
分類No タ　　　　　イ　　　　　ト　　　　　ル メディア 分

手話―61 趣味講座　楽しいウオーキング　（手話ビデオ） 【DVD】 34

手話―62 壁を拓く、社会を開く―昭和30～40年代のろうあ運動― (手話ビデオ) 【DVD】 60

手話―63 自然災害を知り備える　―平成の災害史―　（手話ビデオ） 【DVD】 25

手話―64 手話かみしばい　「ジャックと豆の木・はだかの王様」（手話ビデオ） 【DVD】 28

手話―68 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) 【VHS】
【DVD】

24

手話―69 身につけよう応急手当　～聴覚障害者版～ 【DVD】 40

手話―70 手話かみしばい　「星の銀貨・王様の耳はロバの耳」手話版 【VHS】
【DVD】

21

手話ー71 手話かみしばい「あかんぼうになったおばあさん・ねずみのよめいり」 【VHS】
【DVD】

18

手話―７2 東日本大震災～被災聴覚障害者支援（岩手・宮城・福島）～ 【DVD】 105

NHKみんなの手話　第１回あいさつの手話 25

NHKみんなの手話　第２回天気/季節の表現 25

NHKみんなの手話　第３回家族の表現 25

NHKみんなの手話　第１回質問の表現 25

NHKみんなの手話　第２回好き/嫌いの表現 25

NHKみんなの手話　第３回数/月日に関する表現 25

手話―７5 大学を目指すあなたへ　～大学選びのポイント～ 【DVD】 45

NHKみんなの手話　第7回　時間の表現 25

NHKみんなの手話　第8回　現在/過去/未来の表現 25

NHKみんなの手話　第9回　動きを表す表現 25

NHKみんなの手話　第10回　食べ物/味覚の表現 25

NHKみんなの手話　第11回　形容の表現 25

NHKみんなの手話　第12回　気持ちの表現 25

NHKみんなの手話　第13回　思考に関する表現 25

NHKみんなの手話　第14回　可能／必要の表現 25

NHKみんなの手話　第15回　～する／～されるの表現 25

NHKみんなの手話　第16回　比較の表現 25

NHKみんなの手話　第17回　強い／弱いに関する表現 25

NHKみんなの手話　第18回　学校生活に関する表現 25

NHKみんなの手話　第19回　買い物の表現 25

NHKみんなの手話　第20回　健康／医療の表現 25

NHKみんなの手話　第21回　旅行に関する表現 25

NHKみんなの手話　第22回　仕事に関する表現 25

NHKみんなの手話　第23回　スポーツに関する表現 25

NHKみんなの手話　第24回　レジャーに関する表現 25

NHKみんなの手話　第25回　いろいろな行事の表現 25

NHKみんなの手話　第26回　手話で話しかけられたら 25

手話―84 手話かみしばい　「うらしまたろう・三枚のおふだ」 【DVD】 33

手話―85 知ることから始めましょう～聴覚障害者・盲ろうの基礎～ 【DVD】 50

手話―86 手話どうぶつ図鑑 【ＤＶＤ】×2

手話―87 今から始めましょう～聴覚障害者の防災～ 【ＤＶＤ】×2

手話―88 手話どうぶつ図鑑２　～海や水辺のいきものたち～ 【ＤＶＤ】×2 30

手話―89 聴覚障害者のみなさんへ　見直しましょう食生活　～糖尿病予防のために～ 【ＤＶＤ】×2 30

手話―90 手話で知りたい　成年後見制度の基礎　～大切な財産を守るために～ 【ＤＶＤ】×2 20

手話―91 きこえづらいってどんなこと？　～難聴について知ろう～ 【DVD】 16

教育―102 みんな社会に生きている　第１巻―３巻 【DVD】 45

教育―105 裁判員制度広報用中高生向けｱﾆﾒｰｼｮﾝ｢ぼくらの裁判員物語｣/最高裁提供【DVD】 【DVD】 22

手話―83 【DVD】

手話―80 【DVD】

手話―81 【DVD】

手話―82 【DVD】

手話―77 【DVD】

手話―78 【DVD】

手話―79 【DVD】

手話―73 【DVD】

手話―74 【DVD】

手話―76 【DVD】



教育―107 実践読話学習のためのビデオ　入門編　ＤＶＤ 【DVD】  

教育―110 千葉県広報用作品『誰もが暮らしやすい千葉県づくり全国発の障害者条例』 【DVD】 19

教育―113 国立研究所｢ことばビデオ｣シリーズ<豊かな言語生活を―>３ 【VHS】
【DVD】

 

教育―114 国立研究所｢ことばビデオ｣シリーズ<豊かな言語生活を―>４ 【VHS】
【DVD】

 

教育―115 国立研究所｢ことばビデオ｣シリーズ<豊かな言語生活を―>５ 【VHS】
【DVD】

 

教育―116 地球温暖化　今、私たちができること　ダイジェスト版 【ＤＶＤ】×2 22

教育―117 ﾈｯﾄのﾄﾗﾌﾞﾙ、ﾌﾞﾙﾌﾞﾙ！　～インターネットに振り回されないために～ 【DVD】 19

教育―118 ＷｅｂーＴＡＸ－ＴＶ　ジャンルで選べる税金ガイド国税査察官の仕事 【DVD】 18

教育―119 平成２０年度情報セキュリティ対策　アクセスの代償　あなたの知ら― 【DVD】 27

教育―120 はじめての金融ｶﾞｲﾄﾞ　金融取引の基礎知識～ﾄﾗﾌﾞﾙの予防のために～ 【DVD】 33

教育―121 Web-TAX-TV　ジャンルで選べる税金ガイド　国税微収官の仕事 【DVD】 20

教育―122 Web-TAX-TV　国税庁の海外協力 【DVD】 16

10minボックス　職業ガイダンス　農業とかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　森とかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　ものを売る仕事

10minボックス　職業ガイダンス　金融にかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　企業をささえる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　食にかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　ファッションにかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　道路やトンネルを作る

10minボックス　職業ガイダンス　人やものを運ぶ仕事

10minボックス　職業ガイダンス　建築現場で働く

10minボックス　職業ガイダンス　ものを作る仕事

10minボックス　職業ガイダンス　動物にかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　スポーツにかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　医療や福祉にかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　命や財産を守る仕事

10minボックス　職業ガイダンス　子供の成長にかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　メディアにかかわる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　情報化社会をささえる仕事

10minボックス　職業ガイダンス　地方公務員

10minボックス　職業ガイダンス　国際的な仕事

教育―127 週刊子供ニュース　特集“核”のない未来へ 【DVD】 35

10minボックス　生活指導　第１回　たばこの害　知っていますか

10minボックス　生活指導　第２回　未成年の飲酒～体への影響～

10minボックス　生活指導　第３回　薬物依存の怖さ知っていますか？

10minボックス　生活指導　第４回　朝ごはんって大事なの？

10minボックス　生活指導　第５回　睡眠不足の危険知っていますか？

10minボックス　生活指導　第６回　ダイエットの危険

10minボックス　生活指導　第７回　健康的な食事～栄養のバランス～

10minボックス　生活指導　第８回　“がんばれる身体”のための食事

10minボックス　生活指導　第９回　大麻の怖さ　知っていますか？

10minボックス　生活指導　第10回　カード社会

10minボックス　生活指導　第11回　消費者の権利

10minボックス　生活指導　第12回　携帯電話の落とし穴

10minボックス　生活指導　第13回　電子マネー

10minボックス　生活指導　第14回　ネット社会の中で

10minボックス　生活指導　第15回　ボランティア

10minボックス　生活指導　第16回　様々な家族の形(１)いつまでも親子

10minボックス　生活指導　第18回　様々な家族の形(３)

