ＦＢ．映画・ドラマ（連続ドラマ）（ＶＨＳ)
松江 浜田

分類番号

区分

●

FB95-101

C-1

北の国から 第十三回

●

FB95-102

C-1

北の国から 第十四回

●

FB95-103

C-1

北の国から 第十五回

番組名

●

FB95-104

C-1

北の国から 第十六回

●

FB95-105

C-1

北の国から 第十七回

●

FB95-106

C-1

北の国から 第十八回

●

FB95-107

C-1

北の国から 第十九回

●

FB95-108

C-1

北の国から 第二十回

●

FB95-109

C-1

北の国から 第二十一回

●

FB95-110

C-1

北の国から 第二十二回

●

FB95-111

C-1

北の国から 第二十三回

●

FB95-112

C-1

北の国から 最終回

●

FB95-125

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ １

●

FB95-126

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ２

●

FB95-127

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ３

●

FB95-128

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ４

●

FB95-129

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ５

●

FB95-130

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ６

●

FB95-131

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ７

●

FB95-132

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ８

●

FB95-133

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ ９

実時間
内容
令子が入院したという知らせを受けて、雪子と純は東京に戻った。純
は「５日間だけ」と五郎と約束していたが、苦しむ令子の姿を見、令子の
47
恋人吉野に「母さんといてやれ」と言われ気持が揺れる。（田中邦衛・吉
岡秀隆・いしだあゆみ）
帰る日が明日に迫り、令子に引き止められた純は、ついに「このまま
東京に残る」と言い出す。
47
しかし、五郎に手紙を書くうちに、物のあふれる東京の暮らしになじめ
ず、厳しい自然の中で創意工夫して暮らす五郎の気持が分かり始め、
北海道に戻ることにする。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
涼子先生が２年前、東京の小学校に勤めていたころ、教え子が飛び
降り自殺をしていたことが発覚する。馬を手放した杵次は、酔って授業
参観に現れ子どもたちの前で涼子先生を問いただしてしまう。その夜、
47
杵次は、五郎を訪ね馬の思い出話をする。そして、ドシャ降りの雨の中
を自転車で帰っていくのだが・・・。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）

翌朝、杵次が、自転車ごと川に落ちて死んでいるのが発見された。
ショックで放心する正吉をよそに、大人たちの手で葬儀の準備が進め
られる。
葬儀のあと父親の悪口を言い合う杵次の息子たちを、清吉が「昔の苦
労を忘れている。父親のことを分かっていない。」と叱る。（田中邦衛・吉
岡秀隆・いしだあゆみ）
夏になって五郎と令子は、正式に別れることになった。富良野にやっ
てきた令子に、螢は反抗的な態度をとり続ける。螢は、五郎のことを考
えると令子に素直になれないのだ。見送りにも行かない螢だった
が・・・。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
空知川のいかだ下り大会の日がやってきた。辰巳と二人でいかだに
乗った五郎は、いかだ下りの途中で、こごみという女性と知りあう。一
方、中畑のいかだに乗った純は、川岸から、いかだ下りを見つめるつら
らに気づく。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
ＵＦＯを見に行った涼子先生と螢が帰ってこない。夜遅くなってようやく
二人は見つかったが、五郎は「今日のことは、だれにも言うな。」と純に
口止めをする。涼子先生の責任問題になるのを恐れたのだ。しかし純
は・・・。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
涼子先生のことが新聞記事になったことで純はショックを受ける。螢の
もとには東京のテレビ局がＵＦＯの件で取材にやって来た。
一方、五郎は、こごみを純と螢に引き会わせるため、ピクニックを計画
する。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
つららがススキノのソープランドで働いているといううわさが流れた。草
太の父は、うわさを確かめに札幌へ行く。そして、草太のボクシングの
試合の日、純と雪子の前につららが現れた。（田中邦衛・吉岡秀隆・いし
だあゆみ）
五郎の丸太小屋づくりが、いよいよ大詰めに入ってきた。しかし現場に
こごみが現れ、中畑たちは気まずい雰囲気になる。五郎の誕生日パー
ティーを計画していた螢は、こごみをパーティーに招待する。だが純は
「飲み屋に勤めてる女の人なんて呼びたくない。」と反対する。（田中邦
衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
母の令子が急に亡くなり、純と螢は雪子と一緒に東京へ向かった。
東京の母の自宅では、葬儀の準備が慌ただしく行われていた。後から
すぐ行くと言った五郎を、純と螢は今か今かと待ちわびていたが、五郎
はなかなか来ない。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
母の死から１週間がたち、純と螢はまだ東京にいた。
あれほど帰りたかった東京ではあったが、思い出されるのは北海道の
ことばかりだった。（田中邦衛・吉岡秀隆・いしだあゆみ）
医師の秀一は北海道の診療所に勤めている。腕もよく地元の評判も
いい。秀一に思いを寄せる彩は、耳と口が不自由だが優秀な看護婦
で、秀一を助けている。
秀一に東京の大学病院から誘いが来た。東京へ戻る決心をして空港
へ向かった秀一だったが・・・。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
東京へ行ったまま帰ってこない秀一を捜しに、彩も東京へ向かう。東
京で偶然知り合いになった拓巳は、実は秀一の腹違いの弟だった。そ
んなことを知らない彩が拓巳に連れていかれた病院で目にしたのは、
ベッドに横たわる秀一の姿だった。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
拓巳の口ききで、永世会病院の医療スタッフとして働くことになった
彩。懸命に秀一のリハビリを手伝うが、秀一の記憶は戻らない。ある
夜、秀一に呼び出された彩は、秀一とともに病院を抜け出す。（酒井法
子・大沢たかお・竹野内豊）
記憶の戻らない秀一は病院の事務員として働き始めた。周囲の哀れ
みの目が秀一にはつらい。彩が当直の夜、脳腫瘍の患者・新井義彦が
発作を起こした。しかし当直医の拓巳は病院におらず、彩は院長を呼び
に飛び出す。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
秀一は、拓巳が当直をサボったことをきっかけに記憶を取り戻す。しか
し、ここ数年のことが思い出せず、自分自身の過去を完全なものにしよ
うと北海道に向かう。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
秀一の再手術が決まった。話を聞いた拓巳は執刀したいと申し出る。
秀一の手術が成功したら彩とともに病院を去るつもりなのだ。一方、秀
一に思いを寄せる祥子は、「彩の思いは秀一の重荷になっている」と彩
を責めるのだった。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
秀一の再手術は成功する。しかし彩の秀一への思いを知った拓巳
は、再び秀一への憎しみを強くする。拓巳を思う園子は、思わず彩につ
らく当たってしまう。
秀一をあきらめようと決心した彩は、園子に置き手紙をして北海道に
帰ろうとするが・・・。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
新井義彦の手術ミスは自分のせいだと思いこみ酒浸りになる拓巳。
一方、その手術ミスが原因で永世会病院の経営状態は厳しくなった。
（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
小森院長代行が秀一の失脚をねらって、北海道時代のことを調べさ
せた。その結果、彩との関係を知られてしまう。しかし秀一を思う彩は、
あくまで「知らない」とシラを切り通す。園子は彩がかわいそうで、秀一に
彩とのことを話してしまう。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
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松江 浜田

分類番号

区分

●

FB95-134

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ １０

●

FB95-135

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ １１

●

FB95-136

C-1

星の金貨
－Ｄｉｅ Ｓｔｅｒｎｔａｌｅｒ－ 最終話

●

FB97-233

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅰ

●

FB97-234

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅱ

●

FB97-235

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅲ

●

FB97-236

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅳ

●

FB97-237

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅴ

●

FB97-238

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅵ

●

FB97-239

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅶ

●

FB97-240

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅷ

●

FB97-241

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅸ

●

FB97-242

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅹ

●

FB97-243

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅺ

●

FB97-244

C-1

続・星の金貨
－Die Sterntaler－Ⅻ

●

FB98-277

C-1

心療内科医・涼子
第１話 盗食する女

●

FB98-278

C-1

心療内科医・涼子
第２話 虚言する女

●

FB98-279

C-1

心療内科医・涼子
第３話 良い子は母を殴る

●

FB98-280

C-1

心療内科医・涼子
第４話 買い物しずきる女

●

FB98-281

C-1

心療内科医・涼子
第５話 顔を変え続ける女

●

FB98-282

C-1

心療内科医・涼子
第６話 嫁VS姑心理戦争

●

FB98-283

C-1

心療内科医・涼子
第７話 水を飲み続ける少女

●

FB98-284

C-1

心療内科医・涼子
第８話 トラブルメーカー

●

FB98-285

C-1

心療内科医・涼子
第９話 首が回らない女優

●

FB98-286

C-1

心療内科医・涼子
最終話 子供を投げる母

番組名

実時間
内容
重傷を負った彩は、秀一の執刀で手術を受けた。手術後、絶対安静
46
の彩を自分で看病しようと、拓巳は病院から連れ出した。そこに、彩を
心配した秀一が現れて・・・。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
祥子が自殺未遂を起こしても、秀一の気持は変わらない。彩に「北海
道へ帰って結婚しよう」と言う。そんな秀一に、祥子が妊娠したと告げ
46
る。そのころ拓巳は、義彦の再手術を前に病院に戻っていた。（酒井法
子・大沢たかお・竹野内豊）
自分がいたら、秀一や祥子が幸せになれない。そう考えた彩は、秀一
71
と祥子の結婚式の日に、独り海へ向かった。（酒井法子・大沢たかお・
竹野内豊）
北海道に戻った倉本彩は、永井拓巳と診療所を守りながら幸せな
日々を送っていた。２人は友人の結婚式のため上京したが、そこで彩は
72
以前恋人だった永井秀一と再会する。（酒井法子・大沢たかお・竹野内
豊）
拓巳との結婚を決意した彩は、秀一に伝えに行くが、そこへ訪ねてき
た祥子の母・結城に「秀一と彩がまだ愛し合ってるのでは」と問いつめら 46
れる。（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
秀一と拓巳の間で悩む彩。
一方、永世会病院を乗っ取ろうとする矢上が画策し始める。そんな折
46
バイク事故で重症を負った沢井梨花が病院に運び込まれた。（酒井法
子・大沢たかお・竹野内豊）
秀一は院長職を拓巳に譲り彩と北海道へ行く決意をする。だが彩は
拓巳を裏切れない。
46
彩から身を引く決心をした拓巳は、彩を空港に送り出す。しかし・・・。
（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
秀一と彩の元に拓巳の事故の知らせが届いた。秀一の執刀で命は取
り留めたものの拓巳は二度と歩けない体になる。拓巳を事故現場へ呼
46
び出したメモの筆跡を見た小泉は、矢上に疑いを持つのだが・・・。（酒
井法子・大沢たかお・竹野内豊）
自分がもう歩けないことを知った拓巳は、車いすで車道に飛び出そう
とする。そして秀一に「彩を返してくれ」と迫る。（酒井法子・大沢たかお・ 46
竹野内豊）
彩は病院を去り、アルバイトをしながら拓巳と暮らし始める。梨花の父
46
親の財力で院長の座を取り戻した秀一に、梨花が結婚を切り出す。（酒
井法子・大沢たかお・竹野内豊）
入院中ののぞみが発作を起こしすぐにも手術が必要だが、のぞみは、
46
「拓巳の手術でないといやだ」と手術を拒否する。（酒井法子・大沢たか
お・竹野内豊）
秀一は拓巳に医者を続けるように諭す。だが拓巳は事故の後、腕が
46
震えるようになっていた。拓巳は、のぞみを励ますため病院へ向かう。
（酒井法子・大沢たかお・竹野内豊）
永世会の管財人に返り咲いた結城が、秀一を解任し新院長に矢上を
押す。
46
拓巳は東京を離れ北海道へ戻ろうとするが・・・。（酒井法子・大沢たか
お・竹野内豊）
彩にしっとした景子は、拓巳の目の前で彩を車道に突き飛ばした。ト
ラックの目の前に倒れた彩は・・・。
46
一方秀一は、背任容疑で警察に連行される。（酒井法子・大沢たか
お・竹野内豊）
警察で取り調べを受ける秀一は、刑事から矢上の調査書を見せられ
る。また拓巳も小泉から矢上の悪事を暴いた録音テープを託される。悪
71
事がばれたことを知った矢上は・・・。（酒井法子・大沢たかお・竹野内
豊）
心療内科医の涼子が勤める大学病院の外科に人気料理研究家・都
が稔挫で入院してきた。涼子は、都の盗み食いを目撃。心療内科の受
72
診を勧めるが、都の妹は反対する。涼子は医局長の制止も振りきり、治
療に乗り出す。（室井滋・寺脇康文・河相我聞）
涼子は、自殺未遂をしたＯＬ・キヨノが放っておけない。だがキヨノは
「婚約者がいて幸せだから必要ない。」と・・・。涼子はキヨノの、幸せを
47
演じる虚言癖を見抜く。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・篠原涼子・金田
明夫）
涼子は友人の芙美子の娘のピアノ発表会に招かれる。芙美子は、娘
はしっかり者だと自慢げに話していたが、数日後、涼子に助けを求めて
47
きた。娘が暴力を振るい家中のものを壊したというのだ。（室井滋・寺脇
康文・河相我聞・榎本可奈子・結城しのぶ）
涼子はエリート夫人の由香里の息子・太一の髪をむしる癖を心配し、
受診を勧める。由香里は私立小学校合格のため、仕方なく太一を受診
47
させる。太一が髪をむしるのは、母親の買い物依存症が原因だと涼子
は気付くが・・・。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・斉藤由貴・伊藤俊人）
医局長の恩師の娘・美樹に英会話を習うことになった涼子たち。若くて
美しい美樹の授業に男性陣は一生懸命だが、涼子はいいかげん。涼子
47
の態度に美樹は自信をなくし、取り乱して部屋を飛び出していく。（室井
滋・寺脇康文・河相我聞・菊池麻衣子）
婦長の直子は、いとこのみなみの婚家へ法事の手伝いに行き、嫁に
手厳しい姑に驚く。みなみが腹痛で倒れた。十二指腸かいようだった。
47
涼子は姑に対するストレスが原因と診断したが病んでいたのは嫁だけ
ではなかった。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・水野久美・羽野晶紀）
医局長の杉本は、公園の水飲み場で、高校生の絵里が倒れるのをみ
かけ、病院へ担ぎ込む。意識障害を起こすほど水を飲んでいた絵里
47
は、助けてくれた杉本を恋愛対象にしてつきまとう。涼子は絵里の愛情
転移を心配し・・・。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・奥菜恵）
研修医の飯島は、咳で動けなくなった女性・沙織を介抱する。数日
後、仮病を使って沙織が入院してきた。飯島が担当となるが沙織のペー
47
スに巻きこまれて治療にならない。涼子は飯島の手ぬるさに苛立ち、診
療しようと飯島と衝突。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・松嶋菜々子）

ガンの末期患者・満江は、過去に捨てた娘への罪悪感からモルヒネで
も痛みが治まらない。涼子は満江が娘だと思い込んでいる女優・カナコ
に、会ってくれるように頼む。事情を聞いたカナコは動揺し、首が傾いて
動かなくなる。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・手塚理美）
涼子は、ロビーに置き去りにされた赤ん坊を預かる。夜になって酔った
まま迎えに来た母親の麻美は、赤ん坊を怒鳴りつけ、激しい頭痛に襲
われる。受診を勧める涼子に麻美は、「邪魔だから捨てようとした。」
と・・・。（室井滋・寺脇康文・河相我聞・田中律子）

