豊栄福祉交流プラザ
映像ライブラリー目録
新潟県聴覚障害者情報センター
〒950-0121
新潟市江南区亀田向陽1-9-1
新潟ふれ愛プラザ2F
TEL:025-381-8112 FAX:025-381-8116
e-mail:jyoho@n-fureaiplaza.com

J-30D

J-30D

にいがた聴情ビデオ 手話で話そう 想い出「ヘレンとの出会い」（平成14年度制作）

J-36D

J-36D

にいがた聴情ビデオ 『新潟県立長岡聾学校創立百周年』（平成17年度制作）(DVD版)

J-40D

J-40D

ふれ愛ボランティア手話教室 単語集（Ｈ１８） （ＤＶＤ版）

J-42D

J-42D

ふれ愛ボランティア手話教室 手話単語集（Ｈ１９）

J-43D

J-43D

ふれ愛ボランティア手話教室 手話単語集（Ｈ２０）

J-44D

J-44D

新潟市手話サークル特別企画 セレビ先生と語ろう会 （ＤＶＤ版）

J-50D

J-50D

にいがた聴情ビデオ つつうらうら「熾盛の国 鍛治のまち 三条和釘物語」（手話付き）（平成２２年１２月放送）

J-51D

J-51D

平成２２年度 ふれ愛初心者手話教室

J-60D
JJ-11D

J-60D
JJ-11D

にいがた聴情ビデオ つつうらうら「佐渡國 島 風 景 」（手話付き）（平成24年2月放送）

JJ-48D

JJ - 48D

佐渡市観光広報ビデオ「佐渡國 島・風・景」 （ＤＶＤ版）

JJ-52D

JJ - 52D

長岡空襲体験証言「忘れない昭和二十年夏の日 長岡空襲体験画」 （ＤＶＤ版）

JJ-57D

JJ - 57D

「伝え、挑み、進化する。ものづくりのまち三条」（DVD版）（平成22年度制作）

JJ-62D

JJ - 62D

山古志魂 字幕付き

JJ-63D
K-43D

JJ - 63D
K-43D

政令市新潟

K-48D

K-48D

Access!小さな「気づき」で変わる授業・変わる大学①

K-49D

K-49D

Access!小さな「気づき」で変わる授業・変わる大学②

K-50D

K-50D

Access!小さな「気づき」で変わる授業・変わる大学③

K-51D

K-51D

CODA

FB2008-001

H20-96

斎藤さん 第1話

FB2008-002

H20-97

斎藤さん 第2話

FB2008-003

H20-98

斎藤さん 第3話

FB2008-004

H20-99

斎藤さん 第4話

新潟県立長岡聾学校九十年のあゆみ（平成12年度制作）

新潟県の自然災害を知ろう

FB2008-005

H20-100

斎藤さん 第5話

FB2008-006

H20-101

斎藤さん 第6話

FB2008-007

H20-102

斎藤さん 第7話

FB2008-008

H20-103

斎藤さん 第8話

FB2008-009

H20-104

斎藤さん 第9話

FB2008-010

H20-105

斎藤さん 第10話

FB2008-011

H20-106

斎藤さん 第11話

FB2008-012

H20-107

ガリレオ 第一章 燃える

FB2008-013

H20-108

ガリレオ 第二章 離脱る

FB2008-014

H20-109

ガリレオ 第三章 騒霊ぐ

FB2008-015

H20-110

ガリレオ 第四章 壊死る

FB2008-016

H20-111

ガリレオ 第五章 絞殺る

FB2008-017

H20-112

ガリレオ 第六章 夢想る

FB2008-018

H20-113

ガリレオ 第七章 予知る

FB2008-019

H20-114

ガリレオ 第八章 霊視る

FB2008-020

H20-115

ガリレオ 第九章 爆ぜる 前編

FB2008-021
FC2009-013

H20-116
H21-85

ガリレオ 最終章 爆ぜる 後編

FC2009-014

H21-86

大河ドラマ 篤姫 総集編 第二回 大奥入城

FC2009-015

H21-87

大河ドラマ 篤姫 総集編 第三回 天璋院篤姫

FC2009-016

H21-88

大河ドラマ 篤姫 総集編 第四回 徳川の母

FC2009-017

H21-89

大河ドラマ 篤姫 総集編 最終回 無血開城

FB2009-001

H21-16

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第一話

FB2009-002

H21-17

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第二話

大河ドラマ 篤姫 総集編 第一回 御台所への決心

FB2009-003

H21-18

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第三話

FB2009-004

H21-19

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第四話

FB2009-005

H21-20

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第五話

FB2009-006

H21-21

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第六話

FB2009-007

H21-22

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第七話

FB2009-008

H21-23

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第八話

FB2009-009

H21-24

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第九話

