ＪＡ．子ども物・アニメ（日本の童話）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

JA2002-038

C－1

こどもにんぎょう劇場
彦市ばなし てんぐのかくれみの

●

JA2005-043

A－3

手話かみしばい
一寸法師・わらしべ長者

番組名

実時間
内容
彦市は村一番のいたずら者。今日も森で剣術のけい古をしていたて
んぐの子どもを驚かせて大喜び。てんぐの子は「かくれみの」という不思
15
議なみのを持っていた。それを着ると姿が見えなくなるという魔法のみ
のだ。かくれみのが欲しくてたまらない彦市は、てんぐの子どもからそれ
を取り上げようと…。
昔話を手話で語る「手話かみしばい」。「一寸法師」は針を刀におわん
の舟で都へ向かい、小さな体でオニと戦います。「わらしべ長者」は１本
25
のわらがミカンに変わってミカンがたんもの変わって、最後は…。（佐沢
静枝・野崎誠）

ＪＢ．子ども物・アニメ（創作アニメ）（ＶＨＳ）
松江 浜田

●

分類番号

区分

JB2000-140

C－1

カードキャプターさくら
さくらと不思議な魔法の本

番組名

●

JB2000-141

C－1

カードキャプターさくら
さくらのすてきなお友達

●

JB2000-142

C－1

カードキャプターさくら
さくらのドキドキ初デート

●

JB2000-146

C－1

こちら（葛）飾区亀有公園前派出所
秘薬リョーツＧＰＸ

●

JB2001-147

C－1

名探偵コナン
きのこと熊と探偵団（前編）

●

JB2001-148

C－1

名探偵コナン
きのこと熊と探偵団（後編）

●

JB2001-149

C－1

名探偵コナン
見事すぎた名推理

●

JB2001-150

C－1

ポケットモンスター
ポケモン！きみにきめた！

●

JB2001-151

C－1

ポケットモンスター
たいけつ！ポケモンセンター！

●

JB2001-152

C－1

ポケットモンスター
ポケモン ゲットだぜ！

●

JB2001-153

C－1

それいけ！アンパンマン
あざみちゃんとホラーマン
ばいきんまんとチェロヒキーさん

●

JB2001-154

C－1

それいけ！アンパンマン
ウーロンさんとジャスミンさん
ドキンちゃんとつららちゃん

●

JB2001-155

C－1

こちら葛飾区亀有公園前派出所
ボーナス争奪戦５

●

JB2001-156

C－1

こちら葛飾区亀有公園前派出所
とんでもボディジャック

●

JB2001-157

C－1

こちら葛飾区亀有公園前派出所
寺井，執念の追跡！

●

JB2002-161

C－1

名探偵コナンスペシャル
迷宮への入口 巨大神像の怒り

実時間
内容
木之本さくらは小学４年生の女の子。
ある日、お父さんの部屋で見つけた本の中から不思議なカードが飛び
25
出してきた。それは魔法のカード・クロウカードだった。さくらはカードを
守護する獣・ケルベロスに「カードキャプターになれ」と言われてしまう。

