ＣＡ．趣味・教養（人物）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CA2000-034

C－1

知ってるつもり？！
夏目雅子 １４年目の真実

●

CA2000-035

C－1

知ってるつもり？！
黒澤明と七人の侍伝説

●

CA2000-036

C－1

知ってるつもり？！
映画監督 黒澤明

●

CA2000-037

C－1

知ってるつもり？！
東京地検特捜部伝説
～ロッキード事件～

●

CA2001-045

C－1

知ってるつもり？！
２１世紀への伝言 人間を愛した人たち
マザー・テレサ＆井深八重

●

CA2001-046

C－1

知ってるつもり？！
２０世紀伝説 命と対話した人々
へレン・ケラー＆中村久子

●

CA2001-047

C－1

知ってるつもり？！
きんさんぎんさんが見た日本の１００年

●

CA2001-048

C－1

知ってるつもり？！
天才伝説 フジ子・ヘミング

●

CA2002-050

C－1

知ってるつもり？！
巨人軍Ｖ９伝説

●

CA2003-054

C－1

知ってるつもり？！
緊急特別企画
きんさんぎんさん ２１世紀への遺言

●

CA2003-055

C－1

知ってるつもり？！
剣と禅に学ぶ『真の強さ』
宮本武蔵と沢庵和尚

番組名

実時間
内容
まばゆい笑顔と、強烈な存在感を人々の心に焼き付け、２７歳で逝っ
た女優・夏目雅子。亡くなってから１４年たっても、彼女の美しさは映画、
47
ＣＭ、ポスターの中で輝きを失わない。
彼女の知られざる素顔と白血病の闘病生活を追う。
映画という芸術が生まれて約１世紀。その歩みの中で、日本が生んだ
最大の映画監督・黒澤明。彼の作品は、数々の国際的な映画賞を獲得
した。中でも“世界の黒澤”と呼ばれるきっかけとなった「七人の侍」は脚 47
本作りの過程から伝説となっている。黒澤の映画作りの姿勢を、「七人
の侍」に重ねて紹介する。
“世界の黒澤”は、いかにして名映画監督となったのか。
子供時代に「おちこぼれ」になりかけた黒澤を導いてくれた恩師。黒澤
47
に物事を見る目を教えてくれた兄。そして映画の道に入った彼を指導し
てくれた先輩監督。３人の人生の師を通して黒澤の激動の人生をたど
る。
前首相・田中角栄の逮捕で、日本中が騒然となったロッキード事件。
47
田中角栄逮捕までの東京地検特捜部の奮闘を再現する。
また、「特捜の鬼」と呼ばれた検事・河井信太郎の生涯も紹介する。
インドのスラム街で、貧しい人々のためにその半生をささげたマザー・
テレサ。
社会から締め出されたハンセン病患者の、看護と救済に生涯をささげ
47
た井深八重。
苦難に満ちた日々を、常に感謝の気持を持って、微笑を絶やさなかっ
た２人。２人の人々に尽くした生涯を追う。
目・耳・口が不自由という三重苦を背負ったヘレンケラーは、サリバン
の導きで福祉活動家として日本を訪れた時、中村久子という女性に出
47
会った。
久子は幼くして両手・両足を失いながらも、たくましく生きていた。
ヘレンケラーと中村久子の２人の奇跡を追う。
長寿国日本を代表する元気なお年寄りとして、世界で最も有名な双子
のきんさんぎんさん。女優の森光子さんや、スキーの荻原次晴さんら
47
に、きんさんぎんさんのエピソードを伺いながら、生い立ちを詳しく紹介
する。
近年、コンサートチケットを入手するのも難しいといわれる人気ピアニ
スト、フジ子・ヘミング。天才少女として幼いときから注目され、留学先の
ドイツでも、そのピアノの才能を絶賛されるが、過酷な運命が彼女を襲
46
う。ある日、突然聴力を失ってしまったのだ。
絶望の淵から奇跡のようによみがえった天才ピアニストの半生を追
う。
１９６５年から巨人が成し遂げた９年連続日本一。この偉業は王、長
嶋、柴田などのＶ９戦士と呼ばれた男たちにより達成されたが、彼らを
47
支えた牧野茂ヘッドコーチの功績も大きい。
日本球界にドジャース戦法を取り入れた牧野茂の功績を振り返る。（江
川卓・田淵幸一・西田ひかる）
きんは百歳、ぎんも百歳のＣＭで一躍有名になり国民的アイドルと
なった双子の姉妹。きんさんは平成１２年１月に、きんさんは平成１３年
47
２月に１０８歳で亡くなった。２人の目に映った日本の１００年を振り返り
ながら、２人の生い立ちと皆を元気づけてくれた折々の言葉を紹介す
る。（森光子・水野真紀・関口宏・村上允俊・石井達矢）
等身大の若者武蔵の姿を描いた井上雄彦作『バガボンド』が、今 若
者の心をとらえ、ベストセラーになっているという。”剣豪”宮本武蔵と、
禅僧・沢庵和尚。吉川英治の小説に登場する二人は、歴史上出会って
47
いない。なぜ吉川英治は二人を結びつけたのか。武蔵は剣、沢庵は禅
の道を歩みながら何をつかみ、どんな境地にたどりついたのだろうか。
（童門冬二・大桃美代子・角田信朗・宮本和途知・金嶽宗信）

