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

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

DA91-023

聴覚障害者にとって地域の人々との円滑な
コミュニケーションは大変重要な課題である。
聞こえないことから発生するトラブルや誤解も
ﾊﾝﾃﾞｨは地域の輪で克服!手話で 多い。そのような中で、自ら手話を習い地域の
ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
聴障者の相談役を１５年もしている人や、聴導
犬を通して地域の人との交流の糸口をつかん
だ人などを紹介しながらハンディを克服する方
法を探る。

30

Ｃ－１

DA91-024

昭和２０年８月９日、長崎に原子爆弾が落と
された時、長崎市には約１５０人の聴覚障害者
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ 原爆は聞こえなかっ
がいた。彼らはどんな思いで新型爆弾の恐怖
た
の中を生きてきたのか。戦後４５年間、忘れら
れていたろうあ被爆者の姿を追う。

50

Ｃ－１

両親の離婚により心を閉ざして家出をし、は
るばる日本へやってきた少年を自分の家に連
れてきて世話をした恵子は、彼が迎えにきた母
親とハワイへ帰る日、交通事故で失明する。恵
112
子と少年との交流を交えながら、恵子がハン
ディを克服してホノルルマラソンを完走するま
でを描く。荻野目慶子・香山美子・天宮良 ほ
か

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

DA91-025

ｱﾒﾘｶﾝﾌｧﾐﾘｰﾄﾞﾗﾏｽﾍﾟｼｬﾙ恵子!
ｺﾞｰﾙが見えるよ･･

DA91-027

目と耳が不自由な二重障害をもつ青年・福島
智さんは、かたわらを歩く通訳者から送られて
くる指点字を通して町の様子を見、町のざわめ
NHKｽﾍﾟｼｬﾙ 障害者の日特集 指
きを感じる。彼は今東京で一人暮らしをしなが
先で生命(いのち)をみつめて
ら大学教師を目指して大学院で勉強中、彼の
生活を追いながら、仲間同士で支え合う世界
を紹介する。

45

Ｃ－１

DA92-029

子どもﾊﾟﾋﾞﾘｵﾝ ぼくを見て!

前半は、耳の不自由な青年と、ある少年との
出会いを描いたイギリスのドラマ。後半は日本
から、聴覚に障害はあるが、スポーツ万能とい
う少年・高濱哲郎君の毎日を追ったドキュメン
ト。彼らにとって“ぼくを見て！“という言葉が、
いかに大きな意味を持っているかを教えてくれ
る。

45

Ｃ－１

DA92-030

ﾄﾞﾗﾏ母からの贈り物

高校を卒業した小枝子は、長崎に一人旅す
る。そこで剛という青年と出会い、次第に彼に
ひかれていくが、彼女は死んだ父から「結婚は
考えるな」と言われていた。実は小枝子は生ま
れつき、左手の指に障害があったのだ。水野
真紀・船越栄一郎 ほか

60

Ｃ－１

DA92-031

先天性外被眼球という病気で、生まれた時か
ら視力がなかった小川未歌ちゃん。２回の手術
Time21 ひとみをありがとう 未歌 を経て視力を取り戻した未歌ちゃんは、一般の
ちゃん12歳の出発
小学校に通いながら体育・登山・キャンプなど
に参加。積極的に生きる未歌ちゃんの２年間
の記録。

45

Ｃ－１

DA92-032

障害者を対象に募集した写真展の模様を紹
介し、その中から、視力障害ながら、被写体を
見事にとらえた作品を発表した写真愛好家・三
木正雄さんにスポットを当て、撮影ぶりを取
材。

16

Ｃ－１

NHKｽﾍﾟｼｬﾙ 障害者の日特集
音で撮る 風で撮る

2/DA 障害関係

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

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

内容

時間
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利用
区分

ﾄﾞﾗﾏ おふくろに･･･喝采!

一恵は、美容院を営みながら女手一つで２人
の子どもを育ててきた。息子の朋は、自閉症で
養護施設に通っていたが、卒業しても社会に
適応できない。息子が気になって仕事が手に
つかなくなった一恵は、しばらく店を休んで伊
豆の保養所へ行くことにした。そこで朋は、重
度難聴の岩田と出会う。そして・・・。浜木綿子・
松岡昌宏・大路恵美・ガッツ石松 ほか

95

Ｃ－１

情報最前線
車椅子の少女と愛犬友情物語

米国には、身体的ハンディをもった人を助け
る介護犬を養成する訓練センターがある。 １
５歳の少女ニコルは、脳性小児マヒのため手
足の自由が利かない。自立を目指し、介護犬
と暮すための訓練を受けることを決意する。

47

Ｃ－１

DA94-039

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ人間劇場
ｶﾝﾅ･ｺﾞｰ good!!

全盲の漢さんは、盲導犬カンナと出会い、良
き理解者であり、恋人でもある吉田静司さん
や、周囲の人々の協力で、マラソン大会に出
場した。 その姿を通し、視覚障害者への理解
や、健常者との自然な関係を考える。

46

Ｃ－１

DA94-041

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ人間劇場
心の中にｺﾞｰﾙが見えた
ｰ盲人のｲﾚﾌﾞﾝ･汗と

千葉県立千葉盲学校には、目の不自由な子
供たちのサッカーチームがある。音の出るボー
ルを使って必死に練習し、普通小学校のチー
ムと対戦する。 日本唯一の盲学校サッカー
チームの汗と涙の記録。

46

Ｃ－１

徹子の部屋福島 智

盲ろうというハンディキャップを持ちながら、
都立大学・同大学院を卒業された福島智さん。
「指点字」という手段で周囲の人々とコミュニ
ケーションをとる福島さんにお話しを伺う。