さくらがカードキャブターになったことを、友達の知世に知られてしまっ
た。でも知世は驚かないばかりか、「すてき」と言い出してさくらを応援す
ると言う。
そんな時、さくらの学校で不思議な事件が起きた。クロウカードのしわ
ざらしい。早速、夜の小学校へ乗り込むさくらたちだが・・・
大好きな雪兎（ゆきと）さんにデートに誘われたさくら。ウキウキしなが
ら出かけると、雪兎さんが向かったのは水族館だった。２人で喫茶店に
入り、かき氷を注文しているど、突然水槽が割れ、さくらは水中に引き込
まれる。さくらを引き込んだのは、クロウカードなのか。
毒物の混じった川で泳いでも全く体に影響が出ない両津。その原因を
探るため、研究者が両津の体を調べる。その結果、両津の体には、ど
んな菌もよせつけない抗体があることが分かる。その抗体を使えば、あ
らゆる病気に効果があるという。
コナン、博士、元太、歩美、光彦、哀の少年探偵団は皆でマツタケ狩り
に来た。マツタケ狩りの敷地は、金網で囲まれていて金網の向こう側は
狩猟区になっていて立入禁止になっていた。しかし、マツタケ狩りに夢
中になった元太は金網を越えてしまう。それに気づいた少年探偵団は、
元太を捜すが途中、光彦と哀は射殺された男性の死体を発見する。
男性の死体を発見した光彦と哀は、殺人犯にねらわれるはめになっ
た。一方、元太を発見したコナンたちは、今度は光彦と哀の姿が見当た
らなくなったことに気づき２人を捜し始めるが・・・。
居酒屋からの帰り道、小五郎と蘭、コナンは、偶然通りかかった道路
沿いのアパートで、アパートの住人・入江とその友人・中本が口論してし
いるのを耳にする。翌日、入江の死体が発見された。殺人を止められな
かったことを悔やむ小五郎たちだが、突然、探偵事務所に殺人の容疑
者である中本が現れ、小五郎に自分の無実を証明してほしいと頼む。
サトシは１０歳の少年。サトシの住むマサラタウンでは、１０歳になると
ポケモン取りあつかい免許が与えられ、ポケモンマスターを目指し旅立
つのだ。
サトシはオーキド博士からピカチュウをもらい旅に出る。でもピカチュ
ウはサトシになついてくれない。
オニスズメに襲われ大ケガを負ったピカチュウの傷を治すため、ポケ
モンセンターにやってきたサトシ。だが、センターのポケモンを誘拐しよ
うとするロケット団が現れる。
ピカチュウとサトシは、ロケット団をやっつけられるか！？
トキワの森にさしかかったサトシとピカチュウ。ここで、ついにサトシが
ポケモンをゲットした。キャタピーとピジョンをゲットして喜ぶサトシ。
だがそこへ、またしてもロケット団が現れ、ピカチュウがやられてしま
う。サトシは大ピンチに。後はキャタピーしかいない。キャタピーは勝て
るのか？
あざみちゃんは、みんなとなかよくなりたいのに、すなおになれず、み
んなとともだちになることができない。
でも、ホラーマンにあい、ホラーマンのやさしいこころで、すなおにな
る。
カバオくんのおべんとうをたべようとしたばいきんまんは、ウーロンさん
にやっつけられる。しかえししようと、ばいきんまんはジャスミンさんに
「ウーロンさんにいじめられた」とウソをついて…。
つららちゃんは、おんがくのめいじん。すてきなおんがくをきいたどきん
ちゃんは、つららちゃんにおしえてもらうため、へんそうしてあそびにい
く。
ボーナス前になると、いつも”つけ”で買い物をする両津。しかしいざ支
払う時になるとお金が惜しくなり、いつも借金を踏み倒してきた。プラモ
屋、酒屋、八百屋、だがし屋、ラーメン屋・・・。商店街の各店と両津の間
で、両津のボーナスをめぐる激しいバトルが繰り広げられる。はたして、
両津はボーナスを守りきれるのか。
警察官でありながら大会社の社長でもある、両津の後輩中川。今日も
ハリウッドの有名な女優”キャメロンロバーツ”と食事に行くという中川を
見て、両津は「できることなら中川の体と入れかわりたい」と願う。
そんなある日、ひょんなことから本当に中川の体と両津の体が入れか
わってしまった。両津は、中川は、そして中川の会社はどうなるのか。
交番で、一人昼寝をしていた両津。目が覚めると、交番の中が何者か
にあらされていた。どうやら空き巣のしわざらしい。そこへ帰ってきた寺
井が、部長からあずかっていた功労賞の金バッチが無くなっていること
に気づいた。
責任感の強い寺井の、執念の追跡が始まった。寺井は金バッチを取り
返すことができるのか。
コナンたちは天部山ロープウエーの開通式に招待された。しかし天部
山には人々に信仰されてきた女神像があった。尼僧は「女神像の山に
ロープウエーを通せば天罰が下る」と叫ぶ中、ロープ－プウエーの初運
行が始まった。そしてロープウエーがトンネルに入った時、どこからとも
なく読経が聞こえてきて…。

