
D 記録・報道 Documentary 

DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

DA2020-001 

ハートネットＴＶ 

ＮＨＫハート展 

手話・ままのめ 

 障害のある人がつづった詩に、著名人が作品を寄せるＮ

ＨＫハート展。知的障害を伴う自閉症のある岩元優真さん

（１４）にとって、詩は周囲の人に自分の言葉を伝えられ

る数少ない機会。二人三脚で奮闘する母との日常を独特の

表現で描く。聴覚障害のある駿河富子さん（６８）は、幼い

ころ言葉に傷つき、詩を書く中で自らの人生を取り戻して

きた。詩に込められたそれぞれの人生を見つめる。  

29 

ＮＨＫ 白鳥久美子／中野淳 

令和元年 10月 22日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-002 

ハートネットＴＶ 

亜由未が教えてくれ

たこと ２０１９ 

 障害者と暮らす家族の本音、共に生きる幸せとは何か。

３年前の相模原障害者殺傷事件を機に、重度の障害者の妹・

亜由未さんにカメラを向けるＮＨＫディレクターの記録。

この夏、２年ぶりに亜由未さんと向き合う兄。妹の症状や

環境の変化、介助する親の老いなど、多くの問題を目の当

たりにしながら、家族とは何かを模索する。 

29 

ＮＨＫ  

令和元年 11月 20日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-028 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～おはなしの 

くに編～ 

 ハートネットＴＶでは、今回「おはなしのくに」２作に

手話をつけて放送。渡辺直美さんふんする「きんたろう」

と熊の相撲対決は、手話でどう表現されるのか。壇蜜さん

出演の「つるのおんがえし」で、鶴の鳴き声や機織りの音

はどう手話になるのか。聞こえない人も、聞こえる人もみ

んなで見てほしい、ＮＨＫ初の手話エンターテイメント番

組。  

29 

ＮＨＫ 渡辺直美／壇蜜／馬場博史／山岸侑子／竹村祐樹 

令和元年 8月 21日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 



DA 障害関係 

分類番号 作品名 内    容 分数 

 

DA2020-029 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～ドキュメント 

７２時間編～ 

 

 「いろんな番組を手話で楽しみたい」という、ろう者・難

聴者の声から、ＮＨＫ初の手話エンターテインメントに「ハ

ートネットＴＶ」が挑戦。今回は、「ドキュメント７２時間

～海が見える老人ホーム～」に手話をつけて放送。吹石一

恵さんのナレーションや、人々の人生が垣間見える一言は

どう表現されるのか？シンガーソングライター・松崎ナオ

さんが歌う７２時間テーマ曲「川べりの家」と、手話パフ

ォーマーのコラボレーションも！  

29 

ＮＨＫ 江副悟史／佐沢静枝／寺澤英弥／後藤佑季 

令和元年 8月 28日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-030 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～昔話法廷編～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話がつく「手話で楽しむみんなの

テレビ！」。今回は、Ｅテレで話題となったドラマ「昔話法

廷」に手話をつけて放送。「さるかに合戦」をモチーフに、

カニの親子を殺した猿が法廷で裁かれる。死刑を求めるカ

ニの子ども、涙声で謝罪する猿のセリフを、ろう者たちが

手話で表現する。ＮＨＫ初の手話つきドラマ、果たしてそ

の仕上がりやいかに？手話のできる芸人・河本準一さんを

ナビゲーターに迎えてお送りする。  

29 

ＮＨＫ 
河本準一／小林聡美／小澤征悦／今井彰人／數見陽子／ 

高島良宏／竹村祐樹 

令和 2年 2月 19日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

DA2020-031 

ハートネットＴＶ 

手話で楽しむ 

みんなのテレビ！ 

～サンドのお風呂 

いただきます編～ 

 ＮＨＫの人気番組に手話がつく「手話で楽しむみんなの

テレビ！」。今回は、サンドウィッチマンが各地の家庭風呂

をいただきながら人々と触れ合う、湯けむり人情バラエテ

ィー「サンドのお風呂いただきます」。会話のテンポが速く、

音楽も効果音も盛りだくさん。にぎやかだから面白いバラ

エティーを、どうやって手話で表現する？？新たな魅力を

帯びた「サンドのお風呂いただきます」をお届け！  

29 

ＮＨＫ 
砂田アトム／中川恵美／サンドウィッチマン／カミナリ／

江副悟史 

令和 2年 2月 26日 利用区分 A－3 DVD 字幕 

 