FB2009-010

H21-25

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 第十話

FB2009-011

H21-26

日本テレビ開局５５年記念番組 ごくせん 最終話

FB2009-012

H21-27

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第１回

FB2009-013

H21-28

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第２回

FB2009-014

H21-29

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第３回

FB2009-015

H21-30

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第４回

FB2009-016

H21-31

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第５回

FB2009-017

H21-32

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第６回

FB2009-018

H21-33

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第７回

FB2009-019

H21-34

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第８回

FB2009-020

H21-35

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第９回

FB2009-021

H21-36

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 第１０回

FB2009-022

H21-37

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命 最終回

FC2009-020

H21-92

ごくせん卒業スペシャル

FC2009-021

H21-93

ホームレス中学生

JB2006-019
JB2006-020
CC2007-002
FC2007-002
JB2007-016
JB2007-017
JB2007-018
FD2007-006
JB2007-031
JB2007-032
JB2007-033
JB2007-034
JB2007-035
JB2007-036
JB2007-037
JB2007-038
JB2007-039
JB2007-040
JB2007-041
JB2007-042
JB2007-043
JB2007-044
JB2007-045
FD2008-003
JB2008-009
JB2008-010
JB2008-011
JB2008-012
JB2008-013
JB2008-014
JB2008-015
JB2008-016
JB2008-017
JB2008-018
JB2008-019

H18-158D
H19-46D
H19-48D
H19-54D
H19-71D
H19-124D
H19-125D
H19-126D
H19-127D
H19-128D
H20-38D
H20-44D
H20-45D
H20-46D
H20-47D

世界名作劇場 名犬ラッシー１ ひとりじゃない
世界名作劇場 名犬ラッシー２ 大さわぎの留守番
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(ＤＶＤ版)
ドラマコンプレックス 終戦記念特別ドラマ
ひめゆり隊と同じ戦火を生きた少女の記録(ＤＶＤ版)
世界名作劇場 名犬ラッシー ４ 父さんの給料日
世界名作劇場 名犬ラッシー ５ ごちそう求めて６マイル
世界名作劇場 名犬ラッシー ６ 嵐の中をかけぬけろ(DVD版／4～6まで1枚のDVDに収録)
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～」(ＤＶＤ版)
世界名作劇場 赤毛のアン 第１章 マシュウ・カスバート驚く
世界名作劇場 赤毛のアン 第２章 マリラ・カスバート驚く
世界名作劇場 赤毛のアン 第３章 グリーン・ゲイブルズの朝
世界名作劇場 赤毛のアン 第４章 アン・生立ちを語る
世界名作劇場 赤毛のアン 第５章 マリラ決心する
世界名作劇場 赤毛のアン 第６章 グリーン・ゲイブルズのアン
世界名作劇場 赤毛のアン 第７章 レイチェル夫人恐れをなす
世界名作劇場 赤毛のアン 第８章 アン日曜学校へ行く
世界名作劇場 赤毛のアン 第９章 おごそかな誓い
世界名作劇場 赤毛のアン 第１０章 アン・心の友と遊ぶ
世界名作劇場 赤毛のアン 第１１章 マリラ・ブローチをなくす
世界名作劇場 赤毛のアン 第１２章 アン・告白する
世界名作劇場 赤毛のアン 第１３章 アン・学校へ行く
世界名作劇場 赤赤毛のアン 第１４章 教室騒動
世界名作劇場 赤毛のアン 第１５章 秋の訪れ
機関車先生 (DVD版)
世界名作劇場 名犬ラッシー １９ コリンの初恋とたからもの
世界名作劇場 名犬ラッシー ２０ 大変だ！母さんが倒れた
世界名作劇場 名犬ラッシー ２１ おばあちゃんに会いたい
世界名作劇場 名犬ラッシー ２２ ジョンの決意・鉱山を救え
世界名作劇場 名犬ラッシー ２３ 頑張れジョン・ラッシーを守れ！
世界名作劇場 名犬ラッシー ２４ 消息不明・ラッシーを捜せ！
世界名作劇場 名犬ラッシー ２５ お帰りラッシー
世界名作劇場 名犬ラッシー ２６ 夢に向って走れ！
世界名作劇場 赤毛のアン 第１６章 ダイアナをお茶に招く
世界名作劇場 赤毛のアン 第１７章 アン，学校にもどる
世界名作劇場 赤毛のアン 第１８章 アン，ミニー・メイを救う

