か
れ、かおるも水原の優しさにうたれ、２人の間
には淡い恋心が芽生える。昭和３８年度制作
吉永小百合・高橋英樹・浜田光夫・十朱幸代
ほか

87 Ｃ－１

VHS FD91-025 ｱﾌﾘｶの鳥

　限りない自然の中で、思いきり羽ばたいてみ
たい。子どもたちの夢は、アフリカの鳥に託さ
れて大きく広がる。昭和５０年度制作八千草
薫・加藤嘉　ほか

86 Ｃ－１

3/FD　映画
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VHS FD91-026 ﾌｧﾝｼｲﾀﾞﾝｽ

　岡野玲子の同名のマンガをもとに、修行僧た
ちの青春を描く異色作。　東京の楽しい生活と
恋人に別れを告げ、実家の寺を継ぐため頭を
丸め、修行寺へと向かった塩野洋平クン。同日
入門の仲間たちと、作法と規則に縛られた厳し
い生活を始めた。平成１年度制作本木雅弘・
竹中直人・鈴木保奈美　ほか

101 Ｃ－１

VHS FD92-028 邦画女は二度生まれる

　一級建築士・筒井に囲われ幸せにみえた芸
者・小艶の生活も、筒井の急死で終わりをつげ
本妻に嫌みをいわれる。　心をよせていた男性
には、芸者として見てもらえない。その悲しみ
をいやすため映画を見にいき、そこで知り合っ
た少年と上高地へ出かけたのだったが・・・。昭
和３６年度制作若尾文子・フランキー堺　ほか

99 Ｃ－１

VHS FD92-029 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。平成３年度制作

121 Ｃ－１

VHS FD92-030
男はつらいよ
寅次郎の告白

満男に高校の後輩・泉から鳥取砂丘の絵ハガ
キが届いた。一方、山陰を旅していた寅次郎
はばったり泉に出会う。翌日、鳥取砂丘で再会
する満男と泉。満男は寅次郎が泉と一緒にい
るのでびっくりする。平成３年度制作

104 Ｃ－１

VHS FD94-032 男はつらいよ寅 次 郎 の 縁 談

　今回は四国の瀬戸内海に浮かぶ小島が舞
台。　就職活動がうまくいかないいらだちから、
家を飛び出した満男を連れ戻しに四国へ向
かった寅次郎。満男は見つけたものの、満男
の居候先で暮らす訳あり娘にひと目ボレし
て・・・。平成５年度制作渥美清・松坂慶子・吉
岡秀隆　ほか

104 Ｃ－１

VHS FD95-033 学校

　さまざまな境遇、さまざまな年齢の生徒が学
び、そこで教えることに情熱をそそぐ先生がい
る東京の下町の夜間中学校を舞台に彼らの心
の交流を描いた作品。平成５年度制作西田敏
行・竹下景子・田中邦衛　ほか

129 Ｃ－１

4/FD　映画
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VHS FD96-034 男はつらいよ拝啓､車寅次郎様

　くるまやに帰ってきた寅次郎は、仕事に悩む
満男に助言を与え、翌日にはまた旅立ってし
まう。寅次郎は、琵琶湖で撮影旅行中の典子
と出会う。一方、満男も先輩に会いに琵琶湖に
近い長浜に向っていた。シリーズ第４７作。平
成６年度制作渥美清・吉岡秀隆・かたせ梨乃
ほか

101 Ｃ－１

VHS FD96-035 男はつらいよ 寅次郎紅の花

　行方知れずの寅次郎を心配するさくらたち
は、たまたま見ていた阪神大震災の番組の中
に寅次郎を見つける。寅次郎は震災後の被災
地で、ボランティアとして働いていたのだ。
　また、さくらの息子・満男はかつての恋人・泉
が見合い相手と結婚することを知り結婚式を
妨害してしまう。平成７年度制作
 渥美清／吉岡秀隆／後藤久美子ほか

110 Ｃ－１

VHS FD97-036 釣りﾊﾞｶ日誌 8 (平成8年制作)

　スーさんは、友人の娘で医者をしている和美
に悪性ポリープを発見してもらい、命拾いし
た。　お礼に釣りに行くことになったスーさんは
浜ちゃんを誘い、そこに博士も同行したのだ
が・・・。平成８年度制作西田敏行・三國連太
郎・柄本明・室井滋　ほか

105 Ｃ－１

VHS FD97-037 学校 Ⅱ

　北海道の小さな街にある高等養護学校が舞
台。　春４月、９人の新入生が入学してきた。片
時も目の離せない佑矢や一言もしゃべらない
高志を前に、新任の小林先生は途方に暮れ
る。平成８年度制作西田敏行・いしだあゆみ・
永瀬正敏　ほか

122 Ｃ－１

VHS FD97-038 虹をつかむ男

　徳島県の田舎町にあるオデオン座の主人は
大の映画好き。もうけも考えずに、町の人々に
いい映画を見せたい一心で企画委員会を設
立、名作映画を上映する。平成８年度制作西
田敏行・吉岡秀隆・田中裕子　ほか

120 Ｃ－１

VHS FD97-039 ｶﾞﾒﾗ 大怪獣空中決戦

　プルトニウム輸送船が、水深３、０００ｍ以上
ある太平洋上で巨大な環礁に座礁した。ちょう
どその時、姫神島に巨大な鳥が現れ島民は全
員行方不明となった。連続して起こった不可解
な出来事。巨大な環礁と巨大な鳥は、福岡に
向かった。平成７年度制作中山忍・伊原剛志・
小野寺昭　ほか

