兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
内容

時間
（分）

利用
区分

「介護保険がはじまります」
手話版

平成１２年４月１日から開始される介護保
険。保険の申請からサービスを受けられるまで
の流れや、詳しいサービス内容などを説明。ま
た、サービス内容によって異る保険料について
も分かりやすく解説する。 （平成１１年度制
作）

29

C-1

趣味講座カメラ入門
～すてきな写真を
撮るために～

シャッターを押すだけで，だれにでも写真が撮
れるコンパクトカメラ。最近は，いろいろな機能
がついて失敗することも少なくなったがコンパ
クトカメラの特徴と基本的な使い方を知れば，
もっとすてきな写真が撮れる。コンパクトカメラ
の上手な使い方を紹介する。
司会 井崎 哲也

23

C-1

VHS

XC99-004

選んでつけようﾁｬｲﾙﾄﾞｼｰﾄ
～チャイルドシートの正しい
選び方・取り付け方～

平成10年，自動車乗車中の子どもの死傷者数
は年間9,548人にまで増加した。４年前と比べ
て50％増の数字だ。子どもの命を交通事故か
ら守るため，平成12年度よりチャイルドシート
の使用が義務付けられたのである。 この番
組では，チャイルドシートの選び方と取り付け
方の基本について，日本自動車連盟（JAF）の
解説を交えて説明する。
司会 緒方 リナ 解説 日本自動車連盟

24

C-1

VHS

急速に高齢化が進む日本では、21世紀のなか
ばには、3人に1人が65歳以上という本格的な
ここが知りたい！介護保険
高齢化社会を迎える。いまや介護はだれもが
XC2000-005 ～みんなで支える老後の安心～ 直面する話題となっている。介護を社会全体で
（手話付き版）
支えることを目的に、2000年5月から導入され
た介護保険について、わかりやすく解説する。
【寄贈元：厚生省】

30

C-1

VHS

家庭用ビデオカメラの普及により，ビデオ撮影
は趣味以外でも記録や思い出のために撮影す
趣味講座
る人が多い。しかし，同じアングルの映像が
ビデオカメラ入門
延々と続いたり，ズームの使いすぎで何を撮り
XC2000-006
～すてきな映像を撮るために～ たいのか伝わらないなど，失敗映像を撮る人
（字幕無し）
もいる。ビデオカメラの撮影の基礎を学ぶ。
司会：井崎哲也／出演：関東聴覚障害学生懇
談会

26

C-1

VHS

社会に出る時は，だれもが身につけておきた
い「社会人としてのマナー」。服装・あいさつ・言
葉づかいなどの一般的なマナーや，聴覚障害
者ならではの注意点，例えば足音や食事の時
の音，ノックの仕方などについて解説する。聴
覚障害者出演のドラマやイラストを盛りこみ，
理解しやすい内容となっている。
司会：五十嵐美子／解説：大石忠／出演：日
本ろう者劇団

30

C-1

種別

VHS

VHS

分類番号

XC99-002

XC99-003

XC2000-007

作品名

新入社員のためのマナー講座
（字幕無し）

1/XC 趣味・教養

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
時間
（分）

利用
区分

VHS

最近、急速に普及しているデジタル補聴器に
ついて、そのしくみと長所・短所を紹介する。ま
た、デジタル補聴器の場合も、購入後の調整
生活情報 補聴器最新情報～デ がとても大切だが、うまく調整できないうちに使
XC2001-008
ジタル補聴器～
用をあきらめてしまう人も多いという。そこで、
使いこなせるようになるためのノウハウについ
ても紹介する。
山田美奈子／片山和幸／松島敏一

22

C-1

VHS

水彩画を上手に描くポイント、ご存知ですか？
筒井博講師が実際に指導しながら、分かりや
趣味講座 楽しいスケッチ～水彩
XC2001-009
すく楽しく一枚の静物画を仕上げていきます。
画入門～
講師 筒井博／平塚かずみ／佐沢静枝(日本ろ
う者劇団）