JB2008-020
JB2008-021
JB2008-022
FD2008-009
DA2008-009
DA2008-010
EB2008-004
EB2008-005
JB2008-023
JB2008-024
JB2008-025
JB2008-026
JB2008-027
JB2008-028
JB2008-029
JB2008-030
JB2008-031
JB2008-032
JB2008-033
JB2008-034
YH2008-001
FC2009-001
JB2009-016
JB2009-017
JB2009-018
JB2009-019
JB2009-020
JB2009-021
JB2009-022
JB2009-023
JB2009-024
DA2009-010
JB2009-026
JB2009-027
JB2009-028

H20-48D
H20-63D
H20-70D
H20-71D
H20-92D
H20-93D
H20-124D
H20-125D
H20-126D
H20-127D
H20-143D
H21-38D
H21-52
H21-53
H21-54
H21-76D
H21-101D

世界名作劇場 赤毛のアン 第１９章 ダイアナの誕生日
世界名作劇場 赤毛のアン 第２０章 再び春が来て
世界名作劇場 赤毛のアン 第２１章 新しい牧師夫妻
三池～終わらない炭鉱の物語 (DVD版)
きらっといきる 振動を感じて駆け抜けろ！～聴覚障害・西田文彦さん～
きらっといきる 波に乗り世界へ～聴覚障害・竹本裕行さん～
国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ<豊かな言語生活をめざして> 2 コミュニケーションの「丁寧さ」「ほめる」というはたらきかけ