31

Ｃ－１

DA95-044

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ人間劇場ﾏﾗｿﾝｺﾞｰﾙ
は先生の胸の中

鈴木博己君と正己君（２５歳）は一卵性双生
児。兄の博己君は知的障害者で、現在富里福
葉苑の苑生。苑長先生が博己君の素質を見い
だしマラソンを勧め、博己君は知的障害者世
界記録を出した。 記録更新を目指す博己君
の日常生活と彼を支援する人々を密着ルポ。

46

Ｃ－１

DA96-045

あすの福祉 手話落語に夢をか
ける15歳初舞台に挑戦

手話落語の創始者、桂福団治氏に入門した
村上信次君が、楽福亭金魚という芸名で高座
に上り小話を披露するまでの奮闘ぶりを、周囲
の応援を交えて紹介する。

30

Ｃ－１

DA96-046

今回で１５回目を迎えた「大分国際車いすマ
ラソン」には、多くの車いすランナーたちが参加
ﾌﾟﾗｲﾑ11 その腕で走れ 車いすﾗ
した。 ランナーたちの日常生活の様子や練習
ﾝﾅ-たちの熱き闘い
風景を交えながら彼らの前向きに闘う姿を追
う。

45

Ｃ－１

DA96-047

金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ おふくろの逆襲
おふくろｼﾘ-ｽﾞ第11弾

夏子は、女手一つで２人の息子を育ててき
た。 次男の研二は、聴覚障害を乗り越え子ど
もたちに絵を教えることを目標に大学に通って
いた。 研二は、大学生・美由紀と交際を始め
るが、障害に対する考え方の違いから、二人
の間に溝ができてしまう。浜木綿子・松岡昌
宏・小島聖 ほか

95

Ｃ－１

DA96-048

’９５年８月、ＹＯＫＯは第１１回目のオースト
ラリアン・サファリに出場した。 前年の同大会
NONFIX 音のない世界を駆けるﾗ を２日目でリタイアした彼女の今年の目標は完
ｲﾀﾞ-YOKOの挑戦
走だ。生後まもなく聴力を失った彼女の生いた
ちなどを交えながら、レースに挑むＹＯＫＯの姿
を追っていく。

48

Ｃ－１

分類番号

DA92-036

DA93-038

DA95-043

作品名

3/DA 障害関係

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

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

DA97-051

福島県立聾学校では演劇をとおして豊かな
感受性を育てる教育が行われている。演劇活
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘ-人間劇場 みちのくの
動の大きな目標は、一般の高校と同じように全
ｻﾘﾊﾞﾝ先生～涙の特訓･そして旅
国高校演劇コンクールに出場することだ。 福
立ち
島県立聾学校の先生と生徒たちの演劇活動を
紹介する。

46

Ｃ－１

DA97-052

北川真澄子さんは、２７年前突発性難聴で聴
力を失った。一度は死のうとまでした彼女だ
追跡!ｯﾃﾚﾋﾞの主役 事実は奇なり
が、３人の子どものために奮起し、調理師免許
難病克服!家族の愛特集
を取得、民宿を営んで、子どもたちを育てあげ
た。 ほか、４話。

46

Ｃ－１

DA97-053

常に前向きに、さまざまなスポーツに挑戦し
続ける義足の体育教師・荒木孝司さん。彼の
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘ人間劇場 疾走れｱﾗｷ!
信条は何事もプラスに考えて、すぐに行動する
～義足の青年教師の夢～
こと。右脚を失ったことは本当の自分の在り方
を模索するチャンスだったという。

46

Ｃ－１

DA97-054

女優・石井めぐみさんの長男の優斗くん（愛
称ゆっぴい）は、生まれながらに重い障害を
持っていた。仮死状態で生まれたゆっぴいは、
金曜ｴﾝﾀﾃｲﾒﾝﾄ ゆっぴいのばん 長時間の酸欠から脳に大きな損傷を受け、歩
そうこう
くことも話すこともできない。しかしめぐみさん
一家は、ゆっぴいと共に毎日を明るく楽しく前
向きに生活している。ゆっぴいの５年間の成長
を迫った感動のドキュメント。

95

Ｃ－１

DA97-055

御所園悦子さんは耳と目の不自由な盲ろう
共に生きる明日 指文字に絆を託 者。２４歳の時かかった難病のため体の自由も
して～盲ろうの女性と家族の記 きかない。唯一のコミュニケーション方法であ
録
る指文字を使って家族や周囲の人々と交流を
続ける悦子さんの日常を追う。

30

Ｃ－１

DA97-056

宮本まどかさんは、生まれつき高度の難聴と
追跡!ﾃﾚﾋﾞの主役 事実は奇なり いうハンディを負っている。しかし、両親の献身
劣等ﾊﾟﾗﾀﾞｲｽ!ﾀﾏｺﾞに憑かれた男 的な支えと本人の並み外れた努力でピアノを
他
習得、リサイタルを開くほどの腕前に上達し
た。 ほか、２編。

46

Ｃ－１

DA97-057

聴覚障害の他に体の障害や心の病を合わせ
持つろう重複障害。東京にあるろう重複障害者
ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘ-人間劇場 君が輝く日 の共同作業所かたつむりの所長・花田克彦さ
まで あふれる愛を手話で語ろう んの夢は、ろう重複の若者たちが共同で生活
する家をつくること。自身も聴覚障害者である
花田さんの夢にかける人生に迫る。

46

Ｃ－１

93

Ｃ－１

46

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

DA98-063

君の手がささやいている

生まれながらの聴覚障害を持つ美栄子は商
事会社に入社。初めは同僚たちとの関係がう
まくいかず孤独感を感じている美栄子だった
が、同じ会社に勤める博文と知り合い明るさを
取り戻していく。菅野美穂・武田真治・高樹沙
耶 ほか