47
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分類番号

区分

●

FB99-332

C-1

神様、もう少しだけ 第１話

●

FB99-333

C-1

神様、もう少しだけ 第２話

●

FB99-334

C-1

神様、もう少しだけ 第３話

●

FB99-335

C-1

神様、もう少しだけ 第４話

●

FB99-336

C-1

神様、もう少しだけ 第５話

●

FB99-337

C-1

神様、もう少しだけ 第６話

●

FB99-338

C-1

神様、もう少しだけ 第７話

●

FB99-339

C-1

神様、もう少しだけ 第８話

●

FB99-340

C-1

神様、もう少しだけ 第９話

●

FB99-341

C-1

神様、もう少しだけ 第１０話

●

FB99-342

C-1

神様、もう少しだけ 第１１話

●

FB99-343

C-1

神様、もう少しだけ 最終回

番組名

●

●

FB2000-344

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１回

●

●

FB2000-345

C-1

３年Ｂ組金八先生 第２回

●

●

FB2000-346

C-1

３年Ｂ組金八先生 第３回

●

●

FB2000-347

C-1

３年Ｂ組金八先生 第４回

●

●

FB2000-348

C-1

３年Ｂ組金八先生 第５回

●

●

FB2000-349

C-1

３年Ｂ組金八先生 第６回

●

●

FB2000-350

C-1

３年Ｂ組金八先生 第７回

●

●

FB2000-351

C-1

３年Ｂ組金八先生 第８回

●

●

FB2000-352

C-1

３年Ｂ組金八先生 第９回

●

●

FB2000-353

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１０回

実時間
内容
高校生の真生は、音楽プロデューサーの石川啓吾の大ファン。啓吾
の作った曲に、いつも励まされていた。啓吾のコンサートチケットを手に
入れた真生は大喜びだが、公衆電話ボックスの中に忘れてしまった。チ 58
ケット代を稼ぐため、真生は援助交際をしてしまう。（深田恭子・金城武・
加藤晴彦）
啓吾のコンサートチケットを買うために援助交際をしてしまった真生。
47
だが、その代償はあまりに高いものだった。検査の結果、ＨＩＶウイルス
に感染していることが分かったのだ。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
学校で「真生はウリをしてエイズになった」といううわさが流れ、真生は
友達からイジメにあう。親友の麻美からも無視され傷つく真生。啓吾は
47
真生の告白を受け、ＨＩＶウイルスの検査を受ける。結果は・・・。（深田
恭子・金城武・加藤晴彦）
イジメの件を知った啓吾は、真生を町に連れ出す。ＨＩＶの感染を知っ
ても態度を変えない啓吾に「啓吾がいなきゃ独りぼっちだった」と告げる
47
真生。だが、前の恋人を病気で失った啓吾には、もう二度と女に深入り
したくないという思いがあった。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
自殺を図った真生。父親は、娘の自殺未遂の原因は母親にあると責
める。母親は「何があっても真生の味方でいる」と真生に約束するが、
47
真生は「きれい事言わないで」と反発する。そして、とうとう家族に自分
がＨＩＶに感染したことを告白する。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
もう一度、音楽の仕事をやり直そうとする啓吾だが、なかなか契約して
くれる会社がない。一方、真生は今自分に出来ることをやろうと決意し、
47
学校に通い出した。真生に対するイジメは、親友の麻美のお陰でなく
なったが、今度は麻美が嫌がらせを受けてしまった。（深田恭子・金城
武・加藤晴彦）
真生と啓吾のことが新聞に載った。そのスキャンダラスな扱いに、啓
吾はようやくとれたレコード会社との契約を断られてしまう。アメリカで、
47
いちからやり直すことを決めた啓吾は、自分のために無理を重ねる真
生を「お前がいると迷惑なんだ」と突き放す。（深田恭子・金城武・加藤
晴彦）
ニューヨークの会社から啓吾との契約の話が来た。条件もいい。
ニューヨークで勝負したいと考える啓吾だが、真生のこともほっておけな
47
い。そんな啓吾を見て、カヲルは真生に「啓吾は、あなたのことを好き
じゃない」と告げる。ショックを受けて部屋を飛び出す真生に薬の副作用
が起きる。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
真生をアメリカに連れていく決心をした啓吾。だが、本当に自分のやり
たい事を見つけていないと気づいた真生は、アメリカ行きを迷う。そんな
47
真生に啓吾は「空港のロビーで待ってる。もし、来てくれなければあきら
める」と。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
啓吾の渡米から３年。真生はインテリアコーディネーターになるため、
47
就職活動に励んでいた。アメリカで成功を収めた啓吾は帰国し、２人は
再会を果たす。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
エイズを発症した可能性が高い真生に啓吾は、毎日付き添っていた。
ニューヨークでコンサートを控えている啓吾だが、真生をほってはおけな
47
い。啓吾の看病で回復した真生だが、おなかの中には啓吾の子が宿っ
ていた。真生は産みたいと願い、啓吾は真生の体を心配し反対する。
（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
体調を崩した真生は、とうとう倒れてしまう。懸命の治療のお陰で何と
か危機を乗り越えた真生と啓吾は、２人きりで結婚式を挙げることを決
58
める。そして真生は、自分の命をかけ啓吾との間にできた子を産もうと
する。（深田恭子・金城武・加藤晴彦）
桜中学では、空き教室を利用して、地域のお年寄りが通える「デイケ
アセンター」を開くことになった。金八先生は、生徒指導主任としてセン
96
ターと学校との調整に忙しい。
そんな矢先、３年Ｂ組の担任・中野先生が入院することになった。金八
先生が３Ｂの担任代行となるが・・・。（武田鉄矢）
桜中学にデイケアセンターがオープンする前夜、３年Ｂ組の入船力也
が校舎の窓ガラスを割る事件を起こした。理由を聞く金八だが、力也は
47
「何となく」としか答えない。
センターでも問題が起こる。ペット禁止のセンターに、老人がイヌを連
れてきたのだ。（武田鉄矢）
優等生の市村篤がバイク屋で事件を起こした。葬式花の一件で負い
目を感じていた篤は、とうとう不登校になってしまう。事情を知らない金
47
八は息子の幸作から「篤はパシリに使われていただけだ」と知らされ
る。（武田鉄矢）
篤は、健次郎の指示で葬式花を中野先生に届け、罪の意識から不登
47
校になってしまった。それでも篤は、健次郎のことを話そうとしない。
実は、健次郎に弱みを握られていたのだ。（武田鉄矢）
文化祭が近づき、他のクラスでは演目を決め練習に入っている。しか
し３Ｂは、みんなが勝手なことを言って決まらない。そんな中、健次郎は
47
３Ｂの班長を集合させ、空手部ＯＢで空手を披露することを提案する。し
かし、空手部の顧問・遠藤先生が協力を拒む。（武田鉄矢）
金八の提案で３Ｂは、文化祭でソーラン節を演じることになった。しか
しクラス一丸にはほど遠く、相変わらずまとまりがない。指導を買って出
47
た遠藤先生はスパルタ方式で生徒をしごくが、女子や花子先生からは
反発を買ってしまう。（武田鉄矢）
三者面談を前に進路についてのアンケートをとると、アスミは「芸能人
になりたい」と記入していた。そんな矢先、バーバラがモデルをしている
47
写真が、雑誌に掲載される。バーバラが青山でスカウトされたと聞いた
アスミは、青山に向かう。（武田鉄矢）
三者面談が始まった。しかし、「高校へは行かずフリーターになる」と
言い張る生徒が出て、進路指導は前途多難だ。
47
一方、市村篤は中野先生の家を訪れ、「本当のことを言ってほしい」と
迫る。動揺した中野先生は、思わず市村を殴ってしまう。（武田鉄矢）
最近、北先生の様子がおかしい。生徒たちが授業中騒いでいてもうわ
の空で注意もしない。
渋谷に遊びに行った祥夫たちは、ガングロのコギャルに声をかけてい
47
る北先生を偶然見かける。翌日、３Ｂの教室はその話題で騒然。ついに
は生徒たちが北先生に「援交なのか？」と詰め寄って・・・。（武田鉄矢）

３年Ｂ組で、クラス全員の和歌を使った合評会が行われた。それぞれ
の和歌を前に、様々な意見が出され、和気あいあいと楽しい。
しかし、「死」という言葉を使った和歌を前に、金八先生がある死刑囚
の和歌を紹介して、命の重さを諭す。（武田鉄矢）
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分類番号

区分

番組名

●

●

FB2000-354

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１１回

●

●

FB2000-355

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１２回

●

●

FB2000-356

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１３回

●

●

FB2000-357

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１４回

●

●

FB2000-358

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１５回

●

●

FB2000-359

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１６回

●

●

FB2000-360

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１７回

●

●

FB2000-361

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１８回

●

●

FB2000-362

C-1

３年Ｂ組金八先生 第１９回

●

●

FB2000-363

C-1

３年Ｂ組金八先生 第２０回

●

●

FB2000-364

C-1

３年Ｂ組金八先生 第２１回

●

●

FB2000-365

C-1

３年Ｂ組金八先生 第２２回
卒業直前スペシャル

●

●

FB2000-366

C-1

３年Ｂ組金八先生 最終回
卒業スペシャル

●

FB2001-381

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 １

●

FB2001-382

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ２

●

FB2001-383

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ３

●

FB2001-384

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ４

●

FB2001-385

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ５

●

FB2001-386

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ６

実時間
内容
年末も押し迫ったある日、センターでもちつき大会が行われた。大いに
盛り上がり、皆楽しい時間を過ごす。しかし、その最中に老人がもちを
のどに詰まらせ大騒ぎとなる。３Ｂの生徒たちは、命について厳粛に考
96
える。
そして迎えた新学期の初日、３Ｂの生徒は大問題を起こしてしまう。
（武田鉄矢）
金八の体罰は記者が事件を聞きつけ、学校を巻き込む問題となった。
学校側は体罰を受けた生徒の親やＰＴＡ、関係者を呼び説明会を開く。
一方、健次郎は３Ｂから仲間はずれにされてしまう。しかも明彦からは 47
金をゆすられるようになる。（武田鉄矢）

幸作は大好きなちはると同じ高校を受験するので大喜びしていた。し
かし受験の当日、ちはるに「健ちゃんの力になってほしい」と頼まれ
47
ショックを受け、受験どころではなくなる。
次の日幸作は、ちはるの気持を無視する健次郎に激怒し、飛びか
かった。（武田鉄矢）
好太が職員室に飛び込んできた。加奈恵がつきまとい、受験勉強に
集中できないのだ。金八は加奈恵に話をするが、なかなか分かってもら
47
えない。
一方、乙女と小田切の仲を誤解した遠藤が、金八に告げ口をしたた
め、金八は冷静さをなくし、乙女に詰め寄った。（武田鉄矢）
今日は都立高校推薦入試の発表日。幸作の第一希望青嵐高校も発
表で、金八は朝から落ち着かない。
47
センターではお年寄りたちが、生徒たちを励ますために節分の豆まきを
してくれるが、そこに健次郎の姿はなかった。（武田鉄矢）
ある夜、健次郎の兄・雄一郎が大森巡査から逃れようとしてケガをし
た。雄一郎は病院に運ばれるが、母の麻美は秘密が公になることを恐
47
れ狼狽（ろうばい）する。
健次郎の抱えていた秘密を知った金八は、健次郎の父と母に健次郎
の心の傷を訴える。（武田鉄矢）
相変わらず雄一郎や両親の犠牲になっている健次郎。うそをつき続け
る雄一郎に怒りを覚える金八だったが、今は健次郎を支えることに専念
47
することに決める。
明彦が健次郎から金をゆすっていることを聞いた金八は、明彦を呼び
出す。（武田鉄矢）
合格発表の日、職員室には合否の連絡が続々と入る。そんな時、明
彦は大きなリュックを背負い、土手を黙々と歩いていた。
47
大森巡査が明彦に声をかけると、行く先も目的も決めていないと言う、
不審に思った巡査は金八に連絡を入れた。（武田鉄矢）
体験学習が始まった。ラーメン屋に学習に行った健次郎はそこで入院
しているはずの雄一郎とばったり出会う。雄一郎の勝手な行動に健次
47
郎の怒りは爆発。
退院を控えた邦平と大西。しかし大西の容態が急変する。（武田鉄
矢）
卒業式も間近に迫り、お別れ会の計画を立てることになった３Ｂ。健次
郎は全員でソーラン節を踊って、みんなに見てもらうことを提案する。
47
退院の決まった雄一郎は一人で暮らすことを望むが、母親の強い反
対にあう。そしてついに雄一郎は・・・。（武田鉄矢）
「アスミが最近家に帰ってこない」とアスミの母から相談を受けた金八
は、早速アスミに事情をきく。アスミは男友達の家を泊まり歩いていたの
47
だ。
保健の本田は、性の大切さを教えるために、性についての授業を行う
ことを決める。（武田鉄矢）
桜中学恒例の３年生に贈る特別授業が始まった。先生たちは生徒に
ものを大切にすることを説いていく。
96
身近なごみの問題を通して、地球規模の環境問題について考える３Ｂ
の生徒たち。（武田鉄矢）
健次郎の審判の日が卒業式の３日後に決まり、健次郎はクラスの仲
間と一緒に卒業式に出られなくなった。金八は健次郎のことをクラスで
話し合ってもらった。その結果、卒業式前にクラス全員と健次郎との話し 109
合いを持ちたいとの意見が出された。健次郎を教室に連れてきてくれる
よう頼まれた金八は・・・。（武田鉄矢）
病気のため車いすで生活していた杏子（きょうこ）は、ある日美容師の
柊二（しゅうじ）と出会う。第一印象最悪の二人だったが、それは杏子に
60
とって奇跡のような恋の始まりだった。
全国に感動を巻き起こした大ヒットドラマ。（常盤貴子・木村拓哉・渡部
篤郎・水野美紀）
図書館司書の杏子は、偶然知り合った美容師の柊二に心を引かれて
いた。しかし、図書館にやってきた柊二に対し、つい悪態をついてしま
47
う。
病気で歩けなくなって以来、杏子は恋することに憶病になっていたの
だ。（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
柊二のヘアデザインが店のスタッフに盗まれた。杏子がデザイン画
を、そのスタッフに渡してしまったためだ。杏子は柊二の昔の彼女・真弓
47
から激しく責められる。
何とか柊二の役に立とうと、杏子と親友・サチは街へ出てヘアスタイル
の写真を撮る。（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
トップスタイリストに昇格した柊二は、杏子に報告するため図書館へ行
く。しかし杏子は外国旅行へ出かけていたため休みだった。
47
旅行に行くことなど聞いていなかった柊二はショックを受ける。
柊二は帰国してきた杏子と会うが、杏子の態度がどこかよそよそし
い。（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
順調に付き合いだした二人だが、柊二の仕事が忙しくなり、ゆっくり会
えない。有名になっていく柊二に複雑な気持になる杏子。
46
デートの帰り道雨に降られた二人は、ささいなことでケンカしてしまう。
杏子は「自分が車いすでさえなければ・・・」と思うのだが・・・。（常盤貴
子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
ＨＯＴＬＩＰのライブでステージに上げられた杏子は、観客たちの好奇の
目にさらされた。
47
その場から逃げ出そうとして悟ともみ合ううちにバランスを崩す杏子。
杏子を助けようとした柊二は、客席に転落して腕を負傷してしまう。
（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）

松江 浜田

分類番号

区分

●

FB2001-387

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ７

●

FB2001-388

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ８

●

FB2001-389

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 ９

●

FB2001-390

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 １０

●

FB2001-391

C－1

Ｂｅａｕｔｉｆｕｌ Ｌｉｆｅ
ふたりでいた日々 １１

●

FB2001-394

C－1

オヤジぃ。
第１話「怒れ！ガンコ親父」

●

FB2001-395

C－1

オヤジぃ。
第２話「オヤジ撃沈」

番組名

●

FB2001-396

C－1

オヤジぃ。
第３話「史上最悪の結婚式」

●

FB2001-397

C－1

オヤジぃ。
第４話「長女の正体」

●

FB2001-398

C－1

オヤジぃ。
第５話「独裁者の涙」

●

FB2001-399

C－1

オヤジぃ。
第６話「婚約者の秘密」

●

FB2001-400

C－1

オヤジぃ。
第７話「入院患者は見た」

●

FB2001-401

C－1

オヤジぃ。
第８話「浮気白書」

●

FB2001-402

C－1

オヤジぃ。
第９話「涙の授業参観」

●

FB2001-403

C－1

オヤジぃ。
第１０話「神崎家崩壊」

●

FB2001-404

C－1

オヤジぃ。
最終回「いちばん大切な人」

実時間
内容
柊二の元に昔の恋人・さつきが現れた。結婚していたさつきだったが、
様子がおかしい。
柊二との交際が家族に知られた杏子は、柊二を家に招くことになる。
47
しかし杏子の兄・正夫の柊二に対する反応が冷たい。
正夫はさらに柊二を呼び出し、杏子との交際をやめるよう忠告する。
（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
柊二がバイクの後ろに乗せていたさつきのことが気になる杏子は、巧
から彼女の勤務する画廊を聞き出しサチと訪れる。
47
ところが店先でさつきに声をかけられて、杏子は慌てて逃げようとして
車道に転倒しケガをしてしまう。（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野
美紀）
柊二の後輩の巧が店の顧客名簿を盗もうとした。ライバル店に持ち込
もうとしたのだ。現場に居合わせた柊二は巧に店を辞めろと言って、激
しい怒りをぶつける。
47
杏子は病気が悪くなり、再検査を受けることになる。不安にかられた
杏子は、一人姿を消してしまう。（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野
美紀）
杏子の病状が気になり、仕事も手につかない柊二。杏子と会っている
ときだけが、不安の和らぐときだ。
47
そんな中で、サチが正夫の子を妊娠したとわかる。サチから聞かされ
て大喜びの杏子。しかし、正夫は杏子の容態が気になり、結婚を待って
くれるようサチに告げる。（常盤貴子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
正夫の計らいで一軒家を借りて暮らし始めた柊二と杏子。穏やかで平
和な日々が続く。
杏子のために柊二は仕事を控えていた。しかし「仕事をしている柊二
72
が見たい」と杏子に訴えられ、ショーの仕事を手がけることになる。
やがて杏子の容態が悪くなり、再び入院することになり・・・。（常盤貴
子・木村拓哉・渡部篤郎・水野美紀）
小児科医の神崎完一は、だれかれかまわずに礼節や道徳を振り回す
頑固オヤジで長女・小百合の見合い相手にさえ説教をしてしまう。
60
ある夜、次女のすずが２週間前に知り合ったばかりの男と結婚する言
い出した。（田村正和・黒木瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一）
すずの結婚相手の両親にあいさつに行った完一。だが「息子の結婚よ
り仕事が大事」という相手の態度に切れて、つい説教を始めてしまう。
完一の長男・正は予備校ですみかというガングロ女子高生につきまと
47
われる。そのすみかが男たちにからまれている所にたまたま行き合わ
せた完一とすずの婚約者・博は…。（田村正和・黒木瞳・広末涼子・水
野美紀・岡田准一・及川光博）

すずの結婚式が近づき何かと慌しい神崎家。完一もスピーチの練習
に余念がない。だが小百合の表情はさえない。実は小百合は家族にも
相談できないことで１人思い悩んでいた。
すずの結婚式当日。博がなかなか現われない。体裁を気にした博の
両親は結婚式を延期しようとするが、完一は「待ってください」と頭を下
げる。（田村正和・黒木瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一・及川光博）
博の本当の気持を聞くために博と会ったすずだが、博の煮え切らない
態度にイラ立ち酒を飲んで帰宅する。
一方、毎日のように繰り返される完一とすずの言い合いの仲裁や正
の甘えに小百合の怒りが爆発し、「もういい娘でいることに疲れた」と家
を出てしまう。（田村正和・黒木瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一）
完一は家を出た小百合を許そうとしないが、内心心配で小百合の勤
務先の小学校にでかけてしまう。そこで、学校に呼び出されていた真知
子と出会い、真知子に小百合の父親だと知られてしまう。
一方、正は悩んだ末、医学部進学をやめ、やりたいことを探したいと
言い出す。完一は逆上し、正を追い出してしまう。（田村正和・黒木瞳・
広末涼子・水野美紀・岡田准一・及川光博）
正が家を出てバラバラになってしまった神崎家。すみかは正を励まそ
うと映画館に誘う。そこでなんと真知子とデート中の完一とバッタリ。お
互いとりつくろう完一と正だったが、結局ケンカ別れしてしまう。
結婚式の件で博の家へ呼ばれた完一、美也子とすずだったが、その
場で博が何と…。（田村正和・黒木瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一）
度重なる心労でついに完一が入院。オヤジの一大事に子供たちも様
子を見にやって来た。しかし見舞いに来た真知子と美也子が鉢合わせ
しそうになったり、自分の担当医に食って掛かったりと完一が休む暇は
ない。しかもその病院には小百合の秘密が隠されていたのだ。（田村正
和・黒木瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一）
完一の病院に急患の男の子が運び込まれる。その子の母親が真知
子だとは知らない完一は、姿を現さない母親に腹を立てる。一方、真知
子は、完一の病院と聞いて迎えに行くことができず、小百合に迎えを頼
む。
その夜、真知子の所に飲みに行った完一は、昼間の急患の子の母親
批判をして、真知子に冷たくされてしまう。（田村正和・黒木瞳・広末涼
子・水野美紀・岡田准一・及川光博）
完一は小百合のクラスの親が、小百合が担任を続けるなら子供を学
校に通わせないと言っているのを聞き、小百合の勤める学校にどなり込
む。
しかし小百合は既に辞表を提出していた。
完一は教室で一人たたずむ小百合に最後の授業をするように言い、
小百合は完一たちを相手に最後の授業を行なう。（田村正和・黒木瞳・
広末涼子・水野美紀・岡田准一）
昔の恋人との再会以来、様子のおかしい美矢子に、完一は気が気で
ない。そんな最中、小百合が家に戻ってきた。「正も家に戻してほしい」
と美矢子が頼むが、完一はＯＫしない。
一方、エステの会社に入社するためにサラ金で借金したすずは、返済
のメドが立たず、美矢子にお金を借りようとするが…。（田村正和・黒木
瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一・及川光博）
家を出た美矢子を完一は捜そうとしなかった。その完一を動かしたの
は「世界で一番大切なのはお母さんでしょ」というすずの一言だった。
完一は、かつて美矢子にプロポーズした海岸へ美矢子を捜しに行く。
（田村正和・黒木瞳・広末涼子・水野美紀・岡田准一）

