№

題名
TIME
今夜もあなたのパートナー おしゃれ工房 手話
で歌おう！ ～翼をください～

2306

35

今夜もあなたのパートナー おしゃれ工房 手話
で歌おう！ ～君といつまでも～
2307

35

消費生活・消費者問題編(一般向け）
僕らと赤ちゃんのe生活（上手なネットショッピン
2376
グ）
釣りロマンを求めて 大型狙いはチョウチン釣り
で！！ 房総ヘラの名所巡り 千葉県豊英湖、戸
2383
面原ダム

22

24

NHKスペシャル 徹底検証 大地震にどう備える
か ～東海地震 広がった危険エリア～
2387

59
らくらくワンポイント介護 〈手話ビデオ・字幕入り〉

2460

2462

32

趣味講座 「ＡＳＬで話してみよう」２
〈手話ビデオ・字幕入り〉

27

くらしと経済 女性のライフプラン
住まいを守る防犯の値段
2485

39
老後の金は渡さん！
お年寄りを狙う悪質商法にご用心

2554

25

アリ ｔｏ キリギリスの！！ 多重債務にご用心
2555

2562

22

どうぶつ奇想天外！ ２００３秋 さよなら盲導犬
オリバー

96

なんでだろう？ 携帯電話の契約トラブル
2728

25

撃退！架空請求 －ある悪質業者の手口ー
2729

19

地球！ふしぎ大自然レッサーパンダはなぜ立
つ？ 中国・竹林の小宇宙
2909

43

方法

内容
手話通訳士の野澤久美子さんが『翼をください』の歌を表現豊
かな手話で指導してくれる。また、税理士の石田通野さんが、確
定申告をすれば税金が戻るケースを年収６００万円のサラリーマ
字幕
ンをモデルとし、医療費控除や住宅ローンの控除など具体例をあ
げて説明する。 目加田頼子/ちはる/野澤久美子/石田通野/吉田
浩司/高田悦子 ＮＨＫ 平成１４年２月４日
今回は『君といつまでも』に挑戦。手話通訳士の野澤さんの指
導で情感豊かに豊かに手話で歌う。確定申告Ｑ＆Ａでは視聴者か
らの質問に税理士の石田さんが答える。退職金や副収入がある場
字幕 合、ゴルフ会員権の売却損、パートタイマーの確定申告は必要な
のか、申告書の郵送は可能か等、是非知っておきたい。 目加田
頼子/ちはる/野澤久美子/石田通野/笠井直子/浜田真理子 ＮＨ
Ｋ 平成１４年２月５日
ネットショッピングを上手に利用するための基本的なルール
や、トラブルにあわないためのポイントを具体的な例を通してわ
字幕
かりやすく解説してくれる。〈消費生活・消費者問題編一般向
け〉
気温と水温は１日のうちでも朝昼晩で変化する。チョウチン釣
りの目的はいい形のヘラぶなに出会うことだが、そのためにはエ
字幕
サの作り方とつけ方に工夫がいる。そのコツと理由を細かく分か
りやすく紹介。
東海地震で大きな被害が予想される危険エリアが拡大され、そ
こに住む人は、１都７県２６３市町村の１、２００万人にもな
字幕 る。地震発生後の大津波や帰宅困難者の発生、駅や繁華街で起き
る混乱にどう対処するのか、また医療面で広域支援体制の見直し
を迫られる静岡県など、東海地震対策を検証する。
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。
手話・字 このビデオでは、聴こえの衰えたお年寄りを介護する際にどんな
幕
心構えが必要なのか、専門家にお話を伺う。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。
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
手話・字 目。前作の内容の復習からスタートし、家族や仕事についての表
幕
現を学ぶ。また、場所の表し方についても、実演を交えて具体的
に勉強する。
ピッキングにサムターン回し、ガラス破り。年々悪質化する空
き巣や泥棒の手口。大事なわが家を泥棒から守るには、どんな備
字幕 えが必要で、いくらぐらいお金はかかるのか。最新の手口を紹介
しながら、空き巣からわが家を守る防犯対策の数々を紹介する。
防犯グッズも多数紹介され、気になるお値段も説明する。
最近、お年寄りを狙った悪質商法が急増している。シロアリ点
検と偽り、必要のない修理を無理やり押し付ける悪質業者。無料
でプレゼントをくれるというのでついていったら、そこは催眠ま
字幕
がいのやり口で高額商品を買わせる訪問販売。必ず儲かるといっ
て、大事な退職金を投資につぎ込んだら、業者が金を持ち逃げ！
老後の資金を狙う悪質な手口を、コミカルなタッチで紹介する。
ある日の「スマイル法律事務所」。借金返済のために借金を繰
り返す若者と、生活費の足しにキャッシングし、借金が増えた３
０代の主婦が相談に…。石井と石塚は２人に的確なアドバイスを
字幕
与え、解決へと導きます。お金は使い方一つで人を幸せにも不幸
せにもするもの。計画的に使うこと、悩んだら早めに専門家に相
談することが大切だと２人は呼びかけます。
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人の視覚障害者を誘導するオリバーの引退
字幕
や、新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。
携帯電話をめぐるトラブルは、中学生・高校生にも身近な問
題。このビデオでは、架空・不当請求の事例と、課金システムを
知らずに高額になったパケット通信料金の請求についての事例を
字幕
取り上げ、トラブルにあわないための注意点や、対処法、相談機
関を紹介する。（中学生・高校生向け） テツandトモほか 東
京都消費生活総合センター 平成１６年
全国に急増した架空・不当請求の被害が、依然として増え続
け、多くの被害が出ている。その手口も、ハガキ、携帯電話、パ
ソコンなどへのメールのほか、裁判所や法律事務所を装ったもの
字幕 まで、悪質巧妙化している。このビデオでは、ますます巧妙化す
る架空・不当請求の手口と被害未然防止のための対策ポイントを
分かりやすく解説する。 東京都消費生活総合センター 平成１
６年
動物園の人気者レッサーパンダ。かわいい立ち姿は人々を魅了
する。実はレッサーパンダはヒマラヤ周辺にしかいない珍獣。中
字幕 国・四川省（しせんしょう）の竹林で親子のレッサーパンダを観
察し、珍しい生態に迫る。愛らしい様子もたくさん紹介されてい
る。利用区分 Ｃ－１

