ＣＳ．目で聴くテレビ（ＤＶＤ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CS-1000

A-3

●

CS-1001

A-3

●

CS-1002

A-3

●
●

CS-1003

A-3

●

CS-1004

A-3

●

CS-1005

A-3

●

CS-1006

A-3

●

CS-1007

A-3

●

CS-1008

A-3

●

CS-1009

A-3

●

CS02-001

A-3

●

CS02-002

A-3

●

CS02-003

A-3

●

CS03-001

A-3

●

CS03-002

A-3

●

CS03-003

A-3

●

CS04-001

A-3

●

CS05-001

A-3

●

CS05-002

A-3

番組名

実時間
内容
藤原みよ子さん（鳥取県）
聞こえない子ども３人、聞こえる子ども４人、７人の子どもを育て上げ
目で聴くテレビ
た聞こえないお母さん。ろう学校へ行けなかったみよ子さんは、どのよう 30
人生晴れ舞台
に手話を学んできたのか？（故 大川良臣さんのお話も入っています。）
2005年5月の再放送
≪街かどライブ集≫
〇しまね花の郷
〇宍道湖観光遊覧船 サンセットクルージング
目で聴くテレビ
〇松江大橋・松江しんじ湖温泉
18
街かどライブ集
〇石見銀山
地方の手話
≪地方の手話（島根県）≫
〇島根県の手話
〇堀川遊覧船
〇松江城・松江郷土館・堀川遊覧船
〇花と鳥の楽園 松江フォーゲルパーク１
目で聴くテレビ
10
〇花と鳥の楽園 松江フォーゲルパーク２
街かどライブ作品集
〇出雲大社
〇八雲立つ風土記の丘
≪ぼうさいのこころえ①≫
１．地震
２．地震のしくみ
３．火山①
４．火山② ５．台風
目で聴くテレビ番組DVD
≪ぼうさいのこころえ②≫
150
ぼうさいのこころえ① ② （２枚セット）
６．台風② ７．雪害
８．大雨①・雷・竜巻
９．大雨② １０．避難の情報
手話キャスター：水本 博司 監修：大阪管区気象台）
≪収録ものがたり≫
目で聴くテレビ
21
〇ももたろう 〇オオカミと七匹の子ヤギ 〇鶴の恩がえし
物語のとびら１
（手話語り：山内 一仁・當間 敏江）
≪収録ものがたり≫
目で聴くテレビ
22
〇浦島太郎 〇こぶとりじいさん 〇さるかに合戦
物語のとびら２
（手話語り：山内 一仁・當間 敏江）
≪収録ものがたり≫
目で聴くテレビ
20
〇大きなかぶ 〇笠地蔵 〇アリとキリギリス
物語のとびら３
（手話語り：山内 一仁・當間 敏江）
≪収録ものがたり≫
目で聴くテレビ
18
〇北風と太陽 〇天狗の隠れみの 〇ぶんぶん茶釜
物語のとびら４
（手話語り：白石 佑太）
≪収録ものがたり≫
目で聴くテレビ
18
〇天福地福 〇きこりとこびと 〇彦市どんとタヌキ
物語のとびら５
（手話語り：青木 毅／声：立花 建二）
≪収録ものがたり≫
目で聴くテレビ
〇なぜくらげの骨は無い？ 〇海の水はなぜしょっぱい？
24
物語のとびら６
〇貧乏神と福の神
（手話語り：青木 毅／声：立花 建二）
「アジア太平洋障害の十年」最終記念
目で聴くテレビ
第50回全国ろうあ者大会
335
平成14年6月9日生放送録画分
（沖縄県宜野湾市・沖縄コンベンションセンター）
キャスター：那須 英彰・野田 尚子
〇ここがポイント手話指導第5回基礎
意味に合った手話を選んで表現しましょう
〇アーカイブ手話放送 NNN Weekly Magazine
目で聴くテレビ」
60
〇街かどライブ（島根県） 松江城・松江郷土館・堀川遊覧船
平成14年7月2日放送分
〇目で聴くホットライン
〇それいけ！くいしんぼ（石川県） 近江町市場から手作りの味
〇国際手話のコーナー 第13回「若い、年老いた、おじいさん、人」
〇手話で話そう（長野県） バスケットボールについて 小出富男さん
〇地方の手話（京都府） 京都に伝わる手話
〇新手話道場（熊本県）
〇アーカイブ手話放送 NNN Weekly Magazine
目で聴くテレビ
60
〇街かどライブ（島根県） 花と鳥の楽園 松江フォーゲルパーク
平成14年7月9日放送分
〇目で聴くニュース解説
〇あの人の住むまちへ（埼玉県）
〇国際手話のコーナー 第14回 あの若い女性は誰ですか？
目で聴くテレビ
目で聴くホットラインスペシャル
30
平成15年放送
全国手話研修センターオープン！
京都嵯峨野
目で聴くテレビ
180
全国手話研修センターオープン記念 手話まつり
平成15年8月31日生放送録画分
キャスター：柳 きよ子
〇メイキング・オブ
映画「アイ・ラヴ・ピース」
目で聴くテレビ
30
島根県大田市などで撮影している様子や、
「アイ・ラブ・ピース」制作中
島根県在住のろう者からの感想が入っています。
平成15年放送
〇目で聴く法律相談
〇どら江、のび子、パクちゃんのどこでも新手話 「鳥」編
〇地方の手話（島根県） 島根県松江市
〇これからの動き
〇阿蘇が生み出した熊本の文化 アーチ式石橋
目で聴くテレビ
〇街かどライブ（香川県）
60
平成16年10月26日放送分
イサム・ノグチ庭園美術館
〇JFDレーダー
〇関西歴史舞台 千姫と姫路のまち（兵庫県）
〇国際手話のコーナー 第28回 会話の復習
第53回全国ろうあ者大会 北海道札幌市
目で聴くテレビ
25
引継式（北海道→静岡県）
平成17年6月生放送分
キャスター：那須 英彰・仁木 尚美
〇地方の手話「出雲大社」 出演：安食啓作さん
目で聴くテレビ
出雲大社についてのお話。
10
平成17年放送
〇地方の手話「尼子経久」 出演：西山甲造さん
島根の戦国武将 尼子経久さんについてのお話。

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS05-003

A-3

目で聴くテレビ
平成17年5月3日放送分

●

CS05-004

A-3

目で聴くテレビ
平成17年5月10日放送分

●

CS05-005

A-3

目で聴くテレビ
平成17年5月17日放送分

●

CS05-006

A-3

目で聴くテレビ
平成17年5月24日放送分

●

CS05-007

A-3

目で聴くテレビ
オープンカレッジ～難聴者講座～

●

CS05-008

A-3

目で聴くテレビ
平成17年8月9日放送分

●

CS05-009

A-3

目で聴くテレビ
平成17年8月16日放送分

●

CS05-010

A-3

目で聴くテレビ
平成17年8月30日放送分

●

CS06-001

A-3

目で聴くテレビ
平成18年4月4日放送分

●

CS06-002

A-3

目で聴くテレビ
平成18年12月5日放送分

●

CS06-003

A-3

目で聴くテレビ
平成18年12月12日放送分

番組名

内容
・どら江とのび子のどこでも新手話 「文化・歴史」編
・それいけ！くいしんぼ（鹿児島県） 「かからん団子」
・街かどライブ（島根県） 松江ウォーター・ヴィレッジ
・目で聴くホットライン
・スポルデ SPORDE ボウリング
・目で聴くインフォメーション
・その意味なあに？
・国際手話のコーナー 第5回 空港で・・・①
・どら江とのび子のどこでも新手話
・熊本手話ビデオ辞典
・目で聴く日聴紙
・街かどライブ（島根県） 松江市 日吉公園
・チャレンジかおり！ ～フラメンコに挑戦～
・その意味なあに？
・目で聴くインフォメーション
・国際手話のコーナー 第5回 空港で・・・②
・どら江とのび子のどこでも新手話 「文化・歴史」編
・ひと（滋賀県） 鉄道愛好家 祐耆 明人 氏
・JFDレーダー
・情報玉子箱
手話ミュージカル ブック・リバー“私の言葉が舞台で踊った！”
・街かどライブ（島根県） 旧JR大社駅
・なおこのきまま日記
・目で聴くインフォメーション
・国際手話のコーナー ～会話編～ 第7回 地元の案内
・どら江とのび子のどこでも新手話
・地方の手話（大分県）
・つつうらうら（山口県） 錦帯橋祭り
・街かどライブ（島根県） 日御碕
・目で聴くインフォメーション①
・桜を見に行こう（山形県） ～置賜さくら回廊～
・これからの動き
・目で聴くインフォメーション②
その意味なあに？
・国際手話のコーナー 会話編 第8回 友達と再会
第23回全国要約筆記問題研究集会in東北（仙台）の様子
2005年6月4日(土)～5日(日)
・どら江・のび子・パクちゃんのどこでも新手話
・地方の手話（島根県） 出雲大社
・街かどライブ（宮崎県）
オープンガーデン 鍋島妙子さんの宅の庭園
・よさこいソーラン祭り
北海道高等聾学校生徒もどっこいしょ（札幌）
・目で聴く日聴紙
・情報ボード
第12回全国中途失聴者・難聴者福祉大会（H17.7.16 愛知県）
・その意味なあに？
・国際手話のコーナー ～会話編～ 第20回 復習編④
特別番組 第二次世界大戦後60周年
「ろう者が語る戦争体験～沖縄～」
・西平 ナヘさん
・西平 賀栄さん
・當間 元徳さん
・當間 ウシさん
・仲宗根 松助さん
・安里 博明さん
・新垣 健勇さん
・普久原 初子さん
・どら江、のび子、パクちゃんのどこでも新手話
・地方の手話（島根県） 島根の戦国武将 尼子経久
・街かどライブ（宮崎県）
オープンガーデン 宇都宮由美子さん宅の庭園
・つつうらうら（青森県） 五所川原市（ごしょがわらし）
・衆議院選挙のための新しい手話
・第25回全国ろう学生の集いin東海 2005.8．2～5 愛知県
・これからの動き
・その意味なあに？
・国際手話のコーナー ～会話編～ 第14回復習編⑧(再放送）
・バニー中村のあそびのじかん マジック
・それいけ！くいしんぼ（島根県） 出雲そば処八雲庵
・街かどライブ（宮崎県） 春の宮崎県総合文化公園
・新しい手話 2006
・バニー中村のあそびのじかん 切り絵
・それいけ！くいしんぼ（熊本県） ～たばくまんしょう！！～
・街かどライブ（島根県） 八重垣神社
・難聴者情報
第13回全国中途失聴者・難聴者福祉大会
2006年10月28日～29日 大阪府
・物語のとびら クリスマスの贈り物 手話語り：白石 佑太
・シノブの手話語り 手話語り：桜井 忍
・目で聴くホットライン
第40回全国ろうあ青年研究討論会 宮崎県 2006年11月3日～5日
第10回全国要約筆記研究討論集会 神奈川県 2006年11月25～26
日
・バニー中村のあそびのじかん 切り絵②
・地方の手話（山梨県）
・街かどライブ（島根県） 斐伊川
・なすの七色万華鏡 モナコ
・目で聴く日聴紙
・シノブの手話語り 手話語り：桜井 忍
・新しい手話
・国際手話のコーナー（再放送） 第30回 買い物