国立国語研究所「ことばビデオ」シリーズ<豊かな言語生活をめざして> 3 方言の旅
世界名作劇場 赤毛のアン 第22章 香料ちがい
世界名作劇場 赤毛のアン 第23章 アンお茶によばれる
世界名作劇場 赤毛のアン 第24章 面目をかけた大事件
世界名作劇場 赤毛のアン 第25章 ダイアナへの手紙
世界名作劇場 赤毛のアン 第26章 コンサートの計画
世界名作劇場 赤毛のアン 第27章 マシュウとふくらんだ袖
世界名作劇場 赤毛のアン 第28章 クリスマスのコンサート
世界名作劇場 赤毛のアン 第29章 アン、物語クラブを作る
世界名作劇場 赤毛のアン 第30章 虚栄と心痛
世界名作劇場 赤毛のアン 第31章 不運な白百合姫
世界名作劇場 赤毛のアン 第32章 生涯の一大事
世界名作劇場 赤毛のアン 第33章 クイーン組の呼びかけ
身に付けよう応急手当 ～聴覚障害者版～
ＤＯＲＡＭＡＣＯＭＰＬＥＸ 第６０回文化庁芸術祭参加作 終戦六十年スペシャルドラマ 火垂るの墓
世界名作劇場 赤毛のアン 第３４章 ダイアナとクィーン組の仲間
世界名作劇場 赤毛のアン 第３５章 夏休み前の思わく
世界名作劇場 赤毛のアン 第３６章 物語クラブのゆくえ
世界名作劇場 赤毛のアン 第３７章 十五歳の春
世界名作劇場 赤毛のアン 第３８章 受験番号は１３番
世界名作劇場 赤毛のアン 第３９章 合格発表
世界名作劇場 赤毛のアン 第４０章 ホテルのコンサート
世界名作劇場 赤毛のアン 第４１章 クィーン学院への旅立ち
世界名作劇場 赤毛のアン 第４２章 新しい学園生活
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
世界名作劇場 赤毛のアン 第４３章 週末の休暇
世界名作劇場 赤毛のアン 第４４章 クィーン学院の冬
世界名作劇場 赤毛のアン 第４５章 栄光と夢

JB2009-029
JB2009-030
JB2009-031
JB2009-032
JB2009-033

DA2010-001
DA2010-003
CC2010-001
CC2010-002
CC2010-003
DA2010-006
DA2010-007

H21-102D
H21-103D
H22-1D
H22-3D
H22-8D
H22-9D
H22-14D
H22-15D

世界名作劇場 赤毛のアン 第４６章 マシュウの夢
世界名作劇場 赤毛のアン 第４７章 死と呼ばれる刈入れ人
世界名作劇場 赤毛のアン 第４８章 マシュウ我が家を去る
世界名作劇場 赤毛のアン 第４９章 曲り角
世界名作劇場 赤毛のアン 第５０章 神は天にいまし すべて世は事もなし
カラフル！千恵のまいにち日っき
きらっといきる “すれ違い”からはじまったけど・・・
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～
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！わが家の防災対策 いざというときの行動編
ろうを生きる難聴を生きる 日本のろう者にとってのギャローデット大学～留学経験者は語る～
ろうを生きる難聴を生きる “ことば”を持たないお年寄りとともに
ろうを生きる難聴を生きる シリーズ・被爆を語る～聞こえない人と情報について考える～
（２００８年７月２７日放送）

DA2010-008
H22-16D

ろうを生きる難聴を生きる シリーズ・被爆を語る～聞こえない人と情報について考える～
（２００８年８月１０日放送）

DA2010-009
DA2010-010
DA2010-011
DA2010-012
DA2010-013
DA2010-014
DA2010-015
DA2010-018
DA2010-020
DD2010-003
DD2010-004
HA2010-001
HA2010-002
JB2010-004
JB2010-005
JB2010-006

H22-17D
H22-18D
H22-19D
H22-21D
H22-23D
H22-30D
H22-31D
H22-59D
H22-63D

ろうを生きる難聴を生きる 今要約筆記を考える ～字幕付与技術シンポジウム～
ろうを生きる難聴を生きる 挑戦！パントマイム ～鮫島加奈江さん～
ろうを生きる難聴を生きる サーキットに夢を追って ～ライダー西尾政紀さんの挑戦～
ろうを生きる難聴を生きる ４コマ漫画 描き続けて２０年
ろうを生きる難聴を生きる ろう学校の永続を願って ～特別支援教育を切る～
ろうを生きる難聴を生きる 私は“サウンドクリエィター”～エブリン・グレニーさん～
中居正広の金曜日のスマたちへ 金スマ波瀾万丈 筆談ホステス 斉藤里恵
生きる×２ 第２８０回 障害は個性！ITで目指す自立
生きる×２ 第２７９回 失いたくない笑顔の記憶
生きる×２ 第２６４回 平成２０年度年間優秀作品 声は消えても～心で奏でるシンフォニー～
ここが聞きたい！名医にＱ 子宮がん
ここが聞きたい！名医にＱ あなたの疑問に答えます！子宮がん
世界名作劇場 フランダースの犬 １６ １０サンチームの写生帳
世界名作劇場 フランダースの犬 １７ 丘の上の木の下で
世界名作劇場 フランダースの犬 １８ いたずらっ子のクロ