№

題名
趣味講座 楽しいウォーキング

TIME

方法

34

字幕

15

字幕

22

字幕

日本の名峰
3071
あなたのおすすめはどの山ですか
(ＤＶＤ)

120

字幕

日本の名峰
3072
～全国各地おすすめの山～
(ＤＶＤ)

120

字幕

日本の名峰
3073 発表おすすめの山５０
(ＤＶＤ)

120

字幕

49

字幕

73

字幕

26

字幕

26

字幕

45

字幕

2989

バイヤーズガイドのポイント「損害保険の契約に
あたっての手引」の解説
3016

ヨネスケの利殖商法に突撃されない法 ～トラブ
ルへの対処と心得～

ＮＨＫスペシャル 恐竜ＶＳほ乳類 １億５千万年
3074 の戦い 第１回 巨大恐竜 繁栄のかげで
(ＤＶＤ）

3075
(ＤＶＤ)

ＮＨＫスペシャル 恐竜ＶＳほ乳類 １億５千万年
の戦い 第２回 迫りくる羽毛恐竜の脅威

美の巨人たち レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リ
3166 ザ」前編
(DVD)
3183
(VHS)
3167 美の巨人たち レオナルド・ダ・ヴィンチ「モナ・リ
(DVD) ザ」後編
3184
(VHS)
どうぶつ奇想天外！ 最強チンパンジー軍団の
限界に挑戦！
最強チンパンジー軍団も限界に挑戦！
雪原を駆け抜けろ！犬ぞりレース
特集 一年に一度！サバンナ最大の命の祭典
仰天！華麗なるアリの生態
3185

3168
(DVD)
3186
(VHS)

