№

題名
おはなしのくに うぐいす

TIME

方法

15

手話・字
幕

15

手話・字
幕

15

手話・字
幕

1504

15

手話・字
幕

団体紹介ビデオ① 財団法人 全日本聾唖連盟
社団法人 全日本難聴者・中途失聴者団体連合
1666 会

24

字幕

26

字幕

29

字幕

40

字幕

28

手話

28

手話・字
幕

24

手話

32

手話

27

手話

30

手話

1501
おはなしのくに 茂吉のねこ
1502
おはなしのくに かぐやひめ
1503
おはなしのくに アリババと４０人の盗賊

手話かみしばい くもの糸
1667
手話時事用語 ２００１ おだまきの会
2035
手話時事用語２００２ 全字幕入り
2116
手話かみしばい しらゆき姫 〈手話ビデオ〉

2287

手話かみしばい しらゆき姫 〈手話ビデオ〉 字
幕入り
2288

団体紹介ビデオ④ 目で聴くテレビ ～ＮＰＯ法人
ＣＳ障害者放送統一機構～ 〈手話ビデオ〉
2291

らくらくワンポイント介護 〈手話ビデオ〉
2459

2461

趣味講座 「ＡＳＬで話してみよう」２ 〈手話ビデ
オ〉
大学における聴覚障害学生サポート 〈手話ビデ
オ〉

2463

内容
「ろうの子どもに昔話を楽しんでもらいたい」という主旨で制
作されたビデオ。森の中の小さな病院はいつも大忙し。ある日一
人のかわいい娘がやってきて「看護婦をさせてください」と手伝
い始めた。
ねこと暮らす大酒飲みの茂吉は、自分の飲んでいない酒が、酒
屋の勘定につけられていることを知る。茂吉の名前で酒を買いに
きた子どもを追いかけていくと・・・。そこは「ここへ来たら生
きては帰れない」という化物づくしの野原だった。
ある日、おじいさんが山へ竹をとりに行くと、根元の光る一本
の竹が。おじいさんがその竹を切ってみると、、指ほどのかわい
い女の子が、竹の中に座っていた。おじいさんは娘をかぐやひめ
と名付け、大事に大事に育てたが・・・。
ある日アリババが森で木を切っていると、盗賊の一団がやって
きた。盗賊のかしらが岩の前でじゅもんを唱えると、岩の扉が開
き岩穴が現れた。中にはたくさんの宝物が。そこでアリババ
は・・・。
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です。１回目は、（財）全日本聾唖連
盟と（社）全日本難聴者・中途失聴者団体連合会の２団体をご紹
介します。事務所の様子、理事長へのインタビュー等を収めまし
たので、是非ご覧ください。（平成１１年度制作）
芥川龍之介原作の「くもの糸」。日本文学史上、とても有名な
この作品を、ろう者演劇の第一人者・井崎哲也氏が手話で語りま
す。作品中の難しいことばは、テレビでおなじみの是枝行子さん
がやさしく解説。また、プロの画家の手による絵の数々が、井崎
氏の手話を彩ります。（平成１１年度制作）
「財政構造改革」「リベンジ」など、手話で表せますか？
ニュースや新聞のことば、カタカナことばや流行語などの時事用
語を解説付きで分かりやすく取り上げています。最新２００１年
度版。これで手話ニュースもばっちりです。【寄贈：おだまきの
会】
昨年の手話時事用語２００１に続く手話時事用語ビデオシリー
ズ第二巻。激動する社会を反映して毎日のように新しい言葉が登
場します。「ペイオフ」「族議員」から「いやし系」まで５４の
新しい言葉の手話表現を提案、解説しています。
「かがみよ、かがみ。世界で一番美しいのはだあれ？」今年度の
手話かみしばいは、グリム童話の「しらゆき姫」。かわいいしら
ゆき姫や優しいこびとさん、怖い女王、すてきな王子様・・・た
くさんの登場人物を緒方リナさんが分かりやすく演じ分けてい
る。又、基本的な単語を使用しての巧みなロールシフトは、手話
学習中の入門者～上級者の方々にも、お勧め。〈小学校３年生ま
での教育漢字使用・全ルビ〉 緒方リナ/是枝行子 聴力障害者
情報文化センター
「かがみよ、かがみ。世界で一番美しいのはだあれ？」今年度
の手話かみしばいは、グリム童話の「しらゆき姫」。かわいいし
らゆき姫や優しいこびとさん、怖い女王、すてきな王子様・・・
たくさんの登場人物を緒方リナさんが分かりやすく演じ分けてい
る。又、基本的な単語を使用しての巧みなロールシフトは、手話
学習中の入門者～上級者の方々にも、お勧め。〈小学校３年生ま
での教育漢字使用・全ルビ〉 緒方リナ/是枝行子 聴力障害者
情報文化センター
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
ての番組に手話と字幕がつき、聴覚障害者にとって身近な情報を
発言し続けており、また阪神大震災の教訓から、緊急災害時の情
報保障にも取り組んでいる。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 聴力障害者情報文化センター
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にどんな
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
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
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。
近年、大学進学を目指す聴覚障害者が増加している。しかし、
大学での講義は教科書もなく板書も少ないため、聴覚障害者が授
業内容を理解することは難しい。このビデオでは、手話や文字を
使ったさまざまな講義保障の方法や聴覚障害学生向けの機器、大
学としての聴覚障害学生サポート事例を紹介する。また、理想的
な聴覚障害学生サポートについて、解説を加えている。