JB2010-007
JB2010-008
JB2010-009
JB2010-010
JB2010-011
JB2010-012
DA2010-041
DA2010-042
CC2010-011
CC2010-012
CC2010-013
CC2010-014
CC2010-015
CF2010-004
CG2010-001
CG2010-002
DA2010-023
DA2010-024
DA2010-025
DA2010-026
DA2010-027
DA2010-028
DA2010-029
DA2010-030
DA2010-031
DA2010-032
DA2010-033
DA2010-034
DA2010-035
DA2010-036
DA2010-037
DA2010-038
DA2010-039
DC2010-004
EA2010-017

H22-64D
H22-65D
H22-73D
H22-74D
H22-76D
H22-77D
H22-78D
H22-79D
H22-80D
H22-81D
H22-82D
H22-83D
H22-84D
H22-85D
H22-86D
H22-87D
H22-88D
H22-89D
H22-90D
H22-92D
H22-94D

世界名作劇場 フランダースの犬 １９ 金物屋が村に
世界名作劇場 フランダースの犬 ２０ どこまでも
世界名作劇場 フランダースの犬 ２１ 船で来たお客さま
世界名作劇場 フランダースの犬 ２２ イギリスからの贈物
世界名作劇場 フランダースの犬 ２３ アロアの誕生日
世界名作劇場 フランダースの犬 ２４ アロアの絵
ヒューマンドキュメンタリー ”私の家族”
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
ためしてガッテン もっと知りたい！ 介護負担激減のミラクル技！！
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
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
天才！志村どうぶつ園 生まれたてホヤホヤ 世界の赤ちゃん動物 大集合スペシャル
サイエンスＺＥＲＯ 生命活動のなぞに迫れ ～最新 代謝研究～
サイエンスＺＥＲＯ 眠れるエネルギー 地熱を掘り起こせ
きらっと生きる わしらの太鼓はからだで感じろ ～聴覚障害・石川康文さん～
爆笑問題のニッポンの教養 Ｆｉｌｅ－０７４ 私は ここに いる
福祉ネットワーク 他人を信じて前に進め ～奈良 フリースクールの挑戦～
福祉ネットワーク 公開すこやか長寿 石川県珠洲市
ろうを生きる難聴を生きる 中途失聴者にとっての手話～今 求められる学習環境～
ろうを生きる難聴を生きる 無くせ情報バリア
ろうを生きる難聴を生きる 夢は七大陸最高峰制覇 ～大窪康之さん～
ろうを生きる難聴を生きる ここが知りたい！聴覚障害者と裁判員制度
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
ろうを生きる難聴を生きる 手話が結んだ国際結婚
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”
ろうを生きる難聴を生きる シリーズ人工内耳 ～大人のケース～
ろうを生きる難聴を生きる 人工内耳② ～子どものケース～
ろうを生きる難聴を生きる 人形劇で広がる世界 ～デフパペットシアターひとみ ３０年のあゆみ～
ろうを生きる難聴を生きる たたけ！体に響く伝統の音 小倉祇園太鼓 聾鼓（ろうこ）会
ろうを生きる難聴を生きる 筑前琵琶に魅せられて ～毛利英二さん～
ろうを生きる難聴を生きる ろう文化を見つめて
少女たちの日記帳 ヒロシマ 昭和２０年４月６日～８月６日
週刊こどもニュース 特集“核”のない未来へ
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JB2010-030
JB2010-031
JB2010-032
JB2010-033
JB2010-034
JB2010-035
JB2010-036
JB2010-037
JB2010-038
JB2010-039
JB2010-040
CB2010-003
CF2011-002
DA2011-012
DA2011-013
DA2011-021
DA2011-022
DA2011-023
DA2011-024
DA2011-025
DA2011-026
DA2011-027
DA2011-028
DA2011-029

