
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 XJ96-001
おはなしのくに 赤ずきん
OA.H8.6,11

　母親が子ともに語り聞かせるような、聴覚障
害者による手話ワイプを挿入しました。　聴覚
障害の有無に関わらず、親子そろって楽しめ
ます。また、手話教材ヒデオとしてぜひ手話学
習者にも利用していただきたい作品です。　お
ばあさんのお見舞に出かけた赤ずきんちゃん
は、森の中でオオカミに出会いました。仲良く
話しかけるオオカミですが、心の中ではとんで
もないことを考えていたのです。語り：高見知
佳　手話：土谷道子

15 Ｃ－１

VHS XJ96-002
おはなしのくに ふたりのｲ-ﾀﾞ
OA.H8.7,9

　ナオキは、しゃべる不思議な「いす」に出会い
ました。そして、一軒の空き家にたどり着きまし
た。「いす」が話すには、この家にはおじいさん
とイーダという娘が住んでいたとのこと。ナオキ
はイーダの謎を解くため、広島へ出かけて行き
ました。語り：平野啓子　手話：土谷道子

15 Ｃ－１

VHS XJ96-003
おはなしのくに 森は生きている
OA.H8.12,10

　大みそかの晩、女王様が、「待雪草（まつゆ
きそう）が欲しい」と言い出しました。持って来
た者には、ほうびが出ます。欲ばりなおばあさ
んに命じられ、一人の娘が森へ入っていきまし
た。　今にも凍えそうな雪の降る中、娘は焚火
を囲む不思議な人たちに出会いました。語り：
川上麻衣子　手話：土谷道子

15 Ｃ－１

VHS XJ96-004
おはなしのくに 酒呑童子
OA.H9.1.7

　京の都の若い娘たちを、山に住む鬼、酒呑
童子がさらっていきます。お姫様までさらわれ
困りはてた帝は、勇敢な武士、源頼光（みなも
とのらいこう）に鬼退治を命じました。　身の丈
６メートルに及ぶ酒呑童子と、頼光の激しい戦
い。頼光、がんばれ！語り：西村雅彦　手話：
土谷道子

15 Ｃ－１

VHS XJ99-013
手話かみしばい
くもの糸

芥川龍之介原作の「くもの糸」。日本文学史
上，とても有名なこの作品を，ろう者演劇の第
一人者・井崎哲也氏が手話で語ります。作品
中の難しいことばは，テレビでおなじみの是枝
行子さんがやさしく解説。また，プロの画家の
手による絵の数々が，井崎氏の手話を彩りま
す。
出演　井崎　哲也・是枝　行子

26 Ｃ－１

VHS XJ2000-014
手話紙しばい
注文の多い料理店
（字幕無し）

二人の紳士が森の中を歩いていると，立派な
西洋料理店があった。腹ぺこの二人は喜んで
中に入りるが，そこはとんでもない料理店だっ
たのだ…。宮澤賢治原作の童話『注文の多い
料理店』をテレビでおなじみの那須英彰さんが
演じる。一人四役の熱演にご注目！
出演：那須英彰・是枝行子

36 Ｃ－１

1/XJ　こどももの　アニメ
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VHS XJ2001-015
手話かみしばい かぐや姫・もも
たろう

日本で一番古い物語といわれる「竹取物語（た
けとりものがたり）」を元にした｢かぐや姫（ひ
め）」。ある日おじいさんが竹林の中で不思議
（ふしぎ）な竹を見つけると中にはかわいい女
の子が・・・。

「ももたろう」はだれもが知っている日本昔話
（にほんむかしばなし）の１つ。ももから生まれ
たももたろうが、犬・サル・キジを従（したが）え
て悪い鬼（おに）どもを退治（たいじ）に行く。