25

C-1

VHS

XC2002-010

ＡＳＬというのは、アメリカ手話の略で、アメリカ
のろう者が使っている手話のこと。今回は、こ
のアメリカ手話の入門レベルの内容を勉強す
るビデオを制作した。３～４回に分けて、シリー
ズでお届けする予定。１回目のこの作品では、
簡単な自己紹介・アルファベット指文字・数の
表し方等を勉強する。 土谷道子／アラン・トー
マス／ジェニファー・フルラーノ

32

C-1

VHS

聴覚障害者の高齢化や加齢に伴う難聴など
で、聴こえの衰えた人々とのコミュニケーション
の問題が社会の関心を集めている。このビデ
オでは、聴こえの衰えたお年寄りを介護する際
らくらくワンポイント介護＜手話ビ
XC2003-011
にどんな心構えが必要なのか、専門家にお話
デオ＞
を伺う。また介護技術のレッスンとして、「ベッド
上での身体介助」を取り上げ、介助のコツを分
かりやすく紹介する。
小泉文子／樫木八重子

27

C-1

VHS

アメリカ手話の入門レベルの内容を勉強する
シリーズの２作目。
前作の内容の復習からスタートし、家族や仕
趣味講座「ＡＳＬで話してみよう」 事についての表現を学ぶ。また、場所の表し
XC2003-012
２＜手話ビデオ＞
方についても、実演を交えて具体的に勉強す
る。
土谷道子／ブッチ・ゼイン／ジェニファー・フル
ラーノ

27

C-1

VHS

生活情報
「安心・安全・豊かな老後のため
XC2004-013 に〜耳の不自由な人々と老人施
設〜」
＜手話ビデオ＞

日本は急激な高齢社会を迎え、元気なお年寄
りが増えている。耳の不自由な方々が、安心・
安全、そして幸せな老後を暮らすためには
…？老後の暮らし方の一つとして施設入所を
取り上げ、２つの聴覚障害者専用老人施設
や、地域で暮らすための新しい取り組みなどを
紹介する。植村英晴／當芳枝

37

C-1

種別

分類番号

作品名

内容

趣味講座「ＡＳＬで話してみよ
う！」１＜手話ビデオ＞

2/XC 趣味・教養

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
時間
（分）

利用
区分

VHS

アメリカ手話の初級レベルを学習する目的
で、シリーズで制作してきた作品の３作目。今
回が最終回で、初級レベルの内容を一通り終
えることとなる。 具体的な内容は、場所の説
明の方法を詳しく学習するほか、命令したりお
趣味講座「ＡＳＬで話してみよう」
XC2004-014
願いしたりする時の表現、過去文・未来文の表
３＜手話ビデオ＞
現、他人について説明する時の表現など。この
ビデオにも、最後に、アメリカ人講師２人による
トークコーナーがあり、テーマは「ろう者の
ジョーク」。 土谷道子／ジェサダ・プアジェニ
ファー・フルラーノ

40

C-1

VHS

XC2005-015

最近施行された新しい法律や制度を取り上
げ、その内容と、その法律が日常生活や地域
生活の中でどのようにかかわってくるのかを解
説する。今回取り上げたのは以下の６つ。１．
預金保険制度 ２．偽造・盗難カード預貯金者
保護法 ３．家電リサイクル法 ４．自動車リサ
イクル法 ５．個人情報保護法 ６．製造物責
任法 佐沢静枝／鈴木誠一／山本みどり

42

C-1

VHS

短い言葉で心を伝える絵手紙。初めてでも素
晴らしいあなただけの一枚ができる。日本絵手
趣味講座 みんなの絵手紙―ヘ 紙協会公認講師・田渕伸子先生の指導で、Ｎ
XC2005-016 タでいい ヘタがいい― ＜手話 ＨＫ『みんなの手話』にご出演の野崎誠さんと
ビデオ＞
山本みどりさんが実際にぶっつけ本番で挑戦
する。さあ、あなたも一緒にかいてみよう。 田
渕伸子／野崎誠／山本みどり