ＣＢ．趣味・教養（風土記・旅）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CB2000-099

C－1

ニッセイワールドドキュメント
神々の詩 天空の湖
～天山山脈 湖の誕生物語～

●

CB2000-100

C－1

ニッセイワールドドキュメント
神々の詩 アンデスの贈りもの

●

CB2001-115

C－1

世界遺産
Ｓｐｅｃｉａｌ 地球の記憶

●

CB2001-116

C－1

世界遺産
白川郷・五箇山の合掌造り集落 日本

●

CB2001-117

C－1

世界遺産
イグアス国立公園 アルゼンチン
ブラジル

●

CB2001-118

C－1

世界遺産
オリンピアの古代遺跡 ギリシア

●

CB2003-137

C－1

世界遺産
姫路城 日本

番組名

実時間
内容
ユーラシア大陸最深部に連なる天山山脈。その山脈に抱かれた広大
な平原・バインブルク平原。春になるとバインブルク平原では、氷河の
47
副流水が地面から吹き出ていくつもの水溜りができる。それを目当てに
集まってきたさまざまな生き物たちの姿を追う。
８０００年前に始まったといわれるアンデスのジャガイモづくり。現在で
は、１、７２４種類のジャガイモが確認されているという。
46
ジャガイモの原種であるパパスを栽培し続ける村の人々の生活を追
う。
視聴者の「ベスト世界遺産」を、”水”をキーワードに選りすぐりのショッ
トで紹介する。
72
マチュピチュの遺跡やチチカカ湖、南米ギアナ高地、ノルマンディーの
海に浮かぶモン・サン・ミシェルなどが紹介される。
日本建築の美―合掌造りは、豪雪の地に、地のものだけで建て上げ
た風土に適した木造建築だ。
かつて９０余りを数えた合掌造りの集落も、現在は世界遺産に登録さ
25
れている３か所だけとなった。
この集落での屋根のふきかえ作業を通して、厳しい自然を生き抜いて
きた山の民がはぐくんだ知恵と技を知る。
南米大陸で最大の滝 イグアス。イグアス川の断がいには大小２７５
の滝があり、最大の滝は落差８０メートルで、「悪魔の喉笛」と呼ばれて
25
いる。滝の周囲は、ブラジルとアルゼンチン両国にまたがる国立公園
で、世界遺産に登録されており、多種多様な動植物の宝庫となってい
る。
ゼウス神にささげる祭典として行われていた古代オリンピック。その競
技が行われたスタディオン。もともと長さの単位だったスタディオンという
25
言葉は、やがて競技場を指す言葉となり、現在のスタジアムの語源と
なった。古代ギリシャの文明の粋を結集した建築と彫刻が遺された聖地
オリンピアの遺跡は、１９８９年に世界遺産に登録された。
１９９３年、日本で初めて世界遺産に登録された姫路城は、日本の城
郭建築の完成期の姿を伝えている。築かれたのは今から約４００年前。
兵法上の工夫を凝らし巧妙な仕組みが随所に見られる。昭和の解体大 25
修理は、８年かけて１９６４年に終わった。その結果、阪神淡路大震災に
も耐え抜いた。その理由も伝えてくれる。