96 Ｃ－１

5/FD　映画
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VHS FD97-040 ｷｬﾝﾌﾟで逢いましょう

　広告会社に勤める吉川水穂は、ビルの夜景
が大好きな都会暮らしの似合う２３歳。先輩の
瑛子と組んで野外結婚式のプランニングをす
るが、実はアウトドアなんてまったく興味なし。
そんな水穂の前に現れたアウトドア雑誌の記
者・熊田豊彦は、強引に水穂の恋人を名乗り、
彼女をキャンプへ連れ出そうとする。平成７年
度制作後藤久美子・野村祐人・中川安奈　ほ
か

103 Ｃ－１

VHS FD97-041 霧の子午線

　学園紛争のあらしの中で一人の男性を愛し
ながらも固い友情に結ばれた希代子と八重。
そして２０年後、共にキャリアウーマンになった
二人だが八重はクローン病に侵されていた。
そんな八重を暖かく支える希代子だが・・・。平
成８年度制作岩下志麻・吉永さゆり・玉置浩二
ほか

106 Ｃ－１

VHS FD97-042 極道の妻たち 赫い絆

　堂本組組長の娘・きわと結婚した久村は念願
の組長を襲名した直後、反目している暴力団
員を殺害。組のために身代わりになった組員と
きわが服役する。５年後、きわは出所した
が・・・。極道の世界に生きる妻たちの生きざま
を描く。平成８年度制作岩下志麻・宅麻伸・萩
原流行・毬谷友子　ほか

115 Ｃ－１

VHS FD97-043 藏

　大正９年、新潟県中藩原郡で酒造を営む田
乃内家に女の子が誕生し、烈と名づけられた。
これまでに８人の子を病で亡くしたため、強く育
つように願い名づけられた。　しかし、その烈
も、小学校人学前に医師から夜盲症と診断さ
れ治る見込みはないと告げられる。平成８年度
制作浅野ゆう子・松方弘樹・一色紗英　ほか

131 Ｃ－１

VHS FD97-044 ひめゆりの塔

　太平洋戦争の際、日本で唯一、地上戦が行
われた沖縄では一般人も数多く犠牲となった。
その中に県立第一高女と師範学校女子部の
職員と生徒で編成された“ひめゆり部隊”が
あった。看護婦として従軍した彼女たちの悲劇
を描いた戦後５０年記念作品。平成８年度制作
沢口靖子・後藤久美子・永島敏行　ほか

122 Ｃ－１

VHS FD98-047
ｹﾞｹﾞｹﾞの鬼太郎
大海獣

　”バルル島には不老不死の秘薬がある”と本
に載ったため、金もうけになると考えた日本人
が大勢乗り込んだ。しかし、その多くが行方不
明になった。バルル島は、南方妖怪の聖地で
あったため、妖怪たちが侵入者を捕まえていた
のだ。鬼太郎は仲間とともに調査に向かった。

50 Ｃ－１

6/FD　映画
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VHS FD98-048
地獄先生
ぬ～べ～

　写生の時間、公美子は指名手配の犯人を見
つける。犯人は逃げる途中、事故で大ケガを
負った。　翌日、小学校の近くに黒マントの通り
魔が出没した。赤いリボンでイニシャルがＫ．Ｉ
の女の子を探しているらしい。公美子は自分を
探しているのかもしれないと思った。

49 Ｃ－１

VHS FD98-049
新・サラリーマン専科
（本編）字幕版

　サラリーマン・万作の所に義父がやって来
た。老人ホームを勧めたところ、かわいこちゃ
んがいないから嫌だと言う。一方、万作は業者
から接待を受けお金までもらってしまう。家族
は「取っておけ」と言うが、義父だけは・・・。

107 Ｃ－１

VHS FD98-045 釣りバカ日誌９

　浜ちゃんの部署に新しい部長が着任してき
た。真面目でエリート街道まっしぐらだが、私生
活では好きな女性に告白も出来ないほど不器
用で照れ屋。そこで浜ちゃんが一肌脱ぐことに
なった。西田敏行・三國連太郎　ほか

115 Ｃ－１

VHS FD98-046
男はつらいよ寅次郎
～ﾊｲﾋﾞｽｶｽの花《特別編》

　成長してビジネスマンになった寅さんの甥の
満男。地方回りをしながら寅さんのことを考え、
２０年前を思い出す。照れて愛の言葉が言え
なかった寅さんとリリーのもどかしい恋を振り
かえる。渥美清・倍賞千恵子・浅丘ルリ子　ほ
か

106 Ｃ－１

VHS FD98-050 学校の怪談 ２

　ある田舎の小学校で、毎年“４月４日４時４４
分には何かが起こる”といううわさが流れてい
た。３０年前に首なし死体で見つかった校長先
生のたたりだという。東京からやってきた小学
生たちは、そのうわさをばかにするが・・・。野
村宏伸・細山田隆人・前田亜季　ほか

103 Ｃ－１

VHS FD98-051 Ｓｈａｌｌ ｗｅ ダンス？

　杉山は、マジメで優しいサラリーマン。４０歳
を少し過ぎたところで念願のマイホームも建
て、自分でも幸せだと思っていた。ところが通
勤電車の窓から、毎日ダンス教室の舞を眺め
るうち、杉山は舞に心ひかれていく。役所広
司・草刈民代・竹中直人　ほか

137 Ｃ－１

VHS FD98-052
ガメラ ２
レギオン襲来

　北海道の札幌市付近に、いん石が落下し
た。その直後から市の南部一帯で磁力線の異
常が起き、通信システムが使えなくなる。数日
後、札幌市の地下鉄構内に異生物が現れた。
永島敏行・水野美紀　ほか