実時間

60

60

60

60

30

60

55

60

26

60

60

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS06-004

A-3

目で聴くテレビ
平成18年12月19日放送分

●

CS06-005

A-3

目で聴くテレビ
平成18年12月26日放送分

●

CS07-001

A-3

●

CS07-002

A-3

目で聴くテレビ
平成19年9月4日放送分

●

CS07-003

A-3

目で聴くテレビ
平成19年9月11日放送分

●

CS07-004

A-3

目で聴くテレビ 平成19年9月18日放送
分 街かどライブ 江津市 ほか

●

CS07-005

A-3

目で聴くテレビ
平成19年10月2日放送分

●

CS07-006

A-3

目で聴くテレビ
平成19年10月16日放送分

●

CS08-001

A-3

目で聴くテレビ
平成20年5月6日放送分

●

CS08-002

A-3

目で聴くテレビ
平成20年5月20日放送分

●

CS08-003

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成19年6月3日生放送録画分

目で聴くテレビ
平成20年6月8日生放送録画分①

内容
・バニー中村のあそびの時間 切り絵③
・人ひと 聴障者たちに写真指導
プロカメラマン 下条恒男さん（山梨県）
・街かどライブ（島根県） 斐川町原鹿の旧豪農屋敷
・目で聴くホットライン
バリアフリー化推進功労者表彰
第1回アジア太平洋手話通訳者会議（マカオ）
・スポルデ 国内初 デフプロレス
・なおこのきままの日記 手話語り：野田 尚子
・国際手話のコーナー（再放送） 第31回 「これはいくらですか？」
・バニー中村のあそびのじかん 切り絵④
・地方の手話（山梨県）
・街かどライブ（島根県） 玉造温泉
・つつうらうら（京都府）
社団法人京都府聴覚障害者協会
法人認可50周年記念
～かたいきずなで心ひとつに 未来へ～
・新しい手話
・JFDレーダー
・暮らしの役立つワンポイント 悪徳商法に注意！
・国際手話のコーナー（再放送）
第32回「来月オーストラリアへ行きます」
財団法人全日本ろうあ連盟創立60周年
第55回全国ろうあ者大会in香川 香川県高松市
熱く語れ！心にとどめ！みんなで創ろう「共生社会」
青い海と空のさぬき路で
キャスター：那須 英彰・山本 紋子
【DVD2枚セット】
・それいけ！くいしんぼ（和歌山県） 高野山「精進料理」
・街かどライブ（島根県） 大田市五十猛（いそたけ）町
・目で聴くホットライン
淡路島内最大の夏祭り「第60回淡路島まつり」
デフあわじふくろう連 参加
第27回全国ろう学生の集い（京都府）
・シネナビ
・チャレンジかおり！ ～切り絵に挑戦～
・その意味なあに？
・国際手話（再放送） 第16回 銀行はどこ？
・目で聴く日聴紙
・地方の手話（京都府） 京の手話① ～南北通り編～
・街かどライブ（島根県） 邑南町
・物語のとびら みにくいアヒルの子 手話表現：白石 佑太
・新しい手話
・京都検定に挑戦！第15回
・関西歴史舞台 安倍晴明「陰陽師（おんみょうじ）」
・国際手話（再放送） 第17回 復習編①
・なすの七色万華鏡 「メジャーリーグ」
・つつうらうら（長野県） 働く場を求めて～夢屋の取り組み～
・街かどライブ（島根県） 断魚渓（だんぎょけい）
・目で聴くホットライン
第4回リアルタイム字幕制作者養成講座
・Let's点字 第3回 あいうえお
・全通研便り
第40回全国手話通訳問題研究集会（宮城）
・その意味なあに？
・国際手話（再放送） 第18回 復習編②
・緊急災害時における障害者対策
・それいけ！くいしんぼ（島根県） 彩雲堂（松江市）
・街かどライブ（北九州） 響灘周辺(若松区）
・目で聴くホットライン
・シネナビ
・その意味なあに？
・国際手話のコーナー 第20回復習編④(再放送)
・つつうらうら(島根県) 松江武者行列
・街かどライブ（北九州） 若戸大橋
・自然と遊ぼう！（再放送） キノコ探検隊
・物語のとびら ぶんぶく茶釜
・なおこのキャンパスライフ
・さがのだより ～全国手話研修センター～
・その意味なあに？
・GESTUNO国際手話（再放送） 第22回 復習編⑥
・目で聴くWeekly
・それいけ！くいしんぼ（島根県） 島根ワイナリー編
・障害者権利条約 Vol2 助役の法的位置と法律の関係
・自然と遊ぼう！(再放送） タンポポのふしぎ
・あいろん広場
・里香の突撃リポート ～上谷芝桜～
・国際手話のコーナー(再放送) 第6回 自己紹介(会話）
・目で聴くWeekly
・つつうらうら（長崎県） 対馬にいこう！
・今村彩子のドキュメンタリー 文化と言葉
・目で聴く健康レシピ メタボリック・シンドローム
島根大学医学部 小林 裕太 教授
・全通研便り
・なすの七色万華鏡
昭和45年から50年ごろの懐かしい家電など
第56回全国ろうあ者大会in福井
めざせ共生！広がれ手話の輪 来ねま健康長寿の郷 福井へ
2008年6月5日～8日 フェニックスプラザ
キャスター：那須 英彰・仁木 尚美

実時間

60

60

310

60

60

60

60

60

60

60

184

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS08-004

A-3

●

CS08-005

A-3

目で聴くテレビ
平成20年9月2日放送分

●

CS08-006

A-3

目で聴くテレビ
平成20年10月14日放送分

●

CS08-007

A-3

目で聴くテレビ
平成20年10月28日放送分

●

CS08-008

A-3

目で聴くテレビ
平成20年放送

●

CS09-001

A-3

目で聴くテレビ
平成21年5月12日放送分

番組名
目で聴くテレビ
平成20年6月8日生放送録画分②

●

CS09-002

A-3

目で聴くテレビ
平成21年7月14日放送分

●

CS09-003

A-3

目で聴くテレビ
平成21年7月28日放送分

●

●

CS09-004

CS09-005

A-3

A-3

目で聴くテレビ
平成21年12月1日放送分
平成21年12月8日放送分

目で聴くテレビ
平成22年2月2日放送分
平成22年2月9日放送分

内容
第56回全国ろうあ者大会in福井
めざせ共生！広がれ手話の輪 来ねま健康長寿の郷 福井へ
2008年6月5日～8日 フェニックスプラザ
キャスター：那須 英彰・仁木 尚美
・目で聴くWeekly
・高田英一が語る連盟60年
・それいけ！くいしんぼ(島根県） キララ多伎
・自然と遊ぼう(再放送） まちの中のホタル
・今村彩子のドキュメンタリー
ユニバーシティライフ ～ろう・難聴学生の素顔～
・あいろん広場
・国際手話のコーナー(再放送） 第17回 月～日曜日(1週間)
・目で聴くWeekly
・シネナビ
・目で聴く健康レシピ 臨床検査
・おおだてのぶひろ監督コーナー
2000年ドラマ制作 「鼓動からのメッセージ～小さな命 大きな歓び
～」
・新しい手話
・地方の手話(島根県） 島根の地名編
・目で聴くWeekly
・祝 目で聴くテレビ10周年
・わたしたちの学校(再放送） ～三重県立聾学校通信～（学校様子）
・JFDレーダー
・新しい手話
・京都検定に挑戦！(再放送） 第7回
・地方の手話(島根県） 島根の地名編２
・国際手話のコーナー(再放送） 第22回 先月映画に5回も行った
それいけ！くいしんぼ （島根県 道の駅 キララ多伎）
出演：大瀧 浩司・井上 隆
道の駅キララ多伎で、いろんな食べ物を紹介。
・目で聴くWeekly
・シネナビ
・目で聴く手話研究所 裁判用語の新しい手話
・おおだてのぶひろ監督のコーナー サイレントホラー
「あなたの部屋は本当に大丈夫！？」作品のプロモーションビデオ
・その意味なあに？
・目で聴く健康レシピ（再放送） メタボリック・シンドローム
島根大学医学部 小林 裕太 教授
・国際手話のコーナー（再放送）
第38回 先生は勉強をわかりやすく教えてくれます。
・目で聴くWeekly
・シネナビ
・目で聴く手話研究所 裁判用語の新しい手話
・おおだてのぶひろ監督のコーナー 日本映画のロケーションについて
・その意味なあに？
・地方の手話(島根県） 島根の地名編
・国際手話のコーナー(再放送）
第43回 チョコレートを作って夫にプレゼントしました。
・目で聴くWeekly
・全通研便り
・JFDレーダー
・物語のとびら 一休さん～水あめ～（再放送）
・地方の手話（島根県） 増田竹男さん
・チャレンジかおり！ ～オリエンテーリングに挑戦～
・国際手話のコーナー（再放送）
第45回 テレビや映画に字幕をもっとつけてほしい
≪平成21年12月1日放送分≫
・目で聴くWeekly
・デフリンピック2009台北 DEAFLYMPICS TAIPEI
・それいけ！くいしんぼ(島根県） 島根県松江市
・自然と遊ぼう(再放送） 池の自然を守る人々
・GESTUNO 国際手話 第8回 友達と再会(再放送）
≪平成21年12月8日放送分≫
・目で聴くWeekly
・おおだてのぶひろの監督のコーナー 今井美香さん（ろう者）
・シネナビ
・地方の手話(兵庫県）
・目で聴く健康レシピ 「インフルエンザ」（再放送）
・GESTUNO 国際手話 第9回 待ち合わせの約束(再放送）
≪平成22年2月2日放送分≫
・目で聴くWeekly
第1回障がい者制度改革推進会議ダイジェスト
・全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画 「ゆずり葉」
撮影様子など
・それいけ！くいしんぼ（長野県）
歴史と文化をお菓子に ～松本菓子～
・自然と遊ぼう！（再放送） 落ち葉の下の虫たち
・GESTUNO 国際手話 第14回スポーツをしよう（再放送）「
≪平成22年2月9日放送分≫
・目で聴くWeekly
第2回障がい者制度改革推進会議の様子
さがの映像祭
・全日本ろうあ連盟創立60周年記念映画 「ゆずり葉」（予告編）
・目で聴く手話研究所 裁判用語の新しい手話
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
Deaf Life JAPAN （デフ ライフ ジャパン）
・シネナビ
・目で聴く健康レシピ 「花粉症」

実時間

189

60

60

60

10

60

60

60

120

120

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS09-006

A-3

●

CS09-007

A-3

●

CS09-008

A-3

●

CS09-009

A-3

●

CS09-010

A-3

●

CS10-001

A-3

●

CS10-002

A-3

目で聴くテレビ
平成22年6月6日生放送録画分

●

CS10-003

A-3

目で聴くテレビ
平成22年6月8日放送分
平成22年6月15日放送分

●

CS10-004

A-3

目で聴くテレビ
平成22年7月20日放送分
平成22年7月27日放送分

●

CS10-005

A-3

目で聴くテレビ
平成22年12月7日放送分

番組名
目で聴くテレビ
障がい者制度改革推進会議
（ダイジェスト版）
第２回会議 2010年2月10日
目で聴くテレビ
障がい者制度改革推進会議
（ダイジェスト版）
第３回会議 2010年2月15日
目で聴くテレビ
障がい者制度改革推進会議
（ダイジェスト版）
第４回会議 2010年3月1日
目で聴くテレビ
障がい者制度改革推進会議
（ダイジェスト版）
第５回会議 2010年3月19日
目で聴くテレビ
障がい者制度改革推進会議
（ダイジェスト版）
第６回会議 2010年3月30日
目で聴くテレビ
障がい者制度改革推進会議
（ダイジェスト版）
第７回会議 2010年4月12日

●

CS10-006

A-3

目で聴くテレビ
平成22年12月7日放送分
平成22年12月14日放送分

●

CS10-007

A-3

思い出

内容

実時間

〇障害者基本法

23

〇(仮称）障害者総合福祉法

20

〇雇用
〇差別禁止法
〇虐待防止法

25

〇教育
〇障害の定義
〇政治参加

25

〇司法手続き
〇障害児支援
〇医療

25

〇所得保障
〇交通アクセス・建物利用
〇情報アクセス
〇障害者施策の予算確保
第58回全国ろうあ者大会in島根
～くにびきの島根で全国の仲間と縁（えにし）を結ぼう！～
2010年6月2日～6日 島根県民会館
キャスター：那須 英彰・山本 紋子
≪平成22年6月8日放送分≫
・目で聴くWeekly
第58回全国ろうあ者大会in島根 ダイジェスト
・おおだてのぶひろの監督のコーナー
趣味を越えて～鉄道模型の愛好会～
（2010.5.15～16 トレインフェスタ2010 in静岡県）
・シネナビ
・チャレンジかおり！ ～パラグライダーに挑戦～
・地方の手話（千葉県）
・アナザータイム手話放送
見える歴史 北条時宗 ～元の大軍にどう立ち向かったか～
2010.6.1 NHK教育
≪平成22年6月15日放送分≫
・目で聴くWeekly
・目で聴く手話研究所 裁判用語の新しい手話
・なすの七色万華鏡 「温泉」（再放送）
・つつうらうら(長野県） 釣りの道具作り
・アナザータイム手話放送
見える歴史 足利義光・義政 ～今に伝わる室町文化～
2010.6.8 NHK教育
≪平成22年7月20日放送分≫
・目で聴くWeekly
・目で聴く手話研究所 裁判用語の新しい手話
・なすの七色万華鏡（再放送） 松江街歩き
・つつうらうら(福岡） 直方谷尾美術館
・アナザータイム手話放送
「見える歴史」 (徳川家光） 2010.7.13放送 NHK教育
≪平成22年7月27日放送分≫
・目で聴くWeekly
・JDFレーダー
・全通研だより
・地方の手話（北九州） 理容の専門用語 その②
・つつうらうら（山口県）
・アナザータイム手話放送
「ひょうたんからコトバ」 2010.7.20放送 NHK福岡
それいけ！くいしんぼ 島根県安来市
どじょう亭・安来節演芸館
≪平成22年12月7日放送分≫
・目で聴くWeekly
・それいけ！くいしんぼ(島根県） 島根県安来市
・いきいきワイド
第10回全国障害者スポーツ大会 ゆめ半島千葉大会2010
・デフリンピック2009台北 DEAFLYMPICS TAIPEI
・アナザータイム手話放送
見える歴史 生まれ変わった日本 ～敗戦からどう立ち直ったか～
2010.11.30 NHK教育
≪平成22年12月14日放送分≫
・目で聴くWeekly
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
国際ろう映画祭（ギャローデット大学主催）
2010年11月4日～7日
・長崎手話方言 実父への想い
・シネナビ
・アナザータイム手話放送
見える歴史 日本は世界とどうつながってきたか
2010.12.7 NHK教育
第57回全国ろうあ者大会in茨城
（販売、フィナーレ）
第58回全国ろうあ者大会in島根
（大会様子・実行委員会様子・手話劇練習様子）