DA98-064

ｽｰﾊﾟｰﾃﾚﾋﾞ情報最前線ｱﾝｺｰﾙ
風の音は聞こえない
少年竜二・空を飛べ

長野オリンピックでテストジャンパーを務めた
高橋竜二君は耳が聞こえない。しかし、鳥にな
りたい！一つでいいからメダルが欲しいという
夢を実現させようと努力してきた。１５年間に刻
まれた少年とその家族の魂の記録。

4/DA 障害関係

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

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

DA98-065

DA98-066

DA99-067

DA99-068

DA99-069

DA99-070

DA99-071

DA99-072

内容

時間
（分）

利用
区分

テレメンタリー
そだて聴導犬
～捨て犬ももの挑戦～

”捨て犬を聴導犬に育てよう”という長野県伊
那市の保健所の呼びかけにボランティアが集
まり、全国でも初めての聴導犬育成が始まっ
た。ももはその第一期生だ。英国の例も紹介し
ながら、聴導犬育成の難しさが語られる。

25

Ｃ－１

親の目子の目
第1355回
音のないベースボール

熊本県立熊本ろう学校には、九州のろう学校
で唯一野球部がある。近年、ろう学校に通う生
徒が減ってることもあって現在部員は９名。文
字どおりの“熊ろうナイン”が悲願の一勝をか
けて、もう一つの甲子園と言われる『全国軟式
野球』の熊本県大会に挑む。

27

Ｃ－１

共に生きる明日
漫画で障害者の心を描く
～山本おさむさん～

ろう重複障害者と彼らを支える人々を描いた
アニメーション映画「どんぐりの家」。この映画
の原作者、漫画家の山本おさむさんに、作品
を描き上げるまでの苦労話や一番訴えたかっ
たこと、障害者の漫画を描き始めたきっかけな
どを伺う。

30

Ｃ－１

列島福祉リポート
いつでもどこでも手話通訳を
～札幌市～

昭和４９年、京都に次いで全国で二番目に手
話通訳派遣事業を始めた札幌市。聴覚障害者
６、０００人に対して手話通訳者は７３人いる
が、医療や教育関係、講演会やセミナー、運転
免許取得など派遣の範囲も広く、すべての依
頼にこたえきれないのが現状だ。

30

Ｃ－１

芙蓉グループスペシャル
感動エクスプレス
「めっちゃ!生きてるで
パパは無敵の障害者」

春山満さんは進行性筋ジストロフィーという
難病のため、首から下がまったく動かない。食
事・入浴・排泄など生活のすべてに人の助け
が必要だ。一方で春山さんは年商５億円を稼
ぐ会社の社長でもある。ビジネスの世界でたく
ましく生きる彼を支えるのは、妻・由子さんと２
人の子供。限りある命を燃やして生きる春山さ
んと、その家族の感動のドキュメント。

64

Ｃ－１

福祉リポート
街に出たい人と話したい
～「兵庫県盲ろう者友の会」の
取り組み～

兵庫県盲ろう者友の会は、盲ろう者の自立と
社会参加促進のために盲ろう者たちによって
つくられた。会員は、盲ろう者１１名、ボランティ
ア１１３名。会では、盲ろう者の手助けをするた
めの『通訳介助者の養成』や盲ろう者が働ける
作業所の運営などが行われている。 【字幕制
作・熊本県聴覚障害者情報提供センター】

30

Ｃ－１

夢はきっとかなうもの
～手話ロック・シャンテ～

１９年前、大阪市立盲学校の音楽好きな３人
が集まって結成したロックバンド『シャンテ』。音
楽を楽しむのに障害は関係ないと６年前、手
話通訳者の山本智子さんをバンドに迎えて年
間ライブは２００回以上になるという。昨年は、
シャンテの夢だった東京での自主コンサートを
実現させた。

28

Ｃ－１

君の手がささやいている
～第二章～

聴覚障害をもつ美栄子は博文と結婚し幸せ
な毎日だった。そんなある日、妊娠３か月と分
かる。だが母親になる自信がなく思い悩むが
産休中の会社の先輩のアドバイスや博文の励
ましで、美栄子は無事女の子を出産する。武
田真冶・菅野美穂・木内みどり ほか

97

Ｃ－１

作品名

5/DA 障害関係

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

VHS

VHS
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26

Ｃ－１

DA99-073

徹子の部屋
乙武洋匡

「五体不満足」の著者、乙武洋匡さんは、現
在早稲田大学経済学部政治学科の３年に在
学。先天性四肢切断という障害はあっても何で
も前向きに挑戦し、毎日がとても楽しいと
か・・・。ご自身の体験から感じたことを明るく語
る。

DA99-074

ﾄﾞｷｭﾒﾝﾀﾘｰ人間劇場
手の言葉に耳を澄ますと
丘の上に灯ともす 米作り夫婦

北海道栗山町で農業を営む三津橋賢一さ
ん、和子さん夫婦はろうあ者。結婚して３９年、
２人の子を育て上げ、今は夫婦２人で暮らして
いる。２人の１年を通して人間本来の生き方を
探り、心豊かに生きるすべが語られる。

46

Ｃ－１

DA99-075

テレメンタリー'99
見えます、心の音が…
難聴の少女、ダンスにかける青
春

生まれつき重い聴覚障害を持つ西畑絵里さ
ん。彼女は，九州女子高校ダンス部に所属し
ている。耳の聞こえない彼女は，音楽に合わ
せて踊るのに一苦労だが，先輩や仲間たちに
励まされ一生懸命ダンスに取り組んでいる。全
国ダンスコンクールでは，ソロにも挑戦する。