松江 浜田

●

●

分類番号

区分

番組名

CB2003-138

C－1

世界遺産
バチカン市国 バチカン

CB2004-150

C－1

●

CB2004-151

C－1

●

CB2004-152

C－1

●

CB2007-013

B－3

●

CB2007-014

B－3

●

CB2008-001

B－3

実時間
内容
世界最小の独立国家バチカン市国。信仰と芸術が結びついた世界で
最も美しい国家バチカンは、１９８４年世界遺産に登録された。常にカト
リックを支える存在だったサン・ピエトロ大聖堂の内部は、ルネッサンス
51
とバロック芸術の最高の舞台でもあった。システィナ礼拝堂にあるミケラ
ンジェロ作「最後の審判」「アダムの創造」などの大作には、驚嘆する。

スペインにあるアルハンブラ宮殿とヘネラリーフェ離宮、そしてアルバ
イシン地区は１９８４年と１９９４年に世界遺産に登録された。イスラーム
世界遺産
の王宮として栄えたアルハンブラは、その後カトリック教徒により征服さ
グラナダのアルハンブラ宮殿 ヘネラリー
れた。しかしイスラームの文化は絶えることなく、カトリックの人々に受け
フェ離宮 アルバイシン地区 スペイン
継がれた。それは２つの宗教が融合した光と影の文化の誕生だった。
幾つもの王国が栄枯盛衰を繰り返した熱帯の島、ジャワ島。その密林
に一千年あまりもの間うずもれていた古代遺跡ボロブドゥール。２００万
世界遺産
個もの石が造り上げた巨大建築には仏の教えが一面に浮き彫りにされ
ボロブドゥール寺院遺跡群 インドネシア
ている。約１０年を費やした修復工事で美しい姿をよみがえらせ、いつ、
だれによって築かれたのかも解明された。
女優・江角マキコが、写真家・星野道夫の撮影した１枚の写真に触発
され、インディアンの文化が今も息づくアラスカの地を旅する。カナダの
金曜エンタテイメント
江角マキコ 遥かなる氷河と太古の森と クイーンシャーロット島で、先祖の文化を大事に守りながら暮らすハイダ
～アラスカそしてカナダ クィーンシャー 族の人々。彼らの先祖伝来の土地は今も聖域で、許しのない者は立ち
入れない。聖なる土地で江角はハイダの人々と交流し、伝説のトーテム
ロット島への旅～
ポールの立つ聖地に立つことを希望するが…。（江角マキコ）
奄美大島の紬（つむぎ）の歴史は古く、１０００年以上と言われている。
伝統的な柄にはソテツやハブなど奄美の自然や動物が織り込まれ、そ
こには自然と共に生きる人々の畏敬（いけい）の念が込められている。
柄のデザインを考える「図案師」、泥染めの職人、織り手などの制作工
ＪＮＮ九州・沖縄共同制作
程ごとに専門職人がいて、それぞれに思いを込めてひとつの大島紬が
新 九州遺産 鹿児島 奄美大島紬
完成する。機械化や効率化とは無縁に、伝統を守り、人の手をかけ、人
の手と思いが紡ぐ「奄美大島紬」の素晴らしさは自然と織り成す文化遺
産である。
長崎の夏をさらに熱くする祭り、ペーロン大会。銅鐸（どうたく）と太鼓
の音に合わせて２６人のこぎ手が一斉に櫂（かい）をかく。年齢も職業も
さまざまな選手たちは、この日のために年明けから練習を重ねてきた。
漁を休んで練習に明け暮れる漁師や、一年中がペーロン大会を中心に
ＪＮＮ九州・沖縄共同制作
まわっている男たち、代々ペーロン船を作り続ける男たち。男の子が生
新 九州遺産 長崎 ペーロンの里
まれると、節句にペーロン船に乗せて祝う風習が残る地域もある。
波しぶきを全身に浴びて勝負の１１５０ｍを一気に駆け抜ける。時間に
してわずか５分あまりのこのレースに懸けた人々を追う。
2007年，日本で14番目の世界遺産として登録された島根県の石見銀
山。最盛期には年間40トンの産出量を誇り，当時世界中で産出される
世界遺産
銀の１割を占めた石見の銀。アジアに進出してきたポルトガル人たち
石見銀山遺跡とその文化的景観 日本
は，石見のことを「銀の王国」と呼んで地図に記した。周囲の自然と調和
しながら開発された石見銀山の姿を描く。