サイエンスＺＥＲＯ 極限環境生物の不思議に迫
る
44

字幕

内容
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。
損害保険は目に見えない商品なので分かりにくいと言われる。
また、昨今、保険の種類や特約が増え、ますます複雑になってい
る。各保険会社では、保険の種類や仕組み等についてパンフレッ
トやしおりで情報を提供しているが、情報量が多いため何が大事
か分かりにくい。消費者が保険の加入を考える時、基本的な部分
を正しく理解し、思いこみや誤解の無いようにすることを目的
に、具体的な保険の内容や仕組みを紹介する。
消費者センターなどに寄せられる「利殖商法」に関する相談
は、年々増加傾向にある。年代別では６０歳以上が約５割、職業
別では家事従事者と無職が５割以上を占める。投資経験や取引に
関する知識がない消費者を強引に勧誘するケースが多く、被害金
額も高額で深刻な場合も少なくない。
このビデオでは利殖商法の手口やトラブルに遭わないための注意
点や対処方法と心得を紹介。エンディングは落語家桂米助として
中高年の方々へ注意喚起する。
世界に誇る美しい山々が連なる日本。視聴者からのリクエストで
日本の名峰を選び、その雄大な山容と四季の移ろいの美しさをハ
イビジョンで伝える”日本の名峰”プロジェクト。日本の山岳映
像シリーズ第１弾。
日本の名峰プロジェクトの２回目。視聴者からのこれまでの投
票結果を集計し、中間発表を行う。メールやお便りの文面ととも
に、人気の高い数々の名峰の美しい映像を楽しむ。名峰おすすめ
人のゲストたちが、実際に山に登りその素晴らしさを伝える。
日本の名峰プロジェクトの３回目で、いよいよ視聴者の投票に
よる「おすすめの山５０」が発表される。公開収録で制作された
番組で、ゲストや会場に集まった山好きの人たちの熱い思いが語
られる。また、１位～５０位までに入った山々のハイビジョン映
像は美しく圧巻。
ほ乳類の始まりは、２億年以上昔にさかのぼると言われる。そ
して同じころ、恐竜も誕生した。その後、恐竜が劇的に進化し大
繁栄を遂げる陰で、ほ乳類は細々と生きながらえる。ほ乳類の反
撃はいつ始まるのか？
地上の覇者となった巨大恐竜たちと、その陰でひっそりと生き
てきたほ乳類。しかし新たな進化を遂げたほ乳類が恐竜に牙をむ
く。恐竜を襲うほ乳類が現れたのだ。しかし恐竜たちはさらなる
進化の果てに、史上最強の恐竜・ティラノサウルスを生み出す。
最新の情報とＣＧによりよみがえる恐竜とほ乳類の戦いを描くド
キュメンタリー第２弾。
ルネッサンスが生んだ万能の天才レオナルド・ダ・ヴィンチ。
生涯にわずか10数点の絵しか残さなかったレオナルドだが，彼は
史上最高の画家と称されている。「モナ・リザ」はそのレオナル
ドの最高傑作だが，実は多くの謎を秘めた絵でもある。最も大き
な謎は「誰がモデルなのか」ということだ。番組では，さまざま
な角度からその秘密に迫る。
前編に引き続き，「モナ・リザ」の秘密に迫る。コンピュー
ターを使ってモナ・リザの「感情」を解析したり，画面の汚れを
取り払って，描かれた当時の鮮明な画面を再現する。果たして
「モナ・リザ」のモデルは誰なのか？
チンパンジーの運動能力は、パワー、バランス、瞬発力、全て
が我々の想像を上回る。チンパンジーに不可能はないのか？今回
は彼らの能力の限界を探るべく番組考案のスポーツアトラクショ
ンに挑戦してもらった。特集は『犬ぞりレース』と『サバンナの
ヌーの大移動』
犬ぞりは真冬の北海道で犬と人間が一体となり競技を行う。番
組の女性リポーターが千歳市で行われるレースを目標に犬ぞりを
訓練することになった。犬ぞりは初めての体験。無事レースに出
場できるのか。彼女の挑戦を通して犬ぞりの魅力を紹介する。
サバンナで繰り広げられる２００万頭のヌーの大移動。彼らは草
を求め、１年をかけてタンザニアからケニアにかけて２０００キ
ロの旅をする。その様子を紹介する。
極限環境というのは、極端な温度、圧力、乾燥、毒物のある環
境など、わたしたちの想像を超える苛酷な環境を指す。長らく、
こうした環境には、生物は存在しないと考えられてきた。
ところが、調べていくうちに、砂漠や深海、放射能を浴びた状
態でも生存する生物のいることがわかってきた。今、これらの生
物が持つ特殊な能力を、医療や環境問題に利用しようと、研究が
進められている。

№

題名

TIME

方法

27

字幕

20

字幕

25

字幕

96

字幕

多重債務の落とし穴
3232

冷蔵庫から“食”を考える
3233

世界遺産 石見銀山遺跡とその文化的景観 日
本
3271
感動！至福の旅 朝ごはんの美味しい宿
3272

ためしてガッテン 新発想！酢のマジックパワー超活用術
3340

43

字幕

90

字幕

18

字幕

30

字幕

30

字幕

30

字幕

29

字幕

29

字幕

50

字幕

和風総本家 冠婚葬祭マナー
3354
―図解！よくわかる―
暮らしの製品安全知識

3414

まる得マガジン増刊号 実践！わが家の防災対
策 日ごろの備え編 ～防災必需品～

3487
(DVD)