№

題名
手話かみしばい ツルのおんがえし 〈手話ビデ
オ〉

2465

2633

TIME
25

手話かみしばい イソップものがたり ～キツネと
ツル・たびびととクマ・ねずみのおんがえし・ほん
とうのたからもの～ 〈手話ビデオ・字幕入り〉

30

趣味講座 「ＡＳＬで話してみよう」３
〈手話ピデオ・字幕入り〉
2635

2636

2809

40

生活情報 「安心・安全・豊かな老後のために ～
耳の不自由な人々と老人施設～」
〈手話ビデオ・字幕入り〉

手話かみしばい 一寸法師・わらしべ長者
＜手話ビデオ＞

37

25

社会情報 東京大空襲～ろう者が語る戦争体験
２～ ＜手話ビデオ＞
2811

46
趣味講座 楽しいウォーキング ＤＶＤ

2992

34

壁を拓く、社会を開く
昭和３０年～４０年代のろうあ運動 ＤＶＤ
2993

60
自然を知り備える－平成の災害史－

2994

25

手話かみしばい
「ジャックと豆の木・裸の王様」 ＤＶＤ
2995

28

手話かみしばい かさじぞう・おむすびころりん
〈手話ビデオ〉

3149

32

壁を拓く、 社会を開く２
昭和５０年代のろうあ運動 〈手話ビデオ〉
3151

51

方法

内容
心優しいおじいさんに助けられ、九死に一生を得た一羽のツ
ル。ツルは娘に姿を変え、おじいさんとおばあさんに一生懸命恩
手話 返しをしますが・・・。心温まる日本昔話を佐沢静枝さんの美し
い手話語りでお楽しみください。紙芝居絵はおなじみの峰村勝子
さんです。（小学校３年生までの教育漢字使用全ルビ）
楽しくてためになるイソップものがたりを、砂田アトムさんが
語ります。りょう理を出す時、ツルにいじわるするキツネの話
手話・字 「キツネとツル」や、２人の旅人がクマに出会う「たびびととク
幕
マ」など、４話をお話します。物語で何を考えてほしいか、佐沢
さんが解説します。 砂田アトム/佐沢静枝 聴力障害者情報文
化センター
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
手話・字 しく学習するほか、命令したりお願いしたりする時の表現、過去
幕
文・未来文の表現、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 聴力障害者情報文化センター
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
手話・字 めには・・・？ 老後の暮らし方の一つとして施設入所を取り上
幕
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 聴力障害者
情報文化センター
昔話を手話で語る「手話かみしばい」。「一寸法師」は針を刀
におわんの舟で都へ向かい、小さな体でオニと戦います。「わら
手話
しべ長者」は１本のわらがミカンに変わってミカンがたんもの変
わって、最後は…。〈小学校３年生までの教育漢字を使用〉
１９４５年３月１０日未明、東京の下町を焦土に変えた東京大
空襲。死者の数１０万人、家を失った人は１００万人ともいわれ
