兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
（分）

本数

大きく育て! ｱｵｳﾐｶﾞﾒ ～小笠原
の自然に生きる～

東京都小笠原諸島はアオウミガメの繁殖地と
して有名である。数少なくなったウミガメを保護
し、少しでも多くの子ガメを海に放流する努力
をしている様子などを紹介する。

30

1

CF96-049

どうぶつ奇想天外! ﾍﾟｯﾄの秘能
力

ペットのマル秘能力を紹介する。 犬のＩＱテ
ストでは、名前の呼び方による反応の違いや、
エサ探しの実験を行う。また、特集では、耳の
不自由な人のために調教された聴導犬を紹介
する。

47

2

CF96-050

人に働き者と怠け者がいるように動物にも働
き者と怠け者がいる。例えば、モグラは絶えず
どうぶつ奇想天外! 働き者VS怠 動き回る働き者。一方、ナマケモノはその名の
け者
通り、ほとんど動くことのない怠け者。そんな動
物たちの興味深い習性を紹介する。また非常
に珍しいカバの水中での姿も初公開。

47

2

CF96-051

どうぶつ奇想天外! 海の人気者
たち大集合

地球の７割を占める海には、多種多様な生き
物がすんでいる。今回は、クジラの特集を中心
に、アデリーペンギンの子育ての様子や世界
最大の魚・ジンベイザメの貴重な映像などを紹
介する。

47

2

どうぶつ奇想天外！
反省ザル次郎の爆笑!!
北海道の旅!!

サルの次郎君と太郎師匠の北海道旅行を密
着取材する。おサルと人間の二人旅（？）は行
く先々でハプニングがいっぱい。おすしが好物
の次郎君、おすし屋さんに入ったのはいいけ
れど、師匠の目を盗んで・・・！？ 他にも特
集・トラの母子の愛情物語や昆虫の体をレント
ゲンで撮影などもりだくさん。

47

2

どうぶつ奇想天外！
1998秋 超感動スペシャル

おなじみ『どうぶつ奇想天外』のスペシャル
版。動物と人間の体力比べ三番勝負やアメリ
カのディズニーワールドにある巨大なテーマ
パーク『アニマル・キングダム』を紹介。また、
みんなの人気者サルの次郎君が何とイルカ
ショーに挑戦！果たして結果は？特集はイル
カについて。 ※この番組は、字幕の漢字にル
ビがふってあります。

97

2

どうぶつ奇想天外！
犬がトラックアウトに挑戦

犬と飼い主がペアで挑戦する新ゲームが登
場。飼い主が指定した番号のボックスに入るか
どうかを競う。他に、スズメバチの巣を襲う幻の
タカの秘密に迫る。 特集は、タンザニアの野
生チンパンジーの食生活について紹介する。

47

2

分類番号

CF87-011

CF99-062

CF99-063

CF99-064

作品名

CF 動物・植物/1

兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
時間
（分）

本数

VHS

ムツゴロウさんと孫の風花ちゃんは，ニュー
ジーランドで１ヶ月間過ごすことになった。しか
ムツゴロウとゆかいな仲間たち も食べるものは全部自分たちで取る“自給自
孫娘風花とふたりニュージーラン 足”をやることに。ニュージーランドの大自然を
CF2000-065
ド奮闘記
舞台に，釣りをしたり貝を取ったり，２人の奮闘
子供の日スペシャル
がはじまる！もちろんニュージーランドの珍し
い生き物たちもたくさん登場。（小学校５年生以
上の漢字にルビ）

98

2

VHS

津山風花（つやまふうか）ちゃんは11歳。ムツ
ゴロウさんこと畑正憲さんの孫娘だ。小さいこ
ムツゴロウとゆかいな仲間たち
ろから北海道の動物王国で育ったため，動物
ライオンなんて恐くない！
CF2000-066
が大好き。そんな風花ちゃんにムツゴロウさん
動物王国の少女ｱﾌﾘｶなかよし物
は猛獣とのつき合い方を教えるため，二人でア
語
フリカを旅する。（小学校５年生以上の漢字に
ルビ）

98

2

VHS

どうぶつ奇想天外！
はじめての犬 PARTⅡ
キャンプ場でハプニング続出!!必
CF2001-069
見!!ハムスターの常識・非常識を
大公開!! 特集 満里奈が北極の
海でイルカと泳ぐ!!