25

25

95

47

47

25

ＣＣ．趣味・教養（エチケット・生活情報）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CC2003-102

C－1

生活ほっとモーニング
その時あなたは・・・
薬を正しく飲んでいますか？

●

CC2003-103

C－1

生活ほっとモーニング
使い方完全マスター！
粘着テープ活用術

●

CC2005-114

A－3

なんでだろう？
携帯電話の契約トラブル

●

CC2005-115

A－3

撃退！架空請求
―ある悪質業者の手口―

●

CC2005-116

A－3

生活情報
知っておきたい制度あれこれ
＜手話ビデオ・字幕入り＞

●

CC2009-001

B－3

和風総本家
冠婚葬祭マナー

番組名

実時間
内容
病院でもらうほか、薬局で簡単に買うことのできる薬。だが、飲む量や
時間を間違えたり、飲み合せが悪かったりすると、命にかかわることも
48
ある。特にお年寄りは、いくつもの科に別々にかかって薬を処方される
ことが多く、危険も大きい。実際にあった事例を通して、薬の誤った飲み
方の怖さと、正しい飲み方が必要な理由を解説する。
段ボール箱の底に１本はるだけで、１００ｋｇの重さにも耐えられる粘着
テープ。上手なはり方・はがし方から、粘着テープを利用した手作りテー
48
ブルセットの作り方、粘着テープの家庭での意外な利用法まで、驚きの
活用術を紹介する。（パンチ佐藤・益子直美）
携帯電話をめぐるトラブルは、中学生・高校生にも身近な問題。このビ
デオでは、架空・不当請求の事例と、課金システムを知らずに高額に
25
なったパケット通信料金の請求についての事例を取り上げ、トラブルに
あわないための注意点や、対処法、相談機関を紹介する。（中学生・高
校生向け）（テツａｎｄトモほか）【監修】高木篤夫 弁護士
全国に急増した架空・不当請求の被害が、依然として増え続け、多く
の被害が出ている。その手口も、ハガキ、携帯電話、パソコンなどへの
メールのほか、裁判所や法律事務所を装ったものまで、悪質巧妙化し
19
ている。
このビデオでは、ますます巧妙化する架空・不当請求の手口と被害未
然防止のための対策ポイントを分かりやすく解説する。
最近施行された新しい法律や制度を取り上げ、その内容と、その法律
が日常生活や地域生活の中でどのようにかかわってくるのかを解説す
る。今回取り上げたのは以下の６つ。１．預金保険制度 ２．偽造・盗難
42
カード預貯金者保護法 ３．家電リサイクル法 ４．自動車リサイクル法
５．個人情報保護法 ６．製造物責任法（佐沢静枝・鈴木誠一・山本みど
り）
結婚式に招かれたり告別式に参列した際、マナーに自信がなくて周囲
の人を真似てしまった経験はないだろうか。この番組では、結婚式の披
露宴で渡すお祝いの渡し方や、告別式でのお焼香のマナーなど、確認
90
しておきたいマナーを、クイズ仕立てで紹介する。これを機に、自信を
持って参列できる人になろう。（石原良純・安倍麻美・萬田久子・地井武
男・東貴博）

ＣE．趣味・教養（趣味）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CE2000-018

C－1

●

CE2000-019

C－1

番組名
今夜もあなたのパートナー
おしゃれ工房
パッチワーク大好き！ 三角つなぎの
バッグ
今夜もあなたのパートナー
おしゃれ工房
パッチワーク大好き！ スラッシュキルト
のバッグ

実時間
内容
三角形をつなげたパッチワークを、ボーダー柄に使ったバッグを作る。
パッチワーク初心者にも挑戦しやすい内容。
35
ほかに、生活じょうずのコーナーは、「手間なし洗濯術」と題して、洗濯
を手早くすませるノウハウを紹介する。
布を４枚重ね、その布をバイヤス目に何本も縫い、縫った間を下１枚
残してカッターで切る。それを洗濯機にかけると、コーデュロイのような
35
質感の布が誕生する。これがスラッシュキルトだ。
生活じょうずのコーナーは、洗濯物の干し方について。