25

Ｃ－１

ザ・ノンフィクション
麻弓の冒険

聴覚障害者で元風俗嬢の“豹ちゃん”こと武田
麻弓さん。彼女は今，ニューヨークで黒人の夫
と娘の三人暮らしをしている。彼女の波瀾に満
ちた人生を振り返りながら，ニューヨークでの
彼女の生活に密着取材する。

46

Ｃ－１

VHS

DA2000-077

VHS

徹子の部屋
DA2000-078 ろう者女優が初主演
忍足亜希子

映画「アイラブユー」で主演デビューした忍足
亜希子さん。彼女は，ろう者自身がろう者の役
を演じるということで注目を浴びた。 忍足さん
に生い立ちや映画でのエピソードを伺う。

26

Ｃ－１

VHS

テレメンタリー'９９
DA2000-079 地球のここに僕がいる
倉石家・戸隠に描くいのちの色

長野県・戸隠に住む倉石太次郎さんとその家
族の真摯（しんし）に生きる姿を追う。ダウン症
で重度の難聴という障害をもった太次郎さん。
言葉を持たない彼は，描くという行為で自分を
表現する。両親も画家という家庭環境で，絵を
通して競い合い，理解し合う姿からは，描く者
同士の絆も感じられる。

25

Ｃ－１

VHS

平成11年度文化庁芸術祭参加
作品
DA2000-080
君の手がささやいている
～第三章～

聴覚障害を持つ美栄子と健聴者の博文は，結
婚し，出産，育児と夫婦力を合わせて乗り越え
てきた。 一人娘の千鶴が，小学校入学を間
近に控えたある日，突然博文に仙台への転勤
話が。博文は，単身赴任を決意するが…。
菅野 美穂・武田 真治・西澤 美優 ほか

99

Ｃ－１

VHS

この番組は，全国規模で活動している聴覚障
害者の関係団体をシリーズでご紹介する番組
手話ビデオ団体紹介ビデオ①
です。１回目は，（財）全日本聾唖連盟と（社）
財団法人全日本聾唖連盟・社団 全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の２団
DA2000-081 法人全日本難聴者・中途失聴者 体をご紹介します。事務所の様子，理事長へ
団体連合会
のインタビュー等を収めましたので，是非ご覧
（字幕入り）
ください。
(平成11年度制作手話ビデオに字幕を挿入し
ました。)

24

Ｃ－１

6/DA 障害関係

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

VHS

VHS

VHS

VHS

時間
（分）

利用
区分

26

Ｃ－１

金曜エンタテイメント
DA2000-083 おふくろシリーズ⑯
おふくろ歓喜の歌

夫を亡くした奈津子は，義父の新一郎，二男の
淳，長女の希との４人暮らしをしていた。ある
日，淳の耳が聞こえなくなり「突発性難聴」と診
断され，聴力は戻らないとの宣告を受けた。そ
んな淳は，家族に当たり部屋に閉じこもってし
まう。
浜 木綿子・小原 裕貴・忍足 亜希子 ほか

96

Ｃ－１

スーパーテレビ情報最前線
DA2001-084 車椅子の花嫁の15年
運命が育てた夫婦愛

ファッションモデルとして活躍し，結婚を目前に
控えて交通事故に遭い，車椅子の生活となっ
たひとみさん。「車椅子の花嫁」として取り上げ
られてから1５年。夫・伸行さんの支えもあっ
て，今，彼女は，家事を完璧にこなすかたわ
ら，全国各地での講演活動などに忙しい。

46

Ｃ－１

にんげんドキュメント
DA2001-085 さよならレザン
～盲導犬とテノール歌手～

全盲のテノール歌手、天野亨（あまの とおる）
さん。公演旅行や歌のレッスンにいつも同行す
るのは、盲導犬のレザンだ。５年間、いつも一
緒に過ごしてきた天野さんとレザン。しかしレ
ザンは足を痛め、盲導犬を引退し、天野さんと
別れなければならなくなった。深い信頼関係で
結ばれてきた天野さんとレザン、その別れの
日々を追ったドキュメンタリー番組。

43

Ｃ－１

日本各地のふるさとの風景画で知られる画
家・原田泰治さんと、知的障害と聴覚障害があ
るはり絵画家・岡田清和さん。このふたりの展
覧会が、平成12年に新潟市で開かれた。二年
前の出会いから展覧会を開くまでの過程を、
詳しく紹介する。

44

Ｃ－１

聴覚に障害を持つ福団治亭くいだおれさん
は、手話落語を始めて15年。「落語は "話の芸
"です。手話落語は、"手の芸"です。」と語るく
いだおれさん。くいだおれさんの創作した手話
落語や視覚障害者を交えての「バリアフリー落
語」を紹介する。

30

Ｃ－１

29

Ｃ－１

分類番号

作品名

内容

団体紹介ビデオの２回目は，全国盲ろう者協
会を紹介する。この協会の事業について，事
手話ビデオ
務局の松谷さんにご説明いただく。また併せ
団体紹介ビデオ②
DA2000-082
て，盲ろうという障害や盲ろう者のコミュニケー
社会福祉法人全国盲ろう者協会
ション方法，通訳・介助の実際等もご覧いただ
（字幕入り）
く。
司会：植野慶也

ふたりの展覧会
～原田泰治と岡田清和～

VHS

DA2001-086

VHS

きらっといきる
笑いでバリア無くしまっせ！
DA2001-087
～手話落語家・福団治亭
くいだおれさん～

VHS

京都市の劇団「あしたの会」は、ろう者と健聴
者が共に芝居を作っている劇団。「ろう者が健
きらっといきる
聴者に合わせるのではなく、対等に生きる社
手話のアートで舞台をつくる
DA2001-088
会を」と、呼びかける「あしたの会」から俳優の
～劇団「あしたの会」のみなさん
蒲原敏光（かまはらとしみつ）さん、金博茂（き
～
むぱくむ）さん、山脇立嗣 （やまわきたつし）さ
んを迎え、芝居にかける思いを聞く。