25

350

120

120

10

120

30

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS11-001

A-3

CS11-002

CS11-003

A-3

番組名
目で聴くテレビ
平成23年6月12日生放送録画分

目で聴くテレビ
平成23年7月5日放送分
平成23年7月12日放送分

A-3

目で聴くテレビ
平成23年9月6日放送分
平成23年9月13日放送分

●

CS11-004

A-3

目で聴くテレビ
平成23年10月28日生放送分
10.28 JDF大フォーラム
創ろう みんなの障害者総合福祉法
を！

●

CS12-001

A-3

目で聴くテレビ
平成24年7月24日放送分
平成24年7月31日放送分

●

CS12-002

A-3

目で聴くテレビ
平成24年10月16日放送分

●

CS12-003

A-3

目で聴くテレビ
平成24年12月18日放送分
平成24年12月25日放送分

内容
―東日本大震災復興支援―
第59回全国ろうあ者大会in佐賀
かばいよか仲間と語りあおう！
はがくれの地（里）で！！
キャスター：那須 英彰・山本 紋子
≪平成23年7月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
・人形アニメーションで学ぼう！ 千葉の地方手話
（さがの聴覚障害者映像祭2011特別賞 受賞作品）
・全国各地からの応援メッセージ①
（東日本大震災） 川崎市より
・それいけ！くいしんぼ（長野県） 初夏の香り ほお葉巻き
・全国各地からの応援メッセージ②
（東日本大震災） 神奈川県より
・今村彩子のドキュメンタリー
≪平成23年7月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
おおだてミステリーワールド（島根県出雲市）
・地方の手話（北海道・札幌）
・さがの映画祭2011特集
わる柿 手話舞台「箱！」（京都）
・シネナビ
≪平成23年9月6日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド 東北救護本部結成（岩手県）2011.8.7
・それいけ！くいしんぼ(島根県) ワニづくし御膳(道の駅頓原
≪平成23年9月13日放送分≫
・目で聴くWeekly
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
おおだてミステリーワールド
・地方の手話（香川県） ザ・さぬき PART1
・シネ・ナビ
・アナザータイム手話放送
きょうの健康 2011.8.25放送 NHK教育
（出席された方々）
・財団法人全日本ろうあ連盟理事 小中栄一さん
・財団法人全日本ろうあ連盟理事 小椋武夫さん
・社会福祉法人全国盲ろう者協会評議員 門川紳一郎さん
・全日本難聴者・中途失聴者団体連合会理事長 高岡正さん
他の団体からも多数出席。
≪平成24年7月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
・JTDレーダー
・チャレンジ！かおり 「田植えに挑戦」
・地方の手話（千葉県）
・アナザータイム手話放送
あにまるワンだ～ 2012.6.25放送 NHK BSプレミアム
≪平成24年7月31日放送分≫
・特別番組 第60回全国ろうあ者大会 京都
（２０１２年６月６日～１０日 京都市 みやこめっせ）
～新たな次代に伝えよう！千年の都 京都から～
・目で聴くWeekly
・つつうらうら（島根県） 神話博しまね（出雲市）
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
関東聾史研究会の研究発表会
（ろう社会の代表的人物である故三浦浩氏に関する研究発表）
・それいけ！くいしんぼ（熊本県） ～熊本 秋の味覚～（再放送）
・アナザータイム手話放送
あにまるワンだ～ 2012.9.19放送 NHK BSプレミアム
≪平成24年12月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
第18回全国中途失聴者・難聴者福祉大会 埼玉県
・つつうらうら（神奈川県横浜市）
横浜マイスター ステンドグラス作家 平山健雄 氏
・ドキュメンタリー
「東日本大震災 障害のある私たちは訴える」予告編
・なすの七色万華鏡 「ホテル」（再放送）
・アナザータイム手話放送
あにまるワンだ～ 2012.10.25 NHK BSプレミアム
≪平成24年12月25日放送分≫
・目で聴くWeekly
・JFDレーダー
・クリスマス特別番組
米国プロ手話通訳者
デビッド・マクロスキー氏(72歳）の独占インタビュー
・地方の手話（石川県）
・月曜男の手話漫談
・アナザータイム手話放送
あにまるワンだ～ 2012.11.1 NHK BSプレミアム

実時間

370

120

120

210

120

60

120

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS13-001

A-3

目で聴くテレビ
平成25年4圧16日放送分
平成25年4月23日放送分

●

CS13-002

A-3

目で聴くテレビ
平成25年7月23日放送分
平成25年7月30日放送分

●

CS13-003

A-3

目で聴くテレビ
平成25年8月20日放送分

●

CS13-004

A-3

目で聴くテレビ
平成26年3月11日放送分
平成26年3月18日放送分

●

CS14-001

A-3

目で聴くテレビ
平成26年6月15日生放送録画分

●

CS14-002

A-3

目で聴くテレビ
平成26年7月29日放送分
平成26年8月5日放送分

番組名

内容
≪平成25年4月16日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド① 自転車の街・堺
・つつうらうら（鹿児島県） 絶景と開運の町 頴娃町（えいちょう）
・なすの七色万華鏡 「鳥」 （再放送）
・いきいきワイド②
熊谷市ろう者協会と熊谷手話サークルの
創立30周年記念大会（埼玉県）
・アナザータイム手話放送
あにまるワンだ～ 2013.3.1 NHK BSプレミアム
≪平成25年4月23日放送分≫
・目で聴くWeekly
・JFDレーダー
・いきいきワイド 藤沢市民講演会
つるのさんと語ろう よりよい社会を
（主催：神奈川県聴覚障害者協会）
・地方の手話（熊本県）
・それいけ！くいしんぼ（島根県） 島根県松江市（再放送）
・アナザータイム手話放送
あにまるワンだ～ 2013.3.23 NHK BSプレミアム
≪平成25年7月23日放送分≫
・目で聴くWeekly
・JDFレーダー
・札幌デフビデオ カルチャーナイト2013
視覚障がい・聴覚障がいを支える支援と技術
・地方の手話（香川県） さぬきの手話 PART2
・アナザータイム手話放送
道徳ドキュメント～家族ではないけれど～ 2013.5.31 NHK Eテレ
≪平成25年7月30日放送分≫
・目で聴くWeekly
・特集 第61回全国ろうあ者大会in山形
～みちのく山形で 絆を深める 笑顔のバトン～
2013年6月12日～16日 山形ビッグウィング
・アナザータイム手話放送
道徳ドキュメント～人生はチャレンジだ～ 2013.6.14 NHK Eテレ
・目で聴くWeekly
・月曜男の手話漫談
・さがのだより
日本手話研究所～きもの手話発表会～
・それいけ！くいしんぼ（熊本県）
・つつうらうら（島根県） 玉造温泉
・なすの七色万華鏡（再放送）
第55回全国ろうあ者大会in香川
・アナザータイム手話放送 「カラフル」 2013.7.8放送 NHK Eテレ
≪平成26年3月11日放送分≫
・目で聴くWeekly
・月曜男の手話漫談！
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
靴を磨いて 少年は大人になった 岩村眞一（前編）
・いきいきワイド
災害時視聴覚障がい者支援リーダー養成講座（大阪府）
・地方の手話（和歌山県）
・全通研便り
第30回全国手話通訳者問題研究討論集会（大阪府）
・アナザータイム手話放送
道徳ドキュメント「人とつながる」 2014.1.10放送 NHK Eテレ
≪平成26年3月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
・デフスポーツ スピリッツ
山中 孝一郎 陸上マラソン選手（デフリンピック ブルガリア出場）
第39回関東ろう者冬季体育大会
・なすの七色万華鏡 「雪」
・つつうらうら（青森県） 寒立馬（かんだちめ）
・アナザータイム手話放送
カラフル！あの日から 始めたこと 2014.3.3放送 NHK Eテレ
第62回全国ろうあ者大会in長野
さわやかな信州で 夢を語ろう 未来につなげよう
2012年6月12日～16日 ビッグハット
キャスター：那須 英彰
≪平成26年7月29日放送分≫
・特別番組 第62回全国ろうあ者大会in長野
さわやかな信州で 夢を語ろう 未来につなげよう
キャスター：那須 英彰
・自然と遊ぼう！ キノコ探検隊
≪平成26年8月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
第23回全国盲ろう者大会（兵庫県）
・月曜男の手話漫談！
・目で聴く日聴紙
・電車見見録（札幌市） 札幌の市電
・村上センセーの歯のおはなし 「虫歯」
・シネナビ
・チャレンジ！かおり 「絵手紙」にチャレンジ！

実時間

120

120

60

120

320

120

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS14-003

A-3

目で聴くテレビ
平成26年9月9日放送分
平成26年9月16日放送分

●

CS15-001

A-3

目で聴くテレビ
平成27年6月14日生放送録画分

●

CS15-002

A-3

目で聴くテレビ
平成27年11月17日放送分

●

CS15-003

A-3

目で聴くテレビ
平成27年12月1日放送分

●

CS16-001

A-3

目で聴くテレビ
平成28年6月21日放送分
平成28年6月28日放送分

番組名

実時間
内容
≪平成26年9月9日放送分≫
・目で聴くWeekly
緊急災害利ありタイム手話放送の様子
訃報 全日本ろうあ連盟元副理事長 板橋正邦さん 死去
第12回京都さがの手話まつり
・難聴児のためのバリアフリーと共生社会へ～耳の教室～
北九州市立八幡小学校
北九州市立浅川小学校
・なすの七色万華鏡 「富岡製糸場」
・全通研便り
第47回全国手話通訳問題研究集会in福島
・物語のとびら 浦島太郎 手話表現：山内 一仁
・チャレンジ！かおり ～手のパフォーマンスに挑戦！～
120
≪平成26年9月16日放送分≫
・目で聴くWeekly
聴覚・視覚・発達に障害のある人たちの情報福祉機器展(兵庫県)
（第10回兵庫県聴覚障害者文化祭と並行）
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
昭和時代のろう漫画家 咲花洋一さんの講演会
横浜デフネットワーク
日本のろう映画を開拓した鬼才深川勝三監督の遺作「たき火」上映会
・地方の手話（鹿児島県）
・村上センセーの歯のおはなし 「歯垢」
・いきいきワイド 第23回全国盲ろう者大会（兵庫県）
・自然と遊ぼう！ ドングリ祭
第63回全国ろうあ者大会inぐんま
～つどえ連盟発祥の地ぐんまに！ 誓い合おう 更なる飛翔を！～
345
2015年6月11日～14日 ヤマダグリーンドーム前橋
キャスター：那須 英彰
・目で聴くWeekly
・耳のパートナー聴導犬 4コマ劇場①
・いきいきワイド① 第2回わくわくふれあいフェスタ
（島根県の盲ろう者、安食利行さんが出ています。）
・かおりんのかおり 第8回ヘンな会社
・耳のパートナー聴導犬 4コマ劇場②
60
・なすの七色万華鏡 「これまでのハプニング」
・いきいきワイド② 特別養護老人ホーム「柳光」増床オープン
・耳のパートナー聴導犬 4コマ劇場③
・つつうらうら（長崎県） 池島～炭鉱の島への冒険～
・Makkoのフィンランド紀行 第8回 フィンランドのホームパーティー
・目で聴くWeekly
・目で聴く日聴紙
60
・ご当地検定に挑戦（島根県） 国宝 松江城
・シネナビ～冬休み特集～
・目で聴くテレビアーカイブ 京都検定に挑戦（五山の送り火）
≪平成28年6月21日放送分≫
・目で聴くWeekly
全国手話言語市区長会 発足
(6月8日 東京・日本都市センター開館）
・つつうらうら（鹿児島県）
「隠れ念仏」知っていますか？
・いきいきワイド 特集～熊本地震について～
「聴覚障害者を取り巻く状況」
「聴覚障害者に対する支援」など
・関西歴史舞台 豊臣秀吉
≪平成28年6月28日放送分≫
120
・目で聴くWeekly
第64回全国ろうあ者大会 徳島県
・防災と補助犬（5コママンガ）
第12回介助犬ユーザーの避難
・目で見る広報・堺 第20号 障害者差別解消法
・JFDレーダー
・札幌デフビデオ（SDF) 「手話のクイズで楽しもう！」
・地方の手話（長崎県） 後編
・防災と補助犬(5コママンガ）
第13回聴導犬ユーザーの避難
・関西歴史舞台 武寧王

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS16-002

A-3

目で聴くテレビ
平成28年7月5日放送分
平成28年7月12日放送分

●

CS16-003

A-3

目で聴くテレビ
平成28年10月11日放送分
平成28年10月18日放送分

●

CS16-004

A-3

目で聴くテレビ
平成28年10月25日放送分
平成28年11月1日放送分

番組名

内容
≪平成28年7月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
・第64回全国ろうあ者イ大会inとくしま①
水の都 徳島で 未来につなぐ 輝きを広げよう
2016年6月9日～12日 アスティ徳島
・目で聴く日聴紙
・防災と補助犬
・それいけ！くいしんぼ（香川県）
・シネナビ～夏休み特集①～
・目で聴くテレビアーカイブ 「関西歴史舞台」 お染久松
≪平成28年7月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
・月曜男の手話漫談①
・第64回全国ろうあ者イ大会inとくしま②
水の都 徳島で 未来につなぐ 輝きを広げよう
2016年6月9日～12日 アスティ徳島
・聾の匠～プロフェッショナルのろう職人～
中華鍋製作職人 樋口 喜伊知さん
・防災と補助犬
・月曜男の手話漫談②
・つつうらうら ～手作り工房 紫陽花・福岡～
・いきいきワイド 「全国手話言語市区長会発足」
・月曜男の手話漫談③
・目で聴くテレビアーカイブ 「関西歴史舞台」 松尾芭蕉
≪平成28年10月11日放送分≫
・目で聴くWeekly
全日本ろうあ連盟創立70周年記念事業
ドキュメンタリー映画上映会
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフアドベンチャー2016 伊豆大島 2016.8.6～8
（海のふるさと村キャンプ場）
・防災と補助犬（5コママンガ）
第29回 聴覚障害者からのお願い
・でんしゃ見見録（長崎県） 愛とロマンの島原鉄道
・いきいきワイド
第49回全国手話通訳問題研究集会
～サマーフォーラムinかながわ～
・月曜男の手話漫談 「自転車」
・関西歴史舞台 石上露子
≪平成28年10月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
新しいDVD完成「村上センセーの歯のおはなし」
・つつうらうら（千葉県） 香取市（香取神宮・伊能忠敬記念館など）
・防災と補助犬（5コママンガ）
第30回 スポーツの秋
・なすの七色万華鏡（再放送） 「趣向を凝らした観光列車」
・いきいきワイド 第14回京都さがの手話まつり
・第12回さがの映像祭（再放送）
・関西歴史舞台 千姫
≪平成28年10月25日放送分≫
・目で聴くWeekly
鳥取県中部地震発生様子（2016.10.21発生）
・いきいきワイド 第3回全国高校生パフォーマンス甲子園
・防災と補助犬（5コママンガ）
第31回 鹿児島で補助犬イベント
・目で見る広報 堺 第24号 「みみサロン」
・でんしゃ見見録（和歌山県） 「めでたいでんしゃ」
・札幌デフビデオ（SDV） 手話に関するクイズ
・JDFレーダー
≪平成28年11月1日放送分≫
・目で聴くWeekly
フォーラム
「障害者差別解消法と自治体手話通訳者のしごと」
（主催：全国手話通訳問題研究会 2016.10.21 兵庫県）
・でんしゃ見見録（北九州）
～走り続ける筑豊電鉄とのんびり散歩・ロケ地～
・シネナビ
・目で聴く日聴紙
・関西歴史舞台 与謝野晶子

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

分類番号

区分

CS16-005

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成28年11月22日放送分
平成28年11月29日放送分