手話 ている。この空襲を経験した３人のろう者の証言を収録した。戦
時中の暮らしなどの話もまじえながら、３月１０日の出来事を振
り返る。
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
字幕
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。
昭和３０年代から４０年代にかけて起こった聴覚障害者の社会
的な出来事。その出来事に関わった当事者が、当時を振り返り証
字幕 言する。証言するのは「手話サークルみみずく設立」について持
田隆彦氏、「京都ろう学校授業拒否」について大矢暹氏、「運転
免許裁判」について樋下光夫氏と支援者を代表して河合洋祐氏。
有珠山の噴火、雲仙普賢岳の大火砕流、奥尻島の地震による大
津波、阪神淡路大震災、９１年の１９号台風・・・等。平成に
入ってから日本列島を直撃した自然災害の様子を映像で振り返り
字幕
ながら、毎年のように必ずどこかで起きる自然災害から尊い命や
財産を守る対策を考える。日本損害保険協会制作作品。手話ワイ
プ入り。
だれもが知っているイギリス民話「ジャックと豆の木」とアン
デルセンが書いた「はだかの王様」。「ジャックと豆の木」は、
ジャックが大切な牛と取りかえた魔法の豆が、ぐんぐん伸びて雲
字幕
の上の大男の城へ。「はだかの王様」はバカな人には見えない洋
服を着て王様が町を歩く。その様子を野崎誠さんと内田園子さん
が表現豊かに手話で語る。
『かさじぞう』あるところにたいそう貧乏なおじいさんとおば
あさんがいました。もうすぐお正月、「おばあさんに腹いっぱい
おもちを食べさせたい」おじいさんと、「おじいさんに少しでも
お酒を飲ませてあげたい」おばあさんは、夜なべしてすげでかさ
を編みました。おじいさんは出来上がったすげがさを町に売りに
手話
行きますが…。
『おむすびころりん』お弁当のおむすびをうっかり落としてし
まったおじいさん。おむすびはコロコロ転がって穴の中に落ちて
しまいます。残念に思っていると、穴の中からは可愛らしい歌声
が聞こえてきました。もっと聞きた
昭和５０年代のろうあ運動は「４本柱」運動と呼ばれる権利獲
得運動が中心だった。その中の１つ「差別的な民法１１条改正運
動」について紹介する。内容は、実際に差別にあった聴覚障害者
手話
の証言、弁護士の立場から見た改正前の民法１１条の問題点、全
日本ろうあ連盟の当時の活動などを野澤克哉先生の解説と共に紹
介する。

№

題名
身につけよう応急 ～聴覚障害者版～

3348

TIME

方法

40

手話

24

手話

手話かみしばい
みにくいアヒルの子・赤ずきんちゃん 〈手話ビデ
オ〉
3333

壁を拓く、社会を開くⅣ
ろう教育の歴史〈手話ビデオ〉
3454

35

手話

24

手話

18

手話

手話かみしばい
はなさかじいさん・さるかにがっせん（手話）

3457

手話かみしばい
3646 「あかんぼうになったおばあさん」
(DVD) 「ねずみのよめいり」
〈手話ビデオ〉
3638
(VHS)
手話かみしばい
「くつやとこびと」
3740
「シンデレラ」
(ＤＶ
Ｄ)
21