47

47

47

47

47

47

47

47

60

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

●

FB2001-405

C-1

やまとなでしこ 第１話

●

●

FB2001-406

C-1

やまとなでしこ 第２話

●

●

FB2001-407

C-1

やまとなでしこ 第３話

●

●

FB2001-408

C-1

やまとなでしこ 第４話

●

●

FB2001-409

C-1

やまとなでしこ 第５話

●

●

FB2001-410

C-1

やまとなでしこ 第６話

●

●

FB2001-411

C-1

やまとなでしこ 第７話

●

●

FB2001-412

C-1

やまとなでしこ 第８話

●

●

FB2001-413

C-1

やまとなでしこ 第９話

●

●

FB2001-414

C-1

やまとなでしこ 第１０話

●

●

FB2001-415

C-1

やまとなでしこ 最終話

●

●

FB2002-416

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－１

●

●

FB2002-417

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－２

●

●

FB2002-418

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－３

●

●

FB2002-419

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－４

●

●

FB2002-420

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－５

実時間
内容
神野桜子（じんのさくらこ）２７歳、職業スチュワーデス。「合コンの女
王」との異名をとる彼女の夢は大金持ちと結婚すること。金持ちを捕ま
えるためなら手段は選ばない。ある日桜子は医者との合コンで馬主の
47
バッジを付けた中原欧介（なかはらおうすけ）と出会う。馬主のバッジは
資産数億円という真の大金持ちの証。桜子の目が輝いた！
大好評を博したロマンティックラブコメディ。（松嶋菜々子・堤真一・西
村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
桜子が目をつけた欧介は実は貧乏な魚屋だった。そんなことは知らず
桜子は欧介に猛アタックをかける。一方欧介も７年前に別れたた恋人
そっくりの桜子に一目ぼれ。互いに真実を隠したまま２人はデートに出
47
かける。
欧介の大学時代からの親友の佐久間と粕屋は、金持ちとしか付き合
わないという桜子の正体を知り慌てるが…。（松嶋菜々子・堤真一・西
村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
欧介が魚屋だと知った桜子は、医師の東十条のプロポーズを受け入
れる。東十条の両親にも気に入られた桜子だが、「入籍の直前まで更な
る大金持ちを探し続ける」と合コンに精を出し、なみや若葉たちスチュ
47
ワーデス仲間をあきれさせる。
レストランに魚を届けに行った欧介は、桜子の婚約披露パーティーに
出くわして…。（松嶋菜々子・堤真一・西村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
過労で倒れた桜子は、寝ずに看病してくれたのは東十条と思い込み、
改めて東十条の愛を感じる。しかし桜子は、入院中にもかかわらず、２
47
人の男と時間差デートをする。同じ店でナースと合コンしていた欧介
は、そんな桜子を目撃し、やけ酒を飲む。（松嶋菜々子・堤真一・西村雅
彦・森口瑶子・筧利夫）
中学時代の同窓会に誘われた桜子。「同窓会も成功率の高い合コン
よ」と金持ちを探しに出席した。そこで高級ブランドの洋服デザイナーに
なった宮脇と再会し意気投合する。
47
そんな時、合コンに着ていく服のために生活を切り詰めていた桜子の
部屋が漏電で出火。命より大事な洋服が燃えてしまうと部屋に取りに戻
ろうとした時、欧介が現われた。（松嶋菜々子・堤真一・西村雅彦・森口
瑶子・筧利夫）
火事で焼け出された桜子は佐久間の家に居候することになった。佐久
間の妻・真理子は桜子と欧介にきちんと話をさせようと画策。２人は一
緒に食事をすることになる。食事の席で桜子に「あなたも結局顔で女を
47
選んでる」と言われた欧介は、「君の本性を知って、愛せる男がいるの
か」と口走ってしまう。（松嶋菜々子・堤真一・西村雅彦・森口瑶子・筧利
夫）
欧介の魚屋「魚春」が立ち退きを迫られた。原因は桜子の婚約者・東
十条が新しく建てる病院用地のためだ。佐久間は病院建設を待ってもら
うように桜子に頼むが、桜子の反応は冷たい。
47
借金の返済を迫られた欧介は、馬主のご隠居から聞いた情報を元
に、競馬でもうけようとするが…。（松嶋菜々子・堤真一・西村雅彦・森
口瑶子・筧利夫）
東十条との結婚が間近に迫る桜子は、挙式やハネムーンの準備に忙
しい。
47
しかし桜子は、富士子に言われた「お金では買えないたった一つのも
の」が何かを知るために、欧介と行動を共にする。（松嶋菜々子・堤真
一・西村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
桜子は東十条から、早く父親に会いたいとせかされる。東十条には父
は外国航路に出ていると説明するが、本当は漁師だ。
47
東十条の両親からも熱望され、桜子はしかたなく田舎から父を呼ぶが
…。（松嶋菜々子・堤真一・西村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
桜子は「佐久間夫婦を式に招きたい」と言う東十条と一緒に、佐久間
家を訪れる。そこに粕屋、花房、欧介、若葉も偶然集まった。
桜子に、妻の真理子とのなれそめを聞かれた佐久間は、「失いかけた 47
ときに、その大切さに気づく」と語る。その言葉を聞いた桜子は…。（松
嶋菜々子・堤真一・西村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
ようやく本当に大事なものに気づいた桜子。しかしそれを手に入れるこ
とはできない…。いつもと様子の違う桜子に周囲は心配する。
一方、再び数学の道を目指すことにした欧介。数学に没頭する彼の姿
62
に、欧介が遠くへ行ってしまったと若葉は寂しさを隠せない。
そしてとうとう欧介が数学者としてアメリカへ行く日がやってくる。（松嶋
菜々子・堤真一・西村雅彦・森口瑶子・筧利夫）
一樹・弘人・真・美月の４人は、同じ大学のサークル仲間。サークルの
合宿で沖縄に来ていた。一樹が海でおぼれ、地元の女の子に助けられ
た。だが、女の子は一樹が意識を取り戻す前に姿を消す。
72
翌日、一樹・弘人・真の３人は、男に暴行を受けている女の子を助け
た。その子は、偶然にも一樹を助けてくれた子だった。３人は、その子が
まひるという名で、耳が不自由なこと、母親に捨てられたことを知る。
（星野真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞穂・吉沢悠）
一樹と暮らし始めたまひるは、一樹に財布を届けるために大学へ行っ
た。そしてキャンパスで会った真に美月の絵を見せてもらい感動する。
一方で、まひるは就職先を探すが見つからない。そんなまひるに美月が 46
ホテルの仕事を紹介してくれた。（星野真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞
穂）
弘人が傷害事件を起こした。警察に駆けつけた一樹や真に対して「お
前たちなんて知らない。友達じゃない」と繰り返す弘人。あきれる一樹た
46
ちだったが、まひるだけは弘人の真意を感じ取り、警察で弘人を待ち続
ける。一樹も弘人が理由も無く人を傷つけるとは信じられず・・・。（星野
真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞穂）
一樹は、突然上京した母親に、まひるのことをきちんと紹介できない。
まひるは、母親が東京にいる間、真の所に行くことに。まひるを母親に
46
紹介できなかった一樹は、その理由を「自分はまだ学生で、親に仕送り
をうけているから」と説明するが、弘人は納得せず、一樹を責める。（星
野真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞穂・吉沢悠）
一樹はまひるに「ずっと一緒に居よう」と愛を告白する。しかしまひるは
弘人との事を悩み、家を出てしまう。夜になっても帰らないまひるを心配
46
した一樹は、真や弘人に応援を頼みまひるを捜す。（星野真里・藤原竜
也・奥菜恵・高杉瑞穂）

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

●

FB2002-421

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－６

●

●

FB2002-422

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－７

●

●

FB2002-423

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－８

●

●

FB2002-424

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－９

●

●

FB2002-425

C-1

新・星の金貨
－Die Sterntaler－１０

●

●

FB2002-426

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight１

●

●

FB2002-427

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight２

●

●

FB2002-428

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight３

●

●

FB2002-429

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight４

●

●

FB2002-430

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight５

●

●

FB2002-431

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight６

●

●

FB2002-432

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight７

●

●

FB2002-433

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight８

●

●

FB2002-434

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight９

実時間
内容
まひると弘人の事件を知った一樹は、何もなかったように振る舞うまひ
るをなじってしまう。自己嫌悪に陥る一樹に美月は、「２人で一緒に落ち
46
よう」とささやく。
何も知らないまひるは１人家で一樹を待ち続けるが、一樹は帰ってこ
ない。（星野真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞穂）
美月の所に行ってしまった一樹を、１人待つまひる。そんな彼女を力づ
け、一樹との仲を修復させようとする真。一方弘人は、元気のないまひ
るを何とか力づけようと、デートに誘う。しかし、デート中に一樹と美月の 46
２人に出会い、まひるは一樹の言葉に深く傷つく。（星野真里・藤原竜
也・奥菜恵・高杉瑞穂・吉沢悠）
まひるの目の前で一樹が交通事故に遭った。まひるは一樹に付き
添って病院に行き、弘人に電話をかけ必死に知らせようとする。
46
状況を察した弘人と真が病院に駆けつけ一樹の手術が終るのを待っ
た。そして手術は成功した。しかし一樹の意識は一向に戻らなかった。
（星野真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞穂）
まひるは事故に遭った一樹を懸命に看護するが、一樹の意識は戻ら
ない。一樹が回復すればまひるは戻ってくると考えた弘人は、有能な外
46
科医を手配してもらうよう父親に頭を下げる。
一方、美月は一向に良くならない一樹を見て、ある決意を固める。（星
野真里・藤原竜也・奥菜恵・高杉瑞穂）
一樹を救うため、弘人は４人の優秀な脳外科医を調べ上げる。しか
し、４人のうち、手術を頼めそうなのは、那須で診療所を開業する中谷
71
だけだ。弘人と真、まひるは、中谷に手術を頼みに行くが、中谷は受け
てくれない。一樹はこのまま目覚めないのか？（星野真里・藤原竜也・
奥菜恵・高杉瑞穂・吉沢悠）
建設会社ヤマトで、サラリーマンとして働く矢島金太郎。ある朝、金太
郎は会社の中枢である社長室長に抜擢された。これまで社長を務めて
いた黒川は退任し、元東日の丸山専務が後任の社長となる。しかし丸
74
山新社長の背後には、怪しい影があった。
ヤマトは鷹司を中心に、夢の環境未来都市プロジェクトに着手するこ
とになった。新事業に、金太郎の友人前田と田中は張り切るが・・・。（高
橋克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・寺田豊・保坂尚輝）
手抜き工事を行ったという内部告発を受け、金太郎は湯田温泉ホテル
に乗り込む。ホテルのオーナーは、建設会社が自ら手抜き工事の調査
にきたことを不信に思い、社長に問い合わの電話を入れる。ちょうど役
員会で社長と同席していた大和会長は、オーナーに金太郎が会社の代
47
表として出向いたと話し、役員にはこの件の一切の責任を自分がとると
約束する。調査の結果は、告発どおり手抜き工事で、ヤマトは窮地に立
たされる。（高橋克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・寺田豊・保坂
尚輝）
湯田温泉ホテルの事件が、マスコミに大々的に取り上げられた。社長
派の大和会長解任の動きが、本格化していく。そんな折、工事現場で働
き始めた金太郎の所に、丸山社長がやってきた。
47
ひょんなことで知り合った冬美の小料理屋に、金太郎は通い始める。
亡くなった夫に似ている金太郎に、冬美はひかれていく。真澄は、金太
郎の浮気が心配でならず、金太郎の下宿に様子を見に行った。（高橋
克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・森口瑶子・保坂尚輝）
湯田温泉ホテルの補強工事が終わり、ホテルのオーナーは、一作業
員として働く金太郎に自分の後継者にならないかと声をかける。一方、
金太郎が東京に帰ることになり、冬美はつらい。
47
自殺した丸山社長が、遺書で後任の社長に金太郎を指名していた。
大和会長からそのことを聞いた加代は、うれしくてつい口をすべらせ、
社内はそのうわさで持ちきりになる。（高橋克典・羽田美智子・津川雅
彦・野際陽子・森口瑶子・保坂尚輝）
ヤマトに復帰した金太郎の最初の仕事は、丸山前社長の社葬だ。とこ
ろがどういうわけか、丸山会長の兄である平尾会長からも銀行の頭取
たちからも、出席の返事をもらえない。さらに、大手葬儀社にもすべて断
47
られた。政財界の大物フィクサー・大須賀の邪魔だてと知り、怒った金
太郎は、会長の制止も聞かず大須賀のもとに殴り込みに行った。（高橋
克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・鹿内孝・保坂尚輝）
真澄が家出して困っていた金太郎の家に、家政婦として冬美が現れ
た。金太郎は気まずいので断ろうとするが、冬美は言うことを聞いてくれ
ない。
47
鷹司のプロジェクトに官庁の認可が下りない。どうやら大須賀が族議
員を使って官庁に圧力をかけているらしい。そんな中、平尾建設の創立
記念パーティーで、平尾会長が爆弾発言をし、周囲を驚かせる。（高橋
克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・森口瑶子・保坂尚輝）
平尾会長が、何者かに刺された。同時に、「ヤマトは建設現場の近隣
対策で暴力団関係者を雇っている」とするＦＡＸが、マスコミ各社に流さ
れた。文書の真偽を確かめるため、現場に向かう金太郎。そこには、仕
47
事をまったくせずに日当をもらっていく、暴力団関係者の姿があった。
ヤマトは、調査結果をふまえて記者会見を行った。それは、建設業界
に新しい風を吹き込む、みそぎの会見となった。（高橋克典・羽田美智
子・津川雅彦・野際陽子・長門裕之・保坂尚輝）
金太郎の出向いていた現場事務所にトラックが飛び込んで、所長が死
亡する。金太郎は、ろっ骨にヒビの入るケガを負いながら、ひとりで暴力
団事務所に乗り込む。だが、金太郎の前に大竹が現れ、金太郎をね
らった犯行であったと告げられる。
47
そんな中、金太郎に、以前金太郎が選挙の応援をした水谷から連絡
が入る。代議士になっていた水谷は、大和会長のみそぎ会見に共鳴し、
支援を申し出てくれる。（高橋克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・
長谷川初範）
金太郎は、株主総会の仕切りを任された。総会の準備中に、スタッフ
の１人が何者かに撃たれた。怒る金太郎を、会長は「挑発に乗るな」とさ
とす。
一方、鷹司のプロジェクトは、地元住民の賛成を得られれば認可が下
47
りるというところまでこぎつけた。しかし住民の賛成がなかなか得られな
い。鷹司は地元住民の説得に向かうが、反対派の背後には殺し屋・大
竹の姿があった。（高橋克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽子・長門
裕之・保坂尚輝）