7/DA 障害関係

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

スーパーテレビ情報最前線
特別版
DA2001-089
乙武洋匡２４歳の誤算
僕はイイ奴なんかじゃない！！

『五体不満足』の出版によって、一躍日本中に
その名の知れ渡った乙武洋匡さん。しかし本
の出版は予期しなかった影響を彼の生活にも
たらした。世間の人から常に注目され、「頑
張っている障害者」と見られることへの戸惑
い。そしてどこへ行っても「五体不満足の乙武
洋匡」と言われることへの不満。今新しい仕事
に踏み出した乙武さん24歳の本音を追ったド
キュメンタリー。

71

Ｃ－１

VHS

テレメンタリー2001
DA2001-090 見えます、心の音が・・
難聴のダンサー夢への旅立ち

西畑絵里さんは、重度の難聴があるが九州女
子高校を卒業後、筑波大学体育専門学群へ
進み、関東地区の大学の中でも強豪といわれ
る筑波大学のダンス部に入部。言葉がうまく話
せないので体で相手に伝えたいと無音でソロ
の創作ダンスを発表。親元を離れて寮で暮ら
す絵里さんの日常を追う。

25

Ｃ－１

VHS

聴覚障害者の美栄子が、事故に遭いそうに
なったのを目撃した娘の千鶴は、母が心配で
友達とも遊ばず母の買い物に付き合う。娘の
平成1２年度文化庁芸術祭参加
不安に気づかなかったことが美栄子には、
作品
DA2001-091
ショックだった。そして自分は夫や娘に幸せに
君の手がささやいている
してもらうばかりで、自分が幸せを与えること
－第四章－
はできないと悩む。
武田真治／菅野美穂／高樹沙耶／舞／木内
みどり／本田博太郎

93

Ｃ－１

VHS

きらっといきる
あなたの手から思いが伝わる
DA2001-092
聴覚障害者のホームヘルパー
廣田しづえさん

大阪で聴覚障害者の訪問介護をしている廣田
しづえさん。ご自身も聴覚に障害がある。四年
前にヘルパー１級の資格を取り、活躍中の廣
田さんの様子をＶＴＲで紹介しながら、なぜヘ
ルパーになったのか、将来の夢などについて
お話をしていただく。

29

Ｃ－１

VHS

きらっといきる
ぼくらはアメフト日本一！
DA2001-093
～聴覚障害のアメフト部員・
西村隆幸くん～

大阪産業大学附属高等学校３年の西村隆幸く
んは、聴覚障害がありながらアメフト部のレ
ギュラー。ポジションは、コーナーバックだ。１９
９９年アメフト高校日本一になったこのチーム
の練習風景や、部員仲間との交流などを詳しく
紹介する。

29

Ｃ－１

VHS

難聴児を育てている家族が主体となって活動
手話ビデオ
している難聴児を持つ親の会。親の会主催の
DA2001-094 団体紹介ビデオ③全国難聴児を 親子キャンプや、難聴学級見学、座談会の様
持つ親の会(字幕入り）
子などを紹介するとともに、全国難聴児を待つ
親の会の稲田会長からメッセージをいただく。

29

Ｃ－１

VHS

視聴覚二重障害者福祉センター「すまいる」の
きらっといきる
代表、門川紳一郎さんと副代表の綾城重男さ
手で読む手で聴く手で話す
DA2002-095
んをお迎えし、お話を伺う。ＶＴＲで同じ障害の
～「すまいる」の盲ろうの仲間た
ある仲間と語り合える場「すまいる」のありかた
ち～
を説明する。手話通訳は山口敦子さん。

29

Ｃ－１

種別

VHS

分類番号

作品名

8/DA 障害関係

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

1２年前の「遥かなる甲子園」に続き、ろう者を
主人公にした映画「アイ・ラブ・ユー」を撮った
にんげんゆうゆう シリーズろう
大澤豊監督がゲスト。ありのままのろう者像を
DA2002-096 の世界の豊かさを伝えたい①言
描くのが、この映画の狙いで、ろう文化やろう
葉のバリアを越えて
者の価値観を正しく把握するためには、日常
の交流が大切と、ご自身の経験から話される。

29

Ｃ－１

VHS

ゲストに忍足亜希子さんを迎え、二度目の主
演映画「アイ・ラブ・フレンズ」の一部を紹介しな
にんげんゆうゆう シリーズろう がら、この映画にかけた思いや役づくりについ
DA2002-097 の世界の豊かさを伝えたい②あ て伺う。映画の題名どおり仲間は大切で、励ま
なたに届け私の思い
し合い助け合うことは、ろう者とか聴者とかは
全く関係なく人間として大切だということ、今後
の抱負を熱く語られる。

29

Ｃ－１

29

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容

VHS

ザ・プロフェッショナル
DA2002-098 育て！音を伝える犬
～有馬もと～

1996年に長野県上伊那郡宮田村に日本聴導
犬協会が発足した。今までに４頭を送り出し、
８頭を訓練中だ。耳の不自由な人に生活の中
で必要な音を届け、安心して暮らせるように支
えるのが役割と、聴導犬トレーナーの有本もと
さんは語る。訓練の様子も紹介する。

VHS

スーパーテレビ情報最前線
DA2002-099 僕は噂の身体障害者 痛快！
お笑い青春記

車イスのお笑い芸人・ホーキング青山。ホーキ
ングの芸人生活８周年記念ライブに向けた
日々に密着した取材は、彼の障害があるがゆ
えの苦労、家族との結び付きの強さ、毒舌の
裏に隠された優しさを伝えてくれる。