手話

3734
(ＶＨ
Ｓ)
東日本大震災
～被災聴覚障害者支援（岩手・宮城・福島）～
3833
(DVD)

105

字幕

内容
身近な人が目の前で倒れたら，あなたはどうしますか？救う方
法を知っていますか？
このDVDでは，「呼吸の確認方法」や「AEDの使い方」などの実
際の救命処置や応急手当を聴覚障害者向けに手話で詳しく解説し
ています。また，応急手当の重要性がわかるドラマなども全編に
字幕も挿入されています。（寄贈元：財団法人東京救急協会）
メニューは，「オープニングドラマ ～応急手当ての重要性
～」 「救命処置1. 心肺蘇生」 「救命処置2. AEDによる除細
動」 「救命処置3. 気道異物除去」 「応急手当 止血法」
さあ，あなたも『あなたの大切な人を，そして誰かの大切な人
の命を救うために』学びましょう。
「みにくいアヒルの子」
アヒルのお母さんが温めていた卵から生まれたのは、体が大き
く、色も汚いみにくいアヒルの子でした。アヒルの子は、みんな
からいじめられていました。
「赤ずきんちゃん」
赤いずきんが似合う女の子が、おばあさんのお見舞いに行くと、
ベッドに寝ていたのはおばあさんではなくオオカミでした。
有名な昔話を、野崎誠さんと佐沢静枝さんが手話で語ります。
欠格条項撤廃により、聴覚に障害があっても試験に合格すれ
ば、医師や薬剤師の免許が交付されるようになった。しかし試験
を受けることはできても、試験を受けるための教育方法について
は課題が残る。この作品では教育の中でも「ろう学校教育」に焦
点を当て、ろう教育の歴史を伝える。
「はなさかじいさん」 昔々、ある所に子どものいないおじい
さんとおばあさんがいました。二人は白い小さな犬を“ポチ”と
名付けて本当の子どものようにかわいがっていました。ある日、
おじいさんが畑を耕しているとポチが「ここ掘れ、ワンワン」と
鳴きます。おじいさんがポチがほえる場所を掘ってみると…。
「さるかにがっせん」 大きなおにぎりを持っていたカニと、道
で拾った柿の種を持っていたサルは、おにぎりと柿の種を取り換
えっこします。カニは柿の種に毎日水をあげ、一生懸命育てまし
た。柿の木はぐんぐん大きくなり、秋には大きな甘い実をたくさ
んつけました。ところが、木に登れないカニは甘い実を取ること
ができません。そこへサルがやってきて…。
「あかんぼうになったおばあさん」
岩の間から流れる きれいな水を飲んだ おじいさんは、とても元
気になりました。その話を聞いた おばあさんも、その水を飲み
に行きました。すると…。
「ねずみのよめいり」
ねずみのお父さんとお母さんは、世界一強いものと娘を結婚させ
ることにしました。ねずみのお父さんとお母さんは世界一強いお
日様に会いに行きますが…。
「くつやとこびと」
くつやの主人が朝起きてみると、いつの間にかくつができてい
ます。そんなことが毎日毎日続きました。不思議に思ったくつや
の主人は、こっそり夜中に見張っていました。すると、こびとが
現れ・・・。
「シンデレラ」
シンデレラの前に現れた、ようせいのおばあさん。おばあさん
は魔法を使ってシンデレラをお城の舞踏会に行かせてくれまし
た。でも魔法は夜の12時で切れてしまいます。
２０１１年３月１１日に起きた東日本大震災では、多くの聴覚
障害者の方々や、そのご家族も被災した。
被災した聴覚障害者の方々の体験と、岩手県聴覚障害者協会、
福島県聴覚障害者協会、宮城県ろうあ協会、救援中央本部の支援
活動について伺う。
また、震災をきっかけに各地で行われている防災の取り組み例
を幾つか紹介する。