教育―130 【DVD】 50

教育―131 【DVD】 40

教育―128 【DVD】 50

教育―129 【DVD】 50

教育―125 【DVD】 50

教育―126 【DVD】 50

教育―123 【DVD】 50

教育―124 【DVD】 50



10minボックス　生活指導　第19回　女性と男性（１）

10minボックス　生活指導　第20回　女性と男性（２）

教育-132 「実践読話学習のためのビデオ」ドリル編 【DVD】

教育-133 CODA　コーダ　ぼくたちの親はきこえない 【DVD】 64

教育-134 女子サッカー部員と男子マネージャーが考えた食事戦略 【DVD】 24

資格☆はばたく　ケアマネージャー　第１回ケアマネってどんな仕事？ 24

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　第２回どんな試験をどんな人が受けるの？ 24

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　第３回どんな勉強をすればいいの？ 24

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　第４回合格者に聞くマイ勉強法 24

資格☆はばたく　カラーコーディネーター　第１回カラーコーディネーターってどんな仕事？ 24

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第２回どんな試験をどんな人が受けるの？ 24

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第３回どんな勉強をすれば合格できるの？ 24

　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　第４回総まとめ　ガチンコ模擬試験　資格で広がる夢 24

教育-137 子どもの笑顔を守るために　防ぎましょう！子どもの事故 【DVD】 27

教育-138 神奈川県子ども防犯教室　誘拐されないための４つのお約束 【DVD】 15

教育-139 課外授業　ようこそ先輩　今こそ大切　“笑いの力”　サンドウィッチマン 【DVD】 30

教育-140 地震火災から命を守るために 【DVD】 12

教育-141 平成22年度情報セキュリティ対策DVD　見えない悪意 【DVD】 36

教育-142 JA共済生徒向け自転車交通安全教室DVD 【DVD】 18

にほんごであそぼ(平成25年10月21目放送) 10

にほんごであそぼ(平成25年10月22目放送) 10

にほんごであそぼ(平成25年10月23日放送) 10

にほんごであそぼ(平成25年10月24日放送) 10

にほんごであそぼ(平成25年10月25目放送) 10

教育-14４ 見直そう　わたしたちのくらし　地球温暖化防止に向けた取組、始まっています 【DVD】 38

教育-145 富岡製糸場 【DVD】 38

でんじろう先生のはぴエネ！科学マジック　不思議な貯金箱

でんじろう先生のはぴエネ！科学マジック　突然燃える紙！

でんじろう先生のはぴエネ！科学マジック　ﾓｸﾞﾗを動かす不思議な力

でんじろう先生のはぴエネ！科学マジック　曲がる水

でんじろう先生のはぴエネ！リモコンの秘密

でんじろう先生のはぴエネ！放射線「X線」の性質

でんじろう先生のはぴエネ！美術館で活躍！LED

教育-147 あなたも狙われています　性犯罪未然防止対策広報用ビデオ 【DVD】 15

教育-148 ひとりで悩まないで　－DVのない社会を目指して－ 【DVD】 11

教育-149 きけんからじぶんをまもろう！　コスモたんと学ぶ防犯 【DVD】 16

教育-150 ふみきりってなあに？　でんしゃのおはなし　～こども向け踏切事故防止アニメ～ 【DVD】

教育-151 南海トラフ巨大地震　～地震から命を守る～ 【DVD】 17

健康―95 きょうの健康　早めに対処！　子どもの耳の病気かぜの後は注意 【VHS】【DVD】 15

健康―96 きょうの健康　早めに対処！　子どもの耳の病気  難聴のサイン 【VHS】【DVD】 15

健康―97 きょうの健康　早めに対処！　子どもの耳の病気  耳にやさしく 【VHS】【DVD】 15

健康―98 きょうの健康Ｑ＆Ａ　早めに対処！　子どもの耳の病気 【VHS】【DVD】 44

健康―102 きょうの健康　もう悩まない！めまいの対策　 なぜ起きる　症状と診断 【VHS】【DVD】 15

健康―103 きょうの健康　もう悩まない！めまいの対策　 耳鳴り・難聴を伴うとき 【VHS】【DVD】 15

健康―104 きょうの健康　もう悩まない！めまいの対策　 突然起こる強いめまい 【VHS】【DVD】 15

健康―105 きょうの健康　Q&A もう悩まない！めまいの新対策 【VHS】【DVD】 44

健康―106 きょうの健康　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ最新情報　これは新型？ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞとかぜ 【VHS】【DVD】 15

教育-146 【DVD】 21

教育-135 【DVD】

教育-136 【DVD】

教育-143 【DVD】

教育―131 【DVD】 40



健康―107 きょうの健康　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ最新情報　予防と治療　わたしたちに― 【VHS】【DVD】 15

健康―108 きょうの健康　ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ最新情報　Q&A 【VHS】【DVD】 15