47

Ｃ－１

VHS

ここがヘンだよ日本人
「日本のバリアフリー」
DA2002-100 第２弾「障害者が住みやすい国
にする為には一体何が必要かを
考える」

バリアフリーの重要性は分かっていても、路上
には違法駐車された自転車があり、車いすで
は上れないほど急なスロープも存在する。障
害者の暮らしやすい国にするためには一体何
が必要なのか。スタジオに障害者を招き真の
バリアフリーとは何かを討論する。

47

Ｃ－１

VHS

DA2002-101

障害者を隔離するような養護学校はいらな
い！いや、ろう学校・盲学校こそが自分達の居
場所だった・・・！日本在住の障害者と外国人
たちが、障害者教育をめぐって激突バトル。２
人のろう者が、ろう学校の意義を手話で語り、
総合教育の是非に一石を投じる。後半は日本
初の障害者のお笑い芸人・ホーキング青山の
温泉初体験爆笑レポート。

47

Ｃ－１

VHS

障害を持つ子供たちの心温まるドキュメンタ
リー。生まれつき右手の指がない穂乃花ちゃ
んは、９歳の女の子。指のことなどまったく気に
金曜エンタテイメント 砂の中の せず育ってきたが、ある日壁にぶちあたる。そ
DA2002-102 ダイアモンド～障害とともに生き の時お母さんは・・・。
る小さな命～
ダウン症の女の子友美ちゃんは、プロのミュー
ジシャンとして音楽活動を続ける。バンドの中
にはやさしい恋人もいる。練習を積み重ねて迎
えた初めてのコンサートはどうなるのか？

97

Ｃ－１

ここがヘンだよ日本人
「障害者の暮らしやすい社会」

9/DA 障害関係
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種別

VHS

VHS

分類番号

内容

時間
（分）

利用
区分

愛知県立豊橋ろう学校に通う藤本貴昭君（16
歳）は、先天性高度感音難聴のため両耳が聞
こえない。だが普通小学校でいじめにあい、強
くなりたい一心で５年生の時からボクシングを
始めた。夢はﾌﾟロボクサー。しかし心の中で何
かが変わり始め、目標を見失いかける。苦悩
の末、彼は強く生きるために再びボクシングを
始めた。＜教育漢字 中学生以上ルビ＞

25

Ｃ－１

君の手がささやいている
-最終章-

生まれながらに聴覚障害をもつ美栄子は、博
文と結婚し、やがて生まれた娘・千鶴も無事６
年生に成長した。今までは何でも話してくれた
娘の親離れに美栄子は戸惑い、娘の気持ちを
理解しようとして千鶴の日記を手にする。それ
が原因で千鶴は家出するのだが・・・。
武田真治/管野美穂/谷口舞/高樹沙耶 ほか

124

Ｃ－１

社会福祉の実際
障害者福祉の実際

福祉を学ぶ人を対象に、障害者福祉の変遷や
施策について解説した番組。日本の福祉の歴
史や、ＷＨＯによる障害分類、ノーマライゼー
ションやバリアフリーなどの理念、さらに障害
者基本法などの法律についてわかりやすく解
説する。また、生活訓練や職業訓練といったリ
ハビリテーションの現場、地域社会での障害者
のくらし、新しい福祉サービスなどを紹介する。

33

Ｃ－１

作品名

テレメンタリー2001
DA2002-103 道の途中～１６歳・難聴のボク
サー～

DA2002-104

VHS

DA2002-105

VHS

障害を理由に資格が取れないという｢欠格条
にんげんゆうゆう シリーズ障害 項」の見直しが始まった。シリーズ障害者と資
DA2002-106 と資格 聴こえなくても仕事がで 格、今回は耳が聴こえない医師の活動を紹介
きる
するとともに、聴こえない大学生が講義を受け
る際の支援等の現状について紹介する。

29

Ｃ－１

VHS

弁護士の田門浩さんは先天性のろうで話すこ
とも不自由。中学２年の秋“耳の聞こえない人
が難関の司法試験に合格”という新聞記事を
にんげんゆうゆう シリーズバリ 目にしてから猛勉強し、東大法学部に現役で
DA2002-107 アをこえて 聞えなくても弁護は 合格。平成７年には司法試験に合格し、現在
できる
は新宿にある法律事務所に勤務。人を助ける
仕事がしたいという夢を実現させた。これから
の目標についても話してくださる。田門浩／新
藤保代／土橋照美／小林君恵／柿沼郭

29

Ｃ－１

VHS

１９９８年から放送の始まった「目で聴くテレビ」
は、日本で唯一、聴覚障害者の手によって番
組の制作が行われている。すべての番組に手
団体紹介ビデオ④目で聴くテレ
話と字幕がつき、聴覚障害者にとって身近な
ビ～ＮＰＯ法人ＣＳ障害者放送統
DA2002-108
情報を発信し続けており、また阪神大震災の
一機構～＜手話ビデオ＞＜字幕
教訓から、緊急災害時の情報保障にも取り組
入り＞
んでいる。番組では「目で聴くテレビ」を製作し
ている「ＮＰＯ法人ＣＳ障害者放送統一機構」を
紹介する。高田英一／大嶋雄三／柳喜代子

24

Ｃ－１

VHS

当団とＤＰＩ日本会議が主催した「“障害者差別
禁止法”を考える国際フォーラム」のパネル
ディスカッションの模様。障害者差別禁止法は
国際フォーラム 障害者差別をな
DA2003-109
世界４０か国以上にあるが、日本がまだ制定し
くすために
ていない点を中心に話を展開する。 福島智/
東俊裕/平野みどり/北野誠一/永六輔/村田
幸子