H22-99D
H22-101D
H22-112D
H22-114D
H22-119D
H22-120D
H22-121D

H22-122D
H22-126D
H23-3D
H23-9D
H23-13D
H23-14D
H23-15D
H23-16D

１０ｍｉｎ．ボックス さまざまな家族の形 いつまでも親子
１０ｍｉｎ．ボックス さまざまな家族の形 旅立ちの日を前に～児童養護施設～
１０ｍｉｎ．ボックス 女性と男性① 新しい夫婦の形～主夫～
１０ｍｉｎ．ボックス 女性と男性② 働く女性の選択～ワークライフバランス～
テレビ東京開局４５周年記念ドラマスペシャル 白旗の少女
ここが聞きたい！名医にＱ あなたの疑問に答えます！動脈硬化
世界名作劇場 フランダースの犬 ２５ アロアがいない
世界名作劇場 フランダースの犬 ２６ さようならアロア
世界名作劇場 フランダースの犬 ２７ アロアのいないクリスマス
世界名作劇場 フランダースの犬 ４０ おじいさんの口笛
世界名作劇場 フランダースの犬 ４１ なつかしい長い道
世界名作劇場 フランダースの犬 ４２ となりに来た人
世界名作劇場 フランダースの犬 ４３ アロアのおてつだい
世界名作劇場 フランダースの犬 ４４ おじいさんへのおみやげ
世界名作劇場 フランダースの犬 ４５ ひとりぼっちのネロ
世界名作劇場 フランダースの犬 ４６ おじいさんの顔
世界名作劇場 フランダースの犬 ４７ 風車小屋の火事
世界名作劇場 フランダースの犬 ４８ なくなった仕事
世界名作劇場 フランダースの犬 ４９ 描けたよおじいさん
世界名作劇場 フランダースの犬 ５０ 発表の日
世界名作劇場 フランダースの犬 ５１ 二千フランの金貨
世界名作劇場 フランダースの犬 ５２ 天使たちの絵
劇的キューバ旅！革命と情熱の国の素顔江口洋介
ダーウィンが来た！ 生きもの新伝説 自然番組５０周年スペシャル① 大公開！お宝映像② 大発見！生きもの超パワー

ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
ろうを生きる難聴を生きる
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ダーたち～
デフアートに希望を託して
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
夢は七大陸最高峰制覇 ～大窪康之さん～
「手話で笑いを届けたい」～２人で挑んだ創作手話落語～①
「手話で笑いを届けたい」～２人で挑んだ創作手話落語～②
聞こえる人とのかけ橋に
必要な人に必要なサービスを ～障がい者制度改革推進会議～
“盲ろう者”生きる意欲につながる支援
電話リレーサービス普及のために
発達障害をあわせ持つ子への支援
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FD2011-001
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FD2011-014
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DA2011-006
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H23-17D