100 Ｃ－１

7/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
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（分）

利用
区分

VHS FD98-053
虹をつかむ男
南国奮斗篇

　亮は以前、映画館のアルバイトで世話になっ
た活男と再会する。活男の自由な雰囲気に触
れた亮は会社を辞め活男の映画館へ向かう。
しかし活男は仕事で奄美大島へ。西田敏行・
吉岡秀隆・小泉今日子　ほか

112 Ｃ－１

VHS FD98-054 学校Ⅲ

　女手一つで自閉症の息子を育てている小島
は、勤めていた会社をリストラされた。再就職
のために技術専門学校に通うことになった小
島だが、周りの生徒は皆中年男性ばかり。さま
ざまな事情により職を失った中年たちの交流を
描く。　（平成１０年度制作）大竹しのぶ・小林
稔侍・黒田勇樹　ほか

133 Ｃ－１

VHS FD99-055
キューティーハニーＦ
フラッシュ

　ハニーは、パンサークローに追われている１
人の男性を助けた。青児の調査でその男性
は、考古学者のロベルト・シュタイナーであると
わかる。パンサークローは、彼の持っている古
代チョウのサナギをねらっていたのだ。そして、
再び現れたパンサークローとの闘いに巻き込
まれ、なっちゃんが海に転落してしまう。　（平
成９年度制作）

39 Ｃ－１

VHS FD99-056 流れ板七人

　岡山の下津井で料理屋を営む竜二に以前、
日本橋の閑日棲で一緒に板前をしていた清蔵
の手紙が届く。上京した竜二は、清蔵の死と閑
日棲の経営者が変わったことを知る。そして清
蔵の供養になるならと店の急場を助けたことか
ら・・・。　（平成９年度制作）松方弘樹・東幹久・
的場浩司　ほか

115 Ｃ－１

VHS FD99-057
失楽園

（Ｒ指定）

　雑誌編集社に勤める久木祥一郎（５０才）。
以前は、やり手の編集長だったが、現在は調
査室の勤務の閑職に身を置いている。家族に
は不満はない。松原凛子（３８才）は、医者であ
る夫・晴彦とは見合い結婚で子供はいない。そ
んな２人が、ふとしたことから知り合い愛し合う
ようになる。５０才になって初めて女に溺れた
男と、３０才を越えて初めて男を愛した女の愛
の姿を描く。　※Ｒ指定：中学生以下の貸し出
しは、禁止しま役所広司・黒木瞳・星野知子
ほか

118 Ｃ－１

8/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
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VHS FD99-058
北京原人
Who are you?

　太平洋戦争の始まる数日前、中国で保管さ
れていた北京原人の化石が盗まれた。そして
現在、日本で初めての有人スペースシャトルに
北京原人の化石が持ち込まれた。化石から採
取した北京原人のＤＮＡを宇宙で増殖しようと
いうのだ。順調に実験が進んでいた時、突然
いん石がスペースシャトルに衝突した。　（平成
９年度制作）緒形直人・ジョイウォン・片岡礼子
ほか

116 Ｃ－１

VHS FD99-059 誘拐

　東昭物産常務・跡宮が誘拐された。犯人は
身代金３億円を要求し、その運び屋に東昭開
発役員・神崎を指名してきた。さらに犯人は、
身代金受け渡しの様子をテレビで生中継する
ことを指示。日本中の人々が見守る中、身代
金の受け渡しが始まる。　（平成９年度制作）
渡哲也・永瀬正敏・柄本明・酒井美紀　ほか

110 Ｃ－１

VHS FD99-060 野獣死すべし

　昼間は真面目な会社員の伊達。だが会社を
離れると人を殺すのも何とも思わない凶悪な
男に変わる。ある夜、伊達はマフィアの金を強
奪した。マフィアに追われる伊　（平成９年度制
作）木村一八・中島宏海・永澤俊矢　ほか

87 Ｃ－１

VHS FD2000-061
極道の妻たち
赤い殺意

高須組組長の息子・俊之と元OLの由紀は，グ
アムで二人きりの結婚式を挙げる。日本では，
高須組主催による盆踊り大会が行われていた
が，その席で組長が何者かに殺害された。連
絡を受けた俊之と由紀は帰国するが，そこで
待ち受けていたものは…。
高島　礼子・野村　宏伸・かたせ梨乃ほか

106 Ｃ－１

VHS FD2000-062
カンゾー先生

＜東映＞

太平洋戦争中　岡山県の田舎町の開業医・赤
城風雨（カンゾー先生）の生き方,肝臓病の原
因をさぐるため研究しようとして起こるさまざま
な事件,その結果「一介の町医者に徹するべし,
わしはこれを忘れていた」と再び走るカンゾー
先生の物語。
柄本　明・麻生　久美子・世良　公則　ほか

130 Ｃ－１

VHS FD2000-063
鉄道員（ぽっぽや）

＜東映＞

北海道の幌舞線の駅長・佐藤乙松は,廃線と同
時に定年を迎えることになっていた。鉄道員と
して駅を守り続けるあまり,やっと授かった娘を
死なせ,最愛の妻の死に目にもあえなかった。
ある日,乙松の前にかわいい少女が現れる。
高倉　健・大竹　しのぶ・小林　稔侍　ほか

113 Ｃ－１

9/FD　映画
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VHS FD2000-064
ドクタースランプ
アラレのびっくりバーン

アラレちゃんたちは，やまのうえで，はるのせ
い・モコモコにであう。モコモコたちが，いきてい
くためにひつような“たいようのかけら”。その
“たいようのかけら”が，ナシババにぬすまれて
しまった。アラレちゃんたちは“たいようのかけ
ら”をとりもどすためナシババのあじとにむか
う。

