兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

VHS

VHS

VHS

VHS

VHS

分類番号

ZF2006-002

ZF2006-003

ZF2006-004

ZF2006-005

ZF2006-006

内容

時間
（分）

利用
区分

ワンポイント手話 第１巻
１～１０回

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ
教育テレビ「ワンポイント手話」１回放送～１０
回放送分。１．手話は楽しい ２．こんにちは
お元気？ ３．はじめまして ４．家族は父と母
と私です ５．おじいちゃんになりました ６．手
話を学ぶのは大好き ７．手話でコミュニケー
ションできる？ ８．手話はわかります ９．きょ
うは雨ですね １０．あの人は誰？ 小林順
子／北澤誠／古家貴代美

50

Ｃ－１

ワンポイント手話 第２巻
１１～２０回

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ
教育テレビ「ワンポイント手話」１１回放送～２０
回放送分。１１．本は何冊ありますか？ １２．
何時に起きますか？ １３．父は５３歳です １
４．これは９５００円です １５．土曜日はお休み
ですか？ １６～２０．指文字を覚えましょう１～
５ 小林順子／北澤誠／古家貴代美

50

Ｃ－１

ワンポイント手話 第３巻
２１～３０回

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ
教育テレビ「ワンポイント手話」２１回放送～３０
回放送分。２１．誕生日はいつ２２．聞こえなく
なったのは５年くらい前２３．手話が上手になり
ました２４．趣味は読書と旅行です２５．仕事は
何をしていますか？２６．こんなに食べられる
の？２７．この道 駅へ行けますか２８．早く帰
りたいな２９．この映画見たいな３０．どちらが
好き？ 小林順子／北澤誠／古家貴代美

50

Ｃ－１

ワンポイント手話 第４巻
３１～４０回

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ
教育テレビ「ワンポイント手話」３１回放送～４０
回放送分。３１．紅葉もきれいでしょう３２．あな
たの手話は分かりやすい３３．この眼鏡、見に
くいな３４．たばこを吸ってもかまわない？３５．
印鑑は必要ですか？３６．歩かなくちゃいけな
いね３７．田舎に帰りますか？３８．たこ揚げと
は珍しいですね３９．スキーはどこに行きます
か４０．どうやって北海道に行くの？ 小林順
子／北澤誠／古家貴代美

50

Ｃ－１

ワンポイント手話 第５巻
４１～５０回

中途失聴者・難聴者向け手話学習番組。ＮＨＫ
教育テレビ「ワンポイント手話」４１回放送～５０
回放送分。４１．熱があるみたいだ４２．今年大
学受験なんです４３．この色すてきだね４４．１
８歳までイギリスに住んでいました４５．何でも
よく知っていますね４６．入院したことあります
か？４７．手伝ってくれますか？４８．ボランティ
アに関心ありますか？４９．もし欠席ならメール
をください ほか 小林順子／北澤誠／古家貴
代美

50

Ｃ－１

作品名

1/ZF 手話表現

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

分類番号

作品名

内容

ZF2014001.002.003

利用
区分

25
25
25

A-3

25
25
25

A-3

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第１回
○学習ステップ１「おはよう」「こんにちは」「こん
ばんは」「手話サークル」○学習ステップ２「は
じめまして」「よろしくおねがいします」「お会い
できてうれしいです」○手話で語る絵本「おふ
ろだ、おふろだ！」○しゅわしゅわワールド「手
話を学ぶ医学部学生さん」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４
月の曲「ＳＴＡＲＳ」

ＮＨＫみんなの手話
第１回 あいさつの表現
DVD

時間
（分）

ＮＨＫみんなの手話
第２回 天気／季節の表現
ＮＨＫみんなの手話
第３回 家族の表現

第２回
○学習ステップ１「天気の表現」「雨」「晴れ」
「梅雨」○学習ステップ２「季節の表現」「春」
「夏」「秋」「冬」「四季」○手話で語る絵本「だっ
これっしゃ」前編○しゅわしゅわワールド「東北
弁語り 民話『竹の物語』前編」○ＨＡＮＤＳＩＧ
Ｎ ４月の曲「ＳＴＡＲＳ」
第３回
○学習ステップ１「お父さん」「お母さん」「兄」
「弟」「姉」「妹」「祖父」「祖母」○学習ステップ２
「両親」「家族」「夫婦」「兄弟」「姉妹」「息子」
「娘」「親戚」○手話で語る絵本「だっこれっ
しゃ」後編○しゅわしゅわワールド「東北弁語り
民話『竹の物語』後編」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４月の
曲「ＳＴＡＲＳ」

