
平成 24 年度制作ビデオリスト 

《 制 作 》 

題  名 内  容 時間 方法 

平成 24年度

神奈川県手話

通訳者養成講

習会集中講義 

「手話について」 

講師：大杉 豊 氏  

（国立大学法人筑波技術大学障害者高等教育研究 

支援センター准教授） 

109 分 手話 

「日本語の特徴」 

講師：上村 博一 氏 

(元NHK報道局チーフ・プロデューサー) 

115 分 手話通訳 

「聴覚障害の基礎知識」 

講師：中川 辰雄 氏 

（国立大学法人横浜国立大学教育人間科学部教授） 

115 分 手話通訳 

「手話通訳の心得」 

講師：櫻井 いづみ 氏 

（神奈川県手話通訳者協会会長）  

98分 手話通訳 

「障害者福祉の制度」 

講師：安田 芳正  

（神奈川県聴覚障害者福祉センター施設事業課長） 

106 分 手話通訳 

「ソーシャルワーク概論」 

講師：石川 芳郎 氏 

（元東京都心身障害者福祉センター職員） 

118 分 手話通訳 

「聴覚障害にかかわる法律」 

講師：田門 浩 氏 

（弁護士） 

118 分 手話 

「手話通訳制度とろうあ運動」 

講師：熊谷 徹 氏 

（社団法人神奈川県聴覚障害者協会事務局長） 

92分 手話 

「聴覚障害者の生活」 

講師：尾上 秀夫 氏 

（川崎市聴覚障害者情報文化センターろうあ者相談員） 

103 分 手話 

「手話通訳の理念と仕事」 

講師：黒﨑 信幸 

（神奈川県聴覚障害者福祉センター所長） 

104 分 手話 

 



題  名 内  容 時 間  方 法 

平成 24年度神奈

川県要約筆記者

養成講習会基礎

コース共通講義 

「要約筆記の基礎知識（１）」 

講師：井上 恭子 氏 

（神奈川県要約筆記協会会員） 

115分 

手話通訳 

字幕版 

「要約筆記の基礎知識（２）」 

講師：里村 徐子 氏 

（神奈川県要約筆記協会会員） 

107分 

手話通訳 

字幕版 

平成 24年度神奈

川県要約筆記者

養成講習会応用

コース共通講義 

 

「要約筆記者の役割」 

講師：工藤 栄子 氏 

（神奈川県要約筆記協会副会長） 

   越沢 千恵子 氏  

（神奈川県要約筆記協会会員） 

98分 

手話通訳 

字幕版 

「中途失聴・難聴者の自立と社会参加」 

講師：佐藤 吉茂 氏 

高橋 智成 氏 

（神奈川県中途失聴・難聴者協会会員） 

106分 
手話通訳 

字幕版 

平成 12年度神奈

川県要約筆記者

研修会 

「聴覚障害者団体の活動」 

講師：黒﨑 信幸 氏 

（神奈川県聴覚障害者連盟理事） 

   佐藤 吉茂 氏 

（神奈川県中途失聴・難聴者協会会員） 

120分 字幕 

平成 24年神奈川

県要約筆記者研

修会（三者共催） 

「面白い科学の世界 サイエンスショー」 

講師：森 裕美子 氏 

（理科ハウス館長） 
84分 

手話通訳 

字幕版 

平成 24年度 

神奈川県手話通

訳者研修会  

「手話通訳者に求められるもの」 

講師：小椋 英子 氏 

（一般社団法人日本手話通訳士協会会長） 
115分 手話通訳 

「東日本大震災と相談支援」 

講師：小海 秀純 氏 

（東日本大震災被災聴覚障害者相談支援事業 

聴覚サポート「なかま」元現地コーディネーター） 

114分 手話 



題  名 内  容 時 間  方 法 

平成 24年度教養

講座 

 

 

 

 

 

 

「宇宙への憧れ」 聞こえなくても、諦めない！ 

講師：長谷川 晃子 氏 

（JAXA 宇宙航空研究開発機構職員） 

117分 
手話 

字幕版 

「わたしたちと放射能 

  ～原発事故がもたらしたものとは～」 

講師：新井 孝昭 氏  

（国立大学法人筑波技術大学准教授） 
 

140分 
手話通訳 

字幕版 

神奈川県聴覚障

害者連盟 

福祉対策部・高齢

部共同企画 

第 2回 福祉フォーラム「あなた！老後は大丈夫？」 

 第一部 かもめの会とミニデイサービス 

 第二部 パネルディスカッション 

177 分 手話通訳 

わたしの思い出

写真館 

懐かしい写真を基に、小川聿尉氏に、写真に込められた

思い出を、魅力ある豊かな手話表現で語っていただきま

す。 

 

25分 

 