50 Ｃ－１

VHS FD2000-065
学校の怪談４

＜東宝＞

弥恵と兄の恒は,夏休みに従姉妹のあゆむの
家に遊びに行く。ちょうどそのころ,あゆむの住
む町には大型台風が上陸していた。その夜,弥
恵たちはあゆむから,昔,町の小学校に津波が
押し寄せ,校舎もろとも海に飲み込まれた子供
たちの話を聞く。　台風の過ぎ去った翌日,あゆ
むの同級生たちが次々と姿を消す。
豊田　眞唯・広瀬　斗史輝・皆川　優紀　ほか

100 Ｃ－１

VHS FD2000-066
釣りバカ日誌イレブン

＜松竹＞

時代は平成不況の真っ只中。鈴木建設も順調
とは言えず，スーさんは悩んでいた。そんな
スーさんの沖縄出張にハマちゃんが同行する
事になった。もちろんハマちゃんは仕事そっち
のけで釣りが目的。しかし，スーさんはこの出
張中に，会社のリストラ策を決定しなければな
らなかった。
西田　敏行・三國　連太郎・浅田　美代子　ほ
か

112 Ｃ－１

VHS FD2001-067 さくや妖怪伝

宝永4年，富士山の噴火により，地の底に封じ
込められていた妖怪たちが地上にあふれ出
す。妖怪を倒すことを使命とされた咲夜（さく
や）は，村正（むらまさ）という妖怪を倒す力を
持つ刀で戦う。しかし，村正を使えば使うほど，
咲夜の命は短くなってしまう。
安藤 希　島田 久作　松坂 慶子　ほか

88 Ｃ－１

VHS FD2001-068
御法度
＜松竹＞

時は幕末。京の市中を見回る新撰組は厳しい
規則で知られていた。規則は「局中法度」と呼
ばれ、破ったものには死を伴う厳罰が待ってい
た。その新撰組に美ぼうの少年が入隊した。あ
やしいまでの美しさと不思議な魅力に満ちたそ
の少年に、鉄の結束を誇った新撰組の隊士た
ちはほんろうされてゆく。司馬遼太郎の原作を
大島渚監督が映像化した話題作。ビートたけし
／松田龍平／浅野忠信／武田真治ほか

101 Ｃ－１

VHS FD2001-069
Ｇａｍｅｒａ３
邪神覚醒
＜大映＞

世界各地でギャオスが大量発生し、その原因
を鳥類学者の長峰が探っていた。一方、４年前
のガメラとギャオスの戦いで両親を失った少
女・綾奈は伝説の祠（ほこら）でなぞの生命体
と出会い、イリスと名づけ育て始める。目的
は、両親を殺したガメラへの復しゅうだった。中
山忍／前田愛／山咲千里／藤谷文子　ほか

108 Ｃ－１

10/FD　映画
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VHS FD2001-070
長崎ぶらぶら節
＜東映＞

なかにし礼の同名小説を市川森一の脚本で映
画化した作品。監督　深町幸男。　丸山芸者の
愛八は、五十歳を目前にしながらも、歌と三味
線の腕は丸山随一と言われていた。この愛八
は気風がよく、幕下力士や貧しい花売りの子な
どを身銭を切ってかわいがっていた。　長崎の
豪商古賀十二郎は愛八の歌のうまさにひか
れ、長崎の忘れかけられている歌探しをしない
かと愛八を誘う。吉永小百合／高島礼子／い
しだあゆみ／渡哲也ほか

116 Ｃ－１

VHS FD2001-071

日本テレビ・東映提携作品
あぶない刑事フォーエヴァーTHE
MOVIE
＜東映＞

国際テロ組織ＮＥＴ＜ネット＞が、タンカーを
乗っ取り、横浜市に100億円を要求してきた。
あぶない刑事の２人が、横浜を舞台にバトルを
展開。手りゅう弾にもバズーカ砲にも負けない
２人の活躍は、横浜を救うことになるのか!?。
館ひろし／柴田恭兵／浅野温子／仲村トオル
ほか

106 Ｃ－１

VHS FD2001-072
東京映画作品名
もなく貧しく美しく
＜東宝＞

戦後の混乱期を生き抜いた一組のろうあ者夫
婦の姿を描く。道夫と秋子は、｢二人で助け合
わなければ生きていけない。助け合って普通
の人に負けないように…｣と、必死で生きてき
た。やがて子供にも恵まれ、幸せをかみしめる
二人だったが…。高峰秀子／小林桂樹／草笛
光子／原泉　ほか

113 Ｃ－１

VHS FD2001-073
十五才
学校Ⅳ

懸命に学び、生きる人々の姿を描いて、日本
中に大きな感動を巻き起こしてきた山田洋次
監督の『学校』シリーズ４作目。今回の物語は
中学三年生の少年が主人公。舞台を教室の
外に移し、少年の冒険の旅を通して、学校や
家庭を裏からあぶりだすように描く。

120 Ｃ－１

VHS FD2001-074 釣りバカ日誌１２

故郷山口県での悠々自適の生活を夢見て、釣
り同好会会長の高野常務が早期退職。伝助
は、高野を訪ねる旅行に一之助から誘われ
る。日本海で釣り三昧すべく、伝助は使い果た
した休暇を獲得しようと画策する。
西田敏行／三國連太郎／浅田美代子／宮沢
りえ ほか