きょうの健康　食で健康作り！　おいしく食べよう”減塩”メニュー

きょうの健康　食で健康作り！　栄養バランスとれていますか？

きょうの健康　食で健康作り！　野菜を十分とっていますか？

きょうの健康　食で健康作り！　肉をとって栄養バランス改善

健康―110 ここが聞きたい！名医にQ　うつ病　あなたに合った治療法 【DVD】 54

健康―111 ここが聞きたい！名医にQ　あなたの疑問に答えます！　うつ病 【DVD】 54

健康ー112 きょうの健康　子どもの行動が気になるとき　①場の雰囲気がつかめない 【DVD】 15

健康ー113 きょうの健康　子どもの行動が気になるとき　②落ち着きがなく衝動的 【DVD】 15

健康ー114 きょうの健康　子どもの行動が気になるとき　③文字の読み書きが苦手 【DVD】 15

健康ー115 きょうの健康Ｑ＆Ａ　子どもの行動が気になるとき 【DVD】 15

きょうの健康　耳が聞こえにくいと感じたら　老化？病気？

きょうの健康　耳が聞こえにくいと感じたら　補聴器の最新事情

健康ー11７ 九州先端医療最前線～がん治療の今～ 【DVD】 25

健康―118 きょうの健康　うつ病　あなたに合った治療法　軽症なら薬は慎重に 【DVD】 15

健康―119 きょうの健康　うつ病　あなたに合った治療法　高齢者もあきらめないで 【DVD】 15

健康―120 きょうの健康　うつ病　あなたに合った治療法　“現代型”どう向き合う？ 【DVD】 15

きょうの健康　今度こそ痛み解消！ひざ徹底治療　ひざが痛みだしたら

きょうの健康　今度こそ痛み解消！ひざ徹底治療　びっくり！運動の効果

きょうの健康　今度こそ痛み解消！ひざ徹底治療　しつこい痛みも薬で解決

きょうの健康　今度こそ痛み解消！ひざ徹底治療　自分にあった手術で快適生活

健康―122 きょうの健康　正しく向き合う認知症　早めの受診がかぎ 【DVD】 15

健康―123 きょうの健康　正しく向き合う認知症　進行を遅らせる治療 【DVD】 15

健康―124 きょうの健康　正しく向き合う認知症　周囲と一緒に生活を維持 【DVD】 15

健康―125 きょうの健康　正しく向き合う認知症　介護の負担を減らすために 【DVD】 15

きょうの健康　糖尿病　合併症を食い止める！傷つく全身の血管

きょうの健康　糖尿病　合併症を食い止める！神経障害　足をチェック

きょうの健康　糖尿病　合併症を食い止める！腎症　早期発見の検査あり

きょうの健康　糖尿病　合併症を食い止める！網膜症　視力を保つには

健康―127 きょうの健康　耳・鼻・のどの病気　最新情報　子どもの難聴 【DVD】 15

健康―128 きょうの健康　耳・鼻・のどの病気　最新情報　高齢者の難聴 【DVD】 15

健康―129 きょうの健康　大人の中耳炎と難聴 【DVD】 15

健康―130 チョイス＠病気になったとき　耳鳴りのチョイス 【DVD】 44

健康―131 きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ　狭心症に注意 【ＤＶＤ】×2

健康―132 きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ　生活を見直す 【ＤＶＤ】×2

健康―133 きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ　薬を使う 【ＤＶＤ】×2

健康―134 きょうの健康　心筋梗塞を防ぐ　カテーテルかバイパス手術か 【ＤＶＤ】×2

健康―135 きょうの健康　夏の急病を防げ！　熱中症対策 【ＤＶＤ】×2 15

健康―136 きょうの健康　夏の急病を防げ！　食中毒対策 【ＤＶＤ】×2 15

健康―137 ハートネットTV　リハビリ・介護を生きる　おひとりさまの自分介護　　　　（１）要介護になってもひとりで暮らす 【ＤＶＤ】×2 29

健康―138 ハートネットTV　リハビリ・介護を生きる　おひとりさまの自分介護　　　　（２）やがてくる時のために 【ＤＶＤ】×2 29

健康―139 認知症キャンペーン　認知症介護　家族の悩みにこたえます 【ＤＶＤ】×2 49

健康―140 認知症キャンペーン　認知症介護　わたしたちにできること 【ＤＶＤ】×2 49

健康―141 すくすく子育て　発達障害 【ＤＶＤ】×2 29

健康―142 きょうの健康　うつ病　信頼できる最新治療　軽症のうつ病 【ＤＶＤ】×2 15

健康―143 きょうの健康　うつ病　信頼できる最新治療　中等症・重症のうつ病 【ＤＶＤ】×2 15

健康―144 きょうの健康　うつ病　信頼できる最新治療　こどものうつ病 【ＤＶＤ】×2 15

健康―1２６ 【DVD】 60

健康ー116 【DVD】 15

健康―1２１ 【DVD】 各15

健康―109 【DVD】 各15



健康―145 きょうの健康　うつ病　信頼できる最新治療　高齢者ののうつ病 【ＤＶＤ】×2 15

世界名作劇場　家なき子レミ　１　悲しい誕生日 25

                                          ２　さよならお母さん 24

                                          ３　ヴィタリス一座 24

子ども―150 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 字幕)【VHS/DVD】 【VHS】【DVD】 32