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

●

FB2002-435

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight１０

●

●

FB2002-436

C-1

サラリーマン金太郎３ Fight Fight

●

●

FB2002-437

C-1

ＨＥＲＯ 第１話

●

●

FB2002-438

C-1

ＨＥＲＯ 第２話

●

●

FB2002-439

C-1

ＨＥＲＯ 第３話

●

●

FB2002-440

C-1

ＨＥＲＯ 第４話

●

●

FB2002-441

C-1

ＨＥＲＯ 第５話

●

●

FB2002-442

C-1

ＨＥＲＯ 第６話

●

●

FB2002-443

C-1

ＨＥＲＯ 第７話

●

●

FB2002-444

C-1

ＨＥＲＯ 第８話

●

●

FB2002-445

C-1

ＨＥＲＯ 第９話

●

●

FB2002-446

C-1

ＨＥＲＯ 第１０話

●

●

FB2002-447

C-1

ＨＥＲＯ 最終話

●

●

FB2003-461

C-1

ごくせん 第一話

●

●

FB2003-462

C-1

ごくせん 第二話

●

●

FB2003-463

C-1

ごくせん 第三話

●

●

FB2003-464

C-1

ごくせん 第四話

実時間
内容
大須賀との対決の場になる株主総会。ところがその日の朝、大和会長
が撃たれる。救急車で病院に運ばれる会長。会長が総会を欠席すれ
ば、混乱は避けられない。
47
一方、大須賀は、暗殺成功の報告を受け、総会に乗り込んでくる。記
者会見場に通される大須賀。
そこに殺したはずの大和会長が、元気な姿で現れる。（高橋克典・羽
田美智子・津川雅彦・野際陽子・長門裕之・保坂尚輝）
会長を失いぼうぜんとする金太郎を、大竹がねらう。大竹に刺されそう
になった金太郎を守ったのは父・照男だった。照男は傷を負いながら
も、金太郎に迷惑のかからないよう応急手当てだけ受け立ち去る。
46
会長を失った悲しみから立ち直れない金太郎は、ヤマトに辞表を提
出。周囲の慰留の声にも動じない。そんな金太郎に、加代が、金太郎あ
ての会長の手紙を手渡す。（高橋克典・羽田美智子・津川雅彦・野際陽
子・長門裕之・保坂尚輝・松方弘樹）
東京地検城西支部に新しい検事が異動してきた。彼の名は久利生公
平（くりゅうこうへい）。中卒で大学検定を受けた後、司法試験に合格し
て検事になったという変わり種だ。彼の事務官になった雨宮舞子は久利
58
生のいいかげんな態度にあきれ果てるが…。
型破りな検事・久利生と彼を取り巻く城西支部の、これまた一風変
わった検事たちが繰り広げる痛快ドラマ。（木村拓哉・松たか子・阿部
寛・大塚寧々・角野卓造・勝村政信）
久利生は代議士の息子・高井戸謙介の事件を担当することになった。
弁護士は正当防衛を主張し、事件の目撃者も正当防衛を証言する。し
47
かし久利生は、完全黙秘する謙介の態度や、目撃者の証言に疑問を抱
き調査に乗り出す。（木村拓哉・松たか子・神山繁）
別れ話がこじれて逆上した男が相手の女性に切りつけた。事件を担
当した久利生は男の調べを進めるうちに、相手の女性が結婚詐欺を働
いていたのではないかと疑う。しかし、結婚詐欺は立件が非常に難しい
47
犯罪。ちゅうちょする久利生に雨宮は、「びびってリングに上がれないＫ
－１選手みたいだ」と言い放つ。（木村拓哉・松たか子・宮迫博之・森口
瑤子）
ストーカーによる女子大生殺害事件が発生した。事件の担当となった
江上が容疑者の小山田の取り調べに当たったが、状況証拠だけなので
47
起訴せず参考人として扱うよう警察に指示し警察のメンツをつぶしてし
まう。しかしその夜、小山田が逃亡してしまった。（木村拓哉・松たか子・
宇梶剛士）
不倫をした検事の左遷話で盛り上がる城西支部。恋愛経験の少なさ
をからかわれた雨宮は「自分は不倫をしている」と宣言してしまう。
不倫の清算話で妻を傷つけた男性の担当になった久利生は、不倫相
47
手の女性を調べに女性の実家の旅館へ。彼女の証言に疑問を持った
久利生は、更に調査をするためその旅館に一泊することにするが、雨
宮と相部屋になってしまい…。（木村拓哉・松たか子・桜井幸子）
真壁という男に誘われ、クラブに行った雨宮。しかし、その店に突然警
察が乱入してきた。そのクラブは奥でカジノ賭博（とばく）をしていたの
だ。雨宮も警察に連行されてしまった。
47
一方、殺人事件の担当となった久利生は、容疑者の主張するアリバイ
に疑問を抱きアリバイ崩しの捜査を始める。（木村拓哉・松たか子・升
毅）
城西支部に正木という事務官が着任する。有能な彼は久利生と中村
検事の事務官を検認するが、実はいずれ事務官を辞めてクレープ屋を
始めるつもりだった。「事務官なんて夢のない仕事だ」と言う彼に、日頃
47
芝山たちに虐げられている遠藤や末次は意気投合。
一方、大会社の専務が犯した痴漢事件を担当した久利生は専務を起
訴しようとするが、相手弁護士に被害女性の弱みを握られてしまう。（木
村拓哉・松たか子・金田明夫・寺田豊・松永玲子）
美人でやり手で有名な弁護士・巽江里子に裁判で負けそうな美鈴。一
方、久利生は医療過誤事件を担当することになる。自分のミスを認める
47
供述をしていた医師。しかし医師が突然自供を覆した。医師と病院側に
ついた弁護士は江里子だった。（木村拓哉・松たか子・飯島直子）
ある日、城西支部に宅配ピザが届けられた。ピザを食べようと箱を開
けた時、突然煙が吹き上がり配達員が暴れだした。犯人が逃げた後、
47
スモーキーと名乗る脅迫状が見つかった。
その直後、雨宮のバッグの中から爆弾が発見された。雨宮は自分が
狙われていることにショックを受ける。（木村拓哉・松たか子・りょう）
女性キャスター・榎本が暴漢に襲われた。久利生は検挙された古田が
犯人とは思えず、不起訴処分にしてしまう。メンツを潰された警察や榎
本は、久利生に猛反発。榎本は久利生を審査会に提訴する。
47
そんな中、再び榎本が襲われた。警察は古田の家を調べるが彼は行
方をくらましていた。古田の犯行と見たマスコミは一斉に久利生をバッシ
ングする。（木村拓哉・松たか子・羽田美智子・梅澤富夫）
キャスター傷害事件の余波を受け、久利生は離島への異動を命じら
れる。マスコミによって報道された過去の逮捕歴が問題になったのだ。
久利生の城西支部での最後の担当事件は、スタジアムで起きた警備
66
員刺殺事件。犯人は黙秘を続け動機を語らない。調べを進める久利生
の前に東京地検特捜部が現われ、犯人の身柄を預かると言い出した。
単なる殺人事件の裏に一体何があるのか？久利生は真実にたどりつ
けるのか？（木村拓哉・松たか子・三浦友和・戸田恵子）
白金学院高校の新任教師山口久美子。ベテラン教師も恐れる３年Ｄ
組の担任になるのだがまったく平気な様子。実は久美子は任侠集団大
59
江戸一家の跡取り娘だったのだ。ある日、教頭が保管していた５０万円
が消え、Ｄ組に疑いがかかってしまう。（仲間由紀恵・宇津井健・松本
潤）
南が付き合っていた女の子が、実は他校の不良と二またをかけてい
た。そのためにその不良と仲間に呼び出されることになった南。助ける
47
ことに二の足を踏む３－Ｄの仲間たちに、たんかを切って南を助けに行
く久美子だったが…。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）
学校の周辺で連続ひったくり事件が発生。目撃証言から犯人は金髪
の学生ということで、最近学校を休みがちな３－Ｄの内山に疑いがかか
47
る。そこで真犯人を捕まえようと、久美子やクラスの仲間たちが張り込
みを始めるのだが…。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）
久美子の同僚の静香が銀座のクラブでホステスのバイトをしていたこ
とが判明。ＰＴＡからは静香を処分せよとの声が高まる。職員会議で猿
47
渡が静香をクビにしない条件を出してきたが、その条件は３－Ｄにはか
なり高いハードルだった。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

●

FB2003-465

C-1

ごくせん 第五話

●

●

FB2003-466

C-1

ごくせん 第六話

●

●

FB2003-467

C-1

ごくせん 第七話

●

●

FB2003-468

C-1

ごくせん 第八話

●

●

FB2003-469

C-1

ごくせん 第九話

●

●

FB2003-470

C-1

ごくせん 第十話

●

●

FB2003-471

C-1

ごくせん 第十一話

●

●

FB2003-472

C-1

ごくせん 最終話

●

FB2003-473

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ １

●

FB2003-474

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ２

●

FB2003-475

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ３

●

FB2003-476

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ４

●

FB2003-477

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ５

●

FB2003-478

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ６

●

FB2003-479

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ７

●

FB2003-480

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ８

●

FB2003-481

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！ ９

●

FB2003-482

C－1

ＧＯＯＤ ＬＵＣＫ！！
最終回 ＦＩＮＡＬ ＦＬＩＧＨＴ

●

●

FB2005-537

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第１話

●

●

FB2005-538

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第２話

●

●

FB2005-539

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第３話

実時間
内容
久美子の携帯を拾った慎は、久美子が大江戸一家の孫娘であるとい
うことを知る。しかし龍一郎に「久美子を先生として認めるのなら、実家
47
のことを秘密にしてほしい」と頼まれ、 久美子の頑張りを見てきた慎
は、秘密を守ることを心に決める。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）
校内球技大会が近づいてきた。四種目の総合成績で優勝が決まるの
だが、３－Ｄの生徒たちは関心が薄い。しかも２６人しかいない３－Ｄ
47
は、全種目にエントリーすることもできない。そこでクラスに不登校の生
徒がいると知った久美子は、その生徒を引っ張り出そうと試みる。（仲間
由紀恵・宇津井健・松本潤）
進路相談の三者面談が始まった。しかし慎の両親は学校に顔を出さ
ない。事情を聞くと慎は家を出て一人暮らしをしているという。そんなあ
47
る日、慎の妹のなつみが「家から逃げたい」と電話をしてくる。なつみを
捜しに出た慎は事件に巻き込まれてしまう。（仲間由紀恵・宇津井健・松
本潤）
菊乃に裕太という子どもがいることが発覚。裕太は山梨の祖父母の元
に預けられていたのだが、祖父母に内証で菊乃に会いにきてしまう。し
47
かしなぜか菊乃は裕太に対してかたくなな態度をとる。実はそこには秘
められた事情があったのだ。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）
白金学院バレーボール部が全国大会に出場することになり、学内は
大盛り上がり。そんな中、白金学院に恨みを持つ男がバレー部の全国
46
大会を妨害しようとする。その男は以前バレー部員だったが、無理やり
学校を退学させられていた。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）
教頭の妻が久美子にお見合いの話を持ってきた。相手は東大卒で超
エリート校である英翔学園の高校教師。断わられるに決まっているとい
46
う周囲の思いに反発し、久美子はお見合いを受けることにした。（仲間
由紀恵・宇津井健・松本潤）
ひょんなことから連続殺人の犯人を捕まえた沢田たち。警察に表彰さ
れ、ヤンクミも加わって記者会見まで受けることに。翌日、息子の表彰を
47
喜んだクマのおやじさんが、学校にギョウザの差し入れにやってくる。ク
マの表彰がうれしくてしかたないのだ。そんなおやじさんを素直に受け
入れられないクマ。ところが…。（仲間由紀恵・宇津井健・松本潤）
記者会見をきっかけに雑誌の取材を受けることになったヤンクミ。みん
ながあきれるほど優しい先生を演じるが、クマがチンピラに殴られてい
るのを助けたことから、雑誌に暴力教師と報じられてしまう。世間体を気
47
にする理事長から、辞表の提出を求められるヤンクミ。３Ｄを全員一緒
に卒業させるという夢はかなわないのか？（仲間由紀恵・宇津井健・松
本潤）
新海元は国際線の副操縦士。ある日、元は先輩パイロット水島とホノ
ルルを飛び立つのだが、成田に到着という時、水島が突然体調を崩し、
61
元が操縦かんを握ることになってしまう。元は無事に着陸を果たすのだ
が、整備士の緒川歩実からは「ヘタクソ」と……。（木村拓哉・柴咲コウ・
堤真一・黒木瞳）
新海元は監査官の香田から謹慎処分を命じられる。一週間後、フライ
トに復帰しようとした元は、香田の指示により自分がシフトから外されて
47
いることを知る。理由を問うた元は香田から「君には飛ぶ資格がない」と
言われてしまう。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
ある日、元は香港行きのフライトにシフトされていた。その日の朝、同
乗予定の内藤機長が風邪でダウンしたためスタンバイの香田が機長を
47
務めることになった。離陸直後、乗客の１人がパニックに陥り、飛行機か
ら「降ろせ」と言い出す。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
上海でホテル火災が発生した。負傷者を日本に速やかに帰国させる
ため、特別チャーター便が運航される事になった。機長は香田。そして
47
元は香田からコーパイに指名される。チーフパサーの富樫のり子は、こ
のフライト後、教官課長への昇進が決まっていたのだが…。（木村拓哉・
柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
海外研修からの帰り、新海・香田・内藤は自社の飛行機に乗客として
乗っていた。厳しい目でＣＡの深浦を観察していた香田は、ついにキャ
47
ビンで深浦をしかりつけてしまう。 傷ついた深浦は香田を名誉棄損で
訴えるというのだが…。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
新海の乗った飛行機が濃霧のため成田に着陸できず空中待機をして
いた。刻々と時間がたつ中、機長の香田は千歳へ向かうことを決断す
47
る。しかし機内には、緊急手術のため成田に急ぐ医師がいた。（木村拓
哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
新海はグレートキャプテンと呼ばれる山上と監査フライトに臨む。ライ
センスはく奪もある監査のため、新海は緊張する。順調な飛行だった
47
が、飛行機は巨大な積乱雲に突入してしまう。山上の操縦で無事切り
抜けることはできたが…。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
新海から香田の過去を聞いた緒川歩美は、一時、新海を避けるように
なる。しかし歩美がけがをしたことをきっかけに、２人の距離は縮まって
47
いく。そんな中、香田が責任者となり、緊急脱出訓練が行われることに
なる。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
脱出訓練中、香田をかばって転落した新海は足に大けがを負ってしま
う。医師の成見から容態の説明を父親の良治とともに聞く香田。香田は
52
事故の責任は自分にあると、パイロットを辞めることで責任を取ろうとす
るのだが…。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
脱出訓練中の大けがで再起を危ぶまれた新海だったが、難手術に挑
み成功する。パイロットとしての復帰をかけた監査フライトはホノルル便
60
に決まり、その便には両親の航空事故死から立ち直ろうとする緒川も乗
ることになる。（木村拓哉・柴咲コウ・堤真一・黒木瞳）
幸子と雅人夫婦に待望の男の子・光が誕生。だが光はほかの子と様
子が違った。やがて原因不明で治療が困難な自閉症と診断され、幸子
は落ち込む。だが偶然知り合った教師の里緒からのアドバイスで、子育 59
てに希望を見いだしていく。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真
治・鈴木杏樹・高橋恵子）
光は里緒が担任する特別学級に入学できたが、記念撮影の時、騒ぎ
を起こしてしまう。進歩のない光に幸子や雅人はいらだってしまう。幸子
は、同じ自閉症児を持つめぐ美が子供からママと呼ばれたという話を聞 47
く。自分も光からママと呼ばれる日を心待ちにする。（篠原涼子・小林聡
美・山口達也・武田真治・鈴木杏樹・高橋恵子）
光が教室からいなくなり大騒ぎになる。里緒が倉庫でけがをした光を
発見。光の興味の対象が広がりつつあるのを知った幸子は、地域の
47
人々に光を正しく理解してもらおうと、『光通信』を手作りして配布するこ
とにした。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・鈴木杏樹・高橋
恵子）

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

●

FB2005-540

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第４話

●

●

FB2005-541

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第５話

●

●

FB2005-542

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第６話

●

●

FB2005-543

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第７話

●

●

FB2005-544

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第８話

●

●

FB2005-545

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第９話

●

●

FB2005-546

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～第１０話

●

●

FB2005-547

C-1

光とともに…
～自閉症児を抱えて～最終話

●

●

FB2005-559

C-1

ごくせん 第一話

●

●

FB2005-560

C-1

ごくせん 第二話

●

●

FB2005-561

C-1

ごくせん 第三話

●

●

FB2005-562

C-1

ごくせん 第四話

●

●

FB2005-563

C-1

ごくせん 第五話

●

●

FB2005-564

C-1

ごくせん 第六話

●

●

FB2005-565

C-1

ごくせん 第七話

●

●

FB2005-566

C-1

ごくせん 第八話

●

●

FB2005-567

C-1

ごくせん 第九話

●

●

FB2005-568

C-1

ごくせん 最終話

実時間
内容
光と１組の生徒を交流させようと校長が考え出したトマト大作戦。トマト
が大好きな航が光と水をやることになった。航の努力が実って、めぐ美
が見学に来た日、光は水やりをする。それを喜ぶ生徒たちを見ためぐ美 47
は…。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・鈴木杏樹・高橋恵
子）
めぐ美の娘・琴美があさがお教室に体験入学した。琴美は素直で絵を
上手に描く。それを見て幸子は落ち込み、光が夢中になっているジグ
ソーパズルを隠して絵を描かせようとする。しかし光はそれに反抗し、幸 47
子は思わずたたいてしまう。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真
治・鈴木杏樹・高橋恵子）
下校途中、幸子が油断したスキに光がいなくなる。皆で手分けして捜
したところ、堅太が自転車で光が乗ったバスを追いかけたことが判明。
47
２人は無事帰宅する。翌日幸子は光が迷惑をかけたところに謝りに行く
が、そこで…。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・鈴木杏樹・
高橋恵子）
光が反抗的な行動をとるようになり、幸子を困らせる。運動会で光は
かけっこと、ネズミマーチを１組のみんなと踊ることになった。みんなの
期待にこたえようと、練習に夢中になる幸子。準備に心を砕く先生方。し 46
かし光は関心を示さない。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・
鈴木杏樹・高橋恵子）
一度はあきらめた運動会だが、何があっても一緒に乗り越えようという
里緒の言葉に励まされる幸子。運動会当日、光は光なりにネズミマーチ
47
を踊った。かけっこもみんなの声援でテープを切る。その光景を見た萌
の母・薫は…。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・鈴木杏樹・
高橋恵子）
光は幸子のすることに興味を持ち始め、ホットケーキを焼くようになっ
た。光の将来を考えると、光より先には死ねないと、幸子は里緒に話
す。一方里緒は、障害児教育を勉強し直すため、教師を辞めることを幸 47
子に言い出せないでいた。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・
鈴木杏樹・高橋恵子）
里緒の提案で、光が１回手伝いをするたびに１０円ずつあげることにし
た。１００円たまったら、光の好きなお菓子を買いに行くのだ。
琴美の父親が東家にやってきて苦しい胸の内をぶちまける。雅人は
46
厳しい言葉を返すが、幸子は「自分も同じ気持ちだったことがある」と言
うのだった。（篠原涼子・小林聡美・山口達也・武田真治・鈴木杏樹・高
橋恵子）
光が久しぶりに大きなパニックを起こし幸子はショックを受ける。しかし
里緒が辞めるまでに光が自立登校できるようにと、２人で練習を始め
58
る。やがて光が育てたトマトが実り、子供たちはトマトの絵と感想文を書
く。そして３月、里緒のお別れ会が開かれる。（篠原涼子・小林聡美・山
口達也・武田真治・鈴木杏樹・高橋恵子）
山口久美子は大江戸一家三代目の孫娘である。ひょんなことから黒
銀学院へ赴任することになったのだが、受け持った３年Ｄ組は荒れほう
だいのクラスで、学院ではもてあまされていた。卒業までの３か月間で、 71
久美子は彼らに高校時代の大切さを伝えると宣言する。（仲間由紀恵・
亀梨和也・赤西仁・速水もこみち・小池徹平）
再び登校するようになった小田切。矢吹と仲直りさせれば、３年Ｄ組が
まとまると思った久美子は様々なアイデアを考える。そんな久美子を見
46
て心を開くようになった武田は、２人の対立の原因が、荒高とのもめ事
にあったことを明かした。（仲間由紀恵・亀梨和也・赤西仁・速水もこみ
ち・小池徹平）
小田切と矢吹を名乗る何者かが、他校の生徒たちに暴行を働き、その
生徒たちが学院に押しかけてきた。久美子はこの生徒たちを、気迫で退
46
散させる。小田切と矢吹から話を聞いた久美子は、「何もしていない」と
いう言葉を信じ、真相を突き止めようとする。（仲間由紀恵・亀梨和也・
赤西仁・速水もこみち・小池徹平）
黒銀学院の４月からの男女共学化が決定し、女子を対象にした見学
会が行われることになった。３年Ｄ組の生徒たちは、後輩女子高生を集
46
めようと大張り切り。そんな中、土屋は引率教師としてやってきた中学
時代の担任教師の石川と再会する。（仲間由紀恵・亀梨和也・赤西仁・
速水もこみち・小池徹平）
バレンタインデーが近づき、浮き立つ黒銀学院の面々。そんな中、
桃ヶ丘女学園の水島真希に夢中になっている武田。弱気な武田は土屋
46
の助けを借り、真希の好みのタイプを聞き出す。しかし真希の好みは
『強い男』と知り、武田はひどく落ち込む。（仲間由紀恵・亀梨和也・赤西
仁・速水もこみち・小池徹平）
３年の他のクラスでは、大学合格や就職内定の知らせが続々と入る。
しかし３Ｄの生徒たちのほとんどは進路が未定。真剣に将来のことを考
46
えさせようと、久美子は奮闘する。そんな中、唯一就職先が決まったか
に見えた日向だったのだが…。（仲間由紀恵・亀梨和也・赤西仁・速水も
こみち・小池徹平）
契約期間が３月までの久美子は、４月からの職探しの必要に迫られ
る。しかしそれ以上に切迫しているのは生徒たちの進路。そんな中、久
美子が問い合わせた会社から、生徒の面接を行うという連絡が入り、土 46
屋ら４名の生徒が面接を受けることになった。（仲間由紀恵・亀梨和也・
赤西仁・速水もこみち・小池徹平）
矢吹が大学を受験していないことを知った矢吹の父親が、怒って学校
に…。親子でつかみ合いのけんかになる。そんな時、ひょんなことから
46
『熊井ラーメン』を手伝うことになった矢吹は、死んだ父親に代わり、母
親や兄弟を守って頑張る熊井の生き方に感動する。（仲間由紀恵・亀梨
和也・赤西仁・速水もこみち・小池徹平）
３Ｄの生徒たちが、桃女との合コンを決行。ところがそこで猿渡と遭遇
してしまう。あわてた生徒たちは金を払わずに店を飛び出し、小田切ら５
人が警察に捕まってしまう。しかし警察庁の高官である小田切の父親が 46
裏で動いて５人はあっさりと釈放されるのだが…。（仲間由紀恵・亀梨和
也・赤西仁・速水もこみち・小池徹平）
卒業式まであと４日。久美子は３Ｄの生徒たちと式の練習をしたりと気
合十分。そんな折、職員室に刑事の鬼島が姿を見せ、かつて逮捕した
71
工藤が留置所から脱走したと告げる。工藤は久美子や矢吹らに対し
て、恨みを抱いているとのことだった。（仲間由紀恵・亀梨和也・赤西仁・
速水もこみち・小池徹平）