松江 浜田

分類番号

区分

●

CE2003-025

C－1

今夜もあなたのパートナー
おしゃれ工房
手話で歌おう！～翼をください～

●

CE2003-026

C－1

今夜もあなたのパートナー
おしゃれ工房
手話で歌おう！～君といつまでも～

●

CE2004-029

A－1

趣味講座
「ＡＳＬで話してみよう」３
＜手話ビデオ・字幕入り＞

●

CE2005-030

A－3

趣味講座
みんなの絵手紙
―ヘタでいい ヘタがいい―
＜手話ビデオ・字幕入り＞

●

CE2009-005

B－3

趣味の園芸
鉢にひと工夫 寄せ植えを楽しむ 秋の
お楽しみ！植えて、切って、植え替え
て！ベゴニアの切り戻し

番組名

実時間
内容
手話通訳士の野澤久美子さんが『翼をください』の歌を表現豊かな手
話で指導してくださる。税理士の石田通野さんは、確定申告をすれば税
金が戻るケースを年収６００万円のサラリーマンをモデルとし、医療費控 35
除や住宅ローンの控除など具体例をあげて説明してくださる。（目加田
頼子・ちはる・野澤久美子・石田通野・吉田浩司・高田悦子）
今回は『君といつまでも』に挑戦。手話通訳士の野澤さんの指導で情
感豊かに手話で歌う。確定申告Ｑ＆Ａでは視聴者からの質問に税理士
の石田さんが答えてくださる。退職金や副収入がある場合、ゴルフ会員
35
権の売却損、パートタイマーの確定申告は必要なのか、申告書の郵送
は可能か等、是非知っておきたい。（目加田頼子・ちはる・野澤久美子・
石田通野・笠井直子・浜田真理子）
アメリカ手話の初級レベルを学習する目的で、シリーズで制作してき
た作品の３作目。今回が最終回で、初級レベルの内容を一通り終えるこ
ととなる。
具体的な内容は、場所の説明の方法を詳しく学習するほか、命令した
40
りお願いしたりする時の表現、過去文・未来文の表現、他人について説
明する時の表現など。このビデオにも、最後に、アメリカ人講師２人によ
るトークコーナーがあり、テーマは「ろう者のジョーク」。（土谷道子・ジェ
サダ・プア・ジェニファー・フルラーノ）
短い言葉で心を伝える絵手紙。初めてでも素晴らしいあなただけの一
枚ができる。日本絵手紙協会公認講師・田渕伸子先生の指導で、ＮＨＫ
38
『みんなの手話』にご出演の野崎誠さんと山本みどりさんが実際にぶっ
つけ本番で挑戦する。さあ、あなたも一緒にかいてみよう。（田渕伸子・
野崎誠・山本みどり）
１つの鉢に、５～10種類近くを寄せ植えする。伊波さんの寄せ植えの
特徴は、植えてすぐ楽しめるように寄せ植えすること。また、単に植物を
25
合わせるだけでなく、その植物の雰囲気を生かすよう、鉢にも工夫を施
している。実際にスタジオで、鉢の装飾を実演してくれる。（山田香織・
伊波英雄・金子明人）