25

25

25

25

25

25

24

24

24

24

24

26

26

26

48

松江 浜田

分類番号

区分

番組名

●

JB2002-162

C－1

名探偵コナンスペシャル
集められた名探偵！
工藤新一ＶＳ怪盗キッド

●

JB2002-163

C－1

名探偵コナン
世にも奇妙な天罰

●

JB2002-167

C－1

とっとこハム太郎
とっとこ登場！ハム太郎

●

JB2002-168

C－1

とっとこハム太郎
とっとこ走れ！ハム太郎

●

JB2002-169

C－1

とっとこハム太郎
とっとこさがせ！幸せのペンダント

●

JB2003-170

C－1

ルパン三世
ＥＰＩＳＯＤＥ：０ ファーストコンタクト

●

JB2003-171

C－1

それいけ！アンパンマン
鉄火のマキちゃんとナベぶぎょう
ホラーマンとおりがみまん

●

JB2003-172

C－1

それいけ！アンパンマン
あかちゃんまんとバイキンあかちゃんま
ん
ちびぞうくんのお出迎え

●

JB2003-173

C－1

それいけ！アンパンマン
アンパンマンとでんがく三兄弟
アンパンマンとチーズフォンデュさん

●

JB2003-177

C－1

とっとこハム太郎
とっとこお願い！天の川

●

JB2003-178

C－1

とっとこハム太郎
とっとこ夢みる！ちび丸ちゃん

●

JB2003-179

C－1

とっとこハム太郎
とっとこぼくらの！ハムハムキャッスル

●

JB2003-180

C－1

とっとこハム太郎
とっとこ恋なの！くるりんちゃん

●

JB2003-181

C－1

名探偵コナン
クイズ婆さん失踪事件

●

JB2003-182

C－1

名探偵コナン
屋形船釣りショック

●

JB2003-183

C－1

名探偵コナン
戻ってきた被害者

●

JB2004-184

C－1

それいけ！アンパンマン
ナガネギマンとおくらちゃん
クリームパンダとたのしい夏まつり

実時間
内容
ある日毛利探偵のもとになぞの招待状が届いた。差出人は『神に見捨
てられし仔の幻影』と名乗るなぞの人物。招かれた古い城は、かつて何
人もの人が惨殺された悲劇の舞台だった。集められたのは七人の探偵
95
たち。そして起こるなぞの連続殺人。
姿の見えない招待主は一体何者なのか。なぜ探偵たちは集められた
のか。そして城にまつわる財宝の伝説とは？工藤新一―コナンの名推
理が光る！
真夜中に発生した大地震。その次の日、神社の境内に一人の男が気
絶して倒れていた。地震で切れたすずが頭に当たったらしい。ふと見る
と、さい銭箱には中のお金を盗もうとしたあとが…。男はさい銭どろぼう
25
として警察に捕まった。
その地震と同じころ、町内で強盗傷害事件が発生していた。考え込む
コナン、そして行きついた推理は？
ロコちゃんの家（いえ）でかわれているハムスターのハム太郎（たろ
う）。ロコちゃんといっしょに新（あたら）しい家（いえ）に引（ひ）っこしてき
23
た。さっそくぼうけんに出（で）かけ、ハムスターのこうしくんやタイショー
くん、リボンちゃんと友（とも）だちになる。
新しいおそろいのリボンをつけて、ウキウキするロコちゃんとハム太
郎。ロコちゃんが落としたリボンを拾おうとして、ハム太郎はトラックに乗
りこんでしまった。トラックはどんどん走っていき、空からは雪もふってき
23
た。
たったひとりでとおくに行ってしまったハム太郎。ロコちゃんの家に帰
れるだろうか。
ロコちゃんのパパとママが、けんかして口（くち）もきかない。心配（しん
ぱい）するロコちゃんを、パパが買（か）い物（もの）にさそった。ママにプ
23
レゼントを買（か）うためだ。ところが、せっかく買（か）ったペンダントを、
ロコちゃんがなくしてしまう。ハム太郎（たろう）たちは、ペンダントをさが
しに夜（よる）のデパートへむかう。
ダイヤモンドよりも硬い金属の作り方を記した東洋の秘宝『クラム・オ
ブ・ヘルメス』。このお宝を巡り、ルパンとマフィアが争奪戦を繰り広げ