33 Ｃ－１

VHS XJ2002-016
手話かみしばい　しらゆき姫＜
手話ビデオ＞

「かがみよ、かがみ。世界で一番美しいのはだ
あれ？」今年度の手話かみしばいは、グリム童
話の｢しらゆき姫」。かわいいしらゆき姫や優し
いこびとさん、怖い女王、すてきな王子様・・・
たくさんの登場人物を緒方リナさんが分かりや
すく演じ分けている。又、基本的な単語を使用
しての巧みなロールシフトは、手話学習中の入
門者から上級者の方々にも、お勧め。＜小学
校３年生までの教育漢字使用・全ルビ＞緒方
リナ／是枝行子

28 Ｃ－１

VHS XJ2003-017
手話かみしばい　ツルのおんが
えし＜手話ビデオ＞

心優しいおじいさんに助けられ、九死に一生を
得た一羽のツル。ツルは娘に姿を変え、おじい
さんとおばあさんに一生懸命恩返しをします
が・・・。心温まる日本昔話を佐沢静枝さんの
美しい手話語りでお楽しみください。紙芝居絵
はおなじみの峰村勝子さんです。
（小学校3年生までの教育漢字使用　全ルビ）
佐沢静枝／是枝行子

25 Ｃ－１

VHS XJ2004-018

手話かみしばい　イソップものが
たり　～キツネとツル・たびびとと
クマ・ねずみのおんがえし・ほん
とうのたからもの～＜手話ビデ
オ＞

楽しくてためになるイソップものがたりを、砂田
アトムさんが語ります。りょう理を出す時、ツル
にいじわるするキツネの話「キツネとツル」や、
２人の旅人がクマに出会う「たびびととクマ」な
ど、４話をお話します。　物語で何を考えてほし
いか、佐沢さんが解説します。　　＜小学校３
年生までの教育漢字使用・全ルビ＞　砂田アト
ム／佐沢静枝

30 Ｃ－１

VHS XJ2005-019
手話かみしばい　一寸法師・わら
しべ長者　＜手話ビデオ＞

　昔話を手話で語る「手話かみしばい」。「一寸
法師」は針を刀におわんの舟で都へ向かい、
小さな体でオニと戦います。「わらしべ長者」は
１本のわらがミカンに変わってミカンがたんも
の変わって、最後は…。〈小学校３年生までの
教育漢字を使用〉　佐沢静枝／野崎誠

25 Ｃ－１

2/XJ　こどももの　アニメ
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DVD XJ2006-001
手話かみしばい「ジャックと豆の
木・はだかの王様」〈手話ビデオ・
字幕付〉

だれもが知っているイギリス民話「ジャックと豆
の木」とアンデルセンが書いた「はだかの王
様」。「ジャックと豆の木」は、ジャックが大切な
牛と取りかえた魔法の豆が、ぐんぐん伸びて雲
の上の大男の城へ。

「はだかの王様」はバカな人には見えない洋服
を着て王様が町を歩く。その様子を野崎誠さん
と内田園子さんが表現豊かに手話で語る。出
演者：野崎誠／内田園子

28 A-3

VHS XJ2007-001

手話かみしばい
かさじぞう・
おむすびころりん
〈手話ビデオ〉

『かさじぞう』あるところにたいそう貧乏なおじい
さんとおばあさんがいました。もうすぐお正月、
「おばあさんに腹いっぱいおもちを食べさせた
い」おじいさんと、「おじいさんに少しでもお酒を
飲ませてあげたい」おばあさんは、夜なべして
すげでかさを編みました。おじいさんは出来上
がったすげがさを町に売りに行きますが…。

『おむすびころりん』お弁当のおむすびをうっか
り落としてしまったおじいさん。おむすびはコロ
コロ転がって穴の中に落ちてしまいます。残念
に思っていると、穴の中からは可愛らしい歌声
が聞こえてきました。もっと聞きたい

32 A-3

VHS/D
VD

XJ2008-001
手話かみしばい
みにくいアヒルの子・赤ずきん
ちゃん　　〈手話ビデオ〉

「みにくいアヒルの子」 アヒルのお母さんが温め
ていた卵から生まれたのは、体が大きく、色も
汚いみにくいアヒルの子でした。アヒルの子
は、みんなからいじめられていました。 