まる得マガジン増刊号 実践！わが家の防災対
策 日ごろの備え編～家具の固定～

まる得マガジン増刊号 実践！わが家の防災対
3488 策 いざというときの行動編
(DVD)
ダーウィンが来た！生きもの新伝説 まるで昔
3489 話！里山生きもの大集合
(DVD)

3490
(DVD)

ダーウィンが来た！生きもの新伝説 大迫力！水
を飛ばすクジラ

生活ほっとモーニング お腹がひっこむ！
～スロトレ完全保存版～
3546
(DVD)

内容
多重債務とは、いくつもの貸し手から借金を重ねて、返済がで
きなくなること。無人契約機によって、簡単に借金をすることが
できる現在、若い人を中心にキャッシングの落とし穴にはまる人
が増えている。この作品では、複数のドラマ仕立てに紹介しなが
ら、安易に借金をすることの恐ろしさ・多重債務から立ち直る方
法などを分かりやすく解説する。高校生対象。
冷蔵庫の化身レイ（ふかわりょう）は、毎日たくさんの食品を詰
め込んで無駄にする主婦の桃子さんに我慢できず、お説教を始め
る。
自給率４０％を切る日本の食糧事情と輸入食品の問題の顔説か
ら、地産地消・飽食の見直し・自分で料理することなどを提唱す
る。食生活の見直しの実践が、実は地球環境の保護や世界の食糧
事情の改善に役立つことを伝える。
2007年，日本で14番目の世界遺産として登録された島根県の石
見銀山。最盛期には年間40トンの産出量を誇り，当時世界中で産
出される銀の１割を占めた石見の銀。アジアに進出してきたポル
トガル人たちは，石見のことを「銀の王国」と呼んで地図に記し
た。周囲の自然と調和しながら開発された石見銀山の姿を描く。
旅の宿の食事のメインは夕食と思われがちだが、昨今は朝ごは
んにこだわりを持つ宿が全国各地に増えている。
番組では伊豆、飛騨高山、有馬、山形、壱岐から厳選した、思わ
ず早起きしたくなる美味しい朝ごはんを出してくれる宿を紹介す
る。
酢には，美容や健康にさまざまな効用があるといわれている
が，実際はどうなのだろうか。達人がつくる「きゅうりの酢の
物」は，会場内の自称料理自慢の参加者も絶賛する美味しさ。酢
の使い方に一手間かけたその調理の秘訣は？また，酢の特性を生
かした加熱の要らない美味しい昆布酢の作り方を紹介。そのほ
か，酢は，煮る・焼くなどあらゆる料理の調味に意外な隠し味と
なることが実験でわかる。
結婚式に招かれたり告別式に参列した際、マナーに自信がなく
て周囲の人を真似てしまった経験はないだろうか。この番組で
は、結婚式の披露宴で渡すお祝いの渡し方や、告別式でのお焼香
のマナーなど、確認しておきたいマナーを、クイズ仕立てで紹介
する。これを機に、自信を持って参列できる人になろう。
近年、家庭内での製品による事故や怪我が増えている。製品機
能の高度化により便利になった反面、誤った使い方や不注意によ
る事故やけがも多くなっている。見落としがちな危険や正しい製
品情報を知って事故を防ぎ、より安全な生活に役立てるために、
東京都消費生活総合センターが制作。
快適な暮らしの達人・近藤典子さんがキッチンやリビング、寝
室などで製品と上手に付き合うノウハウを伝授。また、アニメー
ションによる事故事例をまじえ、事故の原因や法制度、救済制度
を解説する。家庭に潜む危険や安全知識を紹介しながら、快適な
暮らしのための製品と私たちの関係を提案をする。（東京都消費
生活総合センター リーフレット 参照）
【寄贈元：東京都消費生活総合センター】
地震大国日本に暮らすわたしたちにとって、防災対策は宿命で
す。
そして、いざ災害が発生した時、１人１人が災害と向き合わな
ければならない。
日ごろ備えておくべき防災必需品について、専門家の山村武彦
さんが分かりやすく解説する。
地震列島日本では、いつどこで大地震が起こるかわからない。
大地震で家具や電化製品が転倒しけがをしたり命を落とすケース
もある。
地震による家具の転倒などを防ぐ方法を専門家が分かりやすく
解説する。
いつどこで起こるかわからない大地震。しかし大地震が起きて
も、とっさの行動で命を守ることができる。
地震の際の行動について、シチュエーション別に専門家が解説
する。
人と動物が一緒に暮らす里山。里山では人々は昔から自然を利
用して恵を得てきた。その人々の営みが多くの生き物を呼び寄せ
ている。
滋賀県琵琶湖畔の里山の１年間を紹介する。
ザトウクジラの不思議な行動が、カナダ西海岸で目撃されてい
る。尾びれで海面を激しくたたき、水しぶきを上げるのだ。水し
ぶきの高さは５メートル以上にもおよび、水しぶきのかかる範囲
はバス５台分以上にもなる。この水かけ行動の秘密を解き明か
す。
画期的なダイエット体操として話題になったスロートレーニン
グ（スロトレ）。正しいやり方で行うことで、脂肪が燃えやすく
なるという。実際にこの運動を３か月続けて、ウエストが１１㎝
細くなった参加者も登場する。
このスロトレの正しいやり方を、実演を見ながら学習できる。