松江 浜田

●

●

分類番号

区分

FB2006-045

C-1

３年Ｂ組金八先生
第７シリーズ スペシャル

結婚できない男
第１話 一人が好きで悪いか！！

●

FB2007-011

B－3

●

FB2007-012

B－3

●

FB2007-013

B－3

●

FB2007-014

B－3

●

FB2007-015

B－3

●

FB2007-016

B－3

●

FB2007-017

B－3

●

FB2007-018

B－3

●

FB2007-019

B－3

●

FB2007-020

B－3

●

FB2007-021

B－3

●

FB2007-022

B－3

●

FB2008-012

B－3

●

FB2008-013

B－3

●

FB2008-014

B－3

●

FB2008-015

B－3

番組名

実時間
内容
３Ｂが卒業してから８か月。少年院に入っていたしゅうの出院が近づい
ていた。３Ｂの仲間たちはしゅうの卒業式を行おうと準備に張り切るが、
しゅうの住んでいた家は売りに出され、母親の行方もわからなくなってい
120
た。桜中に再び集まる３Ｂたち。しかしその中に康二郎の姿だけがな
かった。そして康二郎からチビあすに「金を持ってきてくれ」と助けを求
める電話が入るが…。（武田鉄矢・高畑淳子・小西美帆・星野真里）

有能な建築家である桑野信介は収入も外見もいいのに、結婚願望が
無く、独身生活を楽しんでいる。ある日、自宅のマンションで腹痛に倒
れ、成り行きで隣に住む田村みちるに病院に連れて行ってもらった。そ
の病院で女医の早坂夏美と知り合うが、お互いの第一印象は最悪だっ
た。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
桑野は高脂血症と診断され、大好きな肉を控えめにすることを担当医
の夏美に忠告された。しかし、桑野は夏美の忠告を聞き入れない。一
結婚できない男
方、みちるは桑野の部下の英治とデートをするが、最初のデートに
第２話 好きなものを食って悪いか！！
チェーン店に連れて行かれたことに腹を立てる。（阿部寛・夏川結衣・国
仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
客の都合で設計の変更を依頼された桑野は自分の信念を貫き、仕事
を断ってしまう。ある日、桑野の母・育代は、夏美を桑野の結婚相手にし
たいと考え、体調不良を装い、夏美の診察を受けに行く。一方、伯父の
結婚できない男
第３話 好きにお金を使って悪いか！！ マンションを借りていたみちるは、管理費を請求されお金の工面に奔走
する。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
桑野は、休日返上で仕事をしていたが、予定より早く仕事が終わった
め時間が空いてしまった。街を歩いている時、偶然、はとバスツアーを
目にしツアーに参加することにした。すると偶然１人でツアーに参加して
いた夏美と会う。しかも席は隣同士だった。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼
子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
仕事が忙しく、家事がおろそかになると嘆く夏美に、桑野は、どんなに
仕事が忙しくても家事は完ぺきにこなしていると自慢する。そんな時、桑
結婚できない男
野は大きな仕事を引き受けた。徹夜で仕事をする桑野だが、無理がた
第５話 家に人を入れないで悪いか！！
たり倒れてしまった。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高
史・高知東生）
桑野は建築現場でクレームを言ってきた男を弾みで殴ってしまう。沢
崎から謝りに行くように言われた桑野だが、人に頭を下げることが嫌い
結婚できない男
な桑野は、ストレスで胃が痛くなり夏美の診察を受けた。そこで、夏美が
第６話 融通がきかなくて悪いか！！
相手の男と知り合いだと言うことを知った桑野は、夏美を食事に誘う。
（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
父親の三回忌の席で、親戚から「結婚はまだか」と言われた桑野。親
戚づきあいが苦手な桑野は、「結婚すればつきあいも２倍に増えるだけ
結婚できない男
だ」とうそぶく。
第７話 親戚づきあいが嫌いで悪い
夏美の元を父親が訪れる。会えば見合いの話ばかりする父親を避け
か！！
る夏美だが、父親は「大事な話がある」とつきまとう。（阿部寛・夏川結
衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
みちるが虫垂炎で入院することになった。桑野はひょんなことから犬
のケンを預かることに。自分の部屋に人が入ることさえ拒む桑野にとっ
て、犬との同居はとうてい無理と思われたが、何とかケンの面倒を見
結婚できない男
る。しかし桑野が大事にしている模型が壊され、その犯人がケンではな
第８話 犬がキライで悪いか！！
いかと・・・。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知
東生）
桑野が若い女性と一緒にいるところを沙織が目撃した。「彼女ができ
たのか！」と色めきたつ一同。焦ったみちるは、英治に合コンをセッティ
結婚できない男
ングしてもらい、夏美は断り続けていた見合いをすることに。そして桑野
第９話 彼女ができて悪いか！！
はその女性と、日曜日に会うことにする。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼
子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
沢崎に大手企業からヘッドハンティングの話が来た。いつも仕事のトラ
ブルを沢崎に処理してもらっている桑野は大いに動揺する。夏美に「トラ
結婚できない男
ブル処理ぐらい自分でやれ」と言われ、沢崎抜きで打ち合わせに臨むが
第１０話 女ごころがわからなくて悪い
依頼主を泣かせてしまう。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚
か！！
本高史・高知東生）
花柄が大嫌いな桑野だが、家の依頼主から花柄を使ってくれと注文が
入る。自分のポリシーを曲げてまで、仕事はしたくないと言い切る桑野。
みちるがストーカーにつきまとわれ困っていると知った夏美は、桑野に
結婚できない男
ボディーガードを頼む。文句を言いながらも守ってくれる桑野に、みちる
第１１話 花柄がキライで悪いか！！
は少しずつ好意を感じ始める。（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼
子・塚本高史・高知東生）
桑野に好意を持ったみちるは、ついに本人に告白。そんなみちるの様
結婚できない男
子に複雑な心境の夏美だが、どうしても桑野に素直になれない。そして
最終話 幸せになって悪いか！？
桑野の本心は・・・。「結婚できない男」桑野は、果たしてどうするのか？
（阿部寛・夏川結衣・国仲涼子・高島礼子・塚本高史・高知東生）
深夜の公園で若者の頭が突然発火し死亡した。警察は花火の引火に
よる事故死と考えるが，若者の頭部は炭化するまで燃えており，花火の
火力だとは考えられなかった。貝塚北署の女刑事・内海薫は不可思議
ガリレオ 第一章 燃える
な人体発火の謎を解くため，帝都大学准教授の湯川学の協力を仰ぐこ
とにする。湯川は物理学の天才で「変人ガリレオ」と呼ばれる変わり者
だった。（福山雅治・柴咲コウ・北村一輝・真矢みき・唐沢寿明）
内海は１０歳の子が描いたという絵を湯川に見せる。その絵は殺人事
件の容疑者のアリバイを証明する証拠だという。しかし、警察は簡単に
その絵を信じるわけにはいかなかった。その絵は少年が幽体離脱して
ガリレオ 第二章 離脱る
見たという風景だったのだ。（福山雅治・柴咲コウ・北村一輝・真矢みき・
品川祐）
湯川のゼミ生の義兄が行方不明になった。妻の弥生は，夫は知り合
いの老人の家を訪ねたはずだと言い張り，内海はその家を訪ねる。だ
が当の老人は病死しており家には甥夫婦がいたが，弥生の夫のことは
ガリレオ 第三章 騒霊ぐ
知らないと言う。弥生と内海は彼らの留守中に家に忍び込む。すると家
中が揺れるポルターガイスト現象が起きる。果たしてこれは幽霊のしわ
ざなのか。（福山雅治・柴咲コウ・広末涼子・甲本雅裕）
プールで若い女性の水死体が発見される。死因は心臓まひによるも
のと思われた。しかし内海は被害者の胸のあざが気になり、調べた結
果、その部分だけが壊死していることがわかった。
ガリレオ 第四章 壊死る
内海は湯川に相談するが、湯川は「それは物理学の範ちゅうではない」
と協力することを拒んだ。（福山雅治・柴咲コウ・北村一輝・真矢みき・香
取慎吾）
結婚できない男
第４話 休日を一人で過ごして悪い
か！！
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松江 浜田

分類番号

区分

●

FB2008-016

B－3

ガリレオ 第五章 絞殺る

●

FB2008-017

B－3

ガリレオ 第六章 夢想る

番組名

●

FB2008-018

B－3

ガリレオ 第七章 予知る

●

FB2008-019

B－3

ガリレオ 第八章 霊視る

●

FB2008-020

B－3

ガリレオ 第九章 爆ぜる 前編

●

FB2008-021

B－3

ガリレオ 最終章 爆ぜる 後編

●

FB2009-012

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第１回

●

FB2009-013

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第２回

●

FB2009-014

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第３回

●

FB2009-015

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第４回

●

FB2009-016

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第５回

●

FB2009-017

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第６回

●

FB2009-018

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第７回

実時間
内容
ホテルの一室で長野のペンションの経営者・矢島忠昭が殺された。部
屋は完全な密室で，犯行時間にその部屋に出入りした人間はいない。
さらに矢島が死亡したと思われる時刻，向かいのビルから，その部屋で
47
火の玉が飛ぶ様子が目撃されていた。矢島には多額の生命保険がか
けられていたため，妻の貴子が疑われる。（福山雅治・柴咲コウ・水野
美紀・大後寿々花）
内海の小学校時代の同級生の坂木は、現在は占い師をしていた。店
の名前は「モリサキレミ」。坂木はモリサキレミは自分の守護天使の名
前だという。その坂木が女子高生の部屋に侵入し逃走した。女子高生
の名前はモリサキレミだった。逃亡中の坂木は内海に電話してモリサキ 47
レミに呼ばれて家に行ったと言う。坂木を保護するために内海は湯川に
相談するが…。（福山雅治・柴咲コウ・北村一輝・真矢みき・堀北真希）

研究室の助手である栗林の友人・菅原の浮気相手が自殺をした。こ
の自殺がきっかけで，菅原は妻の静子と離婚し莫大な慰謝料まで取ら
れたという。ところが菅原は，事件の一週間前に，浮気相手が自殺した
のと同じ部屋で，女が自殺するのを目撃していた。しかし，その日その
部屋で自殺があったという事実はなかった。果たして菅原が見たもの
は，自殺の予知だったのか。（福山雅治・柴咲コウ・渡辺いっけい・塚地
武雅・深田恭子）
料理研究家の前田美鈴が惨殺された。犯行は全身を刃物でメッタ刺し
にされるという残酷なもの。犯人と思われた男・小杉は，警備員から逃
げようとしてビルから転落して死亡。事件は終わったように見えたが，美
鈴の妹・千晶は犯行時刻に，美鈴を自宅で目撃したと証言。さらに美鈴
の遺体からは，1つだけ刃物の種類が違う傷が発見される。（福山雅治・
柴咲コウ・釈由美子）
中学の文化祭で防犯に関する公開授業を行った内海と弓削は、展示
されていた『ゾンビのデスマスク』という石こうの仮面を見て驚く。あまり
にもリアルな表情をしたマスクだったからだ。
仮面を作った生徒に話を聞くと、自然公園の池で拾った金属製の仮面
を型にして作ったという。その後、自然公園の池から、デスマスクと同じ
顔の死体が見つかった。（福山雅治・柴咲コウ・北村一輝・真矢みき・久
米宏）
栃木県の龍仁湖の爆発事故で死んだ被害者と、自然公園の池の中
から見つかった被害者が、いずれも木島の会社の社員だったことが判
明した。木島は帝都大学の原子力学科の元教授で、中性子を１００％
反射する幻の合金・レッドマーキュリーの研究をしていた。
湯川は、どちらの事件の被害者も放射線被ばくしていたことから、木島
がレッドマーキュリーの研究を続けているのではないかと考えた。（福山
雅治・柴咲コウ・北村一輝・真矢みき・久米宏）
翔陽大学附属北部病院救命救急センターに，４人の医師がフライトド
クターの研修にやってきた。フライトドクターとは，ヘリコプターで現場に
急行し，治療を行う医師のことだ。野心を秘めた藍沢，エリートの白石，
負けず嫌いの緋山，小心者で見えっぱりの藤川。４人を指導するのは，
腕は一流だが若い医師のことを毛嫌いする黒田。
黒田の指名で一番乗りでヘリに搭乗した白石だが，現場の重症患者
を目の前に何もできずに終わってしまう。次に黒田が指名したのは藍沢
だった。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅利陽介・柳葉
敏郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
病院内で外来に来ていた老人が急性心筋梗塞で倒れた。彼女は前夜
藍沢が救急で診察し，問題なしとして帰宅させた患者だった。黒田は藍
沢に「お前が死なせるかもしれない患者だ」と告げる。この一件で藍沢
の代わりにヘリ担当となった緋山は，念願の現場に飛ぶ。流産しかけて
いる妊婦を前に緋山は…。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛
未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
白石と藤川が担当のフェローだけの当直の夜。白石は黒田らシニアド
クターの不在に不安を隠せない。しかし藍沢と緋山は大きなオペを自分
たちで担当できるかもしれないと考え，当直担当でもないのに深夜の病
院に残る。そこへ道で転倒したという急患が運ばれてきた。（山下智久・
新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・寺
島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
白石が担当した患者・宮本が急に吐血する。めまいを訴える宮本に精
密検査をするが異常は見つからない。宮本の話では過去にも検査のた
めに何度も開腹手術をしているが，なぜか原因がわからないのだとい
う。
そのころ黒田は藤川に「お前はフライトドクターには向いていない。辞
めろ」と告げていた。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅
利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
病院に真壁という男がシニアドクターの三井に会わせろとどなりこんで
きた。真壁は三井に妻子を殺されたと言う。医療ミスかと色めきたつ藤
川だが，ほかのフェローたちの反応はそっけない。
そんな中，工事現場でガス管が爆発。重傷者多数の大事故が起き
る。藍沢らフェローたちもヘリで現場に飛ぶが，黒田は藤川だけには事
務処理を命じるのだった。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛
未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
救命センターに買い物途中に転倒し、大腿部骨折をした藍沢の祖母・
絹江が搬送された。
藍沢が絹江の病室を訪れると、絹江は藍沢に「初めまして」とあいさつ
する。
診察した西条は、ケガをしたショックによる一時的な健忘症か認知症
の疑いがあると判断した。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛
未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
突然のおう吐と腹痛を訴えて、成田空港から大柄な女性が搬送されて
きた。しかし女性と思われた患者は、外国で性転換手術を受けた男性
だった。
一方、白石は病院内で電動車いすに乗った男生とその母親に声をか
けられた。2人は冴島に会いに来たという。白石は冴島に伝えるが冴島
は…。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅利陽介・柳葉敏
郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
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松江 浜田

●

分類番号

区分

FB2009-019

B-3

番組名

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第８回

●

FB2009-020

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第９回

●

FB2009-021

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
第１０回

●

FB2009-022

B-3

コード・ブルー ドクターヘリ緊急救命
最終回

実時間
内容
祭りの山車の下敷きになった男性が搬送されてきた。男性は足を骨折
し、山車の一部の木片が大腿部から腹部にかけて突き刺さっていた。
男性の手術は無事成功したが、その晩、男性の容体が急変する。
一方、化学工場でボイラー室の爆発事故が起き、ケガ人が出たという
47
連絡が入った。黒田と白石がドクターヘリで現場に向かった。（山下智
久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・
寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）

爆発事故の現場で落下物に右腕を挟まれた黒田。藍沢は黒田を救う
ために現場で黒田の腕を切断する。病院に搬送された黒田は、森本に
よって腕の接合手術を受ける。幸い腕は接合したが大幅な機能回復は
難しい状態だった。
一方、成田空港のエスカレーターから転落した少年が搬送されてき
た。
その少年・健一は黒田と別れた妻との間に生まれた子供だった。（山
下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村
政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
健一のオペが始まった。何もしてやることのできない黒田はいらだつ。
一方、救命センターに患者の受け入れ要請が入った。妊娠３６週目の
妊婦が本棚の下敷きになり、すでに数件の病院で断られていた。三井
は受け入れることを決め藍沢と処置を始める。藍沢は一度は母体を優
先することを決めたが母子両方を助けることに方針をかえた。（山下智
久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉愛未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・
寺島進・杉本哲太・児玉清・りょう）
高速道路のトンネル内で多重衝突事故が発生し、多数の死傷者が出
た。ドクターヘリで現場に向かった藍沢が目にした光景は、すさまじい事
故現場だった。
報告を受けた黒田は白石と緋山も現場に向かわせたが、現場では救
命のための人も血液も機材も不足していた。藤川は自分も現場に行か
せてほしいと黒田に申し出る。（山下智久・新垣結衣・戸田恵梨香・比嘉
愛未・浅利陽介・柳葉敏郎・勝村政信・寺島進・杉本哲太・児玉清・りょ
う）