112 Ｃ－１

VHS FD2002-075
創立３５周年記念映画　東京映
画作品　父と子　続・名もなく貧し
く美しく

一郎は、父・道夫と、事故で亡くなった母・秋子
との間に生まれた。両親が聴覚障害者である
ために、就職や結婚など差別に直面し苦しん
でいた。そんなある日、初めて一郎の人間性を
認めてくれる人物が現れ、やがて彼の娘との
縁談を持ち出された。　小林圭樹／北大路欣
也／内藤洋子／大空真弓　ほか

115 Ｃ－１

11/FD　映画
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VHS FD2002-076
銀河鉄道９９９　エターナル・ファ
ンタジー

アンドロメダへの旅から帰った鉄郎は、再び新
たな支配者の現れた地球で、捕らわれの身と
なっていた。そこへ９９９（スリーナイン）に乗っ
たメーテルが鉄郎を救いに現れる。新たな敵
の正体はメタノイド。機械の体を持つ彼らは、
人間の生命力を恐れていた。メタノイドの手か
ら地球や人類を救うため、鉄郎は新たな旅へ
と出発する。

55 Ｃ－１

VHS FD2002-077
東映創立５０周年記念作品　ホタ
ル

太平洋戦争末期、鹿児島の知覧からいくつも
の若い命が特攻隊として消えていった。そして
激動の昭和も終わりを告げ、４０年の時を経
て、山岡は胸の奥にしまっていた戦友金山少
尉の遺言を、かつて少尉の恋人だった妻の知
子に打ち明け、一緒に韓国の少尉の遺族へ伝
えに行く。　高倉健／田中裕子／夏八木勲／
小澤征悦／奈良岡朋子

115 Ｃ－１

VHS FD2003-078
デジモンアドベンチャー　ぼくら
のウォーゲーム！CHILDREN'S
WAR　GAME

デジタルワールドでの冒険から太一たちが
帰ってきて半年後。平和に暮らしていた太一た
ちの元に再びデジモンが現われた！今度のデ
ジモンは、インターネットを舞台にデータを食い
尽くそうとする凶悪デジモン。データを食い尽く
されて混乱した世界を救えるのは太一たちし
かいない！アグモン、テントモンたちと共に仲
間たちが立ち上がった。（小中学校教育漢字
使用、小学４年生以上ルビ）

42 Ｃ－１

VHS FD2003-079 新・仁義なき戦い

幼いころ、貧しくも一緒につるんでいた昌龍
（しょうりゅう）と甲子男（かねお）。３０年後、昌
龍は在日韓国人実業家として頭角をあらわし、
大のヤクザ嫌いでもあった。一方、極道となっ
た甲子男。そんな２人が暴力団の跡目争いに
巻き込まれていった。　豊川悦司/布袋寅泰/
佐藤浩市/岸辺一徳

110 Ｃ－１

VHS FD2003-080
ONE　PIECE　ワンピース　“ねじ
まき島の冒険”ジャンゴのダンス
カーニバル

ルフィたちの船が盗まれてしまった。船を取り
戻しに行く途中で会ったボロードとアキースの
話によると、船を盗んだのはねじまき島にいる
トランプ海賊団らしい。ルフィたちは船を取り戻
しに、そしてボロードたちはねじまき島にあると
いうダイヤモンドクロックを求めて島を目指す。
（小中学校教育漢字使用、小学校５年生以上
ルビ）

62 Ｃ－１

12/FD　映画
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VHS FD2003-081 ＧＯ

杉原は朝鮮学校に通う在日朝鮮人。毎日の生
活は退屈で、学校も退屈。国家だとか愛国心
だとか、そんなものはクソくらえだ。そんな杉原
の前にある日１人の少女が現れた。奔放な彼
女に心ひかれていく杉原。しかし彼女は日本
人。それまで気にしたこともなかった「在日」の
二文字が重く杉原の心にのしかかる･･･。数々
の映画賞に輝いた青春映画の傑作登場！　窪
塚洋介/柴咲コウ/山崎努/大竹しのぶ

123 Ｃ－１

VHS FD2003-082
東映創立５０周年記念作品
千年の恋　ひかる源氏物語

千年前に書かれた世界最大の小説源氏物
語。それは「後の世の人なら分かってもらえる
女の歯ぎしり」と紫式部は言う。夫の死後、藤
原道長に招かれた紫式部は、道長の娘彰子
が中宮になれるよう教育を頼まれる。教材は
源氏物語。やがて彰子が帝のお子を身ごもる
と紫式部は故郷に帰り、実の娘には「自分で殿
方を選んで」と言うのだった。　吉永小百合/天
海祐希/渡辺謙/森光子/常盤貴子/高島礼子
/松田聖子

154 Ｃ－１

VHS FD2003-083
東宝映画作品　ゴジラ　2000
MILLENNIUM

人間の作り出すエネルギーに反応して移動す
るゴジラ。ゴジラは、原子力発電所に向かって
いた。発電所を守るため自衛隊が出動するが
ゴジラの進攻は止まない。その時のなぞの飛
行物体が現れゴジラを攻撃する。　村田雄浩/
阿部寛/佐野史郎

107 Ｃ－１

VHS FD2003-084 釣りバカ日誌１３

釣り仲間である富山のしにせ薬問屋の黒部会
長から美術館建設という大きな仕事を取ってき
たハマちゃん。ところが思いがけないトラブル
が発生！！　設計部のエースで、ミス・スズケ
ンと称される桐山桂と急きょ富山出張を命ぜら
れたが、事態は思わぬ方向に・・・！！釣りバ
カ史上最大のピンチ難題解決なるか。