60

Ｃ－１

10/DA 障害関係
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時間
（分）

利用
区分

VHS

手話固有のリズムや表現を生かした、新しい
「手話の音楽」を創る活動をする若者のグルー
聴覚障害者のみなさんへ 手話
プ。ライブに向けて、ろう者と聴者が協力し合
DA2003-110 の音楽に挑む ～パフォーマン
いながら、時にぶつかり合いながら、懸命に新
スグループ「Deaf－Unit」～
しい音楽を創りだそうとする姿を見つめる。 阪
本誠

15

Ｃ－１

VHS

にんげんゆうゆうシリーズ
｢障害者インターナショナル世界
DA2003-111
会議札幌大会」③
すべてをバリアフリーに

10の分科会のうち日本の障害者の関心が高
い「アクセス」分科会を取材。交通機関、コミュ
ニケーションなど様々な分野におけるバリアフ
リー化をめぐり、世界的な障害者リーダーに最
新情報を聞く。 渡返英紀/中西由紀子/マイケ
ル・ウィンター

29

Ｃ－１

VHS

にんげんゆうゆうシリーズ
DA2003-112 ｢ＮＨＫ障害福祉賞から」
③手話が育む笑顔と友情

中学校教師の福永泰子さんは、聴覚障害のあ
る生徒とともに初めて手話を学び、徐々に生徒
の心を開いていった。手話が、本人だけでなく
他の子供たちに影響を与えた様子を伺う。 渡
辺英紀/福永泰子

29

Ｃ－１

にんげんゆうゆうシリーズ
DA2003-113 「老後の食・改善作戦」①
４０％栄養不足

病院や施設に入所している高齢者の40パーセ
ントに、栄養不足が見られるという衝撃的な調
査結果が報告された。栄養士により十分に栄
養の管理をされているはずの病院や施設で、
なぜ栄養不足が起こるのか。そこには必要栄
養量を画一的に決めてきた従来のシステムの
不備と、栄養士が高齢者の実情を把握し切れ
ていないという現実があった。高齢者の栄養不
足と、それを補う補助食品の簡単な調理につ
いて紹介する。 毒蝮三太夫

29

Ｃ－１

VHS

きらっといきる 僕の想い、絵で
DA2003-114 語ります ～プロの画家を目指
す河村武明さん～

脳梗塞で倒れた後遺症で、失語症・難聴・右手
のマヒがある河村武明さん。笑顔を売りに、ス
トリートで自作のアクリル画を販売している。絵
と詩で伝えるメッセージはいつも大人気。 小
林紀子/ジェフ・バーグランド/牧口一二/河村
武明

29

Ｃ－１

VHS

鳥取ろう学校高等部３年の尾田将史君は、中
学１年の時初めてカメラを手にし、コンテストに
入賞する先輩たちにあこがれて写真部に入
きらっといきる
部。現在は中心メンバーとして部活で県外に
DA2003-115 僕の世界はカメラで広がる
行くことも増え、全国各地に友達ができた。将
～鳥取ろう学校 尾田将史君～ 来の夢は「鳥取ろう学校の先生になること」と
語る尾田君の日常を紹介する。 高田啓一／
尾田緑／ジェフ・バーグランド／小林紀子／牧
口一二

30

Ｃ－１

VHS

平成１４年５月「身体障害者補助犬法」が成立
し、交通機関や公共施設で補助犬の同伴を拒
否できないと定められた。大阪市の岸本さん夫
きらっといきる 聴導犬は夫婦の
妻のもとにいる聴導犬のみかんが、生活に必
DA2003-116 ホットライン ～“みかん”と暮ら
要な音を８種類記憶し、どんなふうにお二人を
す岸本淑子さん宗也さん～
サポートしているのかを紹介する。 ジェフ・
バーグランド／小林紀子／牧口一二／山口八
千代

29

Ｃ－１

種別

VHS

分類番号

作品名

内容

11/DA 障害関係
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時間
（分）

利用
区分

VHS

３歳の時、病が原因で聴力を失った武田麻弓
さん ３１歳。帰国した恋人の後を追うため風
俗産業で働き、そのお金で５年前に渡米。だが
スーパーテレビ 情報最前線 ろ
恋人には妻がいた。赤裸々な過去をつづった
DA2003-117 うあの風俗嬢は今・・・武田麻弓
著書『いっしょにファイト！』には日本の若い女
３１歳の決意
性が共感。女として妻として母として自分が決
めた道を歩き続ける麻弓さんの今の姿を伝え
る。

47

Ｃ－１

VHS

仙台市に住む越阪部（おさかべ）冬哉君と冬樹
君は、ふたごの兄弟。翌年の小学校入学を楽
しみにしている。だが、２人は太陽の光を浴び
オフレコ！ 月明かりの下の願い
DA2003-118
られない難病にかかっている。そのため、屋内
ごと ～６歳の旅立ち～
にいる時でも、窓に紫外線防止フィルムをはる
などの特別な配慮が必要だ。家の近くの小学
校に通いたいという２人の願いはかなうのか？

47

Ｃ－１

VHS

マダガスカルの日本人助産婦の牧野幸江さん
（６９歳）。今までに取り上げた赤ちゃんは五千
人、今も忙しい日々を過ごす彼女の日常を取
材。メジャーリーガー石井一久投手は、アメリ
カに渡った心境と家族への思いを告白。Ｆ１の
ＤｏCｏＭｏ１０周年スペシャル 情 佐藤琢磨は、母のためにこそ走ると語る。ＬＤ
DA2003-119
報メッセージ つ･た･え･た･い
の少年を大きく変えたのは、海洋冒険家堀江
謙一さんとの出会い。聴力障害者として初めて
薬剤師免許を取得した早瀬久美さん。それぞ
れのメッセージを伝える。 堀江謙一／牧野幸
江／佐藤琢磨／石井一久／早瀬久美／早瀬
憲太郎