ＣＦ．趣味・教養（趣味）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CF2000-065

C－1

●

CF2000-066

C－1

●

CF2000-067

C－1

●

CF2000-068

C－1

●

CF2001-069

C－1

●

CF2001-070

C－1

●

CF2001-071

C－1

●

CF2002-073

C－1

●

CF2002-074

C－1

●

CF2002-075

C－1

●

CF2003-078

C－1

番組名

実時間
内容
ムツゴロウさんと孫の風花ちゃんは、ニュージーランドで１ヶ月間過ご
すことになった。しかも食べるものは全部自分たちで取る“自給自足”を
ムツゴロウとゆかいな仲間たち
98
孫娘風花とふたりニュージーランド奮闘 やることに。ニュージーランドの大自然を舞台に、釣りをしたり貝を取っ
たり、２人の奮闘がはじまる！
記 子供の日スペシャル
もちろんニュージーランドの珍しい生き物たちもたくさん登場。
津山風花（つやまふうか）ちゃんは１１歳。ムツゴロウさんこと畑正憲さ
ムツゴロウとゆかいな仲間たち
んの孫娘だ。小さいころから北海道の動物王国で育ったため、動物が
98
ライオンなんて恐くない！ 動物王国の
大好き。そんな風花ちゃんにムツゴロウさんは猛獣とのつき合い方を教
少女 アフリカなかよし物語
えるため、二人でアフリカを旅する。
人間に最も身近なペットのイヌとネコ。果たしてイヌとネコではどちらが
どうぶつ奇想天外！
優秀なのか、さまざまな実験をして調べる。
宿命の対決！イヌＶＳネコどっちがすご
47
特集では、インドの町なかで生活している野良ウシについて紹介する。
い！？ 驚異！！地下アリ王国の真実
ヒンドゥー教ではウシは聖なるもの。その聖なるウシが野良ウシになる
に迫る 特集～野良ウシの優雅な一日
理由と、そのウシに対するインドの人々の考え方を探る。
どうぶつ奇想天外！
いつも仕事に忙しい日光猿軍団が、休館日を利用して東京見物を
日光猿軍団、東京観光バスツアー 寺門 行った。遊園地や動物園を訪れ、大騒ぎ。
47
ジモンのオオクワガタを探せ！ 盲導
特集は、北海道盲導犬協会の特集第３弾。盲導犬を引退する老犬と、
犬・・・涙の別れ
彼に支えられた飼い主との別れをレポートする。
初めて犬を飼うことになった家族の第２弾。
どうぶつ奇想天外！
犬を連れて一家でキャンプに出かけたが、そこでは予想もしてなかっ
はじめての犬 ＰＡＲＴⅡ キャンプ場で
47
ハプニング続出！！ 必見！！ハムス たハプニングが続出する。
ターの常識・非常識を大公開！！ 特集 特集は、渡辺満里奈が北の海で白いイルカと泳ぐことに挑戦する。
満里奈が北極の海でイルカと泳ぐ！！
珍獣１０種迷路トーナメントでは、意外な結果が続出、解答者を困らせ
どうぶつ奇想天外！
る。
史上空前！珍獣１０種迷路トーナメン
47
ト！！珍解答も連発 動物達の未知の能 特集では、渡辺満里奈がカナダのイヌイットの狩りに同行し、自然とと
力を一挙公開！！ 渡辺満里奈のカナダ もに生きる彼らの生活を紹介する。
紀行 そこで彼女が目撃したものは？
どうぶつ奇想天外！
最近大人気のハムスターをはじめ、珍しくてかわいいペットの数々を
ハムスターもビックリ！超カワイイペット 紹介。
47
登場！！ 動物界のものまね名人現わ
耳の不自由な人にさまざまな音を知らせて、生活の手助けをする聴導
る！ 特集 聴導犬 人との心の絆
犬。その訓練の様子を特集で紹介する。
新レギュラーの深谷愛が、ハリウッドのユニバーサル・スタジオで、ア
ニマルステージを楽しむ。
特集の第１弾は、加藤晴彦が北海道盲導犬協会を再訪し、老犬ホーム
どうぶつ奇想天外！
97
のミッキーを見舞う。また、盲導犬候補生たちの訓練の様子も伝える。
２００１春 超感動スペシャル
特集の２つ目は、環境汚染が原因で絶滅の危機にあるケープペンギン
の姿を追う。（みのもんた・渡辺満里奈・加藤晴彦・高田純次・恵俊彰・
石塚英彦）
番組では数々の実験を行ってきたが、中でも人気の高いイヌとサルの
どうぶつ奇想天外！
実験の名場面を振り返る。優れているのはイヌとサルどっちか？
３００回記念 イヌＶＳサル実験対決！！
千石先生はオーストラリアで希少価値の高い“もっともめずらしいどう
千石先生ｉｎオーストラリア！もっともめず
47
ぶつ”に遭遇。オーストラリアの動物保護の実態を探る。
らしいどうぶつ？ 特集羽仁進のマザー
特集は羽仁監督のマザーアフリカ。今回は草原に出てきたばかりの
アフリカ チーターの親子愛～生後２ヶ月
チーターの親子に密着取材する。（みのもんた・渡辺満里奈・加藤晴彦・
の子チーターの運命は？～
高田純次・恵俊彰・石塚英彦）
全国の視聴者から寄せられたお便りをもとに、スーパードッグとスー
パードッグ予備軍が紹介される。中にはサーフィンやスケボーを楽しむ
どうぶつ奇想天外！
ワンちゃんも登場し、出演者を驚かせる。
47
今夜は１時間イヌ大特集！ 特集捨て犬
特集は、後を絶たない捨て犬の問題。イギリスのロンドンでの捨て犬問
を阻止せよ！
題を取材し、今後の捨て犬対策を考える。（みのもんた・渡辺満里奈・加
藤晴彦・高田純次・恵俊彰・石塚英彦）
どうぶつ奇想天外！
サルの次郎がバスケットボール・ハードル・新体操に挑戦する。果たし
太郎・次郎スポーツに挑戦 徹底追及！ て次郎は人間を超えられるか。また、ペットから人間に感染する恐ろし
47
ペットからの感染症 ザトウクジラ～小さ い病気について紹介する。特集は、ザトウクジラの感動的な親子愛を紹
な命のゆくえ～
介する。（みのもんた・渡辺満里奈・加藤晴彦・高田純次・恵俊彰）