109 Ｃ－１

VHS FD2003-085 こんばんは

東京都墨田区立文花中学校は夜間中学校。
そこには、さまざまな理由で昼間の中学に通え
なかった人たちが、学びにやってくる。経済的
な理由で学校に行けなかった人。戦争の影響
で行けなかった人。年齢や国籍を超えて、共に
学び合う人々の顔は輝きに満ちている。実際
の夜間中学に一年以上にわたる長期間のロケ
を行なった感動のドキュメンタリー映画。　見城
慶和

92 Ｃ－１

13/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FD2003-086
たそがれ清兵衛　日本語字幕
スーパー版

時は幕末、庄内地方の小さな藩の下級武士・
井口清兵衛は、ふたりの幼い子どもと老母を
かかえ、勤めが終わるとすぐに帰宅することか
ら「たそがれ清兵衛」と呼ばれるさえない男。し
かし、幼なじみ朋江の危機を救ったことから、
実は剣の腕が立つことが世間に知れてしま
い、ついには藩命で上意討ちの討ち手に選ば
れてしまう…。真田広之／宮沢りえ／小林稔
侍／大杉漣／田中泯丹波哲郎ほか

129 Ｃ－１

VHS FD2004-087 銀河鉄道999

星野鉄郎は謎の美女メーテルから銀河鉄道９
９９のパスをもらい、彼女とともに機械の体をく
れるという星を目指す。旅を続ける中鉄郎は
様々な人と出会い、自分の成すべきことに気
づいてゆく。

129 Ｃ－１

VHS FD2004-088
東急エージンシー創立20周年記
念作品　わが青春のアルカディ
ア

松本零士原作の長編アニメ映画。　地球はイ
ルミダス星との戦いに敗れ、占領された。難民
引上げ船の艦長として地球に帰るハーロック。
その船に、明日への希望を失った地球人に対
して、未来を信じることを訴えるマーヤの無線
が入る。　地球はすっかり荒廃し、食料も尽き
ていた。ハーロックは地下食堂でトチローと出
会う。二人は意気投合し、イルミダスに反旗を
翻した。

130 Ｃ－１

VHS FD2004-089
ONE　PIECE　ワンピース　珍獣
島のチョッパー王国　夢のサッ
カー王

海で拾った宝の地図をもとに”王冠島”を目指
すルフィたち。その時、突然海底火山が噴火、
その衝撃でチョッパーが島へ飛ばされてしま
う。チョッパーを探しに島に足を踏み入れたル
フィたちは、そこで見たこともない”珍獣”たちと
遭遇する。

62 Ｃ－１

VHS FD2004-090 Ｔ.Ｒ.Ｙ

上海で暮らすペテン師の伊沢が、歴史の流れ
を変える革命活動にも巻き込まれてしまう。
「革命なんかに興味ない」と言い切る伊沢だ
が、仲間たちを見放すことができず、日本陸軍
をペテンにかけ、武器を調達する計画を立て
る。織田裕二／渡辺謙

106 Ｃ－１

VHS FD2004-091
釣りバカ日誌１４

＜松竹＞

ハマちゃんこと浜崎伝助は、鈴木建設・営業３
課の万年ヒラ社員。３課新任の岩田課長と馬
の合わないハマちゃんは、リフレッシュ休暇で
四国旅行に出かけるスーさんに同行すること
に。泊まった民宿の娘みさきは、女手一つで息
子を育てる気の強いトラック運転手。そのみさ
きが上京して鈴木建設を訪れたのだが、岩田
課長がみさきに一目ぼれしてしまい…。西田
敏行／三國連太郎／高島礼子／三宅裕司／
間寛平

116 Ｃ－１

14/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FD2004-092 クイール

おなかにブチ模様のある犬クイール。クイール
は盲導犬になるために訓練センターに預けら
れた。おっとりとしたクイールが盲導犬として成
長する姿と、クイールのパートナー渡辺との愛
情深いつながりを描く。小林薫／椎名桔平／
寺島しのぶ／戸田恵子

100 Ｃ－１

VHS FD2005-093 半落ち

ベテラン警察官の梶が妻を殺害したとして自
首してきた。素直に犯行を認める梶だが、犯行
後から自首するまでの２日間の行動について
は、なぜか口を割ろうとしない。完全な自供に
至らない…半落ち。現役警察官の殺人事件に
県警は揺れ、梶の謎の行動にマスコミの目が
集まる。梶が隠そうとしている“真実”とは何な
のか。　寺尾聡／原田美枝子／柴田恭兵／吉
岡秀隆／伊原剛志／鶴田真由

123 Ｃ－１

VHS FD2005-094
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　ワンピース　呪
われた聖剣

アスカ島に到着したルフィたち。この島には伝
説の宝刀「七星剣」が隠されているらしい。しか
し、お宝より食べることが好きなルフィたちが食
料を調達して船に戻ると、ゾロが行方不明に
なっていた。ルフィたちはゾロを探すためにア
スカ島に上陸した。

96 Ｃ－１

VHS FD2005-095 侍

万延元年３月３日の江戸桜田門外。雪の降り
しきる中、登城する大老　井伊直弼を待ち伏せ
する浪士たちがいた。新納鶴千代もその一
人。ひとかどの武士になりたい一心であった。
だが、新納がねらうその人こそ、実の父である
とは、知る由もなかった。　三船敏郎／新珠三
千代／伊藤雄之助