●

CS16-006

A-3

目で聴くテレビ
平成28年12月6日放送分
平成28年12月13日放送分

●

CS16-007

A-3

目で聴くテレビ
平成28年5月24日放送分
平成28年5月31日放送分

内容
≪平成28年11月22日放送分≫(60分）
・目で聴くWeekly
「プレ・さがの映像祭」（同志大学）
・月曜男の手話漫談① 「レントゲン」
・つつうらうら（長野県） 松本聾唖学校とろうあの先生たち
・防災と補助犬（6コママンガ） 第35回 肉球・・・
・目で見る広報 堺 第25号
プラザアートフェスティバル（10/20～23）
・地方の手話（神奈川県）
～童謡「めだかのがっこう」発祥の地～
・札幌デフビデオ（SDV)
第5回東区手話まつり（札幌市東区 2016.11.13）
・「自転車で日本を駆け抜けて」今村彩子氏 記念講演
・今村彩子さんにインタビュー
・月曜男の手話漫談② 「ウルトラマン・アニメ」
・JFDレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成28年11月29日放送分≫（60分）
・いきいきワイド特集
海外で働くもうひとつのカタチ ～青年海外協力隊～
2013年1月～2015年約2年間 ドミニカ共和国で活躍した
ろう者、廣瀬芽里さんにインタビュー。
（手話キャスター 仁木尚美）
≪平成28年12月6日放送分≫
・目で聴くWeekly
第13回さがの映像祭応募作品
・防災と補助犬（5コママンガ） 第36回 障害者週間
・いきいきワイド 関西空港「HISバリアフリー見学講座」
・でんしゃ見見録（千葉県） ～千葉・いすみ鉄道～
・シネナビ
・防災と補助犬（6コママンガ） 第37回 補助犬トイレ
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成28年12月13日放送分≫
・目で聴くWeekly
・目で聴くWeekly特集
鳥取県中部地震と聴覚障害者
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
アフロ山本映画「第6回モンキーを想う親分」ロケ現場取材
・防災と補助犬（6コママンガ）
第38回 補助犬たちのクリスマス
・地方の手話（山形県） 山形県の手話
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話「だんごどっこいしょ」 手話語り手：中山徹
・Makkoのフィンランド紀行 番外編③
フランス視察研修（フランス）
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成28年5月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
熊本地震（避難しているろうあ者の様子）
・ＪＦＤレーダー
・防災と補助犬「4コママンガ」
第8回 障害インクルーシブ防災から学ぶ
・目で見る広報 堺 第19号（堺市） 「春のプラザ祭り」
・ご当地検定に挑戦！（愛媛県） 松山城
・札幌デフビデオ
間違って食べないで！ 山菜と毒草の見分け方
～山菜と間違やすい毒草～
・関西歴史舞台 藤原頼通
≪平成28年5月31日放送分≫
特別企画
第12回さがの映像祭
2016年1月23日～24日（京都府）龍谷大学アバンティ響都ホール
応募作品放映
〇八人の魂 （静岡聴覚特別支援学校）
〇記憶のない日と黒い人（無音作品） （伊藤徹也）
〇気づき～みんな何かできる～ （DAiWA-ya）
〇「ふれる」 （制作／手話舞台「箱！」）
〇デフ版・世界ふしぎ発見！
（ダスキン障害者リーダー 育成海外研修派遣事業33期研修生）

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS16-008

A-3

CS16-009

CS16-010

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成28年6月7日放送分
平成28年6月14日放送分

内容
≪平成28年6月7日放送分≫
・目で聴くWeekly
・目で聴く日聴紙
・物語のとびら 一休さん～屏風のトラ～ 手話表現：白石 佑太
・防災と補助犬「5コママンガ」
第10回 災害時の持出袋
・チャレンジかおり ～ドッグダンスに挑戦！～
・物語のとびら 一休さん～水あめ～ 手話表現：白石 佑太
・シネナビ 「デッドプール」
・関西歴史舞台 卑弥呼
≪平成28年6月14日放送分≫
・目で聴くWeekly
岐阜県とCS障害者放送統一機構で
「災害時における障害者支援に向けた包括的連携協定が締結。
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
大笑いの映画に愛をこめて
～世界チャンピオンのデフサーファーから映画監督へ～
アフロ山本さん（神奈川県）
・防災の補助犬「5コママンガ」
第11回 盲導犬ユーザーの避難
・地方の手話（長崎県）
・いきいきワイド 交通のバリアフリー② ～夢をかなえる～
・月曜男の手話漫談 「コンビニ」
・関西歴史舞台 菅原道真

実時間

120

目で聴くテレビ
平成28年7月19日放送分
平成28年7月26日放送分

≪平成28年7月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
・それいけ！くいしんぼ（石川県）
石川ローア釣りクラブと直江津沖
・防災と補助犬（5コママンガ）
第16回 狂犬病ワクチン接種
・なすの七色万華鏡 「徳島のグルメ」
・月曜男 「ろう理容について」
・つつうらうら
「福祉を変え、誰もが安心して暮らせる社会へ」
～明石市儀会議員 家根谷 敦子さん～
・関西歴史舞台 一休
≪平成28年7月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
ラジオ体操（手話エンターテイメント発信団oioi）
・知っておこう！ぼうさいのこころえ
・防災と補助犬（5コママンガ）
第17回 夏の熱中症対策！
・JFDレーダー
・目で見る広報 堺 第21号
難聴者のためのもじサロン「俳句を作ってみよう」
・札幌デフビデオ（SDF)
・地方の手話（長崎県） 後編
・防災と補助犬(5コママンガ）
北海道聾史講座 戦後どのように再建されたのか？
「道内ろうあ団体再建前夜の動き」
札幌聾史研究会会長 中根伸一 氏
・関西歴史舞台 緒方洪庵

120

目で聴くテレビ
平成28年8月2日放送分
平成28年8月9日放送分

≪平成28年8月2日放送分≫
・目で聴くWeekly
・障害者支援施設「津久井やまゆり園」殺傷事件
・「日本国憲法手話翻訳ウェブサイト」開設
・いきいきワイド
ラジオ体操（手話エンターテイメント発信団oioi）
・防災と補助犬（6コママンガ）
第18回 誰にもできること～その１～
・でんしゃ見見録
丸窓電車 ～上田電鉄 別所線～
・シネナビ 夏休み特集Part2
・目で聴く日聴紙
≪平成28年8月9日放送分≫
・目で聴くWeekly
天神祭 奉納花火大会に聴覚障害の高校生を特別観覧席招待
・月曜男の手話漫談① 「花束」
・知っておこう！ぼうさいのこころえ
・月曜男の手話漫談② 「かくれんぼ」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
上田手話ガイドツアー（前編） 協力：うえだ手話ガイドの会
・月曜男の手話漫談③ 「散髪のお客さん」
・関西歴史舞台 近松門左衛門

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS16-011

A-3

CS16-012

CS16-013

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成28年8月16日放送分
平成28年8月23日放送分

内容
≪平成28年8月16日放送分≫
・目で聴くWeekly
ろう高齢者の特別養護老人ホーム「淡路ふくろうの郷」
開所10周年 祝賀会
・いきいきワイド
「ろう女性として生きた100年 土居文子さん」
101歳の土居さんにインタビュー
・つつうらうら（岡山県）
岡山城 川面に映える漆黒の烏城（うじょう）
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話
「箱根のあまのじゃく」 手話語り手：米島光子
・いきいきワイド 「手話を広める知事の会」発足
・関西歴史舞台 紫式部
≪平成28年8月23日放送分≫
・目で聴くWeekly
「手話言語への理解を広める演劇会」開催（大阪）
・JFDレーダー
・防災と補助犬（5コママンガ）
第21回 夏の危機管理
・目で見る広報 堺 第22号
・みみサロン「たくさん踊ろう！エアロビクス」
・堺の地名と市章の由来
・札幌デフビデオ（SDV) 手話のクイズ
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話
「河童徳利（かっぱどっくり）」 手話語り手：湊 里香
・関西歴史舞台 志賀 直哉

実時間

120

目で聴くテレビ
平成28年8月30日放送分
平成28年9月6日放送分

≪平成28年8月30日放送分≫
・2016年度上半期Weeklyダイジェスト
・4月19日放送 熊本地震発生
・5月24日放送 熊本地震続報
・6月14日放送
岐阜県とCS障害者放送統一機構の協定締結
「災害時における障碍者支援に向けた包括的連携協定」
・6月21日放送 「手話言語市区長会」発足
・6月28日放送 第64回全国ろうあ者大会inとくしま
・8月2日放送 障害者支援施設「津久井やまゆり園」
殺傷事件に対する各団体の声明
・8月2日放送 「日本国憲法手話翻訳ウェブサイト」開設
・8月9日放送 天神祭・奉納花火大会にろう高校生を招待
・8月16日放送 「手話を広める知事の会」設立
・8月23日放送 「手話言語への理解を広める演劇会」（大阪）
≪平成28年9月6日放送分≫
・目で聴くWeekly
第33回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト2016（東京）
・防災と補助犬（5コママンガ）
第22回 補助犬の夏休み
・ご当地検定に挑戦 長崎編
・シネナビ
・防災と補助犬（5コママンガ）
第23回 防災週間
・いきいきワイド
「日本国憲法手話翻訳ウェブサイト」開設
・防災と補助犬（6コママンガ）
第24回 あなたにできること～盲導犬～
・目で聴く日聴紙

120

目で聴くテレビ
平成28年9月13日放送分
平成28年9月20日放送分

≪平成28年9月13日放送分≫
・目で聴くWeekly
第14回京都さがの手話まつり
・いきいきワイド①
「手話言語への理解を広める演劇会」（大阪）
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
上田手話ガイドツアー（後編） 協力：うえだ手話ガイドの会
・防災と補助犬（6コママンガ）
第25回 あなたにできること～介助犬編～
・いきいきワイド②
聴導犬といっしょに防災体験～横浜市民防災センター～
・関西歴史舞台 高山右近
≪平成28年9月20日放送分≫
・目で聴くWeekly
ろう映画監督 今村 彩子さん
・いきいきワイド
第33回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト
・防災と補助犬
第26回 あなたにできること ～聴導犬編～
・なすの七色万華鏡 「趣向を凝らした観光列車」
・つつうらうら（岩手県）
盛岡市民のソウルフード 「福田パン」
・関西歴史舞台 安倍晴明

120

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS16-014

A-3

目で聴くテレビ
平成28年9月27日放送分
平成28年10月4日放送分

●

CS16-015

A-3

目で聴くテレビ
平成28年11月8日放送分
平成28年11月15日放送分

●

CS16-016

A-3

目で聴くテレビ
平成28年12月20日放送分
平成28年12月27日放送分

番組名

内容
≪平成28年9月27日放送分≫
・目で聴くWeekly
第3回全国高校生手話パフォーマンス甲子園
・目で見る広報 堺
第23号 「わくわくサマースクール」
・札幌デフビデオ（SDV) 第2回札幌デフフォトクラブ写真展
・防災と補助犬（5コママンガ）
第27回 台風や大雨
・さがの映像祭 過去入賞作品集
・JDFレーダー
・関西歴史舞台 華岡青洲
≪平成28年10月4日放送分≫
・目で聴くWeekly
・Makkoのふしぎ紀行 「日本最古のため池」
・防災と補助犬（5コママンガ）
第28回 防災関係の会議に出席
・シネナビ
・それいけ！くいしんぼ（北海道） 札幌黄を求めて・・・
・目で聴く日聴紙
≪平成28年11月8日放送分≫
・目で聴くWeekly
「プレ・さがの映像祭」（同志大学）
・Makkoのフィンランド紀行 番外編②
南欧視察体験その２ イタリア
・防災と補助犬（6コママンガ）
第33回 聴覚障害者の救急要請
・地方の手話（神奈川県） ～新幹線発祥の地～
・おおだてのぶひろの監督のコーナー
聾映画祭（群馬県 2016.10.9）
・関西歴史舞台 川端康成
≪平成28年11月15日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド① プレ・さがの映画祭の様子（同志大学）
・なすの七色万華 「家族旅行」
・つつうらうら（群馬県）
・群馬県手話言語条例制定記念フォーラム
・全日本ろうあ連盟創立70周年記念事業
ドキュメンタリー映画「段また段を成して」の映画撮影様子
・いきいきワイド②
フォーラム
「障害者差別解消法と自治体手話通訳者のしごと」
（主催：全国手話通訳問題研究会 2016.10.21 兵庫県）
・関西歴史舞台 富本憲吉
≪平成28年12月20日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
東京オリンピック・東京パラリンピック開催招致事業
手話交流イベント「TOKYOみみカレッジ」
・防災と補助犬（5コママンガ） 第39回 火の用心
・つつうらうら（山口県）
勤労支援作業所「すみれの丘」をたずねて
・関西歴史舞台 赤穂浪士
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成28年12月27日放送分≫
・目で聴くWeekly
・目で見る広報 堺 第26号
・堺の古墳
・みみサロン「手話の秋を楽しみましょう」
・地方の手話（山形県） 山形県の手話
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話「不知火（しらぬい）の松」
手話語り：仁木尚美
・札幌デフビデオ（SDV)
聴覚障害者支援センターほほえみってなあに？
・JFDレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