№

題名
ためしてガッテン
3547
もっと知りたい！ 介護負担激減のミラクル
(DVD)
技！！
住まい自分流
わが家の窓しっかり防犯 クレセント錠
住まい自分流
わが家の窓しっかり防犯 クレセントガード板
3548
(DVD) 住まい自分流
わが家の窓しっかり防犯 戸先錠
住まい自分流
わが家の窓しっかり防犯 内格子

TIME

方法

43

字幕

5

字幕

5

字幕

5

字幕

5

字幕

64

字幕

江口洋介
劇的キューバ旅！
革命と情熱の国の素顔

3583
(DVD)

伝えたい、実現したい自分の生き方
三遊亭円楽が案内する任意後見制度
3584
(DVD)

33

字幕

22

字幕

18

字幕

30

字幕

30

字幕

43

字幕

緊急リポート 美容医療
キレイのリスク
3632
（DVD）

ヒヤリ・ハットからの子供まもり隊
－大事故につながる身近な危険－
3633
（DVD)
日本の伝統芸能
茂山千之丞の狂言入門
第１回
あかるい現代人 太郎冠者 ～狂言「素袍落」

3640 日本の伝統芸能
（ＤＶＤ）
茂山千之丞の狂言入門
第２回
囃しものにうかされて～狂言「蝸牛」

ためしてガッテン
3641
（ＤＶＤ）

進化する水族館！満喫 新マニュアル

内容
以前放送した、介護の負担を軽くする介護術。その方法をもっ
と詳しく知りたいという視聴者の声が多く寄せられ、過去の映像
も含め、介護のコツをスタジオに専門家を迎えて実践する。
警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだという。特に
危険なのは人目につきにくい大きな掃き出し窓。クレセント錠を
鍵付きに交換して防犯対策を強化する方法を紹介する。
警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだという。今回
はクレセント錠を外から見えにくくし、さらにガラスも補強する
防犯対策を紹介する。
警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだという。今回
は窓の左右に鍵を追加して、防犯効果を強化する方法を紹介す
る。
警察庁によると、泥棒の侵入口は６割が窓からだという。しか
し小さな窓は意外に不用心になりがち。今回は窓の内側に内格子
を取り付け、防犯効果を強化する方法を紹介する。
江口洋介がカメラを手に、中米に位置する社会主義国キューバ
を旅する。
１７世紀の建物が残り、クラシックカーが走り回る首都ハバナ
では“もったいない精神”を持つ人々のエコ生活に触れる。街中
のいたるところでバンドが音楽を奏でる。缶ぶたで絶妙なリズム
を取るキューバ人の表情は明るい。
また、フラミンゴやマメハチドリが生息するサバタ湿地や地下
水でできた青い湖など、キューバには奇跡的に残された大自然が
ある。
日系人が多く住むフベントウ島では、教育だけでなく、医療も
すべて無料。これは、医師でもあったチェ・ゲバラの「国民全員
を平等に幸せにする」という理念が受け継がれている証しであ
る。チェ・ゲバラの娘で医師のアレイダ氏を訪問し、対談する。
【字幕制作寄贈：北九州市立ビデオライブラリー】
備えあれば憂いなし。心配なことに対する十分な備えがあれ
ば、安心して心にゆとりのある暮らしを送ることができます。認