122 Ｃ－１

VHS FD2005-096 隠し剣　鬼の爪

時は幕末。片桐宗蔵は、以前実家に奉公して
いたきえと再会する。商家に嫁いだきえはやせ
細り、無残な姿だった。妹から彼女のひどい境
遇を聞いた宗蔵はたまらず、彼女を助け出す
が……。世界を感動させた『たそがれ清兵衛』
の山田洋次監督が再び藤沢周平の世界を映
画化。下級武士の哀歓を美しい映像で、しっと
りと描いている。永瀬正敏／松たか子／田畑
智子

131 Ｃ－１

VHS FD2006-001
角川グループ創立６０周年記念
作品妖怪大戦争

両親の離婚で母親の田舎で暮らすことになっ
たタダシは、少しひ弱な男の子。夏祭りで『麒
麟送子（きりんそうし）』に選ばれたタダシは、
世界に平和をもたらすという伝説の剣を取りに
大天狗（おおてんぐ）の山に行く。そのころ、魔
人・加藤は人間に復讐をするため、大怨霊（だ
いおんりょう）ヨモツモノを復活させていた。：出
演：神木隆之介／豊川悦司／菅原文太／宮
迫博之／栗山千明

125 Ｃ－１

15/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FD2006-002 夢千代日記

兵庫県温泉町の置屋・はる家のおかみ夢千代
は、列車から飛び降りる女の姿を目撃する。同
じ列車に乗っていた旅役者の宗方もそれを見
たはずだが、警察の調べに彼は言葉を濁す。
実は宗方には、人に言えない過去があったの
だ。それとは知らず、夢千代はしだいに宗方に
ひかれていく。：出演：吉永小百合／北大路欣
也／樹木希林／名取裕子／田中好子

129 Ｃ－１

VHS FD2006-003 北の零年

幕末の動乱で明治政府から北海道移住を命じ
られた淡路島の稲田家の人々は、慣れない北
の大地の生活に悪戦苦闘の日々を送ってい
た。家臣の小松原英明は最新の農業技術を学
ぶため、１人札幌へと旅立つ。しかし妻の志乃
がいくら待っても、英明は帰らない。志乃は夫
を追って雪の中旅立つが行きだおれてしまう。
志乃を救ったのは、アメリカ人エドウィン。志乃
は彼から牧畜の技術をならう。：出演：吉永小
百合／渡辺謙／豊川悦司／香川照之／石田
ゆり子

170 Ｃ－１

VHS FD2006-004
劇場版　仮面ライダーヒビキと７
人の戦鬼

現在の仮面ライダーたちの先祖にあたる仮面
ライダーの物語。戦国時代、仮面ライダーたち
は鬼と呼ばれ、人間たちに嫌われていた。しか
しライダーたちは、ある村を救うために強大な
敵と戦うことを決意した。：出演：細川茂樹／松
尾敏伸／渋江譲二／松田賢二／山中聡／北
原雅樹

78 Ｃ－１

VHS FD2006-005
ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ―オマツリ男爵と
秘密の島―

航海中にオマツリ島の地図を見つけたルフィた
ち。リゾート気分でオマツリ島にやってきたル
フィたちを待ち受けていたものは、オマツリ男
爵による地獄の試練だった。さまざまな試練を
受ける中、ルフィの仲間が次々と消えていく。
一体オマツリ島で何が起きているのか…。

92 Ｃ－１

VHS FD2006-006
博士の愛した数式　日本語字幕
版

事故で自らの記憶を失い、大学の研究所の職
も追われた天才数学博士。今や８０分しか記
憶を留める事ができないために隠棲している。
彼のところに通うようになった若いシングルマ
ザーの家政婦とその息子のやり取りを通して、
生きることのすばらしさをしみじみと描いた作
品。【制作・寄贈元：住友商事／「博士の愛した
数式」製作委員会】

117 Ｃ－１

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

16/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

VHS FD2007-001
上野動物園開園１００周年記念
作品　象のいない動物園

ヒデ（１２歳）とみよ子（６歳）の兄妹は戦争で両
親を亡くした。ヒデは靴みがきをしながらみよ
子との暮らしを営んでいる。ヒデは、昔両親と
行った動物園の象を、みよ子に見せたくて動物
園に行くが、象係のおじさんから戦争中に象を
殺してしまったと聞かされる。

79 C-1

VHS FD2007-002 男たちの大和 ＹＡＭＡＴＯ

老漁師の神尾は、内田と名乗る若い女性に懇
願され、東シナ海を西へと、小さな漁船を走ら
せた。向かう先は戦艦大和が沈んだ海域だっ
た。大和の乗組員だった神尾の胸に、６０年前
の光景、戦友たちの姿が浮かび上がる。 出
演：仲代達矢／鈴木京香／反町隆史／中村
獅童／松山ケンイチ／山田純大／渡哲也

144 C-1

VHS FD2007-003 明日の記憶

広告会社の営業マン・佐伯は今年５０歳。仕事
は順調で娘の結婚も控え、幸せな生活を送っ
ていた。しかしそんな佐伯を突然、精神の不調
が襲う。人の名前が出てこない、仕事の約束を
忘れる、同じ物をいくつも買い込んでしまう…。
佐伯を襲ったのは「若年性アルツハイマー」
だった。人生の半ばにして、思いもよらぬ病を
得て「なぜおれなんだよ」と動揺する佐伯。妻・
枝実子は佐伯を支え続けると言うが…。 
第１８回山本周五郎賞を受賞した、荻原浩の
原作を堤幸彦監督が映画化した話題作。 出
演：渡辺謙／樋口可南子／坂口憲二／吹石
一恵／木梨憲武／