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第４回
○学習ステップ１「行く？」「来る？」「だめ？」
○学習ステップ２「どこ？」「何？」「いつ？」○
手話で語る絵本「おつきさま こんばんは」○
しゅわしゅわワールド「手話落語 桂福團治『し
じみ売り』 前編」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ４月の曲「Ｓ
ＴＡＲＳ」
ＮＨＫみんなの手話
第４回 質問の表現
DVD

ZF2014004.005.006

ＮＨＫみんなの手話
第５回 好き／嫌いの表現
ＮＨＫみんなの手話
第６回 数／月日に関する表現

第５回
○学習ステップ１「好き」「嫌い」「得意」「苦手」
○学習ステップ２「飲みたい」「飲みたくない」
「作る」「作りたい」「帰る」「帰りたくない」○手
話で語る絵本「あなたがだいすき」○しゅわしゅ
わワールド「手話落語 桂福團治『しじみ売り』
後編」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月の曲「ＤＡＮＣＥ＆Ｓ
ＭＩＬＥ」
第６回
○学習ステップ１「数に関する表現」「１、２、
３・・・１０」「１０、２０、３０・・・１００」「千」「万」
○学習ステップ２「○月△日」「何の日？」「一
年」「年末」「元日」「祝日」○手話で語る絵本
「あなたがだいすき」○しゅわしゅわワールド
「臼井千恵さん 手楽来家」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５
月の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」

2/ZF 手話表現

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

分類番号

作品名

内容

ZF2014007.008.009

利用
区分

25
25
25

A-3

25
25

A-3

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第７回
○学習ステップ１「時間に関する表現」「正午」
「午前」「午後」「一日」「２４時間」○学習ステッ
プ２「時間の経過に関する表現」「早い」「遅い」
「時間が過ぎる」「時間がかかる」
○手話で語る絵本「あなたがだいすき」
○しゅわしゅわワールド「松山大学 聴覚障害
体験授業 モコゲーム」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月
の曲「ＤＡＮＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」

ＮＨＫみんなの手話
第７回 時間の表現
DVD

時間
（分）

第８回
ＮＨＫみんなの手話
○学習ステップ１「体を軸にした時間のイメー
第８回 現在／過去／未来の表 ジ」「過去」「現在」「未来」「最近」○学習ステッ
現
プ２「今日」「明日」「昨日」「今月」「先月」「来
月」○手話で語る絵本「ないた」○しゅわしゅわ
ＮＨＫみんなの手話
ワールド「香川県丸亀市さぬき福祉専門学校
第９回 動きを表す表現
教員 阿部忍」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ５月の曲「ＤＡＮ
ＣＥ＆ＳＭＩＬＥ」
第９回
○学習ステップ１「動きの表現」「歩く」「座る」
「立つ」「登る」「下りる」○学習ステップ２「開け
る」「閉める」「読む」「書く」「走る」「泳ぐ」
○手話で語る絵本「ないた」○しゅわしゅわ
ワールド「福島県会津若松市役場設置手話通
訳の仕事 課長 斎藤綾子さん」○ＨＡＮＤＳＩＧ
Ｎ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

DVD

ZF2014010.011

ＮＨＫみんなの手話
第１０回 食べ物／味覚の表現
ＮＨＫみんなの手話
第１１回 形容の表現

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第１０回
○学習ステップ１「食べ物に関する表現」「ラー
メン」「カレー」「焼肉定食」「寿司」○学習ステッ
プ２「味覚に関する表現」「甘い」「おいしい」「ま
ずい」「苦い」「渋い」○手話で語る絵本「ない
た」○しゅわしゅわワールド「福島県会津若松
市役場設置手話通訳の仕事 課長 斎藤綾子
さん」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯ
Ｕ」
第１１回
○学習ステップ１「形容に関する表現」「多い」
「少ない」「?い」「低い」「固い」「柔らかい」
○学習ステップ２「上手」「下手」「きれい」「汚
い」○手話で語る絵本「いつもいっしょに」
○しゅわしゅわワールド「みんなの手話 撮影
の舞台裏」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ
ＹＯＵ」