120

120

松江 浜田

分類番号

区分

●

CS16-017

A-3

目で聴くテレビ
平成29年1月10日放送分
平成29年1月17日放送分

●

CS16-018

A-3

目で聴くテレビ
平成29年1月24日放送分
平成29年1月31日放送分

●

●

CS16-019

CS16-020

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年2月7日放送分
平成29年2月24日放送分

目で聴くテレビ
平成29年2月21日放送分

内容
≪平成29年1月10日放送分≫
・目で聴くWeekly
「人工内耳に関する学習会」 （大阪府 2016.12.23）
主催：近畿ろうあ連盟
・それいけ！くいいんぼ（富山県）
～富山駅弁「ますのすし」～
・防災と補助犬（5コママンガ） 第41回 成人式
・さがの映像祭を知っていますか？
・目で聴く日聴紙
・大阪検定に挑戦！
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年1月17日放送分≫
・目で聴くWeekly
・防災と補助犬（6コママンガ） 第42回 1.17は忘れない
・いきいきワイド
・段また段を成して 予告編
・倉野直紀（連盟理事）監督にインタビュー
・上映会参加者インタビュー
・地方の手話（東京都） 東京都の下町 葛飾区
・さがの映像祭を知っていますか？
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
「静かなラーメン屋」（おおだてのぶひろ監督映画作品）
・出演者インタビュー
・メイキング
・防災と補助犬（5コママンガ） 第43回 補助犬の病気
・つつうらうら（香川県）
暮らしに寄り添う庵治石 ～美しい石臼（いしうす）～
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年1月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
さがの映像祭を知っていますか？
・月曜男の手話漫談① 「手話通訳」
・シネナビ
・防災と補助犬（6コママンガ） 第44回 雪道歩行
・なすの七色万華鏡 「僕の大ドジ」
・検定にチャレンジ 登呂遺跡検定（静岡県）
・月曜男の手話漫談② 「手話通訳者かっこいい！」
・ご当地検定に挑戦 神戸学検定
（※途中で切れています。すみません。）
≪平成29年1月31日放送分≫
・目で聴くWeekly
第13回さがの映像祭（京都府 2017.1.28～29）
・知っておこう！ぼうさいのこころえ 「情報」はどこから？
・防災と補助犬（6コママンガ） 第45回 体温調整
・目で見る広報 堺 第27号 みみサロン「書道を楽しもう」
・地方の手話（東京都） 隅田川にかかる橋
・いきいきワイド
ひょうご盲ろう者支援センター開所式（兵庫県 2016.12.11.）
・札幌デフビデオ（SDV)
・さっぽろ雪まつり
・美瑛町の写真紹介（札幌デフフォトクラブ）
・JFDレーダー
（※途中で切れています。すみません。）
≪平成29年1月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
・それいけ！くいしんぼ（長崎県）
ちゃんぽん発祥 長崎編
あなたはどっち！？長崎ちゃんぽん！小浜ちゃんぽん！
・防災と補助犬（6コママンガ） 第46回 点字ブロック
・いきいきワイド
映画「LISTEN（リッスン）」予告編
出演者 横尾友美
監督インタビュー 牧原依里
上映会参加者インタビュー
・目で聴く日聴紙
・ご当地検定に挑戦 京都検定
（※途中で切れています。すみません。）
≪平成29年1月31日放送分≫
・目で聴くWeekly
・月曜男の手話漫談①「時刻表」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
信州一古い温泉での新春講演会（2017.1.15）
・防災と補助犬（6コママンガ） 第47回 歩きスマホ…
・地方の手話（石川県） 石川県の手話（19市町の地名（前編））
・それいけ！くいしんぼ（和歌山県） ～伝統をつなぐ和菓子～
・月曜男の手話漫談②「夫婦旅行」
・ほろよいカフェ べネンシアドール
（※途中で切れています。すみません。）
≪平成29年2月21日放送分≫
・目で聴くWeekly
盲ろう者グループホーム開所式 （2017.2．19（大阪））
・いきいきワイド
第13回さがの映像祭 （2017.1．17～18(京都））
・防災と補助犬（5コママンガ） 第48回 ファッションショー
・つつうらうら（埼玉県）
ふるさと小川町 シリーズ（埼玉県小川町の紹介編）
・なすの七色万華鏡（再放送） 「僕の大ドジ」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

120

120
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分類番号

区分

●

CS16-021

A-3

目で聴くテレビ
平成29年3月14日放送分

●

CS16-022

A-3

目で聴くテレビ
平成29年3月23日放送分

●

CS16-023

A-3

目で聴くテレビ
平成29年3月21日放送分
平成29年3月28日放送分

●

●

CS17-001

CS17-002

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年6月4日生放送録画分

目で聴くテレビ
平成29年6月6日放送分
平成29年6月13日放送分

実時間
内容
≪平成29年3月14日放送分≫
・目で聴くWeekly
・防災と補助犬（6コママンガ） 第50回 インクルーシブコミュニケーショ
ン
・月曜男の手話漫談① 「手話通訳者の服装」
・いきいきワイド
日本初の盲ろう者のグループホーム誕生。（大阪）
グループホームの中の案内
・月曜男の手話漫談② 「春の散髪のお客さん」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
第16回手話研究セミナー（2017.2.26（神奈川県横浜市））
60
第1部パネルディスカッション
コーディネーター：マーティン・デール―ハンチ
パネラー：標準手話確定普及研究部９班代表者
（北海道）大内 祥一 （東北）浅利 義弘
（関 東）小出真一郎
（北信越）石川渉
（東 海）山本直樹
（近畿）吉田正雄
（中 国）亀田明美
（四国）竹島春美
（九 州）山本秀樹
第2部 各研究部の研究発表
・月曜男の手話漫談③ 「集まりの後」
・つつうらうら（山梨県） 創造工房くわの家
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
「籠池氏国会証人喚問」の緊急リアルタイム手話放送（NHK総合）
120
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年3月21日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
聴導犬がいく！京玉プラザホテルのユニバーサルサービス
・防災と補助犬（6コママンガ） 第51回 「耳の日」イベントに行って
・なすの七色万華鏡 「これまでの失敗やハプニング」
・目で聴くテレビアーカイブコーナー 「ほろよいカフェ」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年3月28日放送分≫
・目で聴くWeekly
120
・目で見る広報 堺 第29号 みみサロン 「救急法とAEDについて」
・札幌デフブデオ（SDV)
耳の日市民のつどい（2017.3.5（札幌市）
啓発劇「聞こえない人々の日常」
北海道石狩翔陽高等学校ボランティア局
・JFDレーダー
・目で聴くテレビアーカイブコーナー
ろう・難聴者のより良い医療へのアクセスのために
ななふく苑（埼玉県）で働いているろうの看護師 皆川 愛さん
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

全日本ろうあ連盟創立70周年記念
第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA
創始より訪がれた手話への想い 「福岡から未来へ」
2017年6月1日～4日 福岡国際センター
キャスター：那須 英彰・山本 真記子
≪平成29年6月6日放送分≫
・目で聴くWeekly
第65回全国ろうあ者大会 inFUKUOKA
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第5話 「障害の社会モデル」？
・いきいきワイド
「kushikat & Bar前川屋」（京都） オーナー 前川憲司さん（ろう者）
・いきいきワイド
「手話言語条例に基づく施策の推進」に関する事業連帯協定を
締結したことについて語る。
公益社団法人 大阪聴力障害者協会 会長 大竹浩司さん
乳幼児手話獲得支援事業 こめっこ担当 物井明子さん
乳幼児手話獲得支援事業 こめっこ担当 久保沢寛さん
・加東市さくらルーム開所！（兵庫県）
開所式の様子。（2017.5.1）
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年6月13日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
千年の都「京都」のど真ん中で一流の料理人になる！
そんな夢を持った聴覚障害者を探しています！
2017.61 京都錦市場商店街振興組合・
日本財団NPO法人京都文化協会
新プロジェクト 京都錦市場「斗米庵（とべいあん）」
・月曜男の手話漫談① 「お菓子」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
日本在住の米国人のろう者 マーティン・デルヘンチさん
「自分の歴史」（日本手話で表現されます。）
・地方の手話（岐阜県） 地名の手話
・月曜男の手話漫談② 「PTA担当」
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA （１）記念式典
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
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松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-003

A-3

CS17-004

CS17-005

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年6月20日放送分
平成29年6月27日放送分

目で聴くテレビ
平成29年7月18日放送分
平成29年7月25日放送分

目で聴くテレビ
平成29年8月15日放送分
平成29年8月22日放送分

内容
≪平成29年6月20日放送分≫
・目で聴くWeekly
障がい者スポーツ・パラリンピック推進議員連盟
デフリンピック支援ワーキングチーム発足 （2017.6.12）
・いきいきワイド
第23回夏季デフリンピック（トルコ・サムスン）の応援テーマソング
「HERO」のお披露目ライブ HANDSIGN （2017.5.20（神奈川県））
・デフリンピックの歴史
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第6話 視覚障害とスマホ
・つつうらうら（長崎県） ～ぶらり…雲仙温泉～
・なすの七色万華鏡（再放送） 「ねこ」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年6月27日放送分≫
・目で聴くWeekly
デフリンピック女子バレーボールの強化合宿（神戸市（2017.6.24））
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA （2）評議員会と特別企画
・地方の手話（岐阜県） 地名の手話
・こんにちは！こちらは神聴連です！
手話言語条例に関する取り組みについて
・札幌デフビデオ（SDV)
札幌市聴覚障害者協会創立70周年記念式典と祝賀会（2017.6.18）
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年7月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
第23回デフリンピック・サムスン2017 速報
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA （3）分科会
・第1回「こめっこ」開催（大阪府（2017.6.17））
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第8話 点字ブロックと車椅子…
・なすの七色万華鏡 「イギリスの珍しい車」
・つつうらうら（鹿児島県） 西郷隆盛ゆかり地
・難聴ママ ユカコのBehappy！
第3回 「聞こえない」ことの大変さ！
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年7月25日放送分≫
・目で聴くWeekly
・秋田記録豪雨
・デフリンピック・サムスン2017
・Makkoのワールドワイドなともだちフォルダ
シリア ヤマーン・カイヤーリさん
・こんにちは！こちらは神聴連です！
手話言語条例に関するお知らせ
・札幌デフビデオ（SDV)
さっぽろ大通ビアガーデン／ほほえみ祭（2017.7.17）
・地方の手話（東京都） 東京の地下鉄の駅名
・難聴ママ ユカリのBehappy！
第4回 聞こえなくても大丈夫！
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年8月15日放送分≫
・目で聴くWeekly
第23回デフリンピック・サムスン2017 帰国の様子、インタビュー
・つつうらうら（愛媛県）
第17回全国障害者スポーツ大会
愛顔（えがお）つなぐえひめ大会の会場紹介
・こんにちは！こちらは神聴連です！
ミニディサービスについて
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
・第14回さがの映像祭の作品募集
・上高地紹介
・難聴ママ ユカコのBehappy！ 第7回 選択肢を増やす！
・なすの七色万華鏡（再放送） 「イギリスの珍しい車」
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA
(4)研究分科会「手話」「情報保障」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年8月22日放送分≫
・目で聴くWeekly
第50回全国手話通訳問題研究集会（広島県）（2017.8.18-20）
・札幌デフビデオ（SDV) ラベンター発祥の地（札幌の南沢）
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第10話 夏の終わり…
・地方の手話（熊本県） 昔からのいい手話
・難聴ママ ユカリのBehappy！ 第8回 選択肢を増やす！②校外編
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-006

A-3

CS17-007

CS17-008

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年8月29日放送分
平成29年9月5日放送分

内容
≪平成29年8月29日放送分≫
・目で聴くテレビ火曜日特番
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA
（１）記念式典 （２）評議員会と特別企画
・こんにちは！こちらは神聴連です！
防災について
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA （３）分科会
・月曜男の手話漫談 「お客様へのサービス」
・第65回全国ろうあ者大会inFUKUOKA （４）研究分科会
・デフリンピック・サムスン2017
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年9月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
第23回デフリンピック・サムスン報告会（東京（2017.8.31））
・シネ・ナビ
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第11話 匂いの情報
・それいけ！くいしんぼ（岩手県） 湯田ダムカレー
・地方の手話（石川県） 西から来た男
京都から石川へ引っ越ししたろう者に
京都と石川の手話表現違いに驚き！
・難聴ママ ユカリのBehappy！ 第9回 選択肢を増やす！③習い事
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

目で聴くテレビ
平成29年9月26日放送分
平成29年10月3日放送分

≪平成29年9月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
・第50回全国手話通訳問題研究集会（広島県（2017.8.18-20））
・こんにちは！こちらは神聴連です！
・横浜（西洋理髪発祥地の記念碑）
・第10回聴障センターまつりのお知らせ
・地方の手話（岐阜県） 地名の手話
・札幌デフビデオ（SDV)
第33回はじめての手話教室の修了式
受講者によるスピーチ（４名）
・書道家 金澤翔子さん
・地方の手話（岐阜県） 地名の手話
・難聴ママ ユカコのBehappy 第11回 学校生活～授業編～
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年10月3日放送分≫
・目で聴くWeekly
第4回全国高校生手話パフォーマンス甲子園（鳥取県（2017.10.1））
・シネ・ナビ
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第13回 スポーツの秋
・Makkoのワールドワイドなともだちフォルダ
台湾 李 家鳳（り・かほう）さん
・地方の手話（北海道） 地名の手話
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

120

目で聴くテレビ
平成29年10月24日放送分
平成29年10月31日放送分

≪平成29年10月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
九州北部豪雨で災害した
福岡県朝倉氏のろう者・手話サークル会員の9月末の様子
・こんにちは！こちらは神聴連です！
・相模原
・第61回神奈川県ろうあ者大会のお知らせ
・地方の手話（長崎県） 長崎手話方言
・札幌デフビデオ（SDV) 定山渓温泉で温泉たまご作り
・JDFレーダー
・第13回さがの映像祭
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年10月31日放送分≫
・目で聴くテレビ火曜日特番
・第13回さがの映像祭受賞作品公開。
《大賞作品》
「パラトライアスリート 中田鈴子選手」
（15分50秒／2016年）
京都市聴覚言語障害センター＆
京都府聴覚言語障害センター番組チーム
《優秀賞》
「父」（20分／2015年）
今井彰人（東京都）
《奨励賞》
「私の大切な孤独」（14分45秒／2016年）
伊藤 徹也（大阪府）
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-009