  



C 趣味・教養  Culture 

CC エチケット・生活情報 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CC2020-003 

動画で学ぶパワハラ

５ 

部下へのパワハラにより失うものは信用だけではなく、

職場全体の士気の低下や対外的なイメージの低下など、企

業にとって大きな損失を与える。良い例、悪い例を通して

学習する。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：江副悟史 

16 

厚生労働省  

 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

CE 趣味 

分類番号 作品名 内    容 分数 

CE2020-010 

つくるということ 布からデザインして服をつくる、その優れた日本の作り

手と、美しい日本の原風景で生きる女性の姿を描く。日本

のブランド「ミナ ペルホネン」の協力のもと、ものづく

りに携わる人々の想いが映像から伝わってくる。ニューヨ

ークフェスティバル金賞、アジアテレビ賞（最優秀撮影賞）

など日本だけでなく、世界で称賛を浴び様々な賞を受賞し

た作品。 

14 

関西テレビ 蒼井優 

平成 29年 8月 4日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

H 医療・健康 Health 

HA 医療・健康 

分類番号 作品名 内    容 分数 

HA2020-009 

きょうの健康 

そのめまい耳の 

トラブル！？ 

まさか？ 

メニエール病 

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿

病等の全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今

回は耳の異常から起こるめまいについて３回シリーズで紹

介。１回目は「まさか？メニエール病」。メニエール病は、

めまいのほかに耳鳴りや難聴、耳がつまった感じを伴うの

も特徴で、進行すると耳が聞こえなくなることもあるため

適切な治療が必要だ。特徴や治療の流れについて専門家に

伺う。 

15 

ＮＨＫ 室伏利久／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31年 3月 11日 利用区分 B－3 DVD 字幕 



HA 医療・健康 

分類番号 作品名 内    容 分数 

HA2020-010 

きょうの健康 

そのめまい耳の 

トラブル！？ 

気になる短いめまい 

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿

病等の全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今

回は耳の異常から起こるめまいについて３回シリーズで紹

介。２回目は「気になる短いめまい」。耳に異常があって起

こるめまいの中で最も多いと言われている「良性発作性頭

位めまい症」について、症状や治療方法を専門家に伺う。 

15 

ＮＨＫ 室伏利久／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31年 3月 12日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

HA2020-011 

きょうの健康 

そのめまい耳の 

トラブル！？ 

激しいめまい 

めまいの主な原因は耳の異常、脳の病気、高血圧や糖尿

病等の全身の病気など、さまざまなことが考えられる。今

回は耳の異常から起こるめまいについて３回シリーズで紹

介。３回目は「激しいめまい」について。内耳の奥にある前

庭神経に異常があると起こる前庭神経炎は、強いめまいと

吐き気を生ずるため飲食が困難になり、入院での治療とな

るケースが多い。症状や治療について専門家に伺う。 

15 

ＮＨＫ 室伏利久／黒沢保裕／岩田まこ都 

平成 31年 3月 13日 利用区分 B－3 DVD 字幕 

X 手話 

XC 趣味・教養 

分類番号 作品名 内    容 分数 

XC2020-001 

手話ｄｅクッキング 

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。 

32 

聴力障害者情報文化

センター 

川島美由紀／佐沢静枝／江副悟史／西脇萌華 

 利用区分 A－3 DVD 
手話・

字幕 

 


