
-+ 
 

 

聴覚
ちょうかく

障害者向
しょうがいしゃむ

け 

映像
えいぞう

ライブラリー目録
も くろ く

 
（保存版） 

 令和
れ い わ

３年
ねん

（２０２１年度） 後期
ご き

追加
つ い か

番組
ばんぐみ

  

  （１８作品＝ＤＶＤ１２枚）  

 

  

- 

 

 

 

 

 北九州市立聴覚障害者情報センター 

〒806-0021 北九州市八幡西区黒崎３丁目１５－３ コムシティ５階 
ＦＡＸ ０９３－６４５－３３３５  ＴＥＬ ０９３－６４５－１２１６ 

Ｅメール jyoho@kita9-s.com 

 

 

 

Ｎｏ.３３ 

旭山動物園物語 

ペンギンが 

空をとぶ 



令和３年度（２０２１） 字幕ビデオライブラリー共同事業 後期作品一覧 

 

 

 

1 

№ 識別番号 作品名 放送年月日等 作品分数 
情報 

保障 

１ DA-0168 
ハートネットＴＶ 異言語脱出ゲームｏｎＴＶ  

謎の館から脱出せよ！ 
２０１９年１０月 ９日 29 字幕 

２ DA-0169 

ろうを生きる 難聴を生きる 

聞こえないセンパイの課外授業 Vol.1  

君たちは何を持っているか 医師 狩野拓也 

２０２０年 １月１１日 15 

字幕 

ろうを生きる 難聴を生きる 

新型コロナウイルス ～ろう者・難聴者は今～ 
２０２０年 ３月２１日 15 

ろうを生きる 難聴を生きる 

聞こえないセンパイの課外授業 Vol.3 “伝える力”

が社会で生きる 前編 弁護士 松田崚 

２０２０年 ４月 ４日 15 

ろうを生きる 難聴を生きる  

聞こえないセンパイの課外授業 Vol.3 “伝える力”

が社会で生きる 後編 弁護士 松田崚 

２０２０年 ４月１１日 15 

３ DA-0170 
ＭＢＳ ドキュメンタリー 映像’０１  

つれあい 丹後・味土野物語 
２００１年 ５月２０日 49 手・字 

４ DD-0015 情熱大陸 ボランティア 尾畠春夫 ２０１８年 ９月２３日 25 手・字 

５ EB-0017 
防災映像 水害編 （子ども版） 

２０２０年 

12 
手・字 

防災映像 土砂災害編 （子ども版） 10 

６ FD-0086 旭山動物園物語 ペンギンが空をとぶ ２００９年 112 複・字 

７ FD-0087 ツレがうつになりまして。 ２０１１年 121 複・字 

８ FD-0088 映画 プリキュアスーパースターズ！ ２０１８年 70 複・字 

９ FD-0089 学校の怪談４ １９９９年 99 複・字 

10 FD-0090 平成狸合戦ぽんぽこ １９９４年 119 複・字 

1１ 
JB-0118 

 

ポケットモンスター ピカチュウ誕生！ ２０１９年１１月１７日 25 
字幕 

ポケットモンスター サトシとゴウ、ルギアでゴー！ ２０１９年１１月２４日 25 

12 JB-0119 

ポケットモンスター フシギソウって フシギだね？ ２０１９年１２月 １日 25 

字幕 
ポケットモンスター 行くぜガラル地方！ヒバニーと

の出会い！！ 
２０１９年１２月 ８日 25 



D 記録・報道 Documentary  DA 障害関係 
 

識別番号 タイトル名 内 容 分数 
 

DA-0168 

ハートネットＴＶ 

異言語脱出ゲームｏｎＴＶ 

謎の館から脱出せよ！ 

 