123 C-1

VHS FD2007-004
仮面ライダー生誕 ３５周年記念
作品　仮面ライダーカブト　ＧＯＤ
ＳＰＥＥＤ　ＬＯＶＥ

７年前、地球に落下したいん石から大量の地
球外生命体・ワームが誕生した。秘密機関ゼ
クトは、ワームと戦うためにマスクドライダーシ
ステムを開発し、ワームと戦った。しかし、組織
に反旗を翻すライダーが現れ、ライダー対ライ
ダーの戦いが始まる。 出演：水嶋ヒロ／佐藤
祐基／徳山秀典／武蔵

66 C-1

17/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FD2007-005 ゴジラ

貨物船が原因不明の沈没事件を起こした。さ
らに救助に向かった貨物船や漁船も次々に沈
没した。生き残った漁船の乗組員は、怪物に
襲われたと証言する。そしてあらしの夜、大戸
島に謎の巨大生物が現れ、島を襲った。生物
学者の山根博士は調査団を結成し、南海サル
ベージの尾形らとともに大戸島へ向かい調査
を開始した。　出演：宝田明／河内桃子／平田
昭彦／志村喬

97 C-1

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

VHS FD2007-007 武士の一分

この作品は２００６年に制作され、山田洋次監
督の時代劇三部作の最後を飾る作品として話
題になった。主演の木村拓哉が、毒見役という
お役目から失明して苦悩する下級武士を好演
している。また、妻・加世役の檀れいは元宝塚
歌劇団の娘役で、この作品で映画デビューし
た。 
  物語は、下級武士・三村新之丞と妻・加世
が、つつましくも幸せに暮らしているところから
始まる。しかし、新之丞の失明を機に生活は暗
転し、生きる気力さえ失くした夫を支え、更には
わが身に代えても守ろうとする妻。その妻のた
めに「武士の一分」をかけて果し合いに臨む夫

121 C-1

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

18/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

VHS FD2008-001
昭和４２年度芸術祭参加作品
華岡青洲の妻

　華岡青洲は1805年10月，世界で初めて全身
麻酔による乳がん摘出手術に成功した。しかし
その陰には，母の於継と妻の加恵による命が
けの生体実験があったのである。それはまた，
姑と嫁とのすさまじい争いでもあった。有吉佐
和子原作の映画化。市川雷蔵／若尾文子／
高峰秀子／伊藤雄之助／渡辺美佐子／丹阿
弥谷津子／浪花千栄子／伊達三郎

99 B-3

VHS ＦＤ2008-002 乱

　戦国時代を生き抜き，３つの城と領土を手に
した一文字秀虎は，３人の息子にそれぞれ城
を譲り，隠とんすることにした。そして「一本の
矢は簡単に折れるが，三本束ねると折れない」
と語り，兄弟が協力して一文字家を繁栄させる
よう諭した。だが反論する三郎の言葉に立腹し
た秀虎は，三郎を追放する。一方，長男・太郎
と次男の次郎は野心に燃え，血で血を洗う戦
を始めて秀虎の期待を裏切る。行き場を失い
狂人となった秀虎を案じたのは，追放された三
郎だったが…。　黒澤明監督がシェークスピア
のリア王を元に描く人間ドラマ。 出演者 仲代
達也／寺

162 Ｂ-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

VHS ＦＤ2008-004 亡国のイージス

イージス艦『いそかぜ』が乗っ取られた。犯人
は副長の宮津と亡国対日工作員のヨンファ。
彼らの手にはわずか１リットルで東京を壊滅さ
せてしまうという特殊兵器『グソー』が。　『グ
ソー』を奪還すべく先任伍長の千石がヨンファ
らに立ち向かう。真田広之／中井貴一／佐藤
浩市

128 Ｂ-3

VHS ＦＤ2008-008 風を見た少年

　新黄金龍帝国の独裁者・ブラニックに制圧さ
れたハンベルの町に住む、天才物理学者・フ
リッツ博士の息子・アモン。彼は未知の光エネ
ルギーを操る不思議な力を持つ“風の民”の末
裔（まつえい）である。闘う事を知らない無垢
（むく）な少年は、独裁者プラニックの野望を打
ち砕くため、封印された“力”を解き放つ。　作
家C.W.ニコルの同名原作をアニメーション映画
化した、ファンタジー・アドベンチャー。不思議
な力を持つ少年が繰り広げる、愛と闘いのドラ
マを描く。空や海、緑の大地など雄大な自然を
描いた映像美、そして主人公・アモンが身を

98  C-1 

19/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

20/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

VHS FD2010-010
ホーム・スイートホーム
＜日本語字幕つき＞
しおり一部つき

　人の命はやさしく、人の絆はあたたかい。元
オペラ歌手、山下宏（７５歳）は痴ほう症であ
る。部屋でも街頭でも力の限り歌い徘徊する毎
日。取り巻く息子夫婦と孫娘達の苦悩と軋轢
は限界に達し、ある決断をする。それは岩手の
グループホーム「おばんでがんす」の前に宏を
置き去りにすることだった。宏は一通の手紙を
持たされ、ひとりたたずむ。「おじいちゃんを預
かってください。おじいちゃんがいるとわが家
は全滅、このままでは家庭崩壊です。」壮麗な
岩手山、グループホーム「おばんでがんす」を
舞台に心やさしき日本人達のふれあいと再生
のドラマが展開する。そして名曲「オンブラ・マ
イ・フ」にのった感動のラストシーン、新しい家
族像が私達の前にしめされる。
原作・脚本/松山善三　　監督/栗山富夫

112 B-3

21/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

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

22/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

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

23/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

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

24/FD　映画



兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録

種別 分類番号 作品名 内容
時間
（分）

利用
区分

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

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

25/FD　映画
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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

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

26/FD　映画