A-3

CS17-010

CS17-011

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年11月7日放送分
平成29年11月14日放送分

目で聴くテレビ
平成29年12月5日放送分
平成29年12月12日放送分

目で聴くテレビ
平成29年12月19日放送分
平成29年12月26日放送分

内容
≪平成29年11月7日放送分≫
・目で聴くWeekly
第51回全国ろうあ青年研究討論会（大阪府（2017.11.3-5））
第41回新潟県地域手話まつり（新潟県）
・シネ・ナビ
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ） 第15回 選挙
・月曜男の手話漫談① 「手話サークル昔と今」
・目で聴く日聴紙
・難聴ママ ユカコのBehappy 第12回
学校生活～お友達とのコミュニケーション編～
・月曜男の手話漫談② 「電気製品」
・月曜男 森崎興蔵さん 短い漫談を始めるきっかけは？
・第13回さがの映像祭様子
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年11月14日放送分≫
・目で聴くWeekly
第14回さがの映像祭作品募集
第17回全国障害者芸術・文化祭というイベントのひとつ
手話パフォーマンスステージ様子（奈良県（2017.11.12））
・それいけ！くいしんぼ（神奈川県） 宮ヶ瀬ダム 放流カレー
・地方の手話（山梨県） 富士川の紹介
・手話で読む星新一のショートショート
「ねらわれた星」 手話語り手：白石 弘
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフアドベンチャー交流会2017（長野県・上高地（2017.8.5-7）
３日目（最終日）の様子
・第23回夏季デフリンピック・サムスン2017特集
空手・ビーチバレー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年12月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
・デフリンピック・サムスン2017特集 陸上
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第17回 あなたのスマホマナーは大丈夫？
・それいけ！くいしんぼ（長崎県）
～長崎・銘菓が息づくシュガーロード～
・難聴ママ ユカコのBehappy
第13回 学校生活～イベント編～
・月曜男の手話漫談 「ペットのごはん 犬と猫の違い」
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年12月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
第15回毎日スポーツ人賞 授賞式（東京（2017.12.7））
新人賞 デフリンピックで活躍した水泳の藤原慧選手
藤原選手にインタビュー
・シネ・ナビ
・こんにちは！こちらは神聴連です！
藤沢 湘南の宝石といわれている江ノ島
教養講座開催のお知らせ
「心に寄り添う共同生活援助（グループホーム）を
実現するには？」 植野圭哉 氏
・「毎日登山 いつまでも」（兵庫県）
六甲山のひとつ再度山（ふたたびさん）に
66年間ほぼ毎日登り続けているろう者 山村賢二さん
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
国際通りの映画館（沖縄県）
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年12月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
神戸開港150年記念事業
「めざせ！世界一のクリスマスツリープロジェクト
（神戸メリケンパーク（2017.12.2-26））
・つつうらうら（千葉県） 街全体が博物館（南房総の館山）
（日本で一番海に近いろう学校の紹介あり）
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第18回 あなたのスマホマナーは大丈夫？
・手話で読む星新一のショートショート
「悲しむべきこと」 手話語り手：白石 弘
・なすの七色万華鏡（再放送）
「電車や地下鉄などで目にする光景」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年12月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
2018年の新春の特番お知らせ
来年の第48回全国ろうあ女性集会の開催地である島根県紹介
制作：島根県ろうあ連盟女性部・島根県聴覚障害者情報センター
・いきいきワイド 手話を考えるフォーラム2017（千葉県）
千葉でGO!手話言語施風を巻き起こせ！（2017.9.2-3）
・札幌デフビデオ（SDV)
16ｔｈミュンヘン・クリスマス市 inSAPPORO
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-012

A-3

CS17-013

CS17-014

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年1月9日放送分
平成30年1月16日放送分

目で聴くテレビ
平成29年4月11日放送分
平成29年4月18日放送分

目で聴くテレビ
平成29年4月25日放送分
平成29年5月2日放送分

内容
≪平成29年12月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
・第13回さがの映像祭の様子
・第14回さがの映像祭応募作品の紹介（16作品）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
小田原
デフ・キッズ・スキー・スノーボード交流会
・シネ・ナビ
・つつうらうら（和歌山県）
明るく楽しく生きる 地域活動支援センター「紀州の手」
・月曜男の手話漫談 「年賀状」
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年12月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
鎌倉の映画遊歩 パート１
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第20回 今年は戌年！
・月曜男の手話漫談 「私のネコ」
・月曜男 森崎興蔵さん 短い漫談を始めたきっかけ？
・今年の第48回全国ろうあ女性集会の開催地である島根県紹介
制作：島根県ろうあ連盟女性部・島根県聴覚障害者情報センター
・第13回さがの映像祭の様子
・第14回さがの映像祭応募作品の紹介（16作品）
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年4月11日放送分≫
・目で聴くWeekly
・月曜男の手話漫談① 「車免許獲得したばかりの娘の車運転」
・いきいきワイド
写真集「道」の作者・カメラマン 豆塚猛さん
・こんにちは！こちらは神聴連です！
「神奈川県手話言語条例について」
・月曜男の手話漫談② 「お菓子」
・地方の手話（鹿児島県）
鹿児島県の離島
・月曜男の手話漫談③ 「話し出すタイミング」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
第13回さがの映像祭 （2017．1.29（京都））
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話「だんごどっこいしょ」 手話語り：米島光子
五反田（ごたんだ）のおとめ地蔵
（※途中で切れています。すみません。）
≪平成29年4月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
「手話で日本国憲法」の撮影様子
（全国手話研究センターHP開設（2016.8.1））
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第2話 マスク
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話「だんごどっこいしょ」 手話語り手：仁木尚美
不知火（しらぬい）の松
・月曜男の手話漫談 「レントゲン撮影」
・目で聴くテレビアーカイブコーナー
ふうちゃんの声と手話での絵本読み
（※途中で切れています。すみません。）
≪平成29年4月25日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
ご存知ですか？NET119
・地方の手話（鹿児島県）
奄美大島の地名・鹿児島県の離島
・つつうらうら（石川県）
手話言語条例が制定された日の様子（加賀市（2017.3．23））
・札幌デフビデオ（SDV）
聴覚障がい者のためのサービス付き高齢者向け住宅
「ほほえみの郷」開所、ほほえみの郷の案内
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年5月2日放送分≫
・目で聴くWeekly
・それいけ！くいしんぼ（大阪府）
ダムカレー①～大阪狭山池ダムカレー～
・つつうらうら（岡山県）
10年連続日本一 岡山県立図書館はここがスゴかった！
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第3話 インクルーシブ コミュニケーション
・民話の部屋 とんとむかし あったとさ
神奈川県に伝わる昔話「だんごどっこいしょ」 手話語り手：仁木尚美
不知火（しらぬい）の松
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-015

A-3

CS17-016

CS17-017

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年5月9日放送分
平成29年5月16日放送分

目で聴くテレビ
平成29年5月23日放送分
平成29年5月30日放送分

目で聴くテレビ
平成29年7月4日放送分
平成29年7月11日放送分

内容
≪平成29年5月9日放送分≫
・目で聴くWeekly
・大注目！手話ダンスグループ「HADOSIGN（ハンドサイン）」
ミュージックビデオ一部あり
・地方の手話（福岡県）
福岡市の手話
・こんにちは！こちらは神聴連です！
「デフリンピックについて」
・シネ・ナビ
・月曜男の手話漫談 「話すタイミング」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
東京ろう映画祭関連企画（東京（2017.4.7-9））
井上孝治（ろう写真家）写真展
あの頃～1959年沖縄の空の下で～
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年5月16日放送分≫
・目で聴くWeekly
・Makkoのワールドワイドなともだちフォルダ
フィンランド
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第4話 ５／２２は補助犬の日！
・目で聴くテレビアーカイブコーナー
「きせきのいのち」の絵本
作者 志方弥公（しかたみさと）さん（ろう者）
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

≪平成29年5月23日放送分≫
・目で聴くWeekly
・つつうらうら（横浜市） 横浜散歩 ～馬の博物館編～
・こんにちは！こちらは神聴連です！
「デフアドベンチャー交流プログラム2017」スタッフ募集
・地方の手話（福岡県） 福岡市地名の手話
・札幌デフビデオ（SDV)
聴覚障害者支援センターほほえみってなぁに？
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年5月30日放送分≫
・目で聴くテレビ火曜日特番
・全国ろうあ者大会直前特集！ 福岡の情報がたっぷり！
①それいけ！くいしんぼ（2010.1.5放送）
～福岡 梅ヶ枝餅～
②でんしゃ見見録（2013.6.4放送）
～福岡県 平成筑豊鉄道～
③それいけ！くいしんぼ（2015.1.6放送）
～明太子づくりに挑戦～ 福岡県福岡市
・こんにちは！こちらは神聴連です！
第30回神奈川手話通訳問題研究集会
・さがの映像祭 デフムービーって何だろう？
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

120

≪平成29年7月4日放送分≫
・目で聴くWeekly
・シネ・ナビ
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第7話 音響信号の「音」の秘密…
・それいけ！くいしんぼ（長野県） 黒部ダムカレー
・難聴ママ ユカコのBehappy！
第1回 ろう・難聴児を育てる家族応援エッセイ
・月曜男の手話漫談 「映画館」
・目で聴く日聴紙
≪平成29年7月11日放送分≫
・目で聴くWeekly
九州北部記録豪雨について
・聴覚障害者のオリンピック「デフリンピック」
・デフバレー女子日本代表チームの強化合宿（神戸市）
・第23回デフリンピック日本選手団の壮行会
（東京・参議院議員会館（2017.6.28））
・デフリンピック日本代表選手団壮行会（神奈川県・大阪府）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
神奈川県聴覚障害者協会の動きについて
・地方の手話（東京都） 東京の駅名
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
東京ろう映画祭（東京・渋谷ユーロライブ（2017.74.7-9））
・難聴ママ ユカリのBehappy！
第2回 子どもの頃のユカコ ～難聴がわかるまで～
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
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松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-018

A-3

CS17-019

CS17-020

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年8月1日放送分
平成29年8月8日放送分

目で聴くテレビ
平成29年9月12日放送分
平成29年9月19日放送分

目で聴くテレビ
平成29年10月10日放送分
平成29年10月17日放送分

内容
≪平成29年8月1日放送分≫
・目で聴くWeekly
第23回デフリンピック・サムスン2017
・いきいきワイド
天神祭奉納花火大会
特別観覧席に聴覚障害者の高校生を招待（大阪府）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
デフリンピックについて
・難聴ママ ユカコのBehappy！
第5回 家族間のコミュニケーション
・月曜男の手話漫談 「サークルとかの集まりの後」
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年8月8日放送分≫
・目で聴くWeekly
デフリンピック・サムスン2017 帰国の様子
・シネ・ナビ
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第9話 江戸しぐさ…
・地方の手話（熊本県） 熊本地震に関連した地名の手話
・でんしゃ見見録（長崎県） 潮とカレーが香る千綿駅
・難聴ママ ユカリのBehappy！ 第5回 疎外感

実時間

120

≪平成29年9月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
全国手話研修センター設立15周年記念
京都さがの手話まつり（2017.9.3）
・第23回夏季デフリンピック・サムスン2017特集 女子バレーボール
・書道家 金澤翔子さん
・地方の手話（岐阜県） 地名の手話
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフアドベンチャー交流会2017（長野県・上高地（2017.8.5-7）
１日目の様子
・月曜男の手話漫談 「赤ちゃんの散髪」
・難聴ママ ユカコのBehappy 第10回
選択肢を増やす！④聞こえなくてもできることはたくさん！
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年9月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
・第23回デフリンピック・サムスン2017特集 男子バレーボール
・手話で読む星新一のショートショート
「約束」 手話語り手：白石 弘
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第12回 電話リレーサービス
・つつうらうら（群馬県）
手話ガイド養成講座の様子を紹介
（ガイド先：世界遺産の富岡製糸場）
・地方の手話（石川県） 東から来た男
千葉から石川へ引っ越ししたろう者に
千葉と石川の手話表現違いに驚き！
・なすの七色万華鏡 「有名な漫画家2人の出身地」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

120

≪平成29年10月10日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
第4回全国r高校生手話パフォーマンス甲子園（鳥取県（2017.10.1））
・こんにちは！こちらは神聴連です！
・川崎市おすすめスポット 常楽寺（別名：マンガ寺）
・聴覚障害者見守りネットワーク事業の紹介
・地方の手話（長崎県） 長崎手話方言
・いきいきワイド
第15回京都さがの手話まつり（京都府（2017.9.3））
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフアドベンチャー交流会2017（長野県・上高地（2017.8.5-7）
２日目の様子
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年10月17日放送分≫
・目で聴くWeekly
・つつうらうら（石川県）
能登就労支援事業所「やなぎだハウス」開所式（2017.8.5）
開所前後の密着
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第14回 バトンタッチ
・手話で読む星新一のショートショート
「誘拐」 手話語り手：白石 弘
・地方の手話（北海道） 地名の手話
・月曜男の手話漫談 「夫婦の服装」
・第13回さがの映像祭＆第14回さがの映像祭作品募集
・なすの七色万華鏡（再放送） 「有名な漫画家2人の出身地」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
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松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS17-021

A-3

CS17-022

CS17-023

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成29年11月21日放送分
平成29年11月28日放送分