初めて犬を飼うことになった家族の第２弾。犬
を連れて一家でキャンプに出かけたが，そこで
は予想もしてなかったハプニングが続出する。
特集は，渡辺満里奈が北の海で白いイルカと
泳ぐことに挑戦する。

47

2

VHS

珍獣10種迷路トーナメントでは，意外な結果が
どうぶつ奇想天外！
続出，解答者を困らせる。特集では，渡辺満里
CF2001-070 史上空前！珍獣10種迷路トーナ
奈がカナダのイヌイットの狩りに同行し，自然と
メント!!珍解答も連発
ともに生きる彼らの生活を紹介する。

47

2

VHS

どうぶつ奇想天外！
ハムスターもビックリ！超カワイ
CF2001-071 イペット登場!!動物界のものまね
名人現わる！
特集 聴導犬 人との心の絆

最近大人気のハムスターをはじめ，珍しくてか
わいいペットの数々を紹介。耳の不自由な人
にさまざまな音を知らせて，生活の手助けをす
る聴導犬。その訓練の様子を特集で紹介す
る。

47

2

新レギュラーの深谷愛が、ハリウッドのユニ
バーサル・スタジオで、アニマルステージを楽
しむ。特集の第１弾は、加藤晴彦が北海道盲
導犬協会を再訪し、老人ホームのミッキーを見
舞う。また、盲導犬候補生たちの訓練の様子も
伝える。特集の２つ目は、環境汚染が原因で
絶滅の危機にあるｹｰﾌﾟﾍﾟﾝｷﾞﾝの姿を追う。

97

2

番組では数々の実験を行ってきたが、中でも
人気の高いイヌとサルの実験の名場面を振り
返る。優れているのはイヌとサルどっちか？千
石先生はオーストラリアで希少価値の高“もっ
ともめずらしいどうぶつ”に遭遇。オーストラリ
アの動物保護の実態を探る。特集は羽仁監督
のマザーアフリカ。今回は草原に出てきたばか
りのチーターの親子に密着取材する。

47

2

種別

分類番号

作品名

内容

どうぶつ奇想天外！２００１春
超感動スペシャル

VHS

CF2002-073

VHS

どうぶつ奇想天外！３００回記念
イヌＶＳサル実験対決！！
千石先生ｉｎオーストラリア！もっ
CF2002-074 ともめずらしいどうぶつ？
特集羽仁進のマザーアフリカ
チーターの親子愛～生後２ヶ月
の子チーターの運命は？～

CF 動物・植物/2

兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
時間
（分）

本数

VHS

全国の視聴者から寄せられたお便りをもとに、
スーパードッグとスーパードッグ予備軍が紹介
どうぶつ奇想天外！今夜は１時 される。中にはサーフィンやスケボーを楽しむ
CF2002-075 間イヌ大特集！特集捨て犬を阻 ワンちゃんも登場し、出演者を驚かせる。特集
止せよ！
は、後を絶たない捨て犬の問題。イギリスのロ
ンドンで捨て犬問題を取材し、今後の捨て犬対
策を考える。

47

2

VHS

シンガポール動物園は世界でも珍しいオリの
ない動物園。オランウータンの赤ちゃんをだっ
ジャングルブック 世界で一番動
こして写真を撮れるなど、動物たちを身近に感
CF2002-076 物と仲良くなれる場所 シンガ
じられることで有名だ。今回はオランウータン
ポール動物園へ行こう！
の世話をするレンジャー希望の女の子が、動
物たち相手に大奮闘する。陣内孝則

47

2

VHS

ジャングルブック カワイイ動物
達とショーに出る方法。レン
ジャー栗山千明アニマルショー
CF2002-077
に挑戦！？ビビる大木の目指せ
1番！北海道で犬ぞりレー
ス！！