子ども―154 手話かみしばい　はなさかじいさん・さるかにがっせん（手話ビデオ字幕付き） 【VHS】【DVD】 24

子ども―155 それいけ！アンパンマン　ぼく、アンパンマンです！ 【DVD】 25

子ども―156 それいけ！アンパンマン　ばいきんまんとマシュマロさん　ちびぞう― 【DVD】 25

子ども―157 それいけ！アンパンマン　がんばれクリームパンダ！クリスマスの冒険 【DVD】 51

子ども―160 手話かみしばい　「星の銀貨・王様の耳はロバの耳」字幕版 【DVD】 21

おじゃる丸　おあずけプリン

おじゃる丸　ジーパン

おじゃる丸　おじゃる石を気にする

おじゃる丸　茶とおじゃるの雨傘

おじゃる丸　月光町　虫そうどう

忍たま乱太郎　見破られた変装の段

忍たま乱太郎　自然から学べの段

忍たま乱太郎　気持ちよく泣かせての段

忍たま乱太郎　青春の思い出の段

忍たま乱太郎　大間賀時曲時の悩みの段

名探偵コナン　黒きドレスのアリバイ　前編

名探偵コナン　黒きドレスのアリバイ　後編

ちびまる子ちゃん　藤木いい人を目指すの巻/ヒロシ、期待されるの巻

ちびまる子ちゃん　まる子は大女優？の巻/まる子、お金を拾うの巻

子どもー166 手話かみしばい　くつやとこびと/シンデレラ（字幕） 【DVD】 1

子ども―167 それいけ！アンパンマン　ｶﾂﾄﾞﾝﾏﾝとにんにくこぞう　ﾒﾛﾝﾊﾟﾝﾅとｸﾘｽﾀﾙ姫 【DVD】 25

子ども―168 それいけ！アンパンマン　ｸr-ﾑﾊﾟﾝﾀﾞとちゅらおばあ　おむすびまんとおしんこちゃん 【DVD】 25

名探偵コナン　くらやみ塔の秘宝　前編

名探偵コナン　くらやみ塔の秘宝　後編

名探偵コナン　紅葉御殿で謎を解く　前編

名探偵コナン　紅葉御殿で謎を解く　後編

子ども―171 はなかっぱ「僕、はなかっぱ」/「おじいちゃんはすごい！」 【DVD】 10

それいけ！アンパンマン  こむすびまんとかぜこぞう/あかちゃんまんとｱﾙﾐはくしゃく 25

それいけ！アンパンマン　しょくぱんまんとｼﾁｭｰおばさん/ポッポちゃんとでんでん一座 25

名探偵コナン　みんなが見ていた　前編

名探偵コナン　みんなが見ていた　後編

名探偵コナン　能面屋敷に鬼が踊る　前編

名探偵コナン　能面屋敷に鬼が踊る　後編

妖怪ウォッチ　妖怪がいる！　恐怖の交差点

妖怪ウォッチ　超有名なアイツ　なんでそれ言っちゃうの！？　フミちゃんの憂鬱

妖怪ウォッチ　３年Y組ﾆｬﾝﾊﾟﾁ先生　やってきた熱血教師！妖怪ﾓﾉﾏﾈｷﾝ　妖怪ﾊﾅﾎ人

妖怪ウォッチ　３年Y組ﾆｬﾝﾊﾟﾁ先生　大きな心　風邪とともにﾄｹﾞﾆｬﾝ　妖怪砂夫

それいけ！アンパンマン  はにわくんとフラワー姫/ドリアン王女とパジャマン

それいけ！アンパンマン  みみせんせいとねがい星かなえ星/しょくぱんまんと－

ちびまる子ちゃん　まる子、きのこ探しに行くの巻/まる子と絹とお蚕さんの巻

ちびまる子ちゃん　ステキな額縁のぞいて見ればの巻/まる子の小部屋

名探偵コナン　あやつられた名探偵　前編

子ども―178 【DVD】 各２５

子ども―179 【DVD】 各２５

子ども―176 【DVD】 48

子ども―177 【DVD】 各２５

子ども―174 【DVD】 各２５

子ども―175 【DVD】 48

子ども―170 【DVD】 各２５

子ども―172 【DVD】

子ども―173 【DVD】 各２５

子どもー164 【DVD】 各25

子ども―169 【DVD】 各２５

子ども―162 【DVD】 各１０

子ども―163 【DVD】 各２５

子ども―147 【DVD】

子ども―161 【DVD】 各１０



名探偵コナン　あやつられた名探偵　後編

おはなしのくに　手ぶくろをかいに

おはなしのくに　長ぐつをはいたねこ

しまじろうのわお！　はなちゃんのおねえちゃん！？

しまじろうのわお！　ハロー、みみりん！

おはなしのくに　アラジンとまほうのランプ

おはなしのくに　かえるのえんそく

おはなしのくに　スーホーの白い馬

名探偵コナン　小五郎、怒りの大追跡　前編

名探偵コナン　小五郎、怒りの大追跡　後編

ちびまる子ちゃん　さくら家の選択大騒動の巻/まる子、パーッとしたいの巻

ちびまる子ちゃん　まる子、後ろ姿を磨きたいの巻/成績が上がる魔法の机の巻

ポコニャン！　シッポがあるおとうとニャン

ポコニャン！　ようちえんに行くニャン

ちびまる子ちゃん　まる子、東海道線駅弁の旅の巻/３年４組に宇宙人が？の巻 25

ちびまる子ちゃん　何度も楽しい新聞紙の巻/まる子、ブルマのゴムに振り回されるの巻 25

名探偵コナン　待合室の７人 25

名探偵コナン　曇柄寺が隠す秘密 25

芸娯―168 爆笑問題の未来授業　大変よくできました　元日から子どもにも言わせてＳＰ VHS 76

記報―253 壁を拓く､社会を開くⅡ ―昭和50年代のろうあ運動｢民法11条｣ 手字 【VHS】
【DVD】

51

記報―254 知るを楽しむ 人生の歩き方 夜間中学校は僕らのふるさと　第１回 【VHS】
【DVD】

25

記報―255 知るを楽しむ 人生の歩き方 夜間中学校は僕らのふるさと　第２回 【VHS】
【DVD】

25

記報―256 知るを楽しむ 人生の歩き方 夜間中学校は僕らのふるさと　第３回 【VHS】
【DVD】

25

記報―257 知るを楽しむ 人生の歩き方 夜間中学校は僕らのふるさと　第４回 【VHS】
【DVD】

25

記報―264 夢の扉 NEXTDOOR EPISODE132 聴障者の生活圏を広げる機械を― 斉藤勝 【VHS】
【DVD】

25

記報―267 情熱大陸　プロボディボーダー　甲地由美恵 【VHS】
【DVD】

25

記報―271 きらっといきる 今度は私が社会に貢献― ～下肢機―･石垣まりやさん～ 【VHS】
【DVD】

29

記報―272 きらっといきる 振動を感じて― ～聴覚障害者・西田文彦さん～ 【VHS】
【DVD】

29

記報―273 きらっといきる 波に乗り世界へ ～聴覚障害者・竹本裕行さん～ 【VHS】
【DVD】

29

記報―275 壁を拓く、社会を開くⅢ　平成のろうあ運動(手話ビデオ 字幕付き) 【VHS】
【DVD】

24

記報―281 ろうを生きる難聴を生きる　夢は一流シェフ 【VHS】
【DVD】

15

記報―282 ろうを生きる難聴を生きる　聞こえなくても快適に暮らせる家作り 【VHS】
【DVD】

15

記報―283 きらっといきる　もう一度社会へ ～聴覚障害・草野陽幸さん悦子さん夫妻～ 【VHS】
【DVD】

29

記報―286 壁を拓く、社会を開くⅣ　ろう教育の歴史　（手話ビデオ　字幕付き） 【VHS】
【DVD】

35

記報―287 カラフル！千恵のまいにち日っき 【DVD】 15

記報―288 福祉ネットワーク　受け容れる勇気をもって 【DVD】 29

記報―289 きらっといきる　”すれ違い”からはじまったけど… 【DVD】 29

記報―290 ハートをつなごう　ＮＨＫ障害福祉賞（１） 【DVD】 29

記報―291 ハートをつなごう　ＮＨＫ障害福祉賞（２） 【DVD】 29

記報―292 新春ヒューマンドラマスペシャル　筆談ホステス 【DVD】 93

記報―293 風の歌が聴きたい　音のない世界に生きる　聴覚障害夫婦の16年 【DVD】 101

記報―294 石橋勝のﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ21　手話狂言で伝えるﾒｯｾｰｼﾞ～西川慧子さんの挑戦 【DVD】 25

記報―295 ヒューマンドキュメンタリー　“私の家族” 【DVD】 43

記報―296 福祉ネットワーク　うちの子供は世界一　ぼくと音楽のたのしい関係 【DVD】 29

記報―297 爆笑問題のニッポンの教養　File-074　私は　ここにいる 【DVD】 29

ろうを生きる難聴を生きる　ろう者が作るアクション映画 15

子ども―186

子ども―187

【DVD】

【DVD】

記報―298 【DVD】

子ども―184 【DVD】 各２５

子ども―185 【DVD】 各１０

子ども―182 【DVD】 35

子ども―183 【DVD】 各２５

子ども―180 【DVD】

子ども―181 【DVD】 各２4

子ども―179 【DVD】 各２５



ろうを生きる難聴を生きる　手話が結んだ国際結婚 15

ろうを生きる難聴を生きる　どう広めるか“ろうあヘルパー” 15

記報―299 長崎原爆特集　あの日　僕らの夢が消えた～被爆学校　生徒たちの64年～ 【DVD】 48

記報―300 情熱大陸　シェフ・パティシェ　長江　桂子 【DVD】 25

記報-303 福祉ネットワーク　シリーズ　地域からの提言（１） 【VHS】
【DVD】

29

記報-304 ハートをつなごう「若者のこころの病」（１） 【VHS】
【DVD】

29

記報-305 ハートをつなごう「若者のこころの病」（２） 【VHS】
【DVD】

29

ろうを生きる難聴を生きる　ｻｰｷｯﾄに夢を託して～4時間耐久ﾚｰｽに挑む聞こえないﾗｲﾀﾞｰたち 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　デフアートに希望を託して 15

ろうを生きる難聴を生きる　第2言語日本手話～関西学院大学の“挑戦”～ 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　　新宿居酒屋店主～ど根性10年の歩み～ 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　　人工内耳・心のケア～「遊びクラブ」が目指すもの～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　情報保障の可能性を広げよう～字幕付与技術ｼﾝﾎﾟｼﾞｳﾑ2009から 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　今医療手話を考える 15

ろうを生きる難聴を生きる　今震災体験を語る～永江眞樹さん～ 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　　意外に多い！？　ろう者と聴者　日本語のズレ 15

ろうを生きる難聴を生きる　ぼくと“おしゃべり”をしようよ　イラストレーター・門秀彦さん 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　夢は七大陸最高峰制覇　～大窪康之さん～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　「手話で笑いを届けたい」～2人で挑んだ創作手話落語①～ 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　～2人で挑んだ創作手話落語②～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　聞こえる人とのかけ橋に 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　必要な人にサービスを～障がい者制度改革推進会議～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　“盲ろう者”生きる意欲につながる支援 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　　電話リレーサービス普及のために 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　　発達障害をあわせ持つ子への支援 15

ろうを生きる難聴を生きる　情報・ｺﾆｭﾆｹｰｼｮﾝを保障する制度改革を 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　日本ろう者劇団　30年の軌跡 15

ろうを生きる難聴を生きる　ソーシャルワークを普及させよう 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　ピアノが好き！　～調樹里杏さん～ 15

記報-316 ろうを生きる難聴を生きる　お便りにこたえて 【DVD】 15

ろうを生きる難聴を生きる　いつも前向きに　～大槻芳子さん～ 15

　　　　　〃　　　　　　　　　　ユニバーサルデザインを考える 15

記報-318 ETV特集　思い出の街が甦る　～写真家・井上孝治の世界～ 【DVD】 59

記報-319 プロフェッショナル 仕事の流儀 涙も笑いも、力になる～院内学級教師・副島賢和～ 【DVD】 48

記報-320 きらっといきる　マンガで伝えたい　ろうの世界 ～聴覚障害・松谷琢也さん～ 【DVD】 29

記報-321 きらっといきる　いつも手と手をつないで～全盲ろう　山口隆雄さん・幸子さん夫婦～ 【DVD】 29

記報-322 福祉ネットワーク この人と福祉を語ろう わたしと難聴と京都の関係 エッセイスト 麻生圭子さん 【DVD】 29

記報-323 福祉ネットワーク シリーズ 支援が必要な子どもたちへの教育　第1回”ｲﾝｸﾙｰｼﾌﾞ”な教育 【DVD】 29

記報-324 福祉ネットワーク ”盲ろう者”生きる意欲につながる支援 【DVD】 29

記報-325 発見！人間力　其の９４　盲目の演歌歌手　笑顔の秘密 【DVD】 26

記報-326 カンブリア宮殿　障害者に働く喜びを　日本理化学工業　会長　大山泰弘 【DVD】 44

記報-327 目撃者ｆ　絵里せんせいとスーパーダンスキッズ 【DVD】 26

記報-328 ハートをつなごう　きょうだい～障害のある人の兄弟姉妹～（１） 【DVD】 29

記報-329 ハートをつなごう　きょうだい～障害のある人の兄弟姉妹～（２） 【DVD】 29

ろうを生きる難聴を生きる　人工内耳・２７０人の親の声　～全国早期支援協議会アンケートから～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 検証・韓国手話　～似ている？似ていない？その実像に迫る～ 15

    　　〃　　　　　　　　　　自分自身への挑戦　～ライダー高杉奈緒子　日本最高峰レースに挑む～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　ろう教授奮闘記　～松崎丈さん～ 15

記報-330 【DVD】

記報-331 【DVD】

記報-314 【DVD】

記報-315 【DVD】

記報-317 【DVD】

記報-311 【DVD】

記報-312 【DVD】

記報-313 【DVD】

記報-308 【DVD】

記報-309 【DVD】

記報-310 【DVD】

記報―298 【DVD】

記報-306 【DVD】

記報-307 【DVD】



　　　　〃　　　　              聞こえない学生への支援　～生き生きと学ぶために～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　ぬくもりを伝えたい　～会津塗り職人・星清一さん～ 15

　　　　〃　　　　              “コーダ”を見つめて　～澁谷智子さん～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　ろう者の思いを伝えたい　～映画ドキュメンタリー作家・今村彩子さん～ 15