ろうを生きる難聴を生きる 情報・コミュニケーションを保障する制度改革を
ろうを生きる難聴を生きる 日本ろう者劇団 ３０年の軌跡
H23-18D 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
ろうを生きる難聴を生きる ピアノが好き！ ～調樹里杏さん～
H23-19D ろうを生きる難聴を生きる お便りにこたえて
H23-27D ＮＨＫスペシャル 働き盛りのがん
H23-29D 週刊ＥＣＯキッズ！ 低炭素社会 さかなクン＆エコキッズのエコ探検ツアー 丸の内の「低炭素な街づくり」
週刊ＥＣＯキッズ！ 低炭素社会 はっけん！低炭素社会の仕事人
週刊ＥＣＯキッズ！ 低炭素社会 北海道 愛知 九州 どんな低炭素社会づくり！？
H23-30D [子ども向け]ちょっと待って、ケータイ２ ―ルールとマナーをまもろう―
H23-31D [保護者向け]ケータイに潜む危険２ ―子どもをケータイから守るために－
H23-32D Ｗｅｂ-ＴＡＸ-ＴＶ ジャンルで選べる税金ガイド 税務署に行かずに確定申告！医療費控除を受けるとき
H23-33D Ｗｅｂ-ＴＡＸ-ＴＶ ジャンルで選べる税金ガイド 税務署に行かずに確定申告！不動産収入のある方の確定申告
H23-34D 平成２１年度情報セキュリティ対策ＤＶＤ ココロノスキマ
H23-36D サイエンスチャンネル 怖いけど知りたい体の話 Ｂｏｄｙ．５ 血管は本当に赤と青なの？
サイエンスチャンネル 怖いけど知りたい体の話 Ｂｏｄｙ．６ 成長しても脳細胞は増えないの？
サイエンスチャンネル 怖いけど知りたい体の話 Ｂｏｄｙ．７ 体の３分の２は水って言うけどホント？
サイエンスチャンネル 怖いけど知りたい体の話 Ｂｏｄｙ．８ リンパ腺って何？
H23-44D 正月時代劇 陽炎の辻スペシャル ～居眠り磐音 江戸双紙～ 海の母
H23-46D 秋日和
H23-47D 秋刀魚の味
H23-48D 氷点
H23-49D ユニバーシティーライフ ～ろう・難聴学生の素顔～
H23-50D 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 文化遺産編
H23-50D-1 ヒヤリ・ハットから子供まもり隊 大事故につながる身近な危険
H23-52D 趣味の園芸 やさいの時間 プランターでキュウリ
H23-54D 趣味の園芸 やさいの時間 プランターで葉物野菜 冬に育てるワザ
H23-55D 直伝和の極意 茶の湯 裏千家 暮らしにお茶の楽しみを 第１回
H23-56D 直伝和の極意 茶の湯 裏千家 暮らしにお茶の楽しみを 第4回
H23-57D 直伝和の極意 茶の湯 裏千家 暮らしにお茶の楽しみを 第７回 お菓子を作ろう
H23-60D サイエンスＺＥＲＯ 五感の迷宮 Ⅲ．こころを動かす 嗅覚
H23-61D サイエンスＺＥＲＯ 五感の迷宮 Ⅳ．絶えず変化！至福をもたらす 味覚
H23-62D サイエンスＺＥＲＯ 五感の迷宮 Ⅴ．触覚 進化が磨いた高感度センサー
H23-63D 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～
H23-64D 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～
H23-65D 福祉ネットワーク １０５歳 最期の日々をわが家で ～香川 在宅ケアへの挑戦～
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H23-66D
H23-67D
H23-68D
H23-69D
H23-71D
H23-72D
H23-73D
H23-74D
H23-75D
H23-77D
H23-80D
H23-81D
H23-82D
H23-96D
H23-97D

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
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“インクルーシブ”な教育
福祉ネットワーク “盲ろう者” 生きる意欲につながる支援
福祉ネットワーク 公開すこやか長寿 太極拳に学ぶ・柔らかな足腰の動き
生きる×２ 第２９７回 写真に託すメッセージ
発見！人間力 其の１００ 戦争の無い世界へ ～紙芝居に込めた祈り～
１０ｍｉｎ．ボックス 情報
１０ｍｉｎ．ボックス 情報 情報システムと私たちの生活
１０ｍｉｎ．ボックス 情報・メディア デジタルメディアで表現する
１０ｍｉｎ．ボックス 現代文
１０ｍｉｎ．ボックス 現代文 故郷 魯迅（訳・竹内好）
サイエンスチャンネル 空から見た日本1
サイエンスチャンネル 空から見た日本2
ここが聞きたい！名医にＱ うつ病 あなたに合った治療法
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