目で聴くテレビ
平成30年1月23日放送分
平成30年2月6日放送分

目で聴くテレビ
平成30年2月13日放送分

内容
≪平成29年11月21日放送分≫
・目で聴くWeekly
・つつうらうら（長野県）
喫茶「楽茶（らくちゃ）」～みんなが集まる場所に～
・こんにちは！こちらは神聴連です！
・平塚のおすすめスポット 花菜ガーデン
・神奈川県第3回定例会代表質問日程のお知らせ
手話通訳付きインターネット中継
本会議場内のモニターに手話通訳の映像投影あり
・なすの七色万華鏡 「電車や地下鉄などで目にする光景」
・聴導犬レオンからのメッセージ（5コママンガ）
第16回 手話言語法って？
・月曜男の手話漫談 「連絡方法 昔と今」
・月曜男 森崎興蔵さん 短い漫談を始めるきっかけは？
・第23回デフリンピック・サムスン2017特集
ロードとマウンテンバイク競技
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成29年11月28日放送分≫
・目で聴くWeekly
・第23回デフリンピック・サムスン2017特集 水泳
・こんにちは！こちらは神聴連です！
横須賀 ヨコスカネイビーバーガー
10年ぶりに成年部活動再会 会員募集
・地方の手話（山梨県） 山梨の温泉紹介
・札幌デフビデオ（SDV)
第6回東区手話まつり （2017.11.12）
記念講演 「遥かなる甲子園 沖縄の真実」
沖縄在住ろう者 上江洲光彦（うえずみつひこ） 氏
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成30年1月23日放送分≫
・目で聴くWeekly
・第14回さがの映像祭（京都府（2018.1.20-21）
・差別解消法に関わる横浜市の取り組み
・手話で読む星新一のショートショート
「来訪者」 手話語り手：白石 弘
・こんにちは！こちらは神聴連です！
鎌倉 節分の日
第23回神奈川ろうあ女性つどい
・でんしゃ見見録（横浜市）
横浜市電保存館編
・なすの七色万華鏡
「地震によって多くの亡くなった方々の追悼する内容」
・難聴のママ ユカコのBehappy
第14回 絵本の大切さ
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成30年2月6日放送分≫
・目で聴くWeekly
自治体初、兵庫県明石市に手話フォン設置記念式典（2018.2.5）
・シネ・ナビ
・聴導犬レオンからのメッセージ（6コママンガ）
第21回 大雪の日…
・つつうらうら（北九州）
聴覚障害児（者）のための実写版「聲の形」上映とワークショップ
・第14回さがの映像祭（京都府（2018.1.20-21））
・第17回手話研究セミナー参加募集
・目で聴く日聴紙
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成30年2月13日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
聴覚障害のある生徒への取り組み 京都府山城高等学校
遠隔情報保障システム
「T-TAC Caption（ティータック キャプション」
・こんにちは！こちらは神聴連です！
三浦 城ヶ島灯台
第33回手話フェスティバルinかながわのお知らせ
・地方の手話（山形県） 山形の手話
・月曜男の手話漫談 「チラシレイアウト、印刷 昔と今」
・第17回手話研究セミナーのお知らせ
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
鎌倉の映画遊歩 パート２
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

実時間

120

120
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松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS18-001

A-3

CS18-002

CS18-003

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年5月29日放送分
平成30年6月5日放送分

実時間
内容
≪平成30年5月29日放送分≫
・目で聴くテレビ火曜日特番
第66回全国ろうあ者大会直前特番！
・重田千輝の「大阪の日本一」を紹介！Part1
番組スタッフ：重田千輝
・関西歴史舞台「大阪天満宮」（2003.9 放送）
番組スタッフ：白石 弘
・狭山池ダムカレー
番組スタッフ：山本 真記子
≪平成30年6月5日放送分≫
（※すみません、最初の30分間は黒画面なので早送りしてください）
・目で聴くWeekly
・ご当地検定に挑戦！（鹿児島県） 鹿児島編
120
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：綾瀬市
神奈川のろう教育を考えよう集会のお知らせ
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・国の重要文化財である資料が京都府立聾学校にある！
古河太四郎が1878（明治11）年に創設した日本で初めての京都盲啞
院に関連する資料が保管されていて、文化庁と京都府教育庁の専門家
が整理作業している様子。（367点所蔵。（2633点は京都府立盲学校に
所蔵））
明治維持が始まった頃にろう教育がスタートしたばかりの実際の資料
が残っていることはとても大切な資料。
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）

目で聴くテレビ
平成30年6月10日生放送録画分

第66回全国ろうあ者大会in大阪
ようおこし！！おおさかへ！！
笑（わろ）てんか 楽しんでや 大坂で手話の祭典
2018年6月7日～10日 大阪城ホール
キャスター：那須 英彰・山本 紋子
（※6月10日の午後の部のみありません。）

170

目で聴くテレビ
平成30年6月12日放送分
平成30年6月19日放送分

≪平成30年6月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
第66回全国ろうあ者大会in大阪の様子
・旧優先保護法による強制不妊手術に関する調査の
中間報告の記者会見開催 （石野理事長・大竹理事）
（不妊手術を受けさられた被害者の声）
高木佳子さん（大阪府）／Nさん（大阪府）
吉瀬陽子さん（福岡県）／高木賢夫さん（兵庫県）
高木妙子さん（兵庫県）／勝楽佐代子さん（兵庫県）
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（8コママンガ） 第5回 犬もそれぞれ…
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・「輝き人」（横浜） 押し花作家 塩坂 靖子さん
・シネ・ナビ
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
「真実～ろう教育の壁、人工内耳の現実～」上映会様子
（プロモーションビデオあり）
≪平成30年6月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
・6/18 大阪府北部地震発生様子・リアルタイム手話放送様子
・6/19 北摂聴覚障害者センターほくほくに通っている
ろう者たちに地震発生したときの様子をインタビュー
・つつうらうら（岡山県）
文化・芸術の創造拠点 ルネスホール
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：葉山町
第31回神奈川手話通訳問題研究集会のお知らせ
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・なすの七色万華鏡（再放送） 「ラーメン」

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS18-004

A-3

CS18-005

CS18-006

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年6月26日放送分
平成30年7月3日放送分

目で聴くテレビ
平成30年7月10日放送分
平成30年7月17日放送分

目で聴くテレビ
平成30年7月24日放送分
平成30年7月31日放送分

内容
≪平成30年6月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
・6/18 大阪府北部地震発生様子・リアルタイム手話放送様子
・6/19 北摂聴覚障害者センターほくほくに通っている
ろう者たちに地震発生したときの様子をインタビュー
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・第66回全国ろうあ者大会in大阪特集
聴覚障害者に関わる研究分科会「手話言語」
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（6コママンガ） 第6回 みんな違ってみんないい♪
・札幌デフビデオ（SDV)
・私立八雲聾唖学院を創設記念碑除幕式。(2018.6.17)
・私立八雲聾唖学院跡地見学
・北海道聾史講座第８弾
「辻本繁校長の教育観と資料からの一考察」
札幌聾史研究会 中根伸一 会長
・JDFレーダー
≪平成30年7月3日放送分≫
・目で聴くWeekly
デフサッカー選手でもあるキャスター、水本 博司が
ワールドカップサッカーの情報提供。
・第66回全国ろうあ者大会in大阪特集
聴覚障害者に関わる研究分科会
「情報アクセス・コミュニケーション」「ろうあ運動」「教育」
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：寒川町
GO!デフ・ワールド⑦講演会のお知らせ
・Makkoのワールドワイドなともだちフォルダ
韓国 金 修延（キム スヨン）さん
・目で聴く日聴紙
≪平成30年7月10日放送分≫
・目で聴くWeekly
西日本豪雨被害についての情報
・シネ・ナビ
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
「海外デフ異文化見聞録」講演（横浜市（2018.7.7））
アフロ山本さん
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（6コママンガ） 第７回 聴導犬のトイレって…
・ぼうさいのこころえのコーナー（再放送）
・大雨により災害は3つ
・「情報」はどこから？
手話キャスター：水本 博司
≪平成30年7月17日放送分≫
・目で聴くWeekly
「平成30年7月豪雨」の情報
・いきいきワイド
重田千輝のモンゴル紀行
「モンゴルろう者を訪ねて」など
手話キャスター：重田千輝
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：中井町
ポッケわくわくキャンプのお知らせ
・地方の手話（石川県）
奥能登の地方手話を探して 前編
・つつうらうら（長野県） 安曇野といわさきちひろ
・なすの七色万華鏡 「海外旅行」
≪平成30年7月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
熱中症予防リーフレット
「平成30年7月豪雨」の被害 広島県取材（2018.7.21）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：大磯町
カナガワ・デフ・ウェイ2018横須賀のお知らせ
・地方の手話（石川県）
奥能登の地方手話を探して 後編
・札幌デフビデオ（SDV)
聴覚障害者地域活動支援センターほほえみの社会見学
円山動物園（2018.6.11）
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・JDFレーダー
≪平成30年7月31日放送分≫
・「平成30年8月豪雨」の被害 広島県取材（2018.7.21）
・目で聴くテレビ特別番組
第14回さがの映像祭応募作品ノーカット放映
・「サウンドエフェクタ」 伊藤徹也
・「家計簿」 松谷琢也
・「和歌山ろう学校被服科の今物語」 ピーチガールズ

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS18-007

A-3

CS18-008

CS18-009

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年8月7日放送分
平成30年8月14日放送分

目で聴くテレビ
平成30年8月21日放送分
平成30年8月28日放送分

目で聴くテレビ
平成30年10月9日放送分
平成30年10月16日放送分

内容
≪平成30年8月7日放送分≫
・目で聴くWeekly
「平成30年7月豪雨」の被害様子を取材（2018.7.21）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：二宮町
生涯学習講座 旧優先保護法についてのお知らせ
・いきいきワイド
ろうの小学生から高校生までとその家族を
天神祭奉納花火大会の特別観覧席招待
・シネ・ナビ
・目で聴く日聴紙
≪平成30年8月14日放送分≫
・目で聴くWeekly
8月4～5日、ろう映像作家 今村彩子さんが
「平成30年7月豪雨」で被害した広島県坂町を訪れ、取材
・いきいきワイド
近畿ろう子ども夏の企画（大阪（2018.8.5））
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：大井町
第46回横浜市聴覚障害者の集いのお知らせ
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフアドベンチャー2018交流会プログラム 前編（2018.8.4-6）
・Makkoのワールドワイドなともだちフォルダ
ブルガリア モニカ・ヒトヴァさん
≪平成30年8月21日放送分≫
・目で聴くWeekly
第51回全国手話通訳問題研究集会in沖縄の様子
・月曜男の手話漫談① 「雷」
・アイ・ドラゴン4について
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ①
（5コママンガ） 第8回 災害弱者
・デフリンピック・サムスン2017特集 テニス・水泳
・月曜男の手話漫談② 「お母さんは夏休みが1番忙しい！」
・つつうらうら（福岡県）
多言語字幕サービス開始（スマートグラス）
～劇団四季「リトルマーメイド」福岡公演～
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ②
（6コママンガ） 第9回 夏の対策
・なすの七色万華鏡（再放送） 「海外旅行」
≪平成30年8月28日放送分≫
・目で聴くWeekly
24時間テレビのリアルタイム手話放送様子
フィナーレの通訳を務めた2人に感想。
・いきいきワイド
第51回全国手話通訳問題研究集会in沖縄の様子
・札幌デフビデオ（SDV)
手話や条例のことを知ってもらうために
夏のイベント「厚別区民まつり」のステージ発表＆ビラ配り
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・JDFレーダー
≪平成30年10月9日放送分≫
・目で聴くWeekly
・シネ・ナビ
・地方の手話（長野県）
長野県の地名の手話（北信・東信）
・牧原依里ろう映画監督の「ヴァンサンへの手紙」のお知らせ
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
鎌倉市川喜多映画館
・高齢化社会の進む今の日本のお話
・ひとりじゃないから 安藤一成（歌）
・みんなの手で老ろう介護 第1話
要介護度3の父を介護中のろう者 高山久子さんの体験談
・月曜男の手話漫談 「ビデオチャット」
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：箱根町
第11回聴障センター祭りのお知らせ
・アイ・ドラゴン4について
≪平成30年10月16日放送分≫
・目で聴くWeekly
・認定NPO法人障害者放送通信機構創立20周年
「目で聴くテレビ」緊急災害報道の20年
～もうひとつの言語で伝える災害報道～
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（7コママンガ） 第14回 自然災害
・なすの七色万華鏡（再放送） たこやき
・月曜男の手話漫談 「電気製品」
・第16回さがの映像祭応募作品募集

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

分類番号

区分

CS18-010

A-3

CS18-011

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年10月16日放送分
平成30年10月30日放送分

目で聴くテレビ
平成30年11月6日放送分
平成30年11月13日放送分

内容
≪平成30年10月16日放送分≫
・目で聴くWeekly
・地方の手話（長野県）
長野県の地名の手話（中信・南信）
・第15回さがの映像祭応募作品募集
・JDFレーダー
・札幌デフビデオ（SDV)
聴覚障がい者対象の社会生活教室 「燻製の作り方」
・Makkoのワールドワイドなともだちフォルダ
イタリア サルバトーレ・ブッチェリーさん
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：真鶴町
第62回神奈川県ろうあ者大会のお知らせ
・アイ・ドラゴン4について
≪平成30年10月30日放送分≫
・目で聴くテレビ火曜日特番
・目で聴くWeekly 「ろう映画」についての特集
さがの映像祭で受賞し、その後、映画監督として
羽ばたいている3人の現在の活躍様子を紹介
①第10回さがの映像祭 奨励賞受賞した
牧原依里さんの活躍様子
②第1回さがの映像祭 さがの映像大賞受賞した
今村彩子さんの活躍様子
③第2回さがの映像祭 全日本ろうあ連盟理事長賞受賞した
今井ミカさんの活躍様子
・第14回さがの映像祭応募作品放映
「時のいたずら」（29分） 富聾映
「大阪ろうあ開館40年の歩み」（4分）
公益社団法人大阪聴力障害者協会
・アイ・ドラゴン4について
≪平成30年11月6日放送分≫
・目で聴くWeekly
ろう高齢者を対象にした住宅型有料老人ホーム
「きのくにの手」開所 （和歌山県（2018.11.1））
・アイ・ドラゴン4について
・輝き人（石川県） 厚生文化省受賞した北野雅子さん（ろう者）
・シネ・ナビ
・第15回さがの映像祭応募作品募集
・目で聴く日聴紙
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：湯河原町
手話の世界へGO!!のお知らせ
≪平成30年11月13日放送分≫
・目で聴くWeekly
厚生労働記者会
聴覚障害者の強制不妊手術等に係る記者会見
（石野富士三郎理事長・大竹浩司理事・吉野幸代理事）
・第15回さがの映像祭応募作品募集
・みんなの手で老ろう介護 第2話 「その時は突然くる！」
要介護度2の歯はを支えているろう者 野沢麻穂さんの体験談
・いきいきワイド
ろう高齢者を対象にした住宅型有料老人ホーム
「きのくにの手」開所式の様子 （和歌山県（2018.11.1））
・月曜男の手話漫談 「ネコ」
・いきいきワイド
特別養護老人ホーム「淡路ふくろうの郷」の入所している
ろう者や家族を描き続けているろう者 大槻小百合さん
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
西日本新聞の4コマ漫画を描いている
ろう漫画家 平本龍之介さん
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：清川村
GO!デフ・ワールド⑨講演のお知らせ
・月曜男の手話漫談 「メガネ」
・アイ・ドラゴン4について