　　　　〃　　　　              つかめ！聞こえない人々のニーズ　～しゅわ旅ツアー～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　島の手作りネットワーク　～隠岐に暮らす聞こえる人とろう者たち～ 15

　　　　〃　　　　              “盲ろう者”を知っていますか？ 15

記報-335 新日曜美術館シリーズ創作の現場ドキュメント（１）　写真家・石内都「ひろしま」との対話 【DVD】 45

記報-336 ハートをつなごう NHK障害福祉賞（１）私の家族 【DVD】 29

記報-337 福祉ネットワーク 　この人と福祉を語ろう　デザインで描く生きる希望～建築家　伊東豊雄さん～ 【DVD】 29

ろうを生きる難聴を生きる　島のろう者は今 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 災害関連情報（H23.3.20放送) 15

    　　〃　　　　　　　　　　この一年を振り返って～ハイライトシーンをもう一度～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　災害関連情報（H23.4.3放送) 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 災害関連情報（H23.4.10放送) 15

    　　〃　　　　　　　　　　あきらめない人生　前編～藤田孝子さん～ 15

    　　〃　　　　　　　　　　あきらめない人生　後編～藤田孝子さん～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　人形劇と自分探しの旅～前編～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 人形劇と自分探しの旅～後編～ 15

    　　〃　　　　　　　　　　どんぐり　ろう重複障害とともに～知的障害のある仲間のために～ 15

    　　〃　　　　　　　　　　どんぐり　ろう重複障害とともに～さまざまな“生きづらさ”を支えて～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　制度改革①　必要とする人にサービスを 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　制度改革②　いつでもどこでもコミュニケーション支援を 15

    　　〃　　　　　　　　　　　大好きな犬と仲間と　～びわこみみの里の就労支援～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　これからのろう教育　～第59回全国ろうあ者大会から～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　竹の美を極める　～竹工芸作家　杉田静山さん～　前編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　竹の美を極める　～竹工芸作家　杉田静山さん～　後編 15

ろうを生きる難聴を生きる　東日本大震災　盲ろう者は 15

　　　　〃　　　　              東日本大震災　放射能の不安 15

ろうを生きる難聴を生きる　災害時の緊急情報をどう伝えるか 15

　　　　〃　　　　              災害と聴覚障害者情報提供施設 15

記報-345 プロフェッショナル 仕事の流儀 闘う介護、覚悟の現場　介護福祉士　和田行男 【DVD】 48

記報-346 アスリートの魂　私はもっと速くなる　車いすマラソン　土田和歌子 【DVD】 44

記報-347 ハートネットTV　ＮＨＫハート展　　叱られたとき 【DVD】 29

記報-348 ハートネットTV　みつえとゆういち　　ー親子で紡ぐ“認知症”漫画ー 【DVD】 29

ろうを生きる難聴を生きる　明日へのｼｭｰﾄ～ﾃﾞﾌﾊﾞｽｹｯﾄﾁｰﾑ　宮城ｸﾛｰﾊﾞｰｽﾞ～　（前編） 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　（後編） 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　難聴教育①学びやすい学校作り～ある夫婦のとりくみから～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　〃　 ②子どもはこう感じている～難聴児の手記から～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　防災を考える～全国難聴者・中途失聴者福祉大会inあおもり～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　司法手続きにおける配慮を～障害者基本法が求めるもの～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　シリーズ心の病①ストレスと発症 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　〃　　　　 ②仲間・生きがいと回復 15

ろうを生きる難聴を生きる  戦う人生　大矢逞さん①差別をなくすために 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　〃　　　　　　②聞こえない高齢者のために 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　日々是修業　表具師中河吉由樹 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　イグ・ノーベル賞と聴覚障害者 15

記報-349 【DVD】

記報-350 【DVD】

記報-35１ 【DVD】

記報-342 【DVD】

記報-343 【DVD】

記報-344 【DVD】

記報-339 【DVD】

記報-340 【DVD】

記報-341 【DVD】

記報-333 【DVD】

記報-334 【DVD】

記報-338 【DVD】

記報-331 【DVD】

記報-332 【DVD】



ろうを生きる難聴を生きる 手話の権利を確立させよう「手話言語法」制定運動 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　聞こえる子を育てる親へ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　シリーズ若者が見たアメリカ①前向きな生き方 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　②聞こえない人の相談支援 15

ろうを生きる難聴を生きる  手話通訳制度を考える 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　世界ろう者卓球選手権まで２ヶ月（１）つかめ金メダル！－上田萌さん－ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）夫婦で挑む－有馬歓生さん・千寿子さん
－

15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　防災・減災のために 15

記報-354 由香ちゃんは小さな通訳者　　ーろう唖家族の９年間の記録ー 【DVD】 29

記報-355 歴史秘話ヒストリア　～長篠の合戦　男たちは何を見た！？～ 【DVD】 43

ろうを生きる難聴を生きる　　検証障害者自立支援法改正案 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　いつか宇宙へ　～JAXA開発員　長谷川晃子さん～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　早瀬憲太郎に聞く①ろう児のために 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　〃　　　　 ②先輩の生きざまを伝えたい 15

ろうを生きる難聴を生きる　手話コーパスを作る 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　わたしの絵は”ことば”イラスト作家　杉本聖奈さん～前編～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　　～後編～ 15

ろうを生きる難聴を生きる  2012世界ろう者卓球選手権大会　前編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　後編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　めざせ！日本語・手話CG自動翻訳 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　震災を撮り続ける～今村彩子さん～ 15

ろうを生きる難聴を生きる　第６０回全国ろうあ者大会 in　Kyoto①～運動の歴史～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　②～制度改革～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　学校訪問･東京都立大塚ろう学校（１）言葉を育む 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（２）人と関わる時間を 15

ろうを生きる難聴を生きる 　あきらめない沖縄“風疹児”比嘉真弓さん　前編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　〃　　　　　　　　　　　　　　　 後編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　残存聴力活用型人工内耳 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　補聴は工夫できる　　～めだかの学校～ 15

記報-361 福祉ネットワーク　シリーズ　いま、“言葉”を力に　①ろう重複障害者を支える 【DVD】 29

記報-362 プロフェッショナル 仕事の流儀 希望のリハビリ、ともに闘い抜く　リハビリ医　酒向正春 【DVD】 48

ろうを生きる難聴を生きる　　“たま手ばご”の紙芝居①マボロシノハナ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　　“たま手ばこ”の紙芝居②ユメノシマ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　途上国の障害者とともに.～アジア経済研究所森壮也さん～前編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　途上国の障害者とともに1～アジア経済研究所森壮也さん～後編 15

ろうを生きる難聴を生きる　“海の魅力を伝えたい”水族館学芸員長谷部阿由美さん 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　地域のろう者に寄り添って～NPO法人にいま一る①～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　築け!健聴者とのネットワrク～NPO法人にいま一る②～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　聞こえない学生が大学で学ぶために①情報保障 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　聞こえない学生が大学で学ぶために②エンパワメント 15

ろうを生きる難聴を生きる 　ろう重複の子どもを地域で育てる～NPO法人“つくし"①～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　ろう重複の子どもを地域で育てる～NPO法人“つくし"②～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　全国中途失聴者・難聴者福祉大会in埼玉 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　写真家①鉄道の輝きを持田昭俊さん 15

記報-365 【DVD】

記報-360 【DVD】

記報-363 【DVD】

記報-364 【DVD】

記報-357 【DVD】

記報-358 【DVD】

記報-359 【DVD】

記報-352 【DVD】

記報-353 【DVD】

記報-356 【DVD】



　　　　〃　　　　　　　　　　 　  写真家②その人らしさを齋藤陽道さん 15

ろうを生きる難聴を生きる　聞こえる仲間と最高のダンスを高木里華さん 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　手話のすすめ中途失聴した人へ佐々木あやみさん 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　もっとループを～よりよい聞こえのために～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　“進化する字幕”を～要約筆記サークル「まごのて」～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　補聴器の使いこなし術 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　モバイル型遠隔情報保障システムとは? 15

　　　　〃　　　　　　　　　　　　デフリンピック2013めざせ二連覇～ハンマー投げ森本真敏さん～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　 デフリンピック2013初のメダルを!～バスケットボール女子チーム～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　災害に備える～映画「生命のことづけ」から学ぶ～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　災害に備える～情報を得るために～ 15