NHK 

まったく新しいタイプの体感謎解きゲーム「異言語脱出

ゲーム」。耳が聞こえないろう者４人と聞こえるタレント４人

のチャレンジャーが、手話や音声を使った謎がちりばめら

れた館から協力して脱出する。手話や音声を使った謎に

視聴者もチャレンジできる。チャレンジャーは脱出できるの

か。 

奥野壮／森七菜／井上咲楽／高野洸／山田真樹／仲

菜摘／松本拓也／中川恵美 

29 

２０１９年１０月９日 利用区分 B-3 字幕 DA2021-00３ 
 

DA-0169 

ろうを生きる 難聴を生きる 

聞こえないセンパイの 

課外授業 

Vol.1 君たちは 

何を持っているか  

医師 狩野拓也 

 さまざまな分野で活躍する聞こえないセンパイが、聞こ

えない学生の悩みを解決する。今回は難聴の医師であ

り、デフリンピックのバレーボール日本代表選手でもある狩

野拓也さんが登場。患者の命を預かる医療の現場で培っ

たコツを伝授する。聞こえる人にも参考になるヒントが満載

の授業の様子を届ける。 狩野拓也 

15 

２０２０年１月１１日 利用区分 B-3 字幕 DA2021-021 

ろうを生きる 難聴を生きる 

新型コロナウイルス  

～ろう者・難聴者は今～ 

 新型コロナウイルスにより、ろう・難聴者の生活にも大きな

影響が出ている。マスク生活によりコミュニケーションがとり

づらくなったり、ろう学校が休校となり手話で話ができる場

がなくなったりと、その影響は大きい。番組ではろう・難聴

者の現状を伝え、今できること、今後の対策などを伝え

る。 江副悟史 

15 

２０２０年３月２１日 利用区分 B-3 字幕 DA2021-022 

ろうを生きる 難聴を生きる 

聞こえないセンパイの 

課外授業  

Vol.3 “伝える力”が 

社会で生きる 前編 弁護士 

松田崚 

 さまざまな分野で活躍する聞こえないセンパイが、聞こえ

ない学生の悩みを解決する。今回はろうの弁護士である

松田崚さんが、母校である山形聾学校で授業を行う。コン

ビニでの買い物にチャレンジして失敗から学ぶこととは？

進路に不安を抱える後輩たちに、社会で活躍するための

スキルを伝授する。 松田崚 

15 

２０２０年４月４日 利用区分 B-3 字幕 DA2021-023 

ろうを生きる 難聴を生きる 

聞こえないセンパイの 

課外授業  

Vol.3 “伝える力”が 

社会で生きる 後編 弁護士 

松田崚 

 ろうの弁護士・松田崚さんが行う授業の後編。伝える力

を磨くための模擬裁判に挑戦する生徒たち。弁護士、検

察官、裁判官と３つのチームに分かれて、それぞれの立

場での主張をまとめて発表する。旧優生保護法の裁判に

関わる松田さんからのメッセージとは。 松田崚 

15 

２０２０年４月１１日 利用区分 B-3 字幕 DA2021-024 

 

 

２ 



D 記録・報道 Documentary  DA 障害関係 
 

識別番号 タイトル名 内 容 分数 
 

DA-0170 

ＭＢＳ 

ドキュメンタリー 

 映像’０１  

つれあい  

丹後・味土野物語 

毎日放送 

 京都府弥栄町味土野（みどの）は５軒７人が暮らす過疎

の村である。この村で自給自足の生活を続ける梅木好彦

さんは手話と点字を学び、障害者の交流会で盲ろうの辻

本久代さんと出会った。触読手話で語り合いお互いを理

解する２人が２００１年４月に結婚するまでの過程を描く。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：米内山昭枝梅

木好彦／辻本久代／大益牧雄／木下勇／木下初枝 

49 

２００１年５月２０日 利用区分 B-3 手話・字幕 DA2021-030 

 

D 記録・報道 Documentary  DD 人間関係 
 

DD-0015 

情熱大陸  

ボランティア 

尾畠春夫 

 