実時間

120

120

松江 浜田

●

●

分類番号

区分

CS18-012

A-3

CS18-013

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年12月11日放送分
平成30年12月18日放送分

目で聴くテレビ
平成30年12月25日放送分
平成31年1月8日放送分

内容
≪平成30年12月11日放送分≫
・目で聴くWeekly
優生保護法被害者の声を伝える院内集会
（参議院議員会館（2018.12.4）
・シネ・ナビ
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
「サイン・ジーン」初代ろう者スーパーヒーロー（映画）
舞台挨拶＆上映会
エミリオ・インソレラ映画監督（イタリア・ろう者）にインタビュー
・地名の手話（北海道）
あなたは読めますか？北海道オモシロ地名！
・月曜男の手話漫談 「バス待ち」
・月曜男のこと森崎興蔵さんの本業「理容」
・アイ・ドラゴン4について
・こんにちは！こちらは神聴連です！
今日の手話：パラリンピック
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成30年12月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
・ドイツのクリスマスマーケット（大阪府）
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（6コママンガ） 第18回 自然災害
・つつうらうら（千葉県）
市川市 多くの名作が生まれた町
（全日本ろうあ連盟の誕生秘話あり）
（市川が伊香保結成への出発点だった！）
・みんなの手で老ろう介護 第3話 「病院とコミュニケーション」
2011年母を介護したろう者 榊原俊子さんの体験談
・なすの七色万華鏡（再放送） 「イタリア旅行」
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
≪平成30年12月25日放送分≫
・目で聴くWeekly
・JDFレーダー
・地方の手話（札幌）
あなたは読めますか？北海道のオモシロ地名！
・Let's Sign国際手話 第2回 「あいさつ」
・こんにちは！こちらは神聴連です！
今日の手話：スポーツ
2019年新年のつどいパーティーのお知らせ
・札幌デフビデオ（SDV)
公益社団法人札幌聴覚障害者協会
韓国ろうあ者協会テジョン広域市協会
交流協定締結式 （2018.11.7）
記念講演
韓国手話言語法とテジョンのろうあ者の暮らし
テジョン広域市ろうあ差y協会会長 パク・ジョンヒ 氏
・第15回さがの映像祭応募作品紹介
・アイ・ドラゴン4について
≪平成31年1月8日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
旧優生保護法によって不妊・中絶手術を受けたとして
国家賠償を求める第1回の裁判
（神戸地方裁判所（2018.12.26））
閉延後、報告集会 （兵庫県弁護士会館）
・それいけ！くいしんぼ（愛媛県）
みかん食べくらべ
～愛媛のみかんは美味しいぞ！～
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（6コママンガ） 第19回 新年のご挨拶
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
第21回日本聾史研究大会（神奈川県）
講演とろう偉人の墓を巡るツアー
・目で聴く日聴紙
・第15回さがの映像祭応募作品紹介
（※すみません。最後のところ、切れています。）

実時間

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS18-014

A-3

CS18-015

CS18-016

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年4月17日放送分
平成30年4月24日放送分

目で聴くテレビ
平成30年5月15日放送分
平成30年5月22日放送分

目で聴くテレビ
平成30年9月11日放送分
平成30年9月18日放送分

内容
≪平成30年4月17日放送分≫
・目で聴くWeekly
・デフリンピック・サムスン2017特集 卓球
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（6コママンガ） 第2回 レオン・アーミと出会う…
・デフリンピック・サムスン2017特集 バドミントン競技
・なすの七色万華鏡（再放送）
「あることが気がかりで一目散に走る！」
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成30年4月24日放送分≫
・目で聴くWeekly
耳で聴かない音楽会（東京都（2018.4.22）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
海老名市 海老名サービスエリアのグルメ
文化部＆体育部共催バーベキュー交流会のお知らせ
・月曜男の手話漫談① 「ろう学校の寄宿舎」
・札幌デフビデオ（SDV)
・耳の日市民のつどい（札幌市（2018.3.4））
第34回全国高校生手話によるスピーチコンテストで
1位に選ばれた高校生が手話スピーチを再披露
「聞こえない私の現在・過去・未来」
・札幌市手話言語条例成立した様子（2018.3.6）
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・地方の手話（鹿児島県） 鹿児島弁を解説
・月曜男の手話漫談② 「連絡方法 昔と今」
・JDFレーダー
（※最後のところ、途中で切れています。すみません。）
≪平成30年5月15日放送分≫
・目で聴くWeekly
衆議院予算委員会での参考人招致の
リアルタイム放送の様子（2018.5.10）
・いきいきワイド
手話を広める知事の会平成30年度総会
（参議院議員会館（2018.4.25））
・こんにちは！こちらは神聴連です！
・地名の手話：南足柄市
・第51回全国手話通訳問題研究集会in沖縄のお知らせ
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・つつうらうら（山口県）
視聴覚障害教育に携わった山尾庸三さん
・なすの七色万華鏡 「ラーメン」
≪平成30年5月22日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
駅からはじまるアートイベント「キテ・ミテ中之島2018」（大阪）
手話エンターテイメント発信団oioiの作品展示＆
パフォーマンス披露
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（5コママンガ） 第4回 合同訓練
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
目で聴くテレビナレーション：水本 博司
・地方の手話（熊本県） 熊本の手話
・札幌デフビデオ（SDV)
聴覚障害者地域活動支援センターほほえみの花見会
（モエラ沼公園（2018.5.11））
・JDFレーダー
≪平成30年9月11日放送分≫
・目で聴くWeekly
・総務省の「テレビジョン放送における手話通訳育成に関する
調査研究」研修会（2018.8.23-25）
・第16回京都さがの手話まつりの様子（2018.9.2）
・「輝き人」（東京都）
大学病院で看護師として働く手話通訳士 畠山 純恵さん
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフアドエンチャ―2018交流プログラム 後編（2018.8.4-6）
・第35回全国高校生の手話によるスピーチコンテスト（再放送）
≪平成30年9月18日放送分≫
・目で聴くWeekly
･「電話リレーサービスの制度化を考えるシンポジウム」
（東京都（2018.8.29））
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・第15回さがの映像祭日程お知らせ
・第1回さがの映像祭「さがの映像大賞」受賞した
今村彩子さんの最新作「11歳の君へ」
・第2回さがの映像祭「全日本ろうあ連盟理事長賞」受賞した
今井ミカさんの最新作「虹色の朝が来るまで」
・第10回さがの映像祭「奨励賞」受賞した
牧原依里さんの新作「LISTEN」
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：山北町
第41回川崎市ろう者のつどいのお知らせ
・つつうらうら（岩手県） 岩手ならではのおもてなし わんこそば
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（6コママンガ） 第12回 補助犬たちに会いに来てね！
・なすの七色万華鏡 「たこやき」

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

●

●

分類番号

区分

CS18-017

A-3

CS18-018

CS18-019

A-3

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成30年9月25日放送分
平成30年10月2日放送

目で聴くテレビ
平成31年1月15日放送分
平成31年1月22日放送分

目で聴くテレビ
平成31年1月29日放送分
平成31年2月5日放送分

内容
≪平成30年9月25日放送分≫
・目で聴くWeekly
初めて手話言語の国際デー迎える
記念イベント（東京（2018.9.23））
・2018医療通訳シンポジウム（神奈川県（2018.9.17））
・第15回さがの映像祭応募作品募集
・こんにちは！こちらは神聴連です！
地名の手話：開成町
GO!デフ・ワールド⑧講演のお知らせ
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・札幌デフビデオ（SDV)
ろう者の旅行記トークショー ゲスト 冨塚久雄
・JDFレーダー
≪平成30年10月2日放送分≫
・目で聴くWeekly
台風24号に関する緊急リアルタイム手話放送様子
・手話言語の国際デー記念イベント様子（東京（2018.9.23））
記念イベントを視聴する会の様子（兵庫・和歌山・千葉など）
・牧原依里ろう映画監督の「ヴァンサンへの手紙」のお知らせ
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（5コママンガ） 第13回 秋はイベントの季節♪
・それいけ！くいしんぼ（和歌山県）
真妻わさびの発祥の地を訪ねて
・第15回さがの映像祭応募作品募集
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・目で聴く日聴紙
≪平成31年1月15日放送分≫
・目で聴くWeekly
・はたらくなかま② あいらぶ公房（大阪府）
・地方の手話（静岡県） 静岡県の手話（伊豆西部編）
・アイ・ドラゴン4について
・シネ・ナビ
・はたらくなかま③ 湖北みみの里（滋賀県）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
今日の手話：水泳
Go!デフ・ワールド⑩講演のお知らせ
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・第15回さがの映像祭応募作品紹介
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年1月22日放送分≫
・目で聴くWeekly
2018年12月 湖北みみの里でアイ・ドラゴン4の説明会
・つつうらうら（石川県）
若竹の集い（北野雅子さんのお宅にて（2018.7.27））
・なすの七色万華 「鈍行列車の旅」
・第15回さがの映像祭応募作品紹介
・TOKYOみみカレッジのイベント様子（東京（2018.11.18））
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（7コママンガ） 第20回 平成最後の年
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年1月29日放送分≫
・目で聴くWeekly
・はたらくなかま④ びわこみみの里（滋賀県）
・地方の手話（静岡県） 静岡県の手話（伊豆東部編）
・JDFレーダー
・月曜男の手話漫談 「講演会へ行く時の荷物」
・こんにちは！こちらは神聴連です！
今日の手話：水球
デフリンピックフェスティバル開催のお知らせ
・札幌デフビデオ（SDV)
第11回札幌合同研修会の様子
・アイ・ドラゴン4について
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年2月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
・シネ・ナビ
・地方の手話（香川県） さぬきの手話 PART1
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
・月曜男の手話漫談 「ゴミ箱」
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（8コママンガ） 第21回 食事にも性格が…
・アイ・ドラゴン4について
（※すみません。最後のところ、切れています。）

実時間

120

120

120

松江 浜田

●

分類番号

区分

CS18-020

A-3

番組名

目で聴くテレビ
平成31年2月12日放送分
平成31年2月19日放送分

●

CS18-021

A-3

目で聴くテレビ
平成31年2月26日放送分
平成31年3月5日放送分

●

CS18-022

A-3

目で聴くテレビ
平成31年3月12日放送分
平成31年3月19日放送分

●

CS18-023

A-3

目で聴くテレビ
平成31年3月26日放送分

内容
≪平成31年2月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
第15回さがの映像祭応募作品紹介
・Let's Sign国際手話 第3回 「自己紹介」
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
デフウインターアドベンチャー2019の様子
（小海リエックススキーバレー（2019.1.12-14））
・インターネットって何？ 重田千輝
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年2月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
第15回さがの映像祭の様子
・みんなの手で老ろう介護 第4回 「介護保険って？」
義母、実父の介護を経験したろう者 岩田恵子さん
・月曜男の手話漫談① 「寒い朝」
・つつうらうら（横浜市）
横浜散歩 ～横浜市歴史博物館編～
・地方の手話（かあぐぁ兼） さぬきの手話 PART2
・月曜男の手話漫談② 「携帯の機能 昔と今」
・なすの七色万華（再放送） 「鈍行列車の旅」
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（4コママンガ） 第22回 講演会場で…
・アイ・ドラゴン4について
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年2月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
・インターネットって何？ 重田千輝
・JDFレーダー
・札幌デフビデオ（SDV)
夜の雪まつり作品と会場の紹介（2019.2.7）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
障がい者サッカーの紹介
・アイ・ドラゴン4について
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年3月5日放送分≫
・目で聴くWeekly
デフリンピックフェスティバルの様子（神奈川県（2019.3.2））
・Let's Sign国際手話 第4回 「家族」
・シネ・ナビ
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（4コママンガ） 第23回 同じ聴導犬でも…
・ご当地検定に挑戦！（岡山県）
手話「岡山」の語源から早島をひも解けろ
・目で聴く日聴紙
・地方の手話（山形県） 地名の手話
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年3月12日放送分≫
・目で聴くWeekly
・いきいきワイド
和歌山橋本・伊都聴覚障がい者防災対策推進委員会の様子
・地方の手話（神奈川県） 地名の手話 箱根
・いきいきワイド
ゼロ・プロジェクト・アワード受賞！＆重田千輝のウィーン紀行
・おおだてのぶひろ監督のコーナー
第34回手話フェスティバルinかながわの様子（2019.3.3）
・こんにちは！こちらは神聴連です！
陸上競技の紹介
GO!デフ・ワールド⑪講演のお知らせ
・第15回さがの映像祭の様子
・CSからIPTVへ生まれ変わる「目で聴くテレビ」の説明
（※すみません。最後のところ、切れています。）
≪平成31年3月19日放送分≫
・目で聴くWeekly
デフリンピックフェスティバルの様子（神奈川県（2019.3.2））
・第15回さがの映像祭受賞作品
「神戸ろう太鼓集団「鼓神」 あきらめない やればできる！」
水野 洋子さん
・なすの七色万華 「フィンランド」
・みんなの手で老ろう介護 第5回 いろいろな選択肢
体験談 NPO法人デフ・サポート足立代表 及川リウ子さん
・初代聴導犬レオン＆2代目聴導犬アーミのワンだふるライフ
（5コママンガ） 第24回 来年度も続くよ♪
・2018聴覚障害児（者）のための
コミュニケーションワークショップ
多様性を力にする社会～ろうLGBTQの立場から～
（※すみません。最後のところ、切れています。）

≪平成31年3月26日放送分≫
・目で聴くWeekly
目で聴くテレビの歴史
・Let's Sign国際手話 第5回 「数（かず）」
・JDFレーダー
・地方の手話（山形県） 山形の手話
・アイ・ドラゴン4について
・札幌デフビデオ（SDV)
円山動物園ぞう舎オープン記念式典の様子（2019.3.12）
・地方の手話（神奈川県） 地名の手話 葉山
・こんにちは！こちらは神聴連です！
（※すみません。最後のところ、切れています。）

実時間

120

120

120

60