記報-369 サラリーマンライフ～ろう者と聴者が共に働く職場づくり～ 【DVD】 46

記報-370 交通事故裁判～手話ができなくなったことを言語障害として認めて欲しい～完全版 【DVD】 27

ろうを生きる難聴を生きる　差別ってなに？～ふだんの暮らしで考える～

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　差別ってなに？～学びと仕事で考える～

　　　　〃　　　　　　　　　　　　 旅を楽しむために～難聴者バス旅行同乗記～

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　普及するか？電話リレーサービス

ろうを生きる難聴を生きる 　手話言語条例を考える

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　心ひとつに響かせて～“ろう太鼓”が結ぶ絆～

　　　　〃　　　　　　　　　　　　「働く」を見に行こう！～先輩社会人を訪ねて①～

　　　　〃　　　　　　　　　　 　 「働く」を見に行こう！～先輩社会人を訪ねて②～

人間開発　三重苦２０年の記録　前編

人間開発　三重苦２１年の記録　後編

聴力障害者の時間　失聴と人生　～大原省三さんにきく～

聴力障害者の時間　手話落語にとりくむ

記報-375 五目ごはん　～私たちの生きる道～ 【DVD】 82

記報-376 昭和を切り拓いた　ろう女性からあなたへ 【DVD】 60

ろうを生きる難聴を生きる 　“ご当地手話”を伝えたい 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　子育ては笑顔で～東京・練馬　手輪るサロン～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　もっと学びたい～ろう・難聴高校生の学習塾～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　夢はチャンピオン　キックボクサー郷州力　前編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　夢はチャンピオン　キックボクサー郷州力　後編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　音楽を体で感じて～ダンスチーム SOUL FAMILY～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　壁は越えられる～盲ろうの大校生 森敦史さん～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　筆談が変わる 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　絆を取り戻したい～被災地のろう学校 100周年の同窓会～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　どう育む？日本語力～文の仕組みを知る～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　どう育む？日本語力～表現力を高める～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　安心を届けたい～音を知らせる腕時計～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　共に生きやすい社会を～言葉の壁を越える～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　共に生きやすい社会を～理想の職場を創る～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　“働く”を見に行こう！～看護師を目指す学生×中途失聴の医師～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　心で感じて踊りたい 手話パフォーマー 中嶋元美 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　この音に心をこめて～難聴のオカリナ奏者 仲里尚英～ 15

記報-380 【DVD】

記報-381 【DVD】

記報-377 【DVD】

記報-378 【DVD】

記報-379 【DVD】

記報-373 【DVD】 41

記報-374 【DVD】 34

記報-368 【DVD】

記報-371 【DVD】 60

記報-372 【DVD】 60

記報-365 【DVD】

記報-366 【DVD】

記報-367 【DVD】



　　　　〃　　　　　　　　　　 　　教育にささげた人生 古河太四郎 生誕170年 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　実験中！“字幕電話” 15

ろうを生きる難聴を生きる 　マジックで人生を切り開け デフマジシャンNOBU 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　 ～私は負けない修行中！難聴の芸妓～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　 ～難聴の宮大工・渡辺健太～ 前編 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　 ～難聴の宮大工・渡辺健太～ 後編 15

ろうを生きる難聴を生きる 　知って得する！　イマドキ補聴器最新情報 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　聞きやすい声を作れ！　難聴者向けスピーカー 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　夢はマンガ家！ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　「家族と私」　～盲ろう者のための本音ラジオ～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　人生はコミュニケーションだ　通訳が暮らしを変える 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　 誰からも愛されるパンを　パン職人　東園子 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　踊りは私の人生　～琉球舞踏家　平良鈴華～ 15

記報-385 NHKスペシャル　見えず聞こえずとも　～夫婦ふたりの里山暮らし～ 【DVD】

THE歴史列伝　～そして傑作が生まれた～　戦国最強伝説　真田三代　前編

THE歴史列伝　～そして傑作が生まれた～　戦国最強伝説　真田三代　後編

記報-387 ハートネットTV　シリーズ　変わる障害者支援（１）　私のことは私が決める 【ＤＶＤ】×2

記報-388 ハートネットTV　シリーズ　変わる障害者支援（２）　あなたの決断を支えたい 【ＤＶＤ】×2

記報-389 目撃！日本列島心をつなぐ”千本ノック”～盲目の夫婦の日々～ 【ＤＶＤ】×2

記報-390 ハートネットTV　エンジンの鍵みつけた　～発達障害とのはざまで～ 【ＤＶＤ】×2

記報-391 ハートネットTV　私らしい”自立“　～NHK障害福祉賞５０年～ 【ＤＶＤ】×2

記報-392 ハートネットTV　笑顔のそばに卓球があった　～ろう者卓球日本一　伊藤優希17歳～ 【ＤＶＤ】×2 29

記報-393 ハートネットTV　静かでうるさい居酒屋 【ＤＶＤ】×2 29

記報-394 探検バクモン　見えない聞こえない　でもね… 【DVD】 25

ハートネットTV　ブレイクスルー　File.34　キムさんの日本語教室 29

ハートネットTV　ブレイクスルー　File.86　つたえたい　聞こえないママへ　ダンサーREIKO 29

記報-396 ハートネットTV　静かで、にぎやかな学校　～手話で学ぶ明晴学園～ 【DVD】 29

記報-397 ココがズレてる健常者　障害者１００人がモノ申す 【DVD】 45

ろうを生きる難聴を生きる 　光と音が薄れゆく中で　～グランドソフトボールと駆け抜けた夏～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　離れていても助けたい　～熊本地震　ITを使った支援～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　壁があるから心がひらく　ろう者が店主の喫茶店 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　心ひとつに　～ろうの教師と聞こえる生徒たちの合唱～ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　奄美の海でカツオ一本釣り 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　聞こえないリーダーの挑戦　～国際大会の成功を目指して～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　もう一度学びたい　～ろう者が通う日本語教室～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　挑めば可能性は広がる　弁護士　久保陽奈 15

ろうを生きる難聴を生きる 　一人前を目指して　～釧路の左官職人～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　聞こえなくても踊れるよ　～ろうのダンスインストラクター～ 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　僕の音楽は難聴とともに　宇崎竜童 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　みんなで一緒に舞台を楽しみたい 15

記報-401 RSK地域スペシャル　メッセージ　聴こえない子を救いたい　～岡山かなりや学園～ 【DVD】 48

記報-402 ハートネットTV　シリーズ　戦後７１年　第２回　わたしが見た”ろう者の戦争” 【DVD】 29

ろうを生きる難聴を生きる 　夢のゴールへ突き進め！―サッカー選手　西大輔― 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　盲ろう者たちの家　―日本初の専用グループホーム― 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　美術館をもっと楽しもう！ 15