95

Ｃ－１

VHS

小林海（かい）くんは、高機能自閉症と呼ばれ
る軽度の発達障害だ。この障害の子供の多く
は知的障害を伴わず、また見た目では障害が
分からないため、周囲の人々に理解されづら
親の目子の目 第１５７５回 海く
DA2003-120
い。学習障害やＡＤＨＤを含めた軽度の発達障
んの挑戦（前編）
害を抱える子供たちは、全国に数万人もいると
いう。海くんの日常を中心に、障害に取り組む
子供たちの姿を追う。小林海／小林志保／小
林政毅

27

Ｃ－１

VHS

高機能自閉症の小林海（かい）くんは、小学二
年生の夏休みを迎えた。海くんにさまざまな経
親の目子の目 第１５８６回 海く 験を積んで、社会性を身に付けて欲しいと願う
DA2003-121
んの挑戦（後編）
ご両親に見守られ、時々パニックを起こしなが
らも、ゆっくりと成長していく海くんの姿を追う。
小林海／小林志保／小林政毅

27

Ｃ－１

VHS

徳島県鳴門市にある聴覚障害者の阿波おどり
きらっといきる おどりのリズムを グループ「すだち連」。すだち連は１９８１年の
DA2003-123 体で感じて ～阿波おどりグルー 国際障害者年を記念してつくられた、障害者の
プ「すだち連」～
阿波おどりグループの草分け的な存在だ。す
だち連のいきいきとした活動を紹介する。

29

Ｃ－１

種別

分類番号

作品名

内容
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47

Ｃ－１

29

Ｃ－１

29

Ｃ－１

29

Ｃ－１

29

Ｃ－１

29

Ｃ－１

7

Ｃ－１

VHS

スーパーテレビ情報最前線 五
DA2003-124 体不満足からの脱却 結婚 父
の死・・・そして

大学３年の時書いた『五体不満足』は、５００万
部のベストセラー。大学を卒業後、後輩と電撃
結婚。その１か月半後、父を失った。現在ス
ポーツライターとして活躍中の彼が、大学卒業
の時父から届いた手紙を披露し、父への思い
や家族観、自分の幸せや仕事について語る。
乙武洋匡／久本雅美／松本英子／ラモス瑠
偉／乙武常雄

VHS

きらっといきる
見える音感じる言葉を演じます
DA2004-125
～人形劇団「デフ・パペット・シア
ター・ひとみ」～

聴覚障害のある人とない人が一緒に作る日本
で唯一のプロ人形劇団。見た目に面白い楽器
で「見える音」を演出するなど、独自の表現を
生み出してきた。役作りする新人を団員たちが
サポートする様子を伝える。庄崎隆志／善岡
修／やなせけいこ

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

石川大輔さん・ミカさん夫妻はともに車いすで
生活している。２人は「バリアフリーコンサルタ
ント」として、講演や専門学校での指導などを
きらっといきる心の“バリア”をな 行い、障害者の暮らしやすい町づくりを広く訴
DA2004-126 くしたい！～石川大輔さん・ミカさ えている。「好きなところに行きたい。楽しみた
ん夫妻～
い」という気持は、健常者も障害者も変わらな
い、と訴える石川さん夫妻。２人の姿を通じて、
バリアフリーについて考える。 石川大輔／石
川ミカ／牧口一二
視覚と聴覚の両方に障害を持つ盲ろう者。現
在全国に約１万３０００人の盲ろう者がいるとい
う。盲ろう者のコミュニケーション方法は触手
福祉ネットワーク 障害者くらし 話、指点字、手書き文字など、その人のニーズ
DA2004-127 情報 手のふれあいが盲ろう者 によってさまざまな種類がある。番組では、大
を支える
阪市の盲ろう者が運営するＮＰＯ法人すまいる
の取り組みを紹介しながら、盲ろう者を支える
サポートのあり方を考える。福島智／堀内万
起子
甚大な被害をもたらした阪神大震災では、障
害者も多く被災した。災害が起きた時、災害弱
者といわれる高齢者や障害者は、どうしたら自
福祉ネットワーク障害者くらし情
分の命を守れるのか。横須賀市では、地域と
DA2004-128 報災害から命を守る～障害者の
行政が一体になり、高齢者や障害者を災害か
防災～
ら守る取り組みを行っている。緊急通報システ
ムや、地域の取り組みを紹介しながら、災害か
ら命を守る方法を考える。
横浜市立ろう学校では授業に太鼓の演奏を取
り入れている。聴覚に障害を持つ子供たちも、
福祉ネットワーク障害者くらし情 太鼓なら、その振動を感じることができるから
DA2004-129 報ＮＨＫ障害福祉賞から②
だ。教頭の石田さんは太鼓の指導にずっとか
体で感じて打ち鳴らせ！
かわってきた。「いつか子供たちと海外で公演
したい」夢に向かって練習を続ける姿をを追
う。
被爆５８周年となった２００３年８月の「原爆の
日」。その祈念式典で、ろうあ者として初めて被
爆の惨状を訴えた山﨑榮子さん。手話で語ら
被爆５８周年 長崎原爆犠牲者
れるその証言は、多くの人々の心を打った。
慰霊平和祈念式典「平和への誓
DA2004-130
すでに世を去ったろうあの友人たちに代わり、
い」 山﨑榮子さん ２００３．０
平和の尊さと戦争の惨状を訴える。この作品
８．０９
は、被爆５８周年長崎原爆被爆犠牲者慰霊平
和祈念式典の映像です。 資料映像提供：ＮＨ
Ｋ

13/DA 障害関係