知症になどなって自分でしっかりとした判断ができなくなったと
しても、信頼できる誰かが見守り、支えてくれたら・・・、その
人に自分の望みを伝え、実現してもらえるとしたら・・・。超高
齢社会の今、自分らしく生き生きしたシニアライフを手に入れる
ために、「任意後見制度」を活用されてはいかがでしょうか。
とあるＴＶ局オフィス・・「今回の緊急リポートは美容医療で
いこう！」今まで美容医療のメリットしか目にしたことなかっ
た、新人ディレクター風花は、実際に美容医療を受けた人に取材
に向かっていった。
トラブルの事例を通じて、美容医療を受ける前に知っておきた
いことや、メリットだけではない、キレイのリスクについて考え
ていきます。
ライターでの火遊びによる火災など、大事故につながる「ヒヤ
リ・ハット」は、実は身近な暮らしの中にたくさんあります。
そこで、子供まもり隊隊長が家の周りの立体マップで危険な地
帯をナビゲート！
最近増えている事故事例と対策のポイントを製品安全の観点か
ら多数紹介します。ぜひ、お子さんと一緒にご覧ください。
狂言の中でも名作の「素袍落（すおうおとし）」を茂山千之丞
さんの解説で楽しむ。狂言と言えば「主人」と「太郎冠者」がお
なじみの登場人物である。今回は、主人が伊勢参りをするにあた
り、伯父さんも一緒にと、主人の命令で太郎冠者が誘いに行く。
主人はせん別や土産が面倒なので、太郎冠者が同行することは伯
父さんには内緒でと厳命していたのだが、伯父さんにお酒をごち
そうになった太郎冠者は徐々にいい気持になって…。
聞き手は髙橋美鈴。
【字幕制作：福岡県聴覚障害者センター】
狂言「蝸牛（かぎゅう）」を茂山千之丞さんの解説で楽しむ。
今回のタイトル「蝸牛」とは「かたつむり」のこと。
旅に疲れた山伏がやぶで寝入ってしまったところから話が始ま
る。主人から、長寿に効くと言われているかたつむりを取ってく
るよう命ぜられた太郎冠者だが、かたつむりを見たことがない。
主人に聞くと「頭が黒くて、腰には貝を付け、時に角を出し、大
きいと人ほどもあり、必ずやぶにいる」という。
さて、太郎冠者はかたつむりを無事取って来ることができるか
…。でぇんでんむしむし。
聞き手は髙橋美鈴。
【字幕制作：福岡県聴覚障害者センター】
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。
【字幕制作：とちぎ視聴覚障害者情報センター】

№

3647
（ＤＶＤ）

題名
ＴＨＥ世界遺産
世界一スペシャルⅠ “世界一”を探す旅
地球４万キロ
自然遺産編
ＴＨＥ世界遺産
世界一スペシャルⅡ “世界一”を探す旅
地球４万キロ
文化遺産編
美の巨人たち ♯３１３ 伊藤 若冲
「鳥獣花木図屏風」

3690
（ＤＶＤ）

TIME

方法

25

字幕

25

字幕

25

字幕

明日のためのクレジット活用法
～賢い大人のカード利用術～

3691
（ＤＶＤ）

24

和風総本家
3693 日本人が知らなければいけない２７のこと
（ＤＶＤ）
特報フロンティア
3743 炭坑が世界のきおっくになった
（DVD) ～山本作兵衛の記録画～

3741 ダーウィンが来た！
(ＤＶＤ) 生き物新伝説 壮絶１２００頭！カバ大集合
ダーウィンが来た！
3742 生き物新伝説 目撃！タカ対スズメバチ
(ＤＶＤ)