ろうを生きる難聴を生きる 　聴導犬がお客をつなぐ理容店 15

　　　　〃　　　　　　　　　　 　　デフリンピック特集　自転車　早瀬憲太郎 15

記報-400 【DVD】

記報-403 【DVD】

記報-404 【DVD】

記報-395 【DVD】

記報-398 【DVD】

記報-399 【DVD】

記報-383 【DVD】

記報-384 【DVD】

記報-386 【DVD】

記報-381 【DVD】

記報-382 【DVD】



　　　　〃　　　　　　　　　　 　　デフリンピック特集　サッカー　岡田侑也・拓也 15

記報-405 ハートネットTV　シリーズ　相模原障害者施設殺傷事件　言葉はなくとも　重度知的障害のある人たち 【ＤＶＤ】×2 29

記報-406 ハートネットTV　シリーズ　罪を犯した発達障害者の際出発　第１回出所、そして社会へ 【ＤＶＤ】×2 29

記報-407 ハートネットTV　シリーズ　罪を犯した発達障害者の際出発　第２回出所、そして社会へ 【ＤＶＤ】×2 29

記報-408 ETV特集　亜由未が教えてくれたこと 【ＤＶＤ】×2 60

記報-409 ハートネットTV　WEB連動企画〝チエノバ"これだけは知ってほしい！聴覚障害の悩み 【ＤＶＤ】×2 29

趣教―292 ﾊﾞｲﾔｰｽﾞｶﾞｲﾄﾞのﾎﾟｲﾝﾄ　「損害保険の契約にあたっての手引」の解説 【DVD】 15

趣教―294 日本の名峰　発表おすすめの山50 【VHS】
【DVD】

120

趣教―306 美の巨人たち　レオナルド・ダ・ヴィッチ「モナリザ」前編 【VHS】
【DVD】

26

趣教―307 美の巨人たち　レオナルド・ダ・ヴィッチ「モナリザ」後編 【VHS】
【DVD】

26

趣教―315 ～図解！よくわかる～暮らしの製品安全知識 【DVD】 18

趣教―316 自分らしい明日のために　早見優が案内する成年後見制度 【DVD】 31

趣教―317 インターネットの向う側 【DVD】 36

住まい自分流　地震から家族を守る　～家具の転倒防止～ 20

住まい自分流　地震から家族を守る　～安全に逃げる～ 20

住まい自分流　地震から家族を守る　～家族防災マニュアル～ 20

住まい自分流　地震から家族を守る　～防災グッズで一日訓練～ 20

趣教―319 天才！志村どうぶつ園特別編　～涙と奇跡のどうぶつ物語～ 【DVD】 121

趣教―320 断るチカラの磨き方　心の隙を狙う悪質商法 【DVD】 27

趣教―321 気にかけて　声かけて　トラブル撃退！　悪質商法捕物帳 【DVD】 24

趣教―322 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～ 【DVD】 50

住まい自分流　わが家の窓しっかり防犯　クレセント錠 20

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 20

住まい自分流　わが家の窓しっかり防犯　戸先錠 20

住まい自分流　わが家の窓しっかり防犯　内格子 20

趣教―324 天才！志村どうぶつ園　生まれたれホヤホヤ世界の赤ちゃん動物… 【DVD】 95

趣教―325 江口洋介　劇的キューバ旅！　革命と情熱の国の素顔 【DVD】 25

趣教―326 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 【DVD】 33

趣教―327 緊急レポート　美容医療　キレイのリスク 【DVD】 22

趣教―328 ヒヤリ･ハットから子どもまもり隊　-大事故につながる身近な危険- 【DVD】 18

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 30

日本の伝統芸能　茂山千之丞の狂言入門　第２回　囃しものにうかされて 30

趣教ー330 ためしてガッテン　進化する水族館！　満喫新マニュアル 【DVD】 43

趣教―331 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～ 【DVD】 24

趣教―332 美の巨人たち＃３１３　伊藤若冲「鳥獣花木図屏風」 【DVD】 25

趣教―333 ダーウィンが来た！生きもの新伝説 「壮絶1200頭！カバ大集合」 【DVD】 29

趣教―334 ダーウィンが来た！生きもの新伝説 「目撃！タカ対スズメバチ」 【DVD】 29

趣教―335 特報フロンティア　炭坑が“世界の記憶”になった～山本作兵衛の記録画～ 【DVD】 25

趣教―336 笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　♯８ 【DVD】 46

趣教―337 笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　♯１２ 【DVD】 46

趣教―338 THE世界遺産　女帝の夢うつした宮殿 【DVD】 25

趣教―339 世界温泉遺産～神秘の力を訪ねて～ 【DVD】 46

趣教―340 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～ 【DVD】 22

趣教―341 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- 【DVD】 23

趣教―342 笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　♯４５　福岡・北九州市合馬 【DVD】 46

趣教―343 笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　♯５１　福岡・柳川市 【DVD】 46

趣教―344 世界温泉遺産～神秘の力を訪ねて～ｵｰﾛﾗを望む、神秘の絶景温泉、ｶﾗｽｶ･ﾁﾅ温泉 【DVD】 46

趣教―318 【DVD】

趣教―323 【DVD】

趣教ー329 【DVD】

記報-404 【DVD】



趣教―345 洗濯の心得～洗濯とクリーニングの基本～ 【DVD】 23

趣教―346 若者たちを狙う悪質商法～SNSを悪用した出会いにご用心～ 【DVD】 24

趣教―347 ＴＨＥ世界遺産　知られざる天才の傑作　ｶﾀﾙｰﾆｬ音楽堂とｻﾝﾊﾟｳ病院（ｽﾍﾟｲﾝ） 【DVD】 25

ＴＨＥ世界遺産　富士山-進行の対象と芸術の源泉Ⅰ（日本） 25

ＴＨＥ世界遺産　富士山-進行の対象と芸術の源泉Ⅱ（日本） 25

趣教―349 私はだまされない！？～悪質商法の被害を防ぐ鉄則集～ 【DVD】 24

笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　♯７５　北九州市若松区 100年続いたシブすぎる銭湯 46

笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　♯８３　北九州市八幡西区・木屋瀬　若くて強い女性たち 46

スマホ・リアル・ストーリー　無料ゲームのはずが…

スマホ・リアル・ストーリー　たった一言のちがいが…

笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　福岡・水巻町　縁あって…

笑顔まんてん　ﾀﾋﾞ好ｷ　北九州市小倉南区・井手浦　お尻ふりふり

趣教―353 その情報、誰のもの？　～情報社会と権利侵害～ 【DVD】 25

趣教―354 美の巨人たち　松本竣介「水を飲む子ども」 【DVD】 25

ドラ―785 評議（裁判員制度広報用映画） 【VHS】【DVD】 62

ドラ―787 ドラマコンプレックス  終戦記念特別ドラマ　ひめゆり隊じ― 【VHS】【DVD】 119

ドラ―793 裁判員制度広報用映画　裁判員～選ばれ、そして見えてきたもの～（最高裁提供） 【VHS】【DVD】 69

ドラ―825 三池　終わらない炭鉱の物語 【VHS】
【DVD】

103

ドラー848 仮面ライダーディケイド　～オールライダー対大ショッカー～ 【VHS】
【DVD】

67

ドラ－849 土曜プレミアム裁判員制度スペシャルドラマ　サマヨイザクラ 【VHS】
【DVD】

109

ドラ－850 松本清張生誕100年周年スペシャルドラマ「火と汐」 【VHS】
【DVD】

105

ドラ－851 テレビ東京開局45周年記念　新春ワイド時代劇　柳生武芸帳 【VHS】
【DVD】

358

ドラ－852 劒岳　点の記 【VHS】
【DVD】

140

ドラ―812 恋路物語　―each　little　thing― 【ＤＶＤ】×2 80

ドラ―821 機関車先生 【VHS】
【DVD】

124

ドラ―828 憑神 【VHS】
【DVD】

108

ドラ―829 DORAMACIOMPLEX 第60回文化庁芸術祭参加作終戦６０年ｽﾍﾟｼｬﾙﾄﾞﾗﾏ 火垂るの墓 【DVD】 148

ドラ―830 「うつ」への復讐　～絶望からの復活～ 【VHS】
【DVD】

93

ドラ―831 みゅうの足パパにあげる 【VHS】
【DVD】

101

ドラ－840 ごくせん　卒業スペシャル 【VHS】
【DVD】

95

ドラ－842 開局５０周年記念　氷の華　第一夜 【VHS】
【DVD】

109

ドラ－843 開局５０周年記念　氷の華　第二夜 【VHS】
【DVD】

102

ドラ－853 氷点  【DVD】 97

ドラ－854 ユニバーシティライフ  【DVD】 47

ドラ－855 ドラマスペシャル　心の糸  【DVD】 73

ドラ－856 幸福の黄色いハンカチ  【DVD】 119

ドラ－857 釣りバカ日誌  【DVD】 94

ドラ－858 釣りバカ日誌２  【DVD】 96

ドラ－859 釣りバカ日誌３  【DVD】 96

ドラ－860 それから  【DVD】 130

ドラ－861 今度は愛妻家  【DVD】 132

ドラ－862 七人の侍（前・後）  【DVD】 207

ドラ－863 日本の一番長い日  【DVD】 158

ドラ－864 休暇  【DVD】 115

ドラー865 連続テレビ小説　ゲゲゲの女房　総集編　第１回「旅立ちの風」  【DVD】 68

ドラー866 連続テレビ小説　ゲゲゲの女房　総集編　第２回「来るべき時が来た」  【DVD】 68

ドラー867 連続テレビ小説　ゲゲゲの女房　総集編　第３回「ありがとう」  【DVD】 68

20

趣教―352 【DVD】

趣教―348 【DVD】

趣教―350 【DVD】

趣教―351 【DVD】



ドラー868 仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー　THE MOVIE 超電王トリロジー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EPISODE RED ゼロのスタートウィンクル