47

47

58

ＦＣ．映画・ドラマ（テレビドラマ）（ＶＨＳ)
松江 浜田

分類番号

区分

●

FC93-179

C-1

●

FC93-180

C-1

●

FC96-303

C-1

●

FC98-353

C-1

●

FC98-354

C-1

●

FC99-366

C-1

●

FC2000-378

C－1

●

FC2000-379

C－1

●

FC2000-380

C－1

●

FC2000-381

C－1

●

FC2001-387

C－1

番組名

実時間
内容
五郎は、旭川の看護学校を卒業して看護婦になった蛍が富良野に
戻って来る日を心待ちにしていた。しかし、蛍は恋人の勇次から札幌の
伯父の病院で働くことを勧められ、五郎の気持ちを知りながらも札幌へ
行くことを決心する。
119
北の国から’９２ 巣立ち 前編
純の東京での生活も２年がたち、タマコという女友達もできた。同じ地
方出身ということから何となく気の合う２人。
ところがある日、純はタマコから重大な告白を受ける。（田中邦衛・吉
岡秀隆・中嶋朋子・竹下景子）
妊娠という思わぬ事態になすすべもない純は、タマコを預かっている
伯父から「どう責任をとるか」とつめ寄られた。事情を知らされた五郎は
上京し、純と共に謝った。そして家を建てるために３年もかけて製材した
149
丸太を売り慰謝料に当てた。
北の国から’９２ 巣立ち 後編
丸太のかわりに石で家をつくり始めた五郎は、正月に帰る純と蛍を石
ぶろて迎えようと張り切る。しかし、思わぬ事故が五郎を襲った。（田中
邦衛・吉岡秀隆・中嶋朋子・竹下景子）
純は東京から北海道の富良野に戻り、ゴミ収集の仕事をしながら友人
と暮らしていた。ある日純は、以前東京で働いていたという女性・シュウ
183
と知り合い付き合い始める。
北の国から’９５ 秘密
一方、純の妹・螢は、不倫中の相手と札幌から姿を消した。（田中邦
衛・吉岡秀隆・中嶋朋子・宮沢りえほか）
純はゴミ収集の仕事を続け、五郎は有機農業の手伝いと炭焼きをして
いる。ある日、純は恋人のシュウの実家にあいさつに行くが将来に不安
149
北の国から ’９８時代 前編
を抱いて帰る。一方、螢は落石（おちいし）で幸せに暮らしているはず
だったが・・・。（田中邦衛・吉岡秀隆・宮沢りえ）
螢と正吉の結婚が決まった。螢は富良野に戻り嫁ぐ日まで五郎と暮ら
173
北の国から ’９８時代 後編
すことになった。純もひんぱんに五郎の家を訪れるようになり幸せをか
みしめる五郎だったが・・・。（田中邦衛・吉岡秀隆・宮沢りえ）
元刑事の沢田は、在職中に連続殺人罪で逮捕しながらも裁判で無罪
になった男・月岡のことを忘れられない。そんな時、月岡の周辺でまた
96
七人の刑事 最後の捜査線
事件が起こった。沢田は、刑事時代の同僚とともに月岡の周辺を探る。
（芦田伸介・風間杜夫・岸本加世子ほか）
１９９７年。暮れも押し迫った湾岸署は、てんやわんやの忙しさ。そこに
踊る大捜査線
青島刑事が復帰してきて、さらに大事件が発生してしまう。湾岸署は無
117
歳末特別警戒スペシャル
事に年を越せるのか！？管理職３人組も、ますます元気に一味違った
刑事ドラマを展開。（織田裕二・柳葉敏郎・稲垣吾郎ほか）
律子が院長を勤める少女院に、野崎教官が赴任してきた。反抗的な
金曜エンタテイメント
態度から独房に入れられたヒナコを担当した野崎は、律子の指導法が
単独房の少女たち
甘すぎると反発し、少女院の教官を辞めると言い出す。だが律子は、野 95
おばちゃん院長律子の人生なげたらアカ
崎を苦しめている過去を知った。（中村玉緒・赤井英和・川俣しのぶほ
ン！！
か）
首を絞め、遺体を刃物で切り刻む残忍な手口で女性が殺害された。そ
の殺害方法は、３年前、精神科医レイカがプロファイリングで解決した連
金曜エンタテイメント
続幼女殺人事件の犯人の手口と似ていた。だが、その犯人は心神喪失 95
女医レイカ
の診断により精神病院に送られたはずだった。
しかし・・・。（名取裕子・鶴見振吾・石橋蓮司ほか）
視聴者から寄せられた実際に起こった怖い話を再現ドラマ化したも
の。
金曜エンタテイメント
95
夜道で何かに遭遇してしまった少女の話をオープニングに、「深夜病
ほんとにあった怖い話
棟」、「社内怪報」、「白昼のベル」、「夏の訪問」の４編が紹介される。
（黒木瞳・稲垣吾郎・中山美穂ほか）
中学３年のいちごは、両親と妹２人の５人家族。自然派の母の希望で
郊外の農家に引っ越すが、不便な生活にいちごは不満だ。その上、母
カネボウヒューマンスペシャル
97
の妊娠で、家事や妹の世話などがいちごの肩にかかってきた。受験勉
第２０弾 大地の産声が聞こえる
強も満足にできず、いらだついちご。いちごは、「こんな家嫌い！家を出
－１５歳いちご薄書－
る」と言い出した。（浅野ゆう子・赤井英和・池脇千鶴）

松江 浜田

●

●

分類番号

区分

●

FC2001-388

C－1

●

FC2001-389

C－1

●

FC2001-390

C－1

●

FC2001-391

C－1

●

FC2002-400

C－1

●

FC2002-402

C-1

●

FC2002-403

C－1

●

FC2002-405

C－1

●

FC2002-406

C－1

●

FC2002-407

C－1

●

FC2002-408

C－1

●

FC2002-411

C－1

●

FC2002-412

C－1

●

FC2003-421

C-1

●

FC2003-422

C－1

●

FC2003-423

C－1

番組名

内容
地主の一人娘・戸倉彩は、借金を抱えた戸倉の家を救うために、実業
家・横山平吉に嫁ぐ。しかし、平吉との結婚生活には夢も希望もなかっ
２０００年ドラマスペシャル
た。
百年の物語
小作の公太は、そんな彩を温かく見守る。
第一夜 愛と憎しみの嵐
激しい運命にほんろうされながらも、懸命に生きた女の物語である。
（松嶋奈々子・原田龍二・黒木瞳）
戦争で亡くなった横山平吉と彩の娘・純子は、小学校の教師となり、戦
後の混乱期を弟と無我夢中で生きていた。そんな時、純子は日系米軍
２０００年ドラマスペシャル
士官のヒロセ・カズオと出会う。
百年の物語
互いにひかれ合う２人だったが、やがてヒロセは朝鮮戦争で出兵する
第二夜 愛は哀しみをこえて
ことになった。（松嶋奈々子・大沢たかお）
キャリアウーマンの千代は、４歳の時に母に捨てられて以来、人を愛
することを忘れた。
ある日、千代にそっくりな女性の絵を持って、元ボクサーの進次が現
２０００年ドラマスペシャル
れる。
百年の物語
百年前、彩と公太が愛し合った運命的な事実を知る由もない２人は、
第三夜 オンリー・ラブ
千代の母に会うためにアメリカへ向かう。（松嶋奈々子・渡部篤郎・橋爪
功）
津田はプロ野球・広島カーブのエースストッパー。あるパーティーに出
金曜エンタテイメント
席した折に、コンパニオンの晃代に一目ぼれし結婚する。平成元年、
ヒューマンドラマスペシャル
ファイアマン賞を受賞し、最優秀救援投手に輝いたが、翌２年、頭痛に
最後のストライク 炎のストッパー津田恒
悩まされ成績はガタ落ち。病院で悪性脳腫瘍と診断される。（岸谷五
美・愛と死を見つめた直球人生
朗・石田ひかり・石黒賢）
長引く不況で売上が落ちているトアール・チャイナ。その再建案を浜田
課長ひきいる１３課が出すことになった。いくら考えても、なかなかいい
案は浮かばない。
そんな折、浜田は同窓会で昔の友人中島に出会う。聞けば中島は今
「明日があるさ」 スペシャル
回転寿司業界最大手の「満腹寿司」にいるという。浜田は、満腹寿司と
提携してトアール・チャイナを再建しようと考えるが…。（浜田雅功・松本
人志・藤井隆・稲森いずみ・柳葉敏郎・筧利夫）
金八と元３Ｂの生徒が大西さんの一周忌で久しぶりに再会した。しか
し力也は法要に欠席した数名のことが許せず、欠席者の家を訪ねる。し
３年Ｂ組金八先生 スペシャル
かしこの行動が警察を巻き込む大騒動に発展してしまう。（武田鉄矢・
小西美帆・星野真里・吉行和子）
２６歳の若さで亡くなった金子みすゞ。山口県の仙崎で生まれ育った彼
女は、大正九年春、大津高等女学校を卒業。家業の書店を手伝いなが
ＴＢＳ創立五十周年記念番組
ら初めて投稿した詩が、四つの雑誌で入選。だが実弟とのかなわぬ恋、
明るいほうへ明るいほうへ
親友の死、夫の裏切り…と過酷な運命が待ちかまえていた。（松たか
－童謡詩人 金子みすヾ－
子・三宅健・中田喜子・渡哲也・野村宏伸・香川京子）
八ヶ岳中央病院の医師・太田章は、重病患者や末期の患者の心に寄
り添った医療を目指している。苦しい治療で疲れ果てた患者たちに「もう
がんばらなくてもいいよ」と語りかける。 末期がん患者・里中葉子は、
平成１３年度文化庁芸術祭参加
家族に迷惑をかけないよう、家から遠い地にあるこの病院に転院してき
がんばらない
た。かたくなな彼女の心は、家族の見舞いも拒むが…。（西田敏行・倍
賞美津子・大滝秀治・市毛良枝・保阪尚輝）
初の日韓合作ドラマ。香港の街でふとしたきっかけで出会ったジフンと
智子。映画監督になる夢を持つ大学生のジフンと、東京のデパートに勤
日韓共同制作ドラマ
める智子。言葉の壁を越えて交際が始まる。
ｆｒｉｅｎｄｓ 第一夜
ある日、ジフンは智子に会いにやって来るのだが…。（ウォンビン・深
田恭子・矢田亜希子・小澤征悦・戸田菜穂・近藤芳）
ジフンは韓国国民の義務である軍隊へ。入隊を知った智子は、ジフン
の元に駆けつけるが、別れを告げられる。
日韓共同制作ドラマ
二年後、ソウルの街で二人は偶然再会し、愛を確認する。しかし、文
ｆｒｉｅｎｄｓ 第二夜
化の違いが二人の間に大きな溝をつくってしまう。（ウォンビン・深田恭
子・小澤征悦・矢田亜希子・戸田菜穂・竹下景子）
幸せ商店街の『幸せラーメン』の小池さん宅に降り立った慎吾ママ。商
慎吾ママ夏休みドラマＳＰ
店街の危機を救い、波男の恋を後押しし、小池家に幸せを運びます。パ
ミッキーも一緒
ワフルな慎吾ママとミッキーや豪華なゲスト陣が見もの。（香取慎吾・永
“おっは～”は世界を救う！②
作博美・三宅裕司）
クリスマスクルーズの客船にライフル銃を持った若者が乗船し、船の
機関士を撃つという事件が起きた。機関士は港北医大の救命救急セン
ターに運ばれ、進藤先生が執刀するが、危険な状態だ。その客船に
救命病棟２４時
は、シカゴから帰国したばかりの香坂先生も乗っており、人質になって
新春スペシャル
いた。犯人から、「けが人の治療に医師を乗船させろ」という電話が入
り、進藤先生が船に向かう。（江口洋介・松雪泰子・伊藤英明・須藤理
彩・田畑智子・宮迫博之）
手塚治虫の短編３本をドラマ化。生意気盛りの女の子が、不思議な
キャンデーの力を借りて大人の女性に変身し、恋をのぞき見る「ふしぎ
なメルモ」 内向的な高校生がインターネットで見た写真の少女との交
ドラマスペシャル
流をとおして、独り立ちするまでを描いた「るんは風の中」 事業に失敗
手塚治虫劇場
した初老の男が、同窓会のため訪れた母校で不思議な体験をし、再び
生きる力を取り戻す「カノン」を収録。（今井翼・池脇千鶴・木村佳乃・寺
脇康文・緒方拳・富田靖子・谷啓）
純と蛍を置いて東京へ出稼ぎに行っていた五郎が帰ってきた。五郎
は、みどりの息子の正吉を預かることになる。だが、みどりが五郎を連
帯保証人とし７００万円の借金をしていたことが発覚。そんな折、豆で大
木曜ファミリーワイド
もうけした松吉じいさんが、３０年ぶりに姿を見せ自分の山を処分して返
北の国から’８３ 冬
済するように言うのだが、山はとっくに人手に渡っていた。（田中邦衛・
吉岡秀隆・中嶋朋子・竹下景子・笠智衆・地井武男）
３８歳で独身の圭子は高校の先輩の江崎とハウスクリーニングの会社
を共同経営している。江崎は離婚して娘と母親の三人暮らし。圭子はホ
金曜エンタテイメント
ストクラブに通ううち、彫金で身を立てたいという克が気に入り、お金で
山田太一ドラマスペシャル
愛人関係を契約。だが克が結婚するため別れることになった。思い悩む
この冬の恋
圭子が運転する車の前に飛び出した男が、意外な展開をみせる。（田
中美佐子・渡辺えり子・要潤・大隈いちろう・小林稔侍・平岩紙）
パリコレ有名デザイナー明智小夜子が「株式会社ランポ」へのデザイ
ナー就任のため日本に帰国し、１７歳の息子、小林真一に１２年ぶりに
金曜エンタテイメント
再会する。
えなりかずきの少年探偵・事件でござ
ところが、小夜子の就任記者発表のリハーサルで、殺人事件が起き
る！
る。そしてランポには不正経理のうわさが。高校生の真一少年が、謎に
挑む。（えなりかずき・村上里佳子・佐々木蔵之助・初音映莉子）

実時間

122

117

117

96

88

96

123

96

110

110

96

117

92

93

96

96

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

●

FC2003-424

C-1

北の国から ２００２ 遺言 前編

●

●

FC2003-425

C-1

北の国から ２００２ 遺言 後編

●

FC2003-426

C－1

山田太一ドラマスペシャル
香港明星迷

●

FC2004-429

C－1

ショムニ ＦＯＲＥＶＥＲ

●

FC2004-430

C－1

２７時間テレビ
スペシャルドラマ 海のオルゴール

●

FC2004-433

C－1

愛と絆の人間ドラマ
特別企画 娘よ

●

FC2004-434

C－1

テレビ５０周年ドラマ特別企画
さとうきび畑の唄

●

FC2004-435

C－1

ブラックジャックによろしく
～涙のがん病棟編～

FC2005-446

C－1

ホテルスペシャル ２００１秋
姉さん！恐怖です？！

FC2006-015

C-1

●

FC2007-003

B－3

●

FC2007-008

B－3

●

FC2007-009

B－3

●

FC2007-011

B－3

●

FC2008-004

B－3

●

●

内容
草太の突然の死から四年。純と正吉が草太から引き継いだ牧場は倒
産し、莫大な借金を抱えた二人は働き口を求め富良野を離れた。蛍は
看護婦をして三歳になった息子の快と暮らしている。結婚の報告にシュ
ウが五郎を訪れ、純への手紙を託す。その後五郎の腹部に激痛が走
る。６７という年齢を考え病院で検査を受けた五郎だが…。（田中邦衛・
吉岡秀隆・中嶋朋子・宮沢りえ・内田有紀・竹下景子）
２１年間愛されてきたこのドラマも、今回で最終回を迎える。 草太から
引き継いだ牧場が倒産し多額の借金を抱え、富良野を出た純は、羅臼
で結と知り合う。しかし彼女は複雑な事情を抱えていた。 一方、五郎の
生きがいは、孫の快だったが、最近、自分の健康に不安を感じ始め、新
吉の勧めで、遺言を書いてみることにした。（田中邦衛・吉岡秀隆・中嶋
朋子・宮沢りえ・内田有紀・竹下景子）
香港のスター、イーキン・チェンの追っかけを自認する里美。彼女は靴
のブランド、サンマロのアジア地区の営業部長である。イーキン・チェン
のパーティーのチケットを手に香港に飛んだ里美は、そこで圭子、茜と
知り合い、意気投合する。しかし、実は３人にはそれぞれ思惑があった
のだ。（薬師丸ひろ子・山本未來・室井滋・岡田眞澄・堺雅人・山崎努）
庶務二の６人は、それぞれ超ラッキーな初夢を見る。その初夢がかな
うよう初詣に出かける６人。そして６人全員が大吉を引き当てる。さら
に、６人の当たりくじの番号が、初夢に出てきた数字と一致したことか
ら、６人はその番号で宝くじを買うことに。
宝くじは当たるのか？それとも…。（江角マキコ・京野ことみ・石黒賢・
戸田恵子・高橋由美子）
国際児童図書評議会の記念大会で美智子皇后が紹介された一編の
詩「頬」は、詩人竹内てるよの作品だ。波乱に満ちた生涯を送りながら
も、常に明るく希望を忘れず生きた竹内てるよの半生を描いたドラマ。
てるよは幼い時に両親と離れ祖父母に育てられた。長じて東京の出
版社に勤めるが、祖父の勧めで結婚をすることに。男の子を授かるが、
生まれつき体の弱いてるよは、出産を機に寝たきりになってしまう。（松
雪泰子・池内博之・石坂浩二・仲村トオル・八千草薫・新山千春）
昭和３９年、初老の作家・藤沢省二郎は娘・みこと鎌倉に引っ越した。
みこは、戦争中の無理がたたって体を壊し、嫁ぐことも働くこともできず
家にいるのだった。しかし、つらい姿は人には見せず、みこは省二郎に
毒舌を吐き、威勢のよい娘を演じていた。そんな暮らしの中、省二郎が
再婚したいと言い出す。何と相手はみこと同い年の人妻だという。（一路
真輝・杉浦直樹・竹下景子・えなりかずき・遠藤久美子）
沖縄で写真館を営む平山幸一は、５人の子宝に恵まれ、家族で平和
な日々を送っていた。ある日、ラジオから日本が真珠湾を攻撃したとい
うニュースが入った。その後、戦況は悪化し、ついに幸一にも召集礼状
が届く。離れ離れになった家族に待ち受けていたものは…。（明石家さ
んま・黒木瞳・仲間由紀恵・上戸彩・坂口憲二）
斎藤英二郎の研修先は第四外科、通称がん病棟だ。今までの研修先
で常に問題を起こしてきた英二郎は、初日から川渕教授に「君が永大の
がん細胞か」と目をつけられる。英二郎が出会った膵臓がんの患者・良
江は完治できると言われ手術に踏み切るが、その後肝臓へ転移が見つ
かる。「もうできることはない」と言う指導医・庄司の言葉に食ってかかる
英二郎は…。（妻夫木聡・鈴木京香・阿部寛・石橋貴明・薬師丸ひろ子）