レンジャー栗山千明が言葉の壁を越え、シンガ
ポール動物園のアニマルショーに挑戦する。ま
た、人間と犬のコミュニケーションが重要な犬
ぞりレースにビビる大木が挑戦する。果たして
大木は念願の１番になれるのか。陣内孝則／
栗山千明／大木 淳（ビビる）

47

2

VHS

最初は、有名なサル回しの太郎師匠と次郎さ
ん、そして次郎の後を継ごうと頑張っているチ
どうぶつ奇想天外！ 爆笑!!三代 ビ次郎の話題。芸も上達し、すでに初舞台は
目サル次郎が大あばれ!! クマ 踏んだものの、まだまだわがままで飽きっぽい
の･･･ウソのようなホントの話
チビ次郎。次郎さんの後を立派に継いでいけ
CF2004-082
レッサーパンダの･･･ウソのよう るのだろうか？ 特集は、聴導犬と介助犬の両
なホントの話 日本初!!２つの方 方の役割を果たす補助犬 しろくんの物語。
法で人を助ける犬
その他、「動物 ウソのようなホントの話」も多
数紹介される。みのもんた／高田純次／渡辺
満里奈／加藤晴彦恵俊彰／石塚英彦

47

1

VHS

５年にわたる北海道盲導犬協会への取材で、
番組は数々の物語を見てきた。今回は２人の
どうぶつ奇想天外！ 2003秋 さ 視覚障害者を誘導するオリバーの引退や、新
CF2004-083
よなら盲導犬オリバー
人の盲導犬訓練士がルミナスをユーザーの手
に渡すまでのドキュメント。 みのもんた／加藤
晴彦

96

1

VHS

千石先生が西表島に渡り、島の中に住む
「けったいな動物」を紹介する。特集では「どう
どうぶつ奇想天外！ 仰天ワケ
ぶつ奇想天外！」に何度も登場した天才チン
あり！サルがノリノリに！！ 千
CF2005-084
パンジーのモモちゃんと、トレーナーの宮沢さ
石先生ＶＳ西表さよならモモちゃ
んがコンビ解消した訳と宮沢さんの夢に向かっ
ん！？そして宮沢さんは…
て進む姿を紹介する。みのもんた／渡辺満里
奈／ゴリ

46

2

種別

分類番号

作品名

内容

CF 動物・植物/3

兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
時間
（分）

本数

VHS

「飼い主だ～れ？」のゲストは、高級外車を多
数所有し、家族は３０人以上、「家の裏庭には
ハイエナがやってくる」と話す人気タレント。
「いろんな動物を飼ってみよう！」のコーナーで
天才！志村どうぶつ園 祝！パ は、オリエンタルラジオの２人が、赤ちゃんライ
ン君がディズニー映画で大役
オンの双子の世話をする。また土屋アンナが、
CF2007-003 だぁ！ ライオンもサイもハッチも ケニアでサイの赤ちゃんの世話をする。
大暴れだヨ アフリカに行ってき 「相葉雅紀の飼育係修行」は、２年前、相葉く
たぞスペシャル！
んが名前を付けたライオン・しむけんに再会し
に出かけるという企画。 出演：志村けん／相葉
雅紀／山瀬まみ／ドランクドラゴン／ベッキー
／山口智充／青木さやか／オリエンタルラジ
オ／土屋アンナ／ボビー・オロゴン

94

1

VHS

天才！志村どうぶつ園 超生ま
れたて！赤ちゃんパンダ１７匹
CF2007-004 テレビ初公開だヨ！！ 動物の
赤ちゃん１０１匹 大集合スペ
シャル！！！

スペシャル版の今回は、志村園長とチンパン
ジーのパンくんが石垣島に社会科見学にいく。
また、「飼い主だ～れ？」のコーナーには超大
物ゲストが登場する。
白石美帆が、中国四川省にあるパンダ研究セ
ンターで、生まれたてのパンダの赤ちゃんの世
話を体験する。
「嵐・相葉の飼育係修行」では、相葉くんがイン
ドネシアのタマンサファリで、動物の赤ちゃんた
ちのシャンプーを行う。また、ドランクドラゴンの
２人は初めての海外ロケで、韓国釜山の動物
園に出かける。 出演：志村けん／相葉雅紀／
山瀬まみ／ドランクドラゴン／ベッキー／山口
智充／青木さやか／白石美帆／優香／プリン
セス天功