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

CF2003-079

C－1

どうぶつ奇想天外！
珍しくて，不思議なカワイイショウギャラゴ
に大実験！？ さかなクンも海のハン
ターにまた興奮しちゃいました 特集は命
をかけた母親の凄絶なドラマ

●

CF2003-080

C－1

どうぶつ奇想天外！
超ふしぎ！動物大疑問
全世界探検スペシャル

●

CF2003-081

C－1

ジャングルブック
走れ！！世界最速チーター

●

CF2006-002

C－1

天才！志村どうぶつ園
志村園長とパンくんが北の国からおつか
いだぁ！！どうぶつ達と仲良しになれる
秋だねぇ！！スペシャル

●

CF2007-003

B－3

天才！志村どうぶつ園
祝！パン君がディズニー映画で大役
だぁ！ ライオンもサイもハッチも大暴れ
だヨ アフリカに行ってきたぞスペシャ
ル！

●

CF2007-004

B－3

天才！志村どうぶつ園
超生まれたて！赤ちゃんパンダ１７匹 テ
レビ初公開だヨ！！ 動物の赤ちゃん１０
１匹 大集合スペシャル！！！

実時間
内容
夜行性のショウギャラゴにいくつかの実験を行い、その生態を探る。次
のコーナーでは、さかなクンが海に潜って魚の紹介をしてくれる。また、
体を張った実験に挑戦し、スタジオをわかせる。特集は命をかけた母親
47
の凄絶（せいぜつ）なドラマ。１頭のメスライオンが、オリックスの赤ちゃ
んを我が子のように守る姿を記録した貴重な映像。（みのもんた・渡辺
満里奈・加藤晴彦・高田純次・恵俊彰）
視聴者から寄せられた疑問に答えていくスペシャル番組。「チンパン
ジーは人間でいえば何歳ぐらいの知恵があるのか。」「犬の世界にもモ
テる犬、モテない犬がいるのか」「動物も肩がこるのか」「カメレオンの体 96
の色はなぜ変わるのか」等。（みのもんた・渡辺満里奈・加藤晴彦・高田
純次・恵俊彰）
アフリカには、チーターを保護する施設がある。そこに保護されている
チーターのニャナは１００メートル走の世界最速の記録を持っている。し
47
かしニャナより速いという幻のチーターがいるらしい。幻のチーターを探
し、その走る姿を映像にとらえることができるのか…。（青木堅冶・陣内
孝則・千明）
スペシャル版の今回は、志村園長とチンパンジーのパンくんが北海道
に社会科見学にいく。サケを捕まえたり、映画をつくったりするほか、パ
ンくんは牧場のお手伝いにチャレンジする。
石ちゃんこと石塚英彦が、中国のパンダ研究所にログハウスを建て、
92
パンダの飼育に挑戦する。パンダは人なつっこく飼育に向いているとい
うが…。
相葉君の動物園修行はサファリパークにお泊まりする。（志村けん・石
塚英彦・相葉雅紀・山瀬まみ・ベッキー・叶姉妹）
「飼い主だ～れ？」のゲストは、高級外車を多数所有し、家族は３０人
以上、「家の裏庭にはハイエナがやってくる」と話す人気タレント。
「いろんな動物を飼ってみよう！」のコーナーでは、オリエンタルラジオ
の２人が、赤ちゃんライオンの双子の世話をする。また土屋アンナが、
ケニアでサイの赤ちゃんの世話をする。
94
「相葉雅紀の飼育係修行」は、２年前、相葉くんが名前を付けたライオ