3/ZF 手話表現

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

DVD

分類番号

ZF2014012.013

作品名

内容

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第１２回
○学習ステップ１「気持ちに関する表現」「悲し
い」「笑う」「怒る」○学習ステップ２「ホッとする」
「安心する」「寂しい」「恥ずかしい」○手話で語
る絵本「いつもいっしょに」○しゅわしゅわワー
ルド「手話カフェ」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ
ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

ＮＨＫみんなの手話
第１２回 気持ちの表現
ＮＨＫみんなの手話
第１３回 思考に関する表現

時間
（分）

利用
区分

25
25

A-3

25
25
25

A-3

第１３回
○学習ステップ１「思考に関する表現」「わから
ない」「納得」「なるほど」「へえ」○学習ステップ
２「迷う」「混乱する」「思いつく」「なんだ」○手
話で語る絵本「いつもいっしょに」
○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」○ＨＡ
ＮＤＳＩＧＮ ６月の曲「Ｉ ＬＯＶＥ ＹＯＵ」

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第１４回
○学習ステップ１「可能に関する表現」「でき
る」「大丈夫」「できない」「難しい」「跳べる」「跳
べない」「厳しい」「簡単」 頑張る/元気/生（な
ま）/横柄○学習ステップ２「必要ない」「行くべ
き」「大切」「判断」「決める」 珍しい/眠い お
めでとう/新しい なんだ/病気○手話で語る絵
本「やまださんちのてんきよほう」
○しゅわしゅわワールド「デフリンピック」○ＨＡ
ＮＤＳＩＧＮ ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ

DVD

ZF2015001.002.003

ＮＨＫみんなの手話
第１４回 可能／必要の表現
ＮＨＫみんなの手話
第１５回 〜する／〜されるの表
現
ＮＨＫみんなの手話
第１６回 比較の表現

第１５回
○学習ステップ１「見る」「見られる」「あげる」
「もらう」「怒る」「怒られる」 恩師○学習ステッ
プ２「頼む」「頼まれる」「断る」「断られる」「助け
る」「助けられる」 ぼぉっとしている○手話で
語る絵本「やまださんちのてんきよほう」○しゅ
わしゅわワールド「鳥取聾学校写真部」１○ＨＡ
ＮＤＳＩＧＮ ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」
第１６回
○学習ステップ１「比較する表現」「こちらのほ
うがよい」「どちらでもよい」「良い」「悪い」 人
気がある○学習ステップ２「同じ」「違う」「変わ
る」「相変わらず」「間違い」 おかしい
○手話で語る絵本「やまださんちのてんきよほ
う」○しゅわしゅわワールド「鳥取聾学校写真
部」２○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ７月の曲「ＤＲＥＡＭ ＳＴ
ＡＧＥ

4/ZF 手話表現

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

分類番号

作品名

内容

時間
（分）

利用
区分

25
25
25

A-3

25
25
25

A-3

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第１７回
○学習ステップ１「すごいなあ、心が強いんだ」
「弱い」「普通」「まあまあ」「最高／最低」「緊張
する」○学習ステップ２「勝つ」「負ける」「つまら
ない」「将棋」○手話で語る絵本「やまださんち
のてんきよほう」○しゅわしゅわワールド「貴田
みどりさん ダンス」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ７月の曲
「ＤＲＥＡＭ ＳＴＡＧＥ」

DVD

ZF2015004.005.006

ＮＨＫみんなの手話
第１８回
第１７回 強い／弱いに関する表
○学習ステップ１「卒業後私は専門学校、あな
現
たは大学」「大学」「高校」「中学校」「小学校」
「勉強」「寂しい（“懐が寂しい”の手話表現
ＮＨＫみんなの手話
は？）」○学習ステップ２「放課後」「テスト」「受
第１８回 学校生活に関する表
験」「暇」○手話で語る絵本「おかあさんだも
現
の」○しゅわしゅわワールド「貴田みどりさん
ダンス?」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ
ＮＨＫみんなの手話
ＤＡＹＳ」
第１９回 買い物の表現
第１９回
○学習ステップ１「買う」「売る」「買い物」「値上
げ」「バーゲン」「“他”と“以降”」○学習ステッ
プ２「この近くにスーパーありますか」「商売」
「商店街」「デパート」「付いていく」「会う／ばっ
たり会う／すれ違う」○手話で語る絵本「おか
あさんだもの」○しゅわしゅわワールド「朗読劇
『目で聴いた、あの夏』練習の様子 大橋ひろ
えさん 金子真美さん 西田夏奈子さん」○ＨＡ
ＮＤＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」