手話 

わたしの思い出

写真館 

懐かしい写真を基に、矢野忠雄氏に、写真に込められた

思い出を、魅力ある豊かな手話表現で語っていただきま

す。 

25分  手話 

黒ちゃんのふで

箱（各シリーズと

総集編 全 3話） 
・虐待 

・手話通訳の保障 

・お知らせ 

 17 分 
手話 

字幕版 

手話語り 

総集編 

平成 24年度に配信した映像全 12タイトルを総集編とし

てまとめました。 
47分 

手話 

字幕版 

神奈川県手話通

訳者養成講習会

技術試験問題解

説 

平成 24 年度神奈川県手話通訳者養成講習会技術試験問

題について、解説します。 
25分 手話 

でんしゃ見見録

（CS放送提供番

組） 
全国のローカル電車を紹介 

「江ノ電」を、沿線情報を含めて紹介します。 
10分 字幕 

 

 

 

 

 



《 購 入 》 

題  名 内  容 時 間 方法 

くまもと聴障ビデオマ

ガジン「みるっく」 

熊本県聴覚障害者情報提供センター制作の情報番組。

（平成 24年度分 12本） 
各 

30分 

手話 

字幕 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 32」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 32作。 
 44分 手話 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 33」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 33作。 
 44分 手話 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 34」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 34作。 
41分 手話 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば１」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ１作。ＤＶＤ版。 60分 手話 

題  名 内  容 時 間 方法 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 2」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 2作。ＤＶＤ版。 60分 手話 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 3」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 3作。ＤＶＤ版。 60分 手話 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 4」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 4作。ＤＶＤ版。 30分 手話 

手話通訳ビデオ演習シ

リーズ「手話、この魅力

あることば 5」 

全国手話通訳問題研究会が制作した聴覚障害者の手

話を収録。シリーズ 5作。ＤＶＤ版。 60分 手話 

初心者コース⑧ 

手話通訳レッスン 

災害編。「セシウム」、「線量計を」「仮設住宅の防火対

策」など、全 11編収録。 
53分 手話 

初心者コース⑨ 

手話通訳レッスン 

相談編。「風邪をひいたときの入浴」「介護の相談」「年

金の相談」など、全 9編収録。 
55分 手話 



題  名 内  容 時 間 方法 

初心者コース⑩ 

手話通訳レッスン 

手話表現の解説編 

「保育園の入園式 園長先生のあいさつ」「敬老の日

の祝辞」など、全 9編を収録 

48分 手話 

視ることば聴くことば 
第 14 回全国手話通訳問題研究会での、大原省三氏の

講演を DVD化したもの。 
56分 手話 

 

 

《 寄 贈 》 

題  名 内  容 時 間 方 法 

平成 24 年度神奈川県

議会定例会 

手話通訳者をワイプ方式で挿入した、神奈川県議会中

継          （平成 24年度分 6本） 
各 60分 手話 

自助具ってなあに 

自助具を利用する方の日常生活や変化した気持ちを

事例で紹介し、作業療法士から自助具を選ぶポイント

などを解説します。 

（制作：一般社団法人 神奈川県作業療法士会） 

18分 字幕 

難聴者と 

要約筆記って？ 

難聴者理解と 

要約筆記の啓発 

聴覚障害者の中には話せるけれど、聞き取れない障害

（難聴）があります。この DVD をご覧いただき、皆

さんにコミュニケーション方法について理解を深め

ていただきたいと思います。 

（制作：滋賀県聴覚障害者センター） 

26分 
手話 

字幕 

あなたがもし消費者ト

ラブルにあったら・・ 

消費者センスを高めよう。 

・ネットショッピングの落とし穴 

・おしゃれのリスク 

・もうけ話にご用心 

（制作：消費者庁） 

22分 字幕 

ヒロヒゲの手話語り 

第１巻 

岡山県のろう者が日常の出来事を、魅力ある手話でお

話しします。全 12話収録。 

（制作：岡山県聴覚障害者福祉センター） 

21分 手話 

地方の手話 

～岡山県の手話～ 
 

CS障害者放送統一機構提供番組 

・平成 22年 11月 9日放送 

・平成 22年 11月 23日放送 

（制作：岡山県聴覚障害者福祉センター） 
 

10分 
 

手話 

字幕 
 



題  名 内  容 時 間 方 法 

この手話にぴったりの

日本語っていったいど

んな言葉なの？ 

ろうの方と会話していると・・「今、表した手話って見

たことあるけど、どんな意味なの？」など・・。そん

な疑問にお答えします。 

（制作：和歌山県聴覚障害者情報センター） 

25分 手話 

筑波技術大学 

開学 25周年記念 

伝わる大学伝える大学 

日本でただ一つの聴覚障害者・視覚障害者を対象とし

た高等教育機関。2012 年に開学 25 周年を迎えまし

た。（制作：筑波技術大学） 

42分 手話 

聴導犬はやわかり 

ＤＶＤ 

ユーザーのほのぼの体験談。当事者（聴導犬希望者）

のために当事者（聴導犬ユーザー）と一緒に創りまし

た。 

23分 字幕 

世界ろう者選手権大会 

in  JAPAN 

2012世界ろう者卓球大会、2012世界デフゴルフ選手

権の模様を収録。 
85分 字幕 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