119

1

VHS

久しぶりにチンパンジーのパンくんと再会した
志村園長。園長は６歳になったパンくんにラン
天才！志村どうぶつ園 志村園
ドセルをプレゼントして、パンくんのために作っ
長とパンくんも小学校に入学する
た教室で小学校の勉強を始める。
ヨ！
CF2009-001
「飼ってみよう！」のコーナーは。ギャル曽根が
ぽっかぽかの春が来た！どうぶ
オランウータンの赤ちゃんを飼ってみる。
つ愛と絆と涙の感動２時間スペ
実はこの赤ちゃんは母親に甘えた経験がない
シャル！
ため甘え方を知らなかった。
ほか、相葉が中国のパンダハウスを訪れる

94

1

VHS

番組のメンバーが「那須どうぶつ王国」を訪
れ、ラマやペンギン、カピバラなどと身近に触
天才！志村どうぶつ園 さような
れ合う。
ら…ペンペン最終回！ 志村園
また、志村園長がオーストラリアで、ケガをした
長＆ＤＡＩＧＯが号泣
CF2009-002
野生動物を保護している施設を訪ね、コアラや
日本一近くでふれあえちゃう動物
ワラビーと触れ合う。
園へ 秋のお出かけ２時間スペ
さらに、これまで赤ちゃんペンギンのペンペン
シャル
をお世話していたＤＡＩＧＯが、ペンペンを群れ
に返すために涙の別れを体験する

94

1

DVD

動物の赤ちゃんを紹介するスペシャル。相葉と
天才！志村どうぶつ園
山瀬は森へ動物の赤ちゃんを探しに行く。そし
CF2010-004 生まれたてホヤホヤ 世界の赤 てベッキーとDAIGOは、ブサイクだけどかわい
ちゃん動物 大集合スペシャル い犬の赤ちゃんを紹介。そのほか、さまざまな
動物の赤ちゃんを紹介する

95

2

種別

分類番号

作品名

内容

CF 動物・植物/4

兵庫県立聴覚障害者情報センタービデオライブラリー目録
種別

DVD

DVD

DVD

内容

時間
（分）

本数

ためしてガッテン
CF2011-004 進化する水族館！
満喫 新マニュアル

今までとは違う水族館の楽しみ方を紹介す
る。メインテーマベスト３は、「あ然 巨大ザメが
パンダに！？」「まさか サンゴの水槽に雪
が！？」「なぜに全国でイルカの反乱！？」
全長１０ｍ近いジンベエザメが何と体を縦に
してえさを食べる姿は圧巻だ。動物園より高い
入館料を払っても悔いがない、水族館をまるご
と楽しむ秘けつを大公開する。
【とちぎ視聴覚障害者情報センター】
山瀬まみ／立川志の輔／小野文惠／間寛平
ほか

43

1

ダーウィンが来た！
CF2012-001 生きもの新伝説 壮絶１２００
頭！カバ大集合

タンザニアの西の端にあるカタビ国立公園で
は、乾季になると極端な水不足となり、カバた
ちはわずかに残ったいくつかの水場に殺到す
る。一番大きな水場には何と１２００頭ものカバ
が集まるという。厳しい乾季を生き抜く壮絶な
カバの新伝説。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報セン
ター】

29

1

ダーウィンが来た！
CF2012-002 生きもの新伝説 目撃！タカ対
スズメバチ

夏、日本の森で子育てする渡り鳥ハチクマ。ハ
チクマはタカの仲間だが、地中のスズメバチの
巣を掘り出し主食にしている。どうやって危険
なスズメバチの巣を襲うのか、これまで撮影さ
れたことがなかったその瞬間の映像が撮影さ
れた。
伝説となっていたタカの謎を追う物語。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター

29

1

分類番号

作品名

CF 動物・植物/5