 【DVD】 71

ドラー869 仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー　THE MOVIE 超電王トリロジー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EPISODE BLUE 派遣イマジンはNEW トラル

 【DVD】 73

ドラー870 仮面ライダー×仮面ライダー×仮面ライダー　THE MOVIE 超電王トリロジー
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　EPISODE YELLOW お宝DEエンド・パイレーツ

 【DVD】 73

ドラー871 息子  【DVD】 121

ドラー872 人間魚雷　ああ回天特別攻撃隊  【DVD】 105

ドラー873 緋牡丹博徒　鉄火場列伝  【DVD】 110

ドラー874 緋牡丹博徒　お竜参上  【DVD】 100

ドラー875 劇場版　ゲゲゲの鬼太郎　日本爆裂！！  【DVD】 83

ドラー876 ONE　PIECE　FILM　ワンピースフィルム　STRONG　WORLD　ストロングワールド  【DVD】 116

ドラー877 手塚治虫の　ブッダ　-赤い砂漠よ！美しく-  【DVD】 112

ドラー878 天国と地獄  【DVD】 144

ドラー879 赤ひげ  【DVD】 186

ドラー880 成年後見物語 【VHS】
【DVD】

54

ドラー88１ 破戒 【VHS】
【DVD】

119

ドラー882 NHKスペシャル鬼太郎が見た玉砕～水木しげるの戦争～  【DVD】 89

ドラ―８８３ 眠狂四郎　無頼剣  【DVD】 79

ドラ―８８４ 虹色ほたる  【DVD】 105

ドラ―８８５ アニメ「ジュノー」  【DVD】 63

ドラ―８８６ 聯合艦隊司令長官　山本五十六  【DVD】 141

ドラ―８８７ 少年ケニヤ  【DVD】 110

ドラ―８８８ 釣りバカ日誌スペシャル  【DVD】 106

ドラ―８８９ 釣りバカ日誌８  【DVD】 107

ドラ―８９０ 釣りバカ日誌９  【DVD】 115

ドラ―８９１ 釣りバカ日誌１０  【DVD】 111

ドラ―８９２ 一枚のハガキ  【DVD】 115

ドラ―８９３ がんばっぺ　フラガール！～フクシマに生きる。彼女たちのいま～  【DVD】 103

ドラ―８９４ 僕達急行　A列車で行こう  【DVD】 118

ドラ―８９５ 苦役列車  【DVD】 114

ドラ―８９６ はやぶさ　遙かなる帰還  【DVD】 137

ドラ―８９７ 花のお江戸の釣りバカ日誌  【DVD】 118

ドラ―８９８ 眠狂四郎　殺法帖  【DVD】 81

ドラ―８９９ 濃姫  【DVD】 119

ドラ―９００ 金曜プレステージ特別企画謎解きはディナーのあとでスペシャル風祭警部の事件簿  【DVD】 95

ドラ―９０１ 宮本武蔵  【DVD】 111

ドラ―９０２ 仮面ライダー×スーパー戦隊スーパーヒーロー大戦  【DVD】 90

ドラ―９０３ DRAGONBALLZドラゴンボールZ神と神  【DVD】 86

ドラ―９０４ 映画プリキュアオールスターズNewStageみらいのともだち  【DVD】 72

ドラ―９０５ 映画プリキュアオールスターズNewStage2こころのともだち  【DVD】 71

ドラ―９０６ 無法松の一生  【DVD】 104

ドラ―９０７ 東京映画作品名もなく貧しく美しく  【DVD】 113

ドラ―９０８ 創立35周年記念映画東京映画作品父と子続・名もなく貧しく美しく  【DVD】 115

ドラ―９０９ 影武者  【DVD】 180

ドラ―９１０ 潮騒  【DVD】 82

ドラ―９１１ 青い山脈  【DVD】 96

ドラ―９１２ あの夏、いちばん静かな海。  【DVD】 101

ドラ―９１３ はだしのゲン  【DVD】 84

ドラ―９１４ 小屋番澗沢ヒュッテの四季  【DVD】 70



ドラ―９１５ Give　ａｎｄ　Go  【DVD】 71

ドラ―９１６ 連続テレビ小説　花子とアン　総集編（前編）「こぴっと、青春！」  【DVD】 98

ドラ―９１７ 連続テレビ小説　花子とアン　総集編（後編）「想いよ、届け！」  【DVD】 89

ドラ―９１８ 獄に咲く花  【DVD】 94

オレンジデイズ　１

オレンジデイズ　２

オレンジデイズ　３

オレンジデイズ　４

オレンジデイズ　５

オレンジデイズ　６

オレンジデイズ　７

オレンジデイズ　８

オレンジデイズ　９

オレンジデイズ　１０

ドラ―９２２ オレンジデイズ　１１  【DVD】 60

ドラ―９２３ ＯＮＥ　ＰＩＥＣＥ　３D　麦わらチェイス  【DVD】 31

ドラ―９２４ 仮面ライダー鎧武　サッカー大作戦！黄金の果実争奪杯！  【DVD】 66

ドラ―９２５ 隠し砦の三悪人  【DVD】 139

ドラ―９２６ 四つの終止符  【DVD】 107

ドラ―９２７ 魔女の宅急便  【DVD】 103

ドラ―９２８ スーパーヒーロー大戦GP　仮面ライダー３号  【DVD】 96

ドラ―９２９ 映画　プリキュアオールスターズ　春のカーニバル♪  【DVD】 75

ドラ―９３０ 天空の城ラピュタ  【DVD】

ドラ―９３１ 耳をすませば  【DVD】

ドラ―９３２ 羅生門  【DVD】

ドラ―９３３ 点と線  【DVD】

ドラ―９３４ 劇場版ドラゴンボールZ　復活の「F」  【DVD】

ドラ―９３５ 仁義なき戦い  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.1「出逢い」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.2「約束」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.3「涙」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.4「キッス」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.5「会えない」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.6「過去」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.7「再会」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.8「秘密」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.9「疑惑」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.10「悲劇」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.11「別離」  【DVD】

愛していると言ってくれ　Vol.12「僕の声」  【DVD】

ドラ―９３９ 雨月物語  【DVD】 97

ドラ―９４０ 東京映画作品　黒い画集　ある遭難  【DVD】 87

ドラ―９４１ 人間の証明  【DVD】 132

ドラ―９４２ ゼロの焦点  【DVD】 95

ドラ―９４３ 宇宙からのメッセージ  【DVD】 105

ドラ―９４４ 海難１８９０  【DVD】 132

ドラ―９４５ さらばあぶない刑事  【DVD】 118

ドラ―９３６ 187

ドラ―９３７ 187

ドラ―９３８ 187

ドラ―９２０
 【DVD】 188

 【DVD】 141
ドラ―９２１

ドラ―９１９  【DVD】 167



ドラ―９４６ 学校の怪談  【DVD】 101

ドラ―９４７ おもひでぽろぽろ  【DVD】 119

ドラ―９４８ 借りぐらしのアリエッティ  【DVD】 94

ドラ―９４９ スペシャルドラマ　返還公証人　-いつか、沖縄を取り戻す-  【DVD】 90

ドラ―９５０ 相棒14  【DVD】 126

ドラ―９５１ 一心太助　天下の一大事  【DVD】 91

ドラ―９５２ 学校の怪談３  【DVD】 97

ドラ―９５３ 地獄門  【DVD】 89

ドラ―９５４ 任侠東海道  【DVD】 105

ドラ―９５５ SLAMDUNK  【DVD】 30

ドラ―９５６ 生きる  【DVD】 143

ドラ―９５７ 用心棒  【DVD】 110

ドラ―９５８ 八つ墓村  【DVD】 151