る。ルパンと次元、不二子、五ヱ門たちの最初の出会いを描いた作品。 92
斬鉄剣の秘密や、なぜ銭形警部がルパンを追い続けるのかなどのなぞ
も分かる。
あついなつのひに、あついナベをすすめるナベぶぎょう。がんばってた
べていたちびぞうくんたちも、おかわりはできなかった。そこで、鉄火の
マキちゃんがアドバイスし、なつでもたべられるナベをかんがえること
24
に。
ドキンちゃんがすきなおりづるをおりたいホラーマンは、おりがみまん
におそわっておれるようになる。だが、そのおりづるをばいきんまんがつ
ぶしてしまう。
あかちゃんまんにやられたばいきんまんは、くやしくてしかたがない。ド
キンちゃんにあかちゃんまんのまねをしてパワーのひみつをさぐるよう
にいわれ、バイキンあかちゃんまんになっていたずらをする。
24
ちびぞうくんたちがばいきんまんにいじめられていると、でかこかあさ
んがとおりかかって、ばいきんまんをやっつけてくれた。でかこかあさん
にしかえしをしたいばいきんまんは…。
みんなのすむまちに、でんがく三兄弟がやってきた。たのしいおどりを
みせてもらい、かばおやちびぞうはおおよろこび。でも、みそでんがくが
こんにゃくのりょうりとしると、ひとくちもたべずにかえってしまう。せっかく
24
つくったのに…。
チーズフォンデュさんのいえにあそびにいったアンパンマンたち。おい
しいチーズフォンデュをたべようと、ばいきんまんたちもやってきて…。
もうすぐ七夕。「七夕の夜、いっしょに天の川を見ると、２人は両思いに
なれる」と聞いたロコちゃんは、ささの葉に大好きな木村くんと天の川を
23
見れるようにと書いた。一方、ロコちゃんが木村くんと天の川に行ってし
まう夢を見たハム太郎は、本当にそうなってしまうと思い込んでしまい、
さあ大変！
キョウコちゃんに絵本を読んでもらったちび丸ちゃん。お話に出てきた
すてきなお城が見たくてたまらない。早速ハムちゃんずは、すてきなお
23
城を探しに行くことにする。ところが、途中でちび丸ちゃんがいなくなって
しまい、探しに行ったマフラーちゃんまでみんなとはぐれてしまった。
ちび丸ちゃんは、自分のせいでマフラーちゃんがかぜをひいてしまっ
たと落ち込んでしまう。はむちゃんズたちの所にも遊びに来なくなってし
23
まった。ハム太郎たちは２人を励ますために、伝説のハムスターのお
城・ハムハムキャッスルをつくることにした。
アイドルハムスターのくるりんちゃん。飼い主のくるみちゃんの用事
で、ロコちゃんのおうちに預けられることになった。ハムちゃんずはくるり
23
んちゃんと遊べるので大喜び！そこへオアシスくんがやって来た。オア
シスくんをお金持ちの王子様と勘違いしたくるりんちゃんは、オアシスく
んと結婚してプリンセスになると言い出した！
コナンたちはクイズを出すおばあさんと仲がよくなった。おばあさんは
公園で捨てネコの世話をしていた。次の日、おばあさんはいつもの時間
25
になっても公園に来なかった。心配になったコナンたちはおばあさんの
行方を探す。
コナンは、小五郎・蘭とともに、工務店社長・河井に招待されて屋形船
に乗りこんだ。河井の知り合いの金融業者・山崎を乗せ、船は出港し
た。
25
対岸の夜景と花火を楽しみながら、料理をごちそうになるコナンたち。
釣り好きの河井と山崎は釣りを始める。夜空いっぱいに花火が咲き乱
れたその時、船内の電灯が消えた。そして、船長の娘・サオリの悲鳴が
聞こえる。
コナン・歩美・元太・光彦の４人は、連続空き巣事件の犯人を捕まえる
ため曙町に向かう。人通りのない住宅街を歩いていると、近くのマンショ
25
ンから女性の悲鳴が聞こえてきた。
コナンたちがその部屋にかけつけ、部屋の主・細野が指差すソファを
見ると・・・。シートの外れたソファの中に、老女の死体があった。
あるひ、ドキンちゃんが「やさいがたべたい」といいだした。ばいきんま
んはやさいづくりのめいじん・おくらちゃんのところへ、やさいをもらいに
いく。
24
夏まつりがやってきた。みんなでたいこのけいこをするが、クリームパ
ンダは、じょうずにたいこがうてない。「もうおまつりなんて、イヤだ」とク
リームパンダはいいだすが…。