46

字幕

25

字幕

29

字幕

29

字幕

46

字幕

46

字幕

25

字幕

笑顔まんてん タビ好き
＃８ 糸島・二丈町のまんてん笑顔
3795
(ＤＶＤ)
笑顔まんてん タビ好き
＃１２ 福岡・門司港のまんてん笑顔
3796
（ＤＶＤ）

3797
（ＤＶＤ）

ＴＨＥ世界遺産
女帝の夢うつした宮殿
シェーンブルン宮殿と庭園群（オーストリア）

内容
数ある世界遺産の中から、「世界一」のものだけを集めたスペ
シャル。自然遺産編では、世界一の絶景の数々や、驚きの生き物
を紹介する。世界一の山、川、砂漠、滝。世界一熱い溶岩に世界
一透明な湖。１１０メートルもの高さの世界一の木など、驚きの
映像が飛び出す。
文化遺産編では、人類が造り上げた数々の世界一を紹介する。
万里の長城にクフ王のピラミッド、エッフェル塔にパンテオン。
人類が目指したのは、より高くより大きく、より美しい建造物
だった。
アメリカ・ロサンゼルス郊外に住むジョー・プライス氏は世界
屈指の日本美術コレクターです。彼が所有する伊藤若冲（じゃく
ちゅう）・作『鳥獣花木図屏風』（ちょうじゅうかぼくずびょう
ぶ）は、日本画とは思えない程の、強烈な原色が使われ、奇想天
外ともいえる世界が広がります。１８世紀の“デジタル花鳥図”
とも譬（たと）えられている程です。
そこには日本に存在しない巨像や豹、そしてキリンや水犀など
の空想上の霊獣を含め、３０種類以上もの動物たちが描かれてい
ます。さらに驚くべきことに、色彩分割という技術が使われてい
ます。色彩の濃淡を微妙につけることで、見事な立体感や陰影を
作り出しています。スーラやシャニックに代表される新印象派の
画家たちが使用した色彩分割を、若冲は１８世紀の京都で編み出
していたのです。
クレジットカードは、便利な一方、使い方ひとつで様々なトラ
ブルを引き起こす原因になります。
このＤＶＤはクレジットカードを利用するにあたり、陥りがち
な２つのケースと、最近発生している悪質な手口を取り上げ、消
費者がカードを賢く便利に利用していけるように手助けをしま
す。一般向け。
（ストーリ）初めて作ったクレジットカードを使いすぎてしまう
Ａ君、楽だからリボ払いで買い物を続けて、その残額に驚くＢさ
ん。
現金が手に入ると思って、ショッピング枠を現金化して窮地に
陥るＣさんとＤさん。
便利なクレジットカードも使い方ひとつでトラブルになってし
まいます。３人のナビゲーターと一緒に、賢く上手に利用する方
法を学びます。
白むくの花嫁が頭につけるものは？座布団の正しい置き方は？
結婚式の招待状のはがき、欠席するときの正しい書き方は？な
ど、日本人なら知っておきたいことをクイズ形式で楽しく伝え
る。
福岡県筑豊の炭坑夫・山本作兵衛が描いた記録画が、日本で初
めユネスコに記憶遺産に選ばれた。なぜ、一炭坑夫の記録画世界
の記憶になったのか。作兵衛の残し２０００枚にも及ぶ記録画、
そして６０冊の日記から、作兵衛の絵とその人生に迫る。
タンザニアの日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。
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て主食にしている。
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。
今回の「笑顔まんてん タビ好き」は、福岡・糸島市二丈町一
貴山（いきさん）地区をタビする。脊振山（せふりさん）系の中
腹に位置し、自然豊かな「隠れ里」の趣が旅情をそそる。
ホラ貝を吹くおじいさん、１歳を迎えた赤ちゃんのお祝い「餅
踏み」、とんでもなく山奥にあるお蕎麦屋さんなどを前川清とえ
とう窓口が訪ねる。
今回の「笑顔まんてん タビ好き」は、福岡・北九州市門司港
をタビする。明治・大正と大陸貿易の基地として栄えた門司港
は、現在当時の面影を残したレンガ造り洋館などの街並みが「レ
トロ」として観光客を集める魅力的な街。
「昭和のヒーロー展」には、懐かしいヒーローグッズがあり、
昭和歌謡史の裏の裏を知る前川から、驚きの秘話を明かされる。
また、にぎわう観光地から一歩路地裏に足をのばすと、門司港
の生活感を肌で感じることができる。
１７世紀の終わり、ハプスブルク家の夏の離宮としてシェーン
ブルン宮殿は建てられた。１８世紀半ばには、女帝・マあどリ
ア・デレジアの居城とするため、中国やインドなどはるか異国の
美術を取り入れて、絢爛豪華に海藻された。部屋数は、１４００
室以上だったと言われる。
第一次世界大戦後、ハプスブルグ家が崩壊し、この宮殿は市民
に開放されたが・・・。