38

C-1

DVD

生活習慣病やメタボリック症候群の予防には、
運動習慣がとても大切です。健康のために皆
さんもウオーキングを始めませんか？ウオー
キングの基本や効果的な方法、長続きの工夫
について、筑波技術大学及川力教授が手話で
分かりやすく解説します。「ことばから学ぼう
（解説編）」は健康に関する用語を土谷道子さ
んが手話解説します。出演者：及川力／橋本
有紀／土谷道子

34

A-3

DVD

XC2016-001 手話どうぶつ図鑑

みんなが大好きな動物を、手話のおにいさん
と一緒に見に行こう。出てくる動物は、ライオ
ン、パンダ、ゾウ、キリンなど全部で１７種類！
住んでいる場所や食べ物、そして動物につい
ての豆知識を、手話のおにいさんが楽しくお話
ししてくれる。これを見れば、みんなも動物博
士になれるかも！（すべての漢字にルビ付き）

36

A-3

DVD

手話のおにいさんと一緒に水族館に行こう。今
回の動物は、クジラ、イルカ、アザラシ、サメな
ど全部で１２種類！それぞれの動物について
手話どうぶつ図鑑２ 〜海や水
XC2017-001
の豆知識を、手話のおにいさんが楽しくお話し
辺のいきものたち〜
してくれる。昨年制作した「手話どうぶつ図鑑」
の第二弾。（すべての漢字にルビ付き）
江副悟史

30

A-3

種別

分類番号

XC2006-001

作品名

内容

生活情報 知っておきたい制度
あれこれ＜手話ビデオ＞

趣味講座 楽しいウオーキング
〈手話ビデオ・字幕付〉

3/XC 趣味・教養

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
時間
（分）

利用
区分

認知症が進み判断能力が衰えて、必要
のない家のリフォームや高額な商品購入
の契約をしてしまう高齢者が多い。その人
たちの大切な財産を守る制度が成年後見
手話で知りたい 成年後見制
制度だ。この作品では、ろうの弁護士・田
DVD XC2018-001 度の基礎 ～大切な財産を守
門浩さんに成年後見制度の基礎をやさし
るために～
く解説していただく。 ミニドラマで具体的
事例などを紹介。ドラマでは日本ろう者劇
団の江副悟史さんが８０歳の老人を演じ
る。（手話・字幕つき）

20

A－3

DVD

みんなの身の回りにある、おかしやアイス、
ジュースや調味料、ペンやノートの文房具は、
行ってみよう！工場探検 〜お どうやって作っているんだろう。物を作っている
XC2019-001 かしを作っているところ〜
工場に探検に出かけよう！今回はおかしを
作っているところを見に行くよ。工場探検に出
発だ！！(手話付加作品)

30

A-3

DVD

XC2020-001 飾り巻き寿司を作ろう！

新しい生活様式の推奨で自宅での過ごし方が
見直されている。家で過ごす時間を楽しむ工
夫のひとつに料理がある。今回は、自宅ででき
る飾り巻き寿司の作り方を紹介。飾り巻き寿司
は華やかな見た目だけではなく、食材であるす
し飯やのりには身体によい効果もある。初心者
でも作れる「桃の花」と「カエル」の作り方を紹
介。
出演者川島美由紀／佐沢静枝／江副悟史／
西脇萌華

32

A-3

DVD

日本の伝統文化である風呂敷が、エコや環境
問題をきっかけに注目されている。昔と比べて
デザインも豊富になり、和装以外でも使われる
ようになってきた。同じく環境問題をきっかけに
注目されているエコバッグと比べてどんな点が
XC2021-001 風呂敷 伝統文化はエコ文化へ すぐれているのだろうか？風呂敷の包み方実
演では、ヨガマットやノートパソコンなどの形に
合わせたバッグの包み方を６種類、そのほか
に災害時にも役立つ三角巾の作り方や頭巾の
かぶり方を紹介している。
出演者 森田明

16

A-3

種別

分類番号

作品名

手話ｄｅクッキング

内容

4/XC 趣味・教養