ン・しむけんに再会しに出かけるという企画。（志村けん・相葉雅紀・山
瀬まみ・ドランクドラゴン・ベッキー・山口智充・青木さやか・オリエンタル
ラジオ・土屋アンナ・ボビー・オロゴン）
スペシャル版の今回は、志村園長とチンパンジーのパンくんが石垣島
に社会科見学にいく。また、「飼い主だ～れ？」のコーナーには超大物
ゲストが登場する。
白石美帆が、中国四川省にあるパンダ研究センターで、生まれたての
パンダの赤ちゃんの世話を体験する。
119
「嵐・相葉の飼育係修行」では、相葉くんがインドネシアのタマンサファ
リで、動物の赤ちゃんたちのシャンプーを行う。また、ドランクドラゴンの
２人は初めての海外ロケで、韓国釜山の動物園に出かける。（志村け
ん・相葉雅紀・山瀬まみ・ドランクドラゴン・ベッキー・山口智充・青木さや
か・白石美帆・優香・プリンセス天功）

ＣＧ．趣味・教養（科学）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

CG2003-025

C－1

ＮＨＫスペシャル
徹底検証 大地震にどう備えるか
～東海地震 広がった危険エリア～

●

CG2009-001

B－3

科学大好き土よう塾
でんじろうさんの宇宙実験スペシャル

●

CG2009-002

B－3

科学大好き土よう塾
環境スペシャル

●

CG2009-003

B－3

科学大好き土よう塾
でんじろうさんの宇宙実験スペシャル②

番組名

実時間
内容
東海地震で大きな被害が予想される危険エリアが拡大され、そこに住
む人は、１都７県２６３市町村の１、２００万人にもなる。地震発生後の大
津波や帰宅困難者の発生、駅や繁華街で起きる混乱にどう対処するの
59
か、また医療面で広域支援体制の見直しを迫られる静岡県など、東海
地震対策を検証する。（村井仁・関一雄・松原武久・橋本進・斉藤守・松
本浩司・塚本高士）
サイエンスプロデューサーの米村でんじろうさんを迎えて，宇宙空間で
のさまざまな実験をもとにクイズを出題する。無重力の宇宙では，地上
44
とは違う不思議な現象が起こる。でんじろうさんはホバークラフトを使っ
て，宇宙実験を地上で再現する。またスペースシャトル内部の不思議な
映像も紹介。（中山エミリ・米村でんじろう）
「だれでもエジソン」のコーナーは太陽電池を使った太陽電池工作コン
クール。小学生から高校生まで全国から応募された932作品の中から、
えりすぐりの作品を紹介する。
44
「君もガリレオ」のコーナーは、100年後の地球の環境について。
100年後の地球は温暖化が進み、環境が悪化することが予測されて
いる。地球の温暖化の原因について探り、その対策を考える。（中山エ
ミリ）
サイエンスプロデューサー米村でんじろうさんを迎えておくる宇宙実験
スペシャルの第二弾。「もし宇宙服なしで宇宙に出たら人間はどうなる
のか」「宇宙で水をこぼすと水はどうなるのか」などの疑問を、でんじろう
44
さんが実験で解き明かす。実際の宇宙での暮らしの様子も映像で紹
介。スペースシャトルのトイレの様子など、珍しい映像もお送りする。（室
山哲也・中山エミリ・米村でんじろう・水本凛・神田舞帆・松田尚樹）