毎日放送 

 西日本豪雨で大きな被害を受けた広島県呉市天応地

区。被災地の復旧を手伝うボランティアの中に、一際目立

つ男性がいた。赤いつなぎに「絆」と書かれたヘルメット。

山口県周防大島町で行方不明となった２歳児を発見し、

一躍時の人となったスーパーボランティアの尾畠春夫。ボ

ランティアをする動機や理由、尾畠が小学校５年生のとき

に亡くなった母親との思い出について語る。 

（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

尾畠春夫 

25 

２０１８年９月２３日 利用区分 B-3 手話・字幕 DD2021-004 

 

E 教育・教材 Education  EB 教材 
 

EB-0017 

防災映像  

水害編 

（子ども版） 

 

内閣府 

 日本各地で毎年のように水害が発生し、たくさんの方が

亡くなっている。地球温暖化のせいで水害はますます増

え、被害もますます大きくなると言われている。水害が起こ

りやすい場所や川の水があふれたときに街や家の中でど

んなことが起きるかをＣＧで再現。安全に避難するため

に、ふだんからできることや避難するタイミングを分かりや

すく説明している。 
（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

12 

２０２０年（令和２年） 利用区分 A-3 手話・字幕 EB2021-010 

防災映像  

土砂災害編 

（子ども版） 

 

内閣府 

 毎年のように土砂災害の大きな被害が出ている。地球

温暖化のせいで土砂災害はますます増え、被害はますま

す大きくなると言われている。土砂災害にはどのような種

類があるのか？土砂災害の種類によってどのようなことに

注意が必要なのか？安全に避難するために、ふだんから

できることや避難するタイミングを分かりやすく説明してい

る。（字幕・手話付き 選択可能）手話表現者：森田明 

10 

２０２０年（令和２年） 利用区分 A-3 手話・字幕 EB2021-011 

 

3 



F 映画・ドラマ Fiction  FD 映画 

 

 

 

 

 

4 

識別番号 タイトル名 内 容 分数 

FD-0086 

旭山動物園物語  

ペンギンが空をとぶ 

 

 

ＫＡＤＯＫＡＷＡ 

 日本の最北にある旭山動物園は毎年３億円もの赤字を

出し続けて閉園の危機に追い込まれていた。だが動物の

行動をそのまま見せる行動展示にしたことで２００４年春に

は月間入場者数が上野動物園を抜いて日本一になる。

そこに至るまでの園長と飼育員の努力と工夫、動物に対

する愛情を描いた実話を映画化。平成２１年、マキノ雅彦

監督作品。（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 
西田敏行／中村靖日／前田愛／長門裕之／六平直政／

岸部一徳／塩見三省 

112 

２００９年 利用区分 B-3 複数・字幕 FD2021-002 

FD-0087 

ツレが 

うつになりまして。 

 

東映 

 まじめで几帳面な性格の夫・幹夫（ツレ）に、少しずつ心

身の不調が現れるようになった。「うつ病」と診断された幹

夫は、会社の理解を得られないことを知って退職する。漫

画家である妻の晴子は、「がんばらない」ことを決めて幹夫

を支えようとする。実話を元にしたマンガを映画化。平成２

３年、佐々部清監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 
宮崎あおい／堺雅人／吹越満／大杉漣／余貴美子 

121 

２０１１年 利用区分 B-3 複数・字幕 FD2021-005 

FD-0088 

映画 プリキュア 

スーパースターズ！ 

 

東映 

 ある日突然、姿を現した怪物ウソバーッカ。さあやとほま

れが連れ去られて、１人残されたはなは、プリキュアの仲

間と共に２人を助けに行こうとする。そんなはなには、ずっ

と気になっていたことがあった。それは幼いころ、不思議な

少年クローバーとの「約束」を果たせなかったことだった。

あの日の約束を果たすため、１２人のプリキュアたちが奇

跡を起こす！平成３０年、池田洋子監督作品。（上映会

使用の際は事前届け出が必要です） 

70 

２０１８年 利用区分 B-3 複数・字幕 FD2021-007 

FD-0089 

学校の怪談４ 

 