実時間

132

158

121

127

100

109

136

124

東京ドームプラトンも開業からはや１年。たまたま東京プラトンから会
議で出向いた赤川一平には、いたって順調に見えた。が、坂下マネー
94
ジャーの借金肩代わりの解決がきっかけで、やくざの親分が宿泊滞在
することになり・・・。（高嶋政伸・丹波哲郎・小林稔侍・紺野美沙子・赤坂
晃）
盗賊改めの御頭 長谷川平蔵のところへ、いとこの仙右衛門が訪ねて
きた。茶屋「山吹屋」の女中・お勝を嫁に迎えたいという。年が二十歳も
時代劇特別企画 鬼平犯科帳スペシャル 離れたお勝との縁談に、息子たちは難色を示す。
97
お勝の人柄を見定めようと平蔵は山吹屋へ行ったが、お勝の態度に
山吹屋お勝
疑問を持つ。密偵の利八に素性を探るように命じた。（中村吉右衛門・
多岐川裕美・尾美としのり・床嶋佳子・吉田栄作）
美容サロンの社長・志津は、現在６５歳。２０歳の時に、ある事情か
ら、結婚するはずだった男性の子を１人で出産し、１人で育て上げた。あ
る日、その１人娘貴子の娘・未来が、志津を頼って訪ねてくる。交通事
123
涙そうそう この愛に生きて
故で死亡した恋人の子を、１人で産んで育てたいと言うのだ。志津は、４
５年前の出来事を未来に話し始める。（黒木瞳・上戸彩・賀来千賀子・三
浦友和・泉ピン子）
現在、東京大学で准教授をしている福島智さんは９歳のとき病気で失
明し、１８歳のとき聴力を失って盲ろう者となった。福島さんを指点字と
いう独特の通訳法で公私ともに支え続けているのが、妻の沢美さんだ。
金曜エンタテイメント
96
結婚当初は沢美さんは頑張りすぎて、精神的に追い詰められることも
指先でつむぐ愛
あった。このドラマでは沢美さんの著書をもとに、盲ろうの夫と通訳者の
妻が互いに理解を深め、固い絆で結ばれていく様子を描く。（田中美佐
子・中村梅雀・野際陽子・佐野史郎）
カスペ！ テレビアニメ放送開始１５周年 まる子の学校で授業参観会が行われることになった。授業が苦手な
算数ということで、まる子は憂うつでしかたない。お母さんの前で何とか
記念ドラマ ちびまる子ちゃん
97
手柄をたてようと頑張るまる子だが・・・。「まるちゃんのゆかいな生活」
「まるちゃんのゆかいな生活」の巻
の巻、ほか２話。（森迫永依・高橋克実・清水ミチコ・モト冬樹）
「仲良しの集い」の巻
「たまちゃん、大好き」の巻
山口県虹ケ浦で殺人事件が発生。被疑者として逮捕されたのは、虹
ケ浦を支える大企業鴨居産業の専務、滝田だった。滝田は潔く罪を認
めるのだが、久利生は滝田の供述に不可解な点を感じ、鴨居産業や滝 116
ＨＥＲＯ
田の自宅の家宅捜索に踏み切る。（木村拓哉・堤真一・綾瀬はるか・中
井貴一）
徳永昭広は小学１年生。父親の死後、広島で居酒屋を営む秀子に女
手一つで育てられていたが、祖母おさのの元に預けられることになり、
新春ドラマスペシャル
佐賀へ。おさのは貧乏だが節約の天才だった。昭広はおさのと暮らしな 115
佐賀のがばいばあちゃん
がら、生活の知恵や人生を学んでいく。（泉ピン子・石田ゆり子・広田亮
平）

松江 浜田

分類番号

区分

●

FC2008-008

B－3

千の風になってドラマスペシャル
ゾウのはな子

●

FC2009-021

B－3

ホームレス中学生

番組名

実時間
内容
戦後初めてタイから来日したゾウのはな子は６０歳になった今も元気
で，井の頭自然文化園で飼われている。一方で戦時中上野動物園の人
気者だったゾウの花子は，「空襲で壊れたオリから街へ逃げ出したら危
108
険」という理由で処分された。
精いっぱいの愛情を持ってゾウに接した飼育係の苦悩や喜びが描か
れ，命の大切さを伝えてくれる。（反町隆史・北村一輝・甲本雅裕・純名
りさ・堺正章・田宮五郎・六平直政・窪塚俊介）
中学２年生の裕が学校から帰宅すると、家の前に家財道具一式が運
び出されていた。訳がわからず帰宅した兄・姉とともに父の帰りを待つ
121
が、帰宅した父に「解散宣言」を突きつけられた。お笑いコンビ・麒麟の
田村裕の自叙伝。（黒木辰哉・夏帆・田中圭・薬師丸ひろ子・内藤剛志）

ＦＤ．映画・ドラマ（映画）（ＶＨＳ)
松江 浜田

分類番号

区分

●

FD94-032

C-1

男はつらいよ
寅次郎の縁談

●

FD94-034

C-1

男はつらいよ
拝啓車寅次郎様

●

FD94-035

C-1

男はつらいよ
寅次郎紅の花

●

FD97-036

C-1

釣りバカ日誌８

●

FD97-042

B-3

極道の妻たち 赫い絆

●

FD97-044

B-3

ひめゆりの塔

●

FD98-045

C-1

釣りバカ日誌 ９

●

FD98-046

C-1

男はつらいよ
ハイビスカスの花 特別編

●

FD2000-061

B-3

極道の妻たち 赤い殺意

●

FD2000-062

B－3

カンゾー先生

●

FD2000-063

B-3

鉄道員（ぽっぽや）

●

FD2000-064

B－3

ドクタースランプ
アラレのびっくりバーン

●

FD2000-065

B－3

学校の怪談４

●

FD2000-066

C-1

釣りバカ日誌イレブン

●

FD2001-067

C－1

さくや妖怪伝

●

●

●

番組名

実時間
内容
今回は四国の瀬戸内海に浮かぶ小島が舞台。
就職活動がうまくいかないいらだちから、家を飛び出した満男を連れ
戻しに四国へ向かった寅次郎。満男は見つけたものの、満男の居候先 104
で暮らす訳あり娘にひと目ボレして・・・。平成５年度制作（渥美清・松坂
慶子・吉岡秀隆ほか）
くるまやに帰ってきた寅次郎は、仕事に悩む満男に助言を与え、翌日
にはまた旅立ってしまう。寅次郎は、琵琶湖で撮影旅行中の典子と出会
101
う。一方、満男も先輩に会いに琵琶湖に近い長浜に向っていた。シリー
ズ第４７作。平成６年度制作（渥美清・吉岡秀隆・かたせ梨乃ほか）
行方知れずの寅次郎を心配するさくらたちは、たまたま見ていた阪神
大震災の番組の中に寅次郎を見つける。寅次郎は震災後の被災地で、
ボランティアとして働いていたのだ。
110
また、さくらの息子・満男はかつての恋人・泉が見合い相手と結婚する
ことを知り結婚式を妨害してしまう。平成７年度制作（渥美清・吉岡秀
隆・後藤久美子ほか）
スーさんは、友人の娘で医者をしている和美に悪性ポリープを発見し
てもらい、命拾いした。
お礼に釣りに行くことになったスーさんは浜ちゃんを誘い、そこに博士 105
も同行したのだが・・・。平成８年度制作（西田敏行・三國連太郎・柄本
明・室井滋ほか）
堂本組組長の娘・きわと結婚した久村は念願の組長を襲名した直後、
反目している暴力団員を殺害。組のために身代わりになった組員ときわ
115
が服役する。５年後、きわは出所したが・・・。極道の世界に生きる妻た
ちの生きざまを描く。平成８年度制作（上映会使用の際は事前届け出が
必要です）（岩下志麻・宅麻伸・萩原流行・毬谷友子ほか）
太平洋戦争の際、日本で唯一、地上戦が行われた沖縄では一般人も
数多く犠牲となった。その中に県立第一高女と師範学校女子部の職員
と生徒で編成された“ひめゆり部隊”があった。看護婦として従軍した彼
122
女たちの悲劇を描いた戦後５０年記念作品。平成８年度制作（上映会使
用の際は事前届け出が必要です）（沢口靖子・後藤久美子・永島敏行
ほか）
浜ちゃんの部署に新しい部長が着任してきた。真面目でエリート街道
まっしぐらだが、私生活では好きな女性に告白も出来ないほど不器用で
115
照れ屋。そこで浜ちゃんが一肌脱ぐことになった。（西田敏行・三國連太
郎ほか）
成長してビジネスマンになった寅さんの甥の満男。地方回りをしながら
寅さんのことを考え、２０年前を思い出す。照れて愛の言葉が言えな
106
かった寅さんとリリーのもどかしい恋を振りかえる。（渥美清・倍賞千恵
子・浅丘ルリ子ほか）
高須組組長の息子・俊之と元ＯＬの由紀は、グアムで二人きりの結婚
式を挙げる。
日本では、高須組主催による盆踊り大会が行われていたが、その席
106
で組長が何者かに殺害された。連絡を受けた俊之と由紀は帰国する
が、そこで待ち受けていたものは・・・。（上映会使用の際は事前届け出
が必要です）（高島礼子・野村宏伸・かたせ梨乃ほか）
太平洋戦争中岡山県の田舎町の開業医・赤城風雨（カンゾー先生）の
生き方、肝臓病の原因をさぐるため研究しようとして起こるさまざまな事
件、その結果「一介の町医者に徹するべし、わしはこれを忘れていた」と 130
再び走るカンゾー先生の物語。（柄本明・麻生久美子・世良公則ほか）
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）
北海道の幌舞線の駅長・佐藤乙松は、廃線と同時に定年を迎えること
になっていた。鉄道員として駅を守り続けるあまり、やっと授かった娘を
死なせ、最愛の妻の死に目にもあえなかった。ある日、乙松の前にかわ 113
いい少女が現れる。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）（高倉
健・大竹しのぶ・小林稔侍ほか）
アラレちゃんたちは、やまのうえで、はるのせい・モコモコにであう。モ
コモコたちが、いきていくためにひつような“たいようのかけら”。その“た
50
いようのかけら”が、ナシババにぬすまれてしまった。アラレちゃんたち
は“たいようのかけら”をとりもどすためナシババのあじとにむかう。（上
映会使用の際は事前届け出が必要です）
弥恵と兄の恒は、夏休みに従姉妹のあゆむの家に遊びに行く。ちょう
どそのころ、あゆむの住む町には大型台風が上陸していた。その夜、弥
恵たちはあゆむから、昔、町の小学校に津波が押し寄せ、校舎もろとも
100
海に飲み込まれた子供たちの話を聞く。
台風の過ぎ去った翌日、あゆむの同級生たちが次々と姿を消す。（豊
田眞唯・広瀬斗史輝・皆川優紀ほか）
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）
時代は平成不況の真っ只中。鈴木建設も順調とは言えず、スーさん
は悩んでいた。そんなスーさんの沖縄出張にハマちゃんが同行する事
になった。もちろんハマちゃんは仕事そっちのけで釣りが目的。しかし、 112
スーさんはこの出張中に、会社のリストラ策を決定しなければならな
かった。（西田敏行・三國連太郎・浅田美代子ほか）
宝永４年、富士山の噴火により、地の底に封じ込められていた妖怪た
ちが地上にあふれ出す。
妖怪を倒すことを使命とされた咲夜（さくや）は、村正（むらまさ）という
88
妖怪を倒す力を持つ刀で戦う。
しかし、村正を使えば使うほど、咲夜の命は短くなってしまう。（安藤
希・島田久作・松坂慶子ほか）

松江 浜田

分類番号

区分

●

FD2001-068

B－3

御法度

●

FD2001-069

B－3

Ｇａｍｅｒａ３ 邪神覚醒

●

FD2001-070

B－3

長崎ぶらぶら節

●

●

FD2001-071

B-3

日本テレビ・東映提携作品
あぶない刑事
フォーエヴァー THE MOVIE

●

●

FD2001-072

B-3

東京映画作品 名もなく貧しく美しく

●

FD2001-073

C－1

十五才 学校Ⅳ

●

FD2001-074

C-1

釣りバカ日誌１２

●

FD2002-075

B－3

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

●

FD2002-076

B－3

銀河鉄道９９９
エターナル・ファンタジー

●

FD2002-077

B－3

東映創立５０周年記念作品
ホタル

●

FD2003-078

B－3

デジモンアドベンチャー
ぼくらのウォーゲーム！
ＣＨＩＬＤＲＥＮ’Ｓ ＷＡＲ ＧＡＭＥ

●

FD2003-079

B-3

新・仁義なき戦い

●

FD2003-080

B－3

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース
“ねじまき島の冒険”
ジャンゴのダンスカーニバル

●

FD2003-081

B－3

ＧＯ

●

●

番組名

内容
時は幕末。京の市中を見回る新撰組は厳しい規則で知られていた。
規則は「局中法度」と呼ばれ、破ったものには死を伴う厳罰が待ってい
た。その新撰組に美ぼうの少年が入隊した。あやしいまでの美しさと不
思議な魅力に満ちたその少年に、鉄の結束を誇った新撰組の隊士たち
は翻弄されてゆく。
司馬遼太郎の原作を大島渚監督が映像化した話題作。（ビートたけ
し・松田龍平・浅野忠信・武田真治）（上映会使用の際は事前届け出が
必要です）
世界各地でギャオスが大量発生し、その原因を鳥類学者の長峰が
探っていた。
一方、４年前のガメラとギャオスの戦いで両親を失った少女・綾奈は伝
説の祠でなぞの生命体と出会い、イリスと名づけ育て始める。目的は、
両親を殺したガメラへの復しゅうだった。（中山忍・前田愛・山咲千里・藤
谷文子）（上映会使用の際は事前届け出が必要です）
なかにし礼の同名小説を市川森一の脚本で映画化した作品。監督
深町幸男。
丸山芸者の愛八は、五十歳を目前にしながらも、歌と三味線の腕は
丸山随一と言われていた。この愛八は気風がよく、幕下力士や貧しい
花売りの子などを身銭を切ってかわいがっていた。
長崎の豪商古賀十二郎は愛八の歌のうまさにひかれ、長崎の忘れか
けられている歌探しをしないかと愛八を誘う。（吉永小百合・高島礼子・
いしだあゆみ・渡哲也・原田知世）（上映会使用の際は事前届け出が必
要です）
国際テロ組織ＮＥＴ＜ネット＞が、タンカーを乗っ取り、横浜市に１００
億円を要求してきた。
あぶない刑事の２人が、横浜を舞台にバトルを展開。手りゅう弾にもバ
ズーカ砲にも負けない２人の活躍は、横浜を救うことになるのか！？。
（上映会使用の際は事前届け出が必要です）（館ひろし・柴田恭兵・浅
野温子・仲村トオル）
戦後の混乱期を生き抜いた一組のろうあ者夫婦の姿を描く。
道夫と秋子は、「二人で助け合わなければ生きていけない。助け合っ
て普通の人に負けないように…」と、必死で生きてきた。やがて子供にも
恵まれ、幸せをかみしめる二人だったが…。（上映会使用の際は事前
届け出が必要です）
※なお本作品には、「おし・つんぼ」という差別語が使用されていま
す。これらの語は、現在では人権上、使用の許されない用語ですが、作
品が制作された時代背景・制作者の意図をふまえ、音声のまま字幕化
しています。（高峰秀子・小林桂樹・草苗光子・原泉）
懸命に学び、生きる人々の姿を描いて、日本中に大きな感動を巻き起
こしてきた山田洋次監督の『学校』シリーズ４作目。今回の物語は中学
三年生の少年が主人公。舞台を教室の外に移し、少年の冒険の旅を通
して、学校や家庭を裏からあぶりだすように描く。
故郷山口県での悠々自適の生活を夢見て、釣り同好会会長の高野常
務が早期退職。伝助は、高野を訪ねる旅行に一之助から誘われる。日
本海で釣り三昧すべく、伝助は使い果たした休暇を獲得しようと画策す
る。（西田敏行・三國連太郎・浅田美代子・宮沢りえ・吉岡秀隆ほか）
一郎は、父道夫と、事故で亡くなった母秋子との間に生まれた。両親
が聴覚障害者であるために、就職や結婚など差別に直面し苦しんでい
た。
そんなある日、初めて一郎の人間性を認めてくれる人物が現れ、やが
て彼の娘との縁談を持ち出された。（小林圭樹・北大路欣也・内藤洋子・
大空真弓・加東大介・乙羽信子）（上映会使用の際は事前届け出が必
要です）
※なお本作品には、「おし・つんぼ」という差別語が使用されていま
す。これらの語は、現在では人権上、使用の許されない用語ですが、作
品が制作された時代背景・制作者の意図をふまえ、音声のまま字幕化
しています。
アンドロメダへの旅から帰った鉄郎は、再び新たな支配者の現われた
地球で、捕らわれの身となっていた。そこへ９９９に乗ったメーテルが鉄
郎を救いに現われる。新たな敵の正体はメタノイド。機械の体を持つ彼
らは、人間の生命力を恐れていた。
メタノイドの手から地球や人類を救うため、鉄郎は新たな旅へと出発
する。（上映会使用の際は事前届け出が必要です）
太平洋戦争末期、鹿児島の知覧からいくつもの若い命が特攻隊として
消えていった。そして激動の昭和も終わりを告げ、４０年の時を経て、山
岡は胸の奥にしまっていた戦友金山少尉の遺言を、妻の知子に打ち明
け、一緒に韓国の少尉の遺族へ伝えに行く。（高倉健・田中裕子・夏八
木勲・小澤征悦・奈良岡朋子・井川比佐志）（上映会使用の際は事前届
け出が必要です）
デジタルワールドでの冒険から太一たちが帰ってきて半年後。平和に
暮らしていた太一たちの元に再びデジモンが現われた！今度のデジモ
ンは、インターネットを舞台にデータを食い尽くそうとする凶悪デジモン。
データを食い尽くされて混乱した世界を救えるのは太一たちしかいな
い！アグモン、テントモンたちと共に仲間たちが立ち上がった。（上映会
使用の際は事前届け出が必要です）
幼いころ、貧しくも一緒につるんでいた昌龍（しょうりゅう）と甲子男（か
ねお）。３０年後、昌龍は在日韓国人実業家として頭角をあらわし、大の
ヤクザ嫌いでもあった。一方、極道となった甲子男。そんな２人が暴力
団の跡目争いに巻き込まれていった。（上映会使用の際は事前届け出
が必要です）（豊川悦司・布袋寅泰・佐藤浩市・岸部一徳）
ルフィたちの船が盗まれてしまった。船を取り戻しに行く途中で会った
ボロードとアキースの話によると、船を盗んだのはねじまき島にいるトラ
ンプ海賊団らしい。ルフィたちは船を取り戻しに、そしてボロードたちは
ねじまき島にあるというダイヤモンドクロックを求めて島を目指す。（上映
会使用の際は事前届け出が必要です）
杉原は朝鮮学校に通う在日朝鮮人。毎日の生活は退屈で、学校も退
屈。国家だとか愛国心だとか、そんなものはクソくらえだ。そんな杉原の
前にある日１人の少女が現れた。奔放な彼女に心ひかれていく杉原。し
かし彼女は日本人。それまで気にしたこともなかった「在日」の二文字が
重く杉原の心にのしかかる・・・。
数々の映画賞に輝いた青春映画の傑作登場！（窪塚洋介・柴咲コウ・
山崎努・大竹しのぶ）（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