№

題名
世界温泉遺産
～神秘の力を訪ねて～
魚の棲む神秘の温泉 トルコ・ガンガル

3798
（ＤＶＤ）

TIME

方法

46

字幕

22

字幕

23

字幕

46

字幕

46

字幕

46

字幕

24

字幕

23

字幕

ちょっと待った！その契約
～賃貸住宅の契約トラブルを防ぐために～
3802
（ＤＶＤ）

3803
（ＤＶＤ）

3830
(DVD)

ヒヤリ ハットリくん 只今参上！！
～高齢者の身の回りの危険を防ぐでござる～

前川清の笑顔まんてん タビ好キ♯４５
福岡・北九州合馬

前川清の笑顔まんてん タビ好キ♯５１
福岡・柳川市
3831
(DVD)

世界温泉遺産
～神秘の力を訪ねて～
3858 オーロラを望む神秘の絶景温泉 アラスカ・チナ
(ＤＶＤ） 温泉

3855
(ＤＶＤ)

若者たちを褹らる悪質商法
～ＳＮＳを悪用した出会いにご用心～

洗濯の心得
～洗濯とクリーニングの基本～
3856
(ＤＶＤ)

内容
マルマラ海と黒海からの海の恵みで漁業が盛んなトルコ・イス
タンブール。人気のサバサンドに舌つづみを打ちながらフェリー
に乗り込み、神秘の温泉を目指す。
ブルサーで一番古い温泉がエスキ・カプルジャ。垢すりと泡
マッサージが人気の温泉。
トルコのほぼ中心に位置する世界遺産カッパドキアは、まるで
おとぎ話の世界に迷い込んだかのような奇岩群が連なる。カッパ
ドキアから車で５時間の感がるに日本でも人気の魚温泉発祥の地
があった。天然のドクターフィッシュの癒しに思わす笑顔がこぼ
れる。
賃貸住宅に関する情報は、インターネットなどでも簡単に入手
できる時代になり、ライフスタイルに合わせた住まいの選択肢の
増えている。
一方、賃貸住宅に関するトラブルは後を絶たないことで、契約
トラブルの事例をもとに、トラブルを回避するためのポイントを
学ぶ。
高齢者の身の回りの事故は年々増加している。事故の多くは住
み慣れた場所で発生し、何気ない事でも重大な事故につながって
いる。体が原因となるもの、物が原因となるものそれぞれヒヤ
リ・ハット事例をもとに、身の回りの危険から身を守る方法を、
少年忍者「ヒヤリハットリくん」と一緒に考えていく。
今回の旅は北九州市小倉南区合馬（おうま）をぶらり。
合馬といえば「たけのこ」の産地として全国にも有名。春の香
りを求めて、「たけのこ」を探そうとする前川清とＷエンジン・
えとう窓口の二人。だが今季の合馬は「たけのこ」の裏年。はた
して二人は春の香り「たけのこ」に出会えるか。
今回の旅のキーワードは、福岡・柳川市をぶらり旅。相撲の奉
納などでも有名な柳川市の三柱（みはしら）神社で前川清とＷエ
ンジン・えとう窓口の二人がおみくじをひいていると、お社の奥
に甲冑（かっちゅ）のレプリカを発見。特別に前川さんが着せて
もらうことに！
そのほか二人は名物の川下りで若い船頭さんのスゴ技を披露し
てもらったり、町歩きも楽しむ。
今回の世界温泉遺産は、アメリカ合衆国最大の州アラスカを訪
ねる。マイナス３０度の極寒の地に湧く神秘の湯、チナ温泉。
さらにその温泉は様々な条件がそろったときオーロラを見るこ
とができると言いう。
果たして温泉に浸かりながら、奇跡の瞬間に出会うことができ
るのだろうか。
ＳＮＳの出会いを悪用した若者の悪質商法被害の事例をもと
に、トラブルに遭わないための心構えや専門機関に相談すること
の大切さを紹介します。また、同世代の出演者を通じて誰もが被
害に遭う恐れがあることに気づき、自分自身の行動を見つめ直す
きっかけとしてもご活用ください。
洗濯の失敗例と適切な洗濯方法をセットにして提示し、繊維の
特性や取扱い絵表示など、適切な洗濯方法を判断するために必要
な情報や考え方を紹介します。
家庭洗濯と商売選択の違い／洗浄のメカニズム／繊維の種類や
特性と取扱い絵表示／漂白剤の種類と効果／シミの種類と応急処
置の方法／クリーニングトラブル事例／取扱い絵表示（ＪＩＳ、
ＩＳＯに基ずく表示）