松江 浜田

分類番号

区分

●

JB2004-187

C－1

とっとこハム太郎
とっとこ夏色！ひまわりちゃん

●

JB2004-188

C－1

とっとこハム太郎
とっとこハロウィン！大へんしん

●

JB2004-189

C－1

とっとこハム太郎
とっとこちびくり！雪まつり

●

JB2005-192

C－1

ちびまる子ちゃん
「まる子の赤いランドセル」の巻

●

JB2005-194

C－1

ちびまる子ちゃん
「まる子、バイクに乗りたい」の巻
「まる子、つめ放題に燃える」の巻

●

JB2005-198

C－1

ブラック．ジャック プロローグ
Ｋａｒｔｅ：００ オペの順番
Ｋａｒｔｅ：０１ 消えた針

●

JB2005-199

C－1

ブラック．ジャック
Ｋａｒｔｅ：０２ アリの足

●

JB2006-002

C－1

ルパン三世
天使の策略
～夢のカケラは殺しの香り～

●

JB2006-006

C－1

それいけ！アンパンマン
ばいきんまんとバイキン城
アンパンマンとパン工場

●

JB2006-007

C－1

それいけ！アンパンマン
しょくぱんまんとカレーパンマン
クリームパンダとねむねむおじさん

●

JB2006-008

C－1

それいけ！アンパンマン
アンパンマンのジンジンジングルベル

●

JB2006-009

C－1

ちびまる子ちゃん
「まる子、お姉ちゃん風を吹かす」の巻
「ヒデキの誕生日」の巻

●

JB2006-010

C－1

ちびまる子ちゃん
「真夏の枕」の巻
「備えあれば憂いなし」の巻

●

JB2006-015

C－1

とっとこハム太郎
とっとこ正義の！ハムハーマン

●

JB2008-036

B－3

ちびまる子ちゃん
「夏の友情」の巻

●

JB2008-037

B－3

ちびまる子ちゃん
「まる子のおつかい」の巻
「まる子，田植えをする」の巻

●

JB2008-038

B－3

名探偵コナン
工藤新一少年の冒険（前編）

●

JB2008-039

B－3

名探偵コナン
工藤新一少年の冒険（後編）

番組名

実時間
内容
ハム太郎たちハムちゃんずは、ひまわり畑でハムスターのひまわり
ちゃんと出会う。ひまわりちゃんは、ひまわり畑の中にあるひみつのおう
23
ちで、かいぬしの絵美ちゃんと遊ぶのを楽しみにしていたのだが、ある
日…。
ロコちゃんとカナちゃんがハロウィンパーティーに行くらしい。ハロウィ
ンパーティーとは「へんそうしてあそぶ、楽しいパーティー」らしい。ハム
23
ちゃんずはさっそく、じぶんたちもハロウィンパーティーを開くことにし
た。
大雪がふってハム太郎やハムちゃんずのみんなは大喜び。森に住む
ナッスーやトマトたちの家へ雪遊びにやってきた。ちび丸ちゃんたちが
23
雪でかまくらやすべり台を作って遊んでいたら、いたずら好きのギャル
ガラスがやって来て、いたずらを始めた。
公園で知り合った女の子の影響を受けて、まる子はランドセルが嫌い
になり、かわいい手さげバッグで登校したいと言い出す。しかしお母さん 25
に反対されてしまう。怒ったまる子は家出する。
まる子はどうしてもバイクに乗りたいと思っていた。そんな時、花輪君
に自慢のバイクに乗せてあげると言われて大喜び。いよいよバイクに乗 25
れると思った時…。ほか、１話。
「オペの順番」密猟者が船にのせたイリオモテヤマネコが箱から飛び
出し、操舵室の船長に襲い掛かった。船長は舵を大きく切り、田中代議
士と赤ん坊がけがをする。船に乗り合わせたブラックジャックが、メスを
49
振るう。
「消えた針」ブラックジャックは、ピノコの友人・写楽の手術を行った。見
事なメスさばきで手術は成功。ところが搬送中に事故があり、点滴の針
が折れて写楽の血管の中を流れ出してしまった。
ブラックジャックは「ある障害者の記憶」という本を読む少年・光男に出
会う。光男は事故で足が不自由だった。ある日、光男は広島から大阪ま
25
での３５０ｋｍを１人で歩く旅に出る。その光男の旅に、なぜかブラック
ジャックはつきまとう。
米軍基地の＜エリア５１＞に保管されているＵＦＯの破片だという「オリ
ジナルメタル」。ルパンたちはそれを盗み出すが、五エ門の斬鉄剣でも
切れないという代物だった。しかも女だけの反米テロ組織のブラッティエ 93
ンジェルスがそれをねらって、ルパンたちに次々に襲いかかってくる。