実時間

101

108

116

106

113

120

112

115

55

115

42

110

62

123

松江 浜田

●

●

分類番号

区分

●

FD2003-082

B－3

東映創立５０周年記念作品
千年の恋 ひかる源氏物語

●

FD2003-083

B－3

東宝映画作品
ゴジラ ２０００
ＭＩＬＬＥＮＮＩＵＭ

●

FD2003-084

C-1

釣りバカ日誌１３

●

FD2003-085

C－1

こんばんは

●

FD2003-086

C－1

たそがれ清兵衛

●

FD2004-087

B－3

銀河鉄道９９９

●

FD2004-089

B－3

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース
珍獣島のチョッパー王国
夢のサッカー王

●

FD2004-091

C-1

釣りバカ日誌 １４

●

FD2004-092

C－1

クイール〈本篇〉

●

FD2005-093

B－3

半落ち

●

FD2005-094

B－3

ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ ワンピース
呪われた聖剣

●

FD2005-096

C－1

隠し剣 鬼の爪

●

FD2006-006

C－1

博士の愛した数式

●

FD2007-003

B－3

明日の記憶

●

FD2007-004

B－3

仮面ライダー生誕３５周年記念作品
仮面ライダーカブト
ＧＯＤ ＳＰＥＥＤ ＬＯＶＥ

番組名

内容
千年前に書かれた世界最大の小説源氏物語。それは「後の世の人な
ら分かってもらえる女の歯ぎしり」と紫式部は言う。夫の死後、藤原道長
に招かれた紫式部は、道長の娘彰子が中宮になれるよう教育を頼まれ
る。教材は源氏物語。やがて彰子が帝のお子を身ごもると紫式部は故
郷に帰り、実の娘には「自分で殿方を選んで」と言うのだった。（吉永小
百合・天海祐希・渡辺謙・森光子・常盤貴子・高島礼子・松田聖子）（上
映会使用の際は事前届け出が必要です）
人間の作り出すエネルギーに反応して移動するゴジラ。ゴジラは、原
子力発電所に向かっていた。発電所を守るため自衛隊が出動するがゴ
ジラの進攻は止まない。その時なぞの飛行物体が現れゴジラを攻撃す
る。（村田雄浩・阿部寛・佐野史郎）（上映会使用の際は事前届け出が
必要です）
釣り仲間である富山のしにせ薬問屋の黒部会長から美術館建設とい
う大きな仕事を取ってきたハマちゃん。ところが思いがけないトラブルが
発生！！ 設計部のエースで、ミス・スズケンと称される桐山桂と急きょ
富山出張を命ぜられたが、事態は思わぬ方向に・・・！！釣りバカ史上
最大のピンチ難題解決なるか。（西田敏行・三國連太郎・丹波哲郎・鈴
木京香）
東京都墨田区立文花中学校は夜間中学校。そこには、さまざまな理
由で昼間の中学に通えなかった人たちが、学びにやってくる。経済的な
理由で学校に行けなかった人。戦争の影響で行けなかった人。年齢や
国籍を超えて、共に学び合う人々の顔は輝きに満ちている。実際の夜
間中学に一年以上にわたる長期間のロケを行った感動のドキュメンタ
リー映画。（見城慶和）
時は幕末、庄内地方の小さな藩の下級武士・井口清兵衛は、ふたり
の幼い子どもと老母をかかえ、勤めが終わるとすぐに帰宅することから
「たそがれ清兵衛」と呼ばれるさえない男。しかし、幼なじみ朋江の危機
を救ったことから、実は剣の腕が立つことが世間に知れてしまい、つい
には藩命で上意討ちの討ち手に選ばれてしまう…。（真田広之・宮沢り
え・小林稔侍・大杉漣・田中泯・丹波哲郎ほか）
星野鉄郎は謎の美女メーテルから銀河鉄道９９９のパスをもらい、彼
女とともに機械の体をくれるという星を目指す。旅を続ける中徹郎は
様々な人と出会い、自分の成すべきことに気づいてゆく。（上映会使用
の際は事前届け出が必要です）
海で拾った宝の地図をもとに”王冠島”を目指すルフィたち。その時、
突然海底火山が噴火、その衝撃でチョッパーが島へ飛ばされてしまう。
チョッパーを探しに島に足を踏み入れたルフィたちは、そこで見たことも
ない”珍獣”たちと遭遇する。（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）
ハマちゃんこと浜崎伝助は、鈴木建設・営業３課の万年ヒラ社員。３課
新任の岩田課長とは馬の合わないハマちゃんは、リフレッシュ休暇で四
国旅行に出かけるスーさんに同行することに。泊まった民宿の娘みさき
は、女手一つで息子を育てる気の強いトラック運転手。彼女がが上京し
て鈴木建設を訪れたはいいものの、岩田課長が彼女にひと目ぼれして
しまい…。（西田敏行・三國連太郎・高島礼子・三宅裕司・間寛平）
おなかにブチ模様のある犬クイール。クイールは盲導犬になるために
訓練センターに預けられた。おっとりとしたクイールが盲導犬として成長
する姿と、クイールのパートナー渡辺との愛情深いつながりを描く。（小
林薫・椎名桔平・寺島しのぶ・戸田恵子）
ベテラン警察官の梶が妻を殺害したとして自首してきた。素直に犯行
を認める梶だが、犯行後から自首するまでの２日間の行動については、
なぜか口を割ろうとしない。完全な自供に至らない…半落ち。現役警官
の殺人事件に県警は揺れ、梶の謎の行動にマスコミの目が集まる。梶
が隠そうとしている“真実”とは何なのか。（寺尾聰・原田美枝子・柴田恭
兵・吉岡秀隆・伊原剛志・鶴田真由）（上映会使用の際は事前届け出が
必要です）
アスカ島に到着したルフィたち。この島には伝説の宝刀「七聖剣」が隠
されているらしい。しかし、お宝より食べることが好きなルフィたちが食
料を調達して船に戻ると、ゾロが行方不明になっていた。ルフィたちはゾ
ロを探すためにアスカ島に上陸した。（上映会使用の際は事前届け出
が必要です）
時は幕末。片桐宗蔵は、以前実家に奉公していたきえと再会する。商
家に嫁いだきえはやせ細り、無残な姿だった。妹から彼女のひどい境遇
を聞いた宗蔵はたまらず、彼女を助け出すが……。
世界を感動させた『たそがれ清兵衛』の山田洋次監督が再び藤沢周
平の世界を映画化。下級武士の哀歓を美しい映像で、しっとりと描いて
いる。（永瀬正敏・松たか子・田畑智子）
事故で自らの記憶を失い、大学の研究所の職も追われた天才数学博
士。今や８０分しか記憶を留める事ができないために隠棲している。彼
のところに通うようになった若いシングルマザーの家政婦とその息子の
やり取りを通して、生きることのすばらしさをしみじみと描いた作品。（寺
尾聰・深津絵里・齋藤隆成・吉岡秀隆・浅丘ルリ子）（制作・寄贈元：住友
商事／「博士の愛した数式」製作委員会）
広告会社の営業マン・佐伯は今年５０歳。仕事は順調で娘の結婚も控
え、幸せな生活を送っていた。しかしそんな佐伯を突然、精神の不調が
襲う。人の名前が出てこない、仕事の約束を忘れる、同じ物をいくつも
買い込んでしまう…。佐伯を襲ったのは「若年性アルツハイマー」だっ
た。人生の半ばにして、思いもよらぬ病を得て「なぜおれなんだよ」と動
揺する佐伯。妻・枝実子は佐伯を支え続けると言うが…。
第１８回山本周五郎賞を受賞した、荻原浩の原作を堤幸彦監督が映
画化した話題作。（渡辺謙・樋口可南子・坂口憲二・吹石一恵・木梨憲
武・大滝秀治・及川光博）（上映会使用の際は事前届け出が必要で
す）。
７年前、地球に落下したいん石から大量の地球外生命体・ワームが誕
生した。秘密機関ゼクトは、ワームと戦うためにマスクドライダーシステ
ムを開発し、ワームと戦った。しかし、組織に反旗を翻すライダーが現
れ、ライダー対ライダーの戦いが始まる。（水嶋ヒロ・佐藤祐基・徳山秀
典・武蔵）（上映会使用の際は事前届け出が必要です）

実時間

154

107

109

92

129

129

62

116

100

123

96

131

117

123

66

松江 浜田

分類番号

区分

●

FD2007-007

C－1

武士の一分

●

FD2008-004

B－3

亡国のイージス

●

FD2008-005

B－3

電影版 獣拳戦隊ゲキレンジャー
ネイネイ！ホウホウ！香港大決戦

●

FD2008-007

B－3

憑神

●

FD2009-001

B－3

劇場版 仮面ライダー電王
俺，誕生！

●

FD2012-018

B－3

破戒

番組名

実時間
内容
この作品は２００６年に制作され、山田洋次監督の時代劇三部作の最
後を飾る作品として話題になった。主演の木村拓哉が、毒見役というお
役目から失明して苦悩する下級武士を好演している。また、妻・加世役
の檀れいは元宝塚歌劇団の娘役で、この作品で映画デビューした。
物語は、下級武士・三村新之丞と妻・加世が、つつましくも幸せに暮ら
しているところから始まる。しかし、新之丞の失明を機に生活は暗転し、
121
生きる気力さえ失くした夫を支え、更にはわが身に代えても守ろうとする
妻。その妻のために「武士の一分」をかけて果し合いに臨む夫。この２
人に、どんなラストシーンが待っているのだろうか。監督：山田洋次 原
作：藤沢周平「盲目剣谺返し」（「隠し剣秋風抄」文春文庫刊）（木村拓
哉・檀れい・笹野高史・小林稔侍・緒方拳・桃井かおり・坂東三津五郎ほ
か）
イージス艦『いそかぜ』が乗っ取られた。犯人は副長の宮津と亡国対
日工作員のヨンファ。彼らの手にはわずか１リットルで東京を壊滅させて
しまうという特殊兵器『グソー』が。
128
『グソー』を奪還すべく先任伍長の千石がヨンファらに立ち向かう。（真
田広之・中井貴一・佐藤浩市）（上映会使用の際は事前届出が必要で
す）
激しい戦いを繰り広げるゲキレンジャーとリオたちが、香港のメディア
王 ヤンが所有する島に転送された。そして同じように次々と転送されて
34
くる世界各地の格闘家たち。彼らはヤンの主催する「乾坤一擲武術会」
で戦うために集められたのだ。（鈴木裕樹・福井未菜・高木万平・桑江咲
菜・平田裕香・荒木宏文）（上映会使用の際は事前届出が必要です）
時は幕末。別所彦四郎は将軍家の影武者を務める由緒ある家の次
男坊。昌平校で外国語まで学んだ秀才だが，今は兄の世話になる部屋
住みの身。ある日霊験あらたかという「三圍稲荷（みめぐりいなり）」に詣
でるつもりが，間違えて「三巡稲荷（みめぐりいなり）」に詣でてしまう。そ
こは人間にとんでもない災厄をもたらす三人の神がまつられた稲荷だっ 108
た。その日から彦四郎の身にさまざまな災難がふりかかる。（妻夫木
聡・西田敏行・香川照之・江口洋介・夏木マリ・佐々木蔵之介・鈴木砂
羽・森迫永依・笛木優子・佐藤隆太・赤井英和）（上映会使用の際は事
前届出が必要です）
仮面ライダー・電王である野上良太郎は、イマジンを追って過去の世
界にやってきた。そこは、両親を亡くして祖母の家に引き取られた幼い
良太郎のいる世界。ところが良太郎たちの乗るデンライナーが、牙王率
70
いる強盗一味に奪われてしまう。牙王の狙いはすべての時を支配する
「神の列車」を奪うこと。時を守るために、良太郎とモモタロスたちが立ち
上がる。（佐藤健・白鳥百合子・渡辺裕之・石丸謙二郎・中村優一）（上
映会使用の際は事前届出が必要です）
瀬川丑松は信州飯山で代用教員をしている。牛飼の父親は、部落民
だった。その悲哀をわが子だけには味わわせたくないという配慮から、
「言ってはならぬ」と丑松に口ぐせのように聞かせていた。あるとき丑松
119
は、部落民出身の評論家猪子連太郎と知り合った。（市川雷蔵・長門裕
之・三國連太郎・藤村志保・船越英二・中村鴈治郎）（上映会使用の際
は事前届け出が必要です）

ＦＧ．映画・ドラマ（サスペンス）（ＶＨＳ)
松江 浜田

分類番号

区分

●

FG2001-053

C－1

火曜サスペンス劇場
秋のスペシャル
外科医・有森冴子Ⅱ 「告知」

●

FG2001-055

C－1

金曜エンタテイメント
第４４回江戸川乱歩賞受賞作
果つる底なき

●

FG2001-056

C－1

浅見光彦シリーズ⑮
志摩半島殺人事件

●

FG2001-057

C－1

松本清張賞受賞作
陰の季節２ 「動機」

●

FG2001-058

C－1

金曜エンタテイメント
おばさんデカ 桜乙女の事件帖⑨

●

FG2001-062

C－1

水曜女と愛とミステリー
四つの終止符

●

FG2002-063

C－1

山田洋次ドラマ特別企画
サスペンス喜劇 瓜二つ

●

FG2002-064

C－1

ゴールデン洋画劇場 年末特別企画
三億円事件－２０世紀最後の謎－

番組名

実時間
内容
総合病院の外科医・冴子は、患者の竹田に末期がんであることを告
知した。
95
数日後、竹田が病院の屋上から転落死する。
竹田の妻で元医師の香奈は、冴子が告知したために絶望して自殺し
たんだと泣き叫ぶ。（三田佳子・小柳ルミ子・かとうかずこ）
大手銀行に勤める伊木が、以前、融資担当をしていた時の取引先企
業が倒産した。 時を同じく、彼の後任の坂本が、「伊木さんは、だまさ
95
れていた。」の言葉を残して亡くなった。坂本の死に疑問を抱いた伊木
が真相を探るうちに、彼にも危険が迫ってくる。（渡辺謙・菅野美穂・段
田安則）
志摩半島へ海女の取材に出かけた浅見光彦は、作家袴田啓二郎の
殺人事件に遭遇する。そして間もなくルポライターの野村が殺される。
96
小さな漁村で起きた２つの殺人事件。調べていくと、そこには２０年前
からの因縁があった。（沢村一樹・宮本真希・高橋克実・大島さと子・加
藤治子・村井国夫）
警察署内で一括保管していた警察手帳３０冊が何者かに盗まれた。
手帳の盗難や紛失を防ぐための一括保管制度が裏目に出たのだ。制
度を推進した二渡警視は窮地に立たされる。記者発表までに何とか手
96
帳を捜し出さなくてはならない。時を同じくして１人の婦警が失そう。彼
女は手帳盗難と関係があるのか。一体だれが、何の目的で大量の手帳
を盗んだのか？二渡警視の必死の捜査が始まった。（上川隆也・麻木
久仁子・伊東四朗・石倉三郎・高田純次）
おばさんデカの桜乙女は、疑問に思ったことはとことん追求する粘り
強さが持ち味。今回は一見無関係に見える２つの殺人事件を乙女が解
96
き明かす。乙女を警察から追い出そうとするおじさんデカたちとのやり
取りも、ますます磨きがかかり見ものだ。（市原悦子・石橋蓮司・布川敏
和）
町のスナックで働く幸子は、聴覚障害者の晋一に弟に接するように優
しく接していた。
ある日、晋一は病気の母親に蜂蜜を買ってきたが、それを食べた母親
97
が、亡くなる。死因は蜂蜜に混入していたひ素と判明し、晋一は逮捕さ
れる。
幸子は、同僚のお時と彼の無実を証明しようとする。真犯人はだれな
のか。（かたせ梨乃・高橋かおり・河相我聞・西村和彦）
古くから世の中には同じ顔の人間が、二人はいると言われているが、
もし同じ顔の二人が出会ってしまったら…？ 落ち目の暴力団組長と、
97
事業に失敗してさまよう中年男性。
雪の北海道で繰り広げられる、おかしくも悲しい物語。（西田敏行・小
澤征悦・大杉漣・余貴美子・出川哲朗・今村理恵）
３２年前、府中刑務所わきの路上で三億円が現金輸送車ごと強奪さ
れた。この事件を追うルポライターの沢渡は、決定的証拠を手に入れ元
白バイ警官の松田に取材を申し込む。沢渡には松田がジョーとロクとい
121
う２人の不良少年を使って事件を起こしたという確信があったのだ。取
材に応じた松田は真相を語るのか？ 真犯人は？ 犯行の動機は？
（ビートたけし・長瀬智也・松田龍平・渡部篤郎・夏八木勲）