東宝 

 大正１２年の夏、海辺の小学校が津波に襲われた。かく

れんぼをしていた子どもたちが犠牲になり、オニをしていた

コウちゃんだけが生き残った。そして現代。夏休みを利用し

て東京から小学生の恒と弥恵が遊びに来た。台風の翌日

から町の子どもたちが次々と行方不明になる。恒の様子も

おかしくなり、弥恵は津波で犠牲になった子どもたちの霊の

しわざではと考える。平成１１年、平山秀幸監督作品。 

（上映会使用の際は事前届け出が必要です） 
豊田眞唯／広瀬斗史輝／皆川優紀／笑福亭松之助／原

田美枝子 

99 

１９９９年 利用区分 B-3 複数・字幕 FD2021-008 



F 映画・ドラマ Fiction  FD 映画 

 

 

J 子ども物・アニメ Junior  JB創作アニメ 
 

 

 

5 

識別番号 タイトル名 内 容 分数 

FD-0090 

平成狸合戦ぽんぽこ 

 

スタジオジブリ 

 昭和４０年代、東京の多摩丘陵では多摩ニュータウン建設

のため山や丘が削られ、動物たちのすみかが奪われていた。

この事態に対抗するため、多摩のタヌキたちは伝統的変化

術「化け学」の復興と、四国の有名な化けダヌキに協力を求

めることにした。タヌキたちは人間に一矢報いることができるの

か？１９９４年、高畑勲監督作品。（上映会使用の際は事前

届け出が必要です） 

119 

１９９４年 利用区分 B-3 複数・字幕 FD2021-009 

JB-0118 

（２作品＝ 

DVD１枚） 

ポケットモンスター  

ピカチュウ誕生！ 

 

 
テレビ東京 

 森の中に独りぼっちのピチューがいた。ピチューは、群れ

をなすポケモンの姿に寂しさを感じていた。一方、マサラタ

ウンのサトシは、オーキド博士が主催するポケモンキャンプ

を楽しみにしていた。ピカチュウとサトシが出会うまでの物

語。 

25 

２０１９年１１月１７日 利用区分 B-3 字幕 JB2021-008 

ポケットモンスター  

サトシとゴウ、 

ルギアでゴー！ 

 

テレビ東京 

 オーキド博士の後輩のサクラギ博士が、クチバシティに

研究所を開くことになった。オープニングセレモニーに参加

したサトシとピカチュウだったが、セレモニーの最中、港に

幻のポケモンが現れる予兆があり会場は騒然とする。サト

シは幻のポケモンを確かめるために、ピカチュウと一緒に

会場を飛び出すが…。 

25 

２０１９年１１月２４日 利用区分 B-3 字幕 JB2021-009 

JB-0119 

（２作品＝ 

DVD１枚） 

ポケットモンスター  

フシギソウって 

フシギだね？ 

 
テレビ東京 

 サクラギ研究所のリサーチフェローになったサトシとゴウ。

街で大行進をはじめたフシギソウの調査に向かった２人

は、フシギダネ・フシギソウ・フシギバナの不思議を知ること

になる。 
25 

２０１９年１２月１日 利用区分 B-3 字幕 JB2021-010 

ポケットモンスター 

行くぜガラル地方！ 

ヒバニーとの出会い！！ 

 

テレビ東京 

 ポケモンの巨大化を調べるため、ガラル地方に向かった

サトシとゴウ。ガラル地方名物のスコーンに夢中になってい

ると、見たことのないポケモンが現れる。ポケモンたちにい

たずらされるサトシたちだが、ポケモン図鑑に載っていない

ポケモンまで現れて…。 

25 

２０１９年１２月８日 利用区分 B-3 字幕 JB2021-011 