 「赤ずきんちゃん」 赤いずきんが似合う女の子
が、おばあさんのお見舞いに行くと、ベッドに寝
ていたのはおばあさんではなくオオカミでした。 
 有名な昔話を、野崎誠さんと佐沢静枝さんが
手話で語ります。

24 A-3

DVD XJ2009-001

手話かみしばい
はなさかじいさん・さるかにがっ
せん
〈手話ビデオ〉

「はなさかじいさん」　昔々、ある所に子どもの
いないおじいさんとおばあさんがいました。二
人は白い小さな犬を“ポチ”と名付けて本当の
子どものようにかわいがっていました。ある
日、おじいさんが畑を耕しているとポチが「ここ
掘れ、ワンワン」と鳴きます。おじいさんがポチ
がほえる場所を掘ってみると…。

「さるかにがっせん」　大きなおにぎりを持って
いたカニと、道で拾った柿の種を持っていたサ
ルは、おにぎりと柿の種を取り換えっこします。
カニは柿の種に毎日水をあげ、一生懸命育て
ました。柿の木はぐんぐん大きくなり、秋には
大きな甘い実をたくさんつけました。ところが、
木に登れないカニは甘い実を取ることができま
せん。そこへサルがやってきて…。

24 A-3

3/XJ　こどももの　アニメ
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VHS/D
VD

XJ2010
-001

手話かみしばい
「星の銀貨・
王様の耳はロバの耳」
＜手話ビデオ＞

「星の銀貨」昔、ある所に小さな女の子がいま
した。女の子はひとりぼっちでした。持っている
ものは今着ている服とパン１つだけです。女の
子が歩いていると、女の子のパンや服をほし
がる人が次々に現れます。女の子は…。

「王様の耳はロバの耳」昔、ある所に、いつも
大きな帽子をかぶっている王様がいました。あ
る日、王様の髪の毛を切りに来た床屋が、王
様の帽子をとると大きな耳が現れました。床屋
は王様から、決して人には言うなと言われます
が…。

21 A-3

VHS/
DVD

XJ2011-001

手話かみしばい
「あかんぼうになったおばあさ
ん」「ねずみのよめいり」
（手話ﾋﾞﾃﾞｵ）

「あかんぼうになったおばあさん」
岩の間から流れる きれいな水を飲んだ おじい
さんは、とても元気になりました。その話を聞い
た おばあさんも、その水を飲みに行きました。
すると…。

「ねずみのよめいり」
ねずみのお父さんとお母さんは、世界一強い
ものと娘を結婚させることにしました。ねずみ
のお父さんとお母さんは世界一強いお日様に
会いに行きますが…。
野崎誠／佐沢静枝

18 A-3

VHS/
DVD

XJ2012-001
手話かみしばい　「くつやとこび
と・シンデレラ」〈手話ビデオ〉

「くつやとこびと」くつやの主人が朝起きてみる
と、いつの間にかくつができています。そんな
ことが毎日毎日続きました。不思議に思ったく
つやの主人は、こっそり夜中に見張っていまし
た。すると、こびとが現れ…。

「シンデレラ」シンデレラの前に現れた、ようせ
いのおばあさん。おばあさんは魔法を使ってシ
ンデレラをお城の舞踏会に行かせてくれまし
た。でも魔法は夜の12時で切れてしまいます。

21 A-3

DVD XJ2015-001
手話かみしばい　「うらしまたろ
う・三枚のおふだ」

有名な日本のむかしばなしを、魅力的な手話
語りと美しいイラストで送る。
　「うらしまたろう」浜で子どもたちにいじめられ
ていた亀を助けたうらしまたろう。たろうは亀に
つれられて、海の底の竜宮城へ行き楽しい
日々を送るが…。

　「三枚のおふだ」山にクリ拾いに行った小僧さ
ん。ところが山にはこわ〜い鬼ばばが暮らして
いた。和尚さんからもらった三枚のおふだを
使って、うまく鬼ばばから逃げられるか？
　手話語り：那須英彰

33 A-3

4/XJ　こどももの　アニメ