ドキンちゃんとばいきんまんのすむバイキン城はゴミだらけ。ドキン
ちゃんにおこられたばいきんまんは、おそうじロボットをつくる。さいしょ
はじょうずにおそうじしていたロボットが、ドキンちゃんをすいこんでし
まって・・・。
ジャムおじさんたちとピクニックにきたしょくぱんまんとカレーパンマン。
でもふたりはケンカばかり。おべんとうをぬすんだばいきんまんをおい
かけた２人ですが・・・。
ねむれないこどもを、たのしいゆめのくににつれていってくれる、ねむ
ねむおじさん。どうしてもねむれないクリームパンダは、おじさんのいえ
にいきます。そこにばいきんまんとドキンちゃんがあらわれて、さあたい
へん。
１ねんにいちど、クリスマスイブに、クリスマスのたににあらわれる「ク
リスマスのほのお」。キャンドルちゃんがうけとって、みんなにくばりま
す。そのほのおをけして、くらやみのイブにしようとかんがえたばいきん
まん。なだれおにをなかまにして、アンパンマンにたたかいをいどみます
が・・・。
「まるこ、おねえちゃん風をふかす」４月。新一年生が入ってきた。仲良
くなったまさみちゃんに、先輩として、いろいろなことを教えるまる子だっ
たのだが…。「ヒデキの誕生日」まる子の姉のさきこは、西城ヒデキの大
ファン。ヒデキの誕生日にお祝いの手紙を出し、返事を待つ姿を見て、
まる子はあることを思いつく。
「真夏の枕」暑い夜が続き、まる子は寝不足気味。枕だけでもすずしい
物にしようと、調査を開始。そしてまる子はある物を枕に入れたら、一石
二鳥だとひらめく。「備えあれば憂いなし」防災訓練に参加した友蔵とま
る子。家では非常時に備えて、それぞれが荷物をまとめるということに
なったのだが。
ハム太郎はハムハムタウンで働くサラリーマン。しかしその正体は、あ
いぼうのどんちゃんとともに、町の平和を守る正義の味方・ハムハーマ
ンだったのだ。いま町では、いたずらばかりする三人組・ブラックおとめ・
ずーがあばれていた。三人の後ろには、さらにおそろしいま法を使うブ
ラック・プリンスがいた！
夏休みのある日、まる子たちが公園で遊んでいると知らない男の子が
やってきた。長野からおじいちゃんの家に来たシンゴ君だ。シンゴ君と友
だちになったまる子たちは、西遊記ごっこをして遊ぶが、妖怪役のシン
ゴ君の迫真の演技に驚くまる子たち。もしかしたらシンゴ君は本当の妖
怪かもしれないと思うまる子たちだった。
まる子はお母さんのお手伝いをするためにおつかいに出かけた。無
事におつかいを終えたまる子だが、おつりの100円をなくしてしまった。
必死に探すが見つからず…。
ほかに「まる子、田植えをする」
コナンが図書室で読書をしていると、小林先生が本の裏に隠された古
い皮の財布を発見する。
中には一枚の紙が入っていた。コナンは、紙に記されたメッセージを
言い当て皆に驚かれる。
そして、コナンはこの財布にまつわる10年前の話を話し始める。
10年前、謎の男の挑戦を受けた新一。阿笠博士に協力してもらいなが
ら暗号を次々解読し、最後の暗号も解くことができた。しかし、昔を回想
していたコナンは、暗号の真相は別にあると気づく。

25

25

50

25

25

23

25

25

25

25

松江 浜田
●

分類番号

区分

番組名

JB2008-040

B－3

名探偵コナンスペシャル
鳥取クモ屋敷の怪

内容
毛利小五郎は事件の依頼を受け、コナン、蘭と共に鳥取県にある絡
繰峠のクモ屋敷と呼ばれる旧家、武田家に向かう。武田家では続けて
人が亡くなったため、村の人々はクモ御前のたたりだと恐れていた。そ
してコナンたちが到着した夜、今度は武田家の当主が殺された。

実時間

49

ＪＣ．子ども物・アニメ(外国の童話）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

JC2002-032

C－1

こどもにんぎょう劇場
西遊記 第一回

●

JC2002-033

C－1

こどもにんぎょう劇場
西遊記 第二回

番組名

実時間
内容
岩の中から生まれたふしぎなサル、名前は孫悟空（そんごくう）。暴れ
るのが大好きな孫悟空は、天の世界にのぼって、神様の兵隊相手に大
15
暴れ。乱暴者の孫悟空をこらしめるため、おしゃか様がしたことは…。
中国古典の名作物語の始まり、始まり～。
乱暴の罰として岩の中に閉じ込められた孫悟空。白い馬に乗ったえら
いお坊様が助けてくれるというが、本当に来てくれるのか…。そんな孫
悟空の前に、白馬に乗った三蔵法師（さんぞうほうし）が現われた！こ
15
れで岩から出られるぞ。
沙悟浄（さごじょう）、猪八戒（ちょはっかい）の子分を従えて、金角・銀
角２人の化け物相手に、孫悟空の大活躍が始まる。