ＮＨＫみんなの手話
第２０回 健康／医療の表現
DVD

ZF2015007.008.009

ＮＨＫみんなの手話
第２１回 旅行に関する表現
ＮＨＫみんなの手話
第２２回 仕事に関する表現

放送３回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第２０回
○学習ステップ１「病気」「かぜ」「診断を受け
る」「薬」○学習ステップ２「入院」「退院」「医
師」「病院」○手話でかたる絵本「おかあさんだ
もの」○しゅわしゅわワールド「朗読劇『目で聴
いた、あの夏』千葉での公演の様子」○ＨＡＮＤ
ＳＩＧＮ ８月の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」
第２１回
○学習ステップ１「電車」「バス」「車」「船」
○学習ステップ２「旅館」「ホテル」「地図」「案
内」○手話でかたる絵本「おかあさんだもの」
○しゅわしゅわワールド「早瀬憲太郎監督作品
映画『生命のことづけ』」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ８月
の曲「ＨＡＰＰＹ ＤＡＹＳ」
第２２回
○学習ステップ１「会社員」「公務員」「理髪店」
「料理人」○学習ステップ２「契約」「残業」「ア
ルバイト」「出張」○しゅわしゅわワールド「民話
の手話語り『こまもり観音様』前編 半澤啓子さ
ん 穀田千賀子さん」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９月の
曲「ＳＴＯＲＹ」

5/ZF 手話表現

兵庫県立聴覚障害者情報センターライブラリー目録
子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

種別

DVD

DVD

時間
（分）

利用
区分

ZF2015010.011

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第２３回
○学習ステップ１「野球」「サッカー」「バレー
ボール」○学習ステップ２「練習」「トレーニン
グ」「準備体操」「運動不足」○しゅわしゅわ
ＮＨＫみんなの手話
ワールド「民話の手話語り『こまもり観音様』後
第２３回 スポーツに関する表現 編 半澤啓子さん 穀田千賀子さん」○ＨＡＮＤ
ＳＩＧＮ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」
ＮＨＫみんなの手話
第２４回 レジャーに関する表現 第２４回
○学習ステップ１「動物園」「水族館」「博物館」
「美術館」○学習ステップ２「ハイキング」「海水
浴」「スキー」○しゅわしゅわワールド「手話通
訳学科のある専門学校 世田谷福祉専門学校
高島良宏さん 飯泉菜穂子さん」○ＨＡＮＤＳＩＧ
Ｎ ９月の曲「ＳＴＯＲＹ」
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ZF2015012.013

放送２回分を１枚のＤＶＤにおさめました。メ
ニュー画面から１話ずつ選べます。
第２５回
○学習ステップ１「節分」「クリスマス」「お盆」
○学習ステップ２「入学式」「卒業式」「入社式」
○しゅわしゅわワールド「手話サークルが開く
ＮＨＫみんなの手話
子ども手話体験教室 東京都墨田区手話講習
第２５回 いろいろな行事の表現
会 手話サークルすみだ」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ ９
月の曲「ＳＴＯＲＹ」
ＮＨＫみんなの手話
第２６回 手話で話しかけられた
第２６回
ら
○場所を尋ねられた時の練習 ○値段を尋ね
られた時の練習 ○食堂での会話練習
○ホテルのフロントでの会話練習 ○電車の
中での会話練習○手話で語る絵本「おつきさ
まこんばんは」○ＨＡＮＤＳＩＧＮ「ＤＲＥＡＭ ＳＴ
ＡＧＥ」
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分類番号

作品名

内容

子供もの・アニメ（手話）
ＸＪ
2005制作年度
-019通し番号

6/ZF 手話表現

