ＶＡ．芸能・娯楽（バラエティ）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●
●

VA99-077

C－1

●

VA2000-078

C－1

●

VA2000-079

C－1

●

VA2000-080

C－1

●

VA2000-081

C－1

●

VA2000-082

C－1

●

VA2001-096

C－1

●

VA2001-097

C－1

●

VA2001-101

C－1

●

VA2002-113

C－1

●

VA2003-119

C－1

番組名

実時間
内容
若手女性コンビ トゥナイトによる漫才。桂三枝による落語。吉本新喜
劇 「山びこの詩」。
爆笑！吉本字幕付ビデオ ＶＯＬ．２
聴覚障害者に分かりやすいように話し手別に色分けするなどの工夫
がされている。
テレビを見ているおともだちとテレビ戦士がゲームにちょうせんする。
44
天才てれびくんワイド
さあ勝つのはどのチームかな？
こどもたちがピザ作りにちようせんする。
はたして、おいしいピザができるのか。
44
天才てれびくんワイド
ほかにも、楽しいコーナーがたくさん。
（漢字には全てルビ）
おなじみの「未成年の主張」には小学生も登場し、ほほえましい主張
をしてくれる。また、「もてない先生救済企画」では、番組の呼びかけに
学校へ行こう！
95
集まった恋人候補から１人が選ばれたが、彼女は先生を「頼りない」と
炎のファイヤースペシャル！
評価。そこで先生はＶ６のコンサートに出演することになった。
ほかに、「芸能人の主張」「ハードボイルド刑事ＧＯ森田」など。
平成の怪物・西武ライオンズの松坂大輔が、ストラックアウトに初挑
47
筋肉番付 （放送日Ｈ１１．１１．１３）
戦。果たして、その結果は・・・。
その他、ＮＢＡの名プレイヤーたちが、９フープスハイドに挑戦する。
ピッチャーズ・マウンドからホームベース上の９枚のボードを抜く「スト
ラックアウト」にはリトルリーグや社会人野球の実力派投手が挑戦す
る。テニスサーブで、ボードを抜く「サービスエース」には、テニスの名門
47
高校夙川学園の二人が挑戦する。パーフェクトを出すのは一体だれ
筋肉番付 （放送日Ｈ１１．１１．２０）
か。
アクションスターを目指すケイン・コスギが本場中国で、少林寺拳法に
挑戦。
ハサミがなくても簡単にヒモを切る裏ワザ
水泳の帽子を簡単にかぶる裏ワザ
伊東家の食卓
３０秒でビールを冷やす裏ワザ
伊東家の夏休み特別企画！
50
人気裏ワザをもう一度だけていねいにご 畳のコゲを簡単に消す裏ワザ・・・など、
人気裏ワザのやり方をもう一度知りたいというリクエストにこたえ、もう
紹介させて頂きますスペシャル！！
一度丁寧に紹介するスペシャル。
伊東家の食卓
ちょっと難しい二重とび。しかしあることをするだけで、簡単にとべるよ
縄とびの二重とびがグ～ンと上達する奇 うになる奇跡の裏ワザがあった！実際に二重とびの苦手な子供たちに
跡の裏ワザ！ のり弁当の、のりがフタ 実演してもらうとその効果は絶大。
にくっつかない裏ワザ！！ クリスマス
そのほか、家庭でのクリスマスをすてきに演出する裏ワザやケーキを
50
ケーキを傾けずに持ち運べる裏ワザ！ 上手に持ち運ぶ裏ワザなどを紹介。
クリスマスツリーに本物そっくりの雪を積
らせる魔法のような裏ワザ！！ クリスマ
スを１００倍楽しむ裏ワザ＆大発見続々
登場！！
ＴＶチャンピオン
地球は怪獣や怪人の魔の手によって何度も危機にさらされた。しかし
71
ヒーローをぶっ倒せ
怪獣・怪人はヒーローによって倒され続けている。そんなはかない悪役
悪役怪獣・怪人王選手権
の命に魅せられた人が集結し、怪獣・怪人の知識を競い合う。
大人気バラエティー『学校へ行こう！』の２時間スペシャル。恒例の『
の主張』のコーナーは、今回は外国編。世界中の若者たちの爆笑主張
学校へ行こう！
109
が繰り広げられる。『どこ行くんですか？』コーナーでは、日本を飛び出
世界へ飛びますッ２
しアジアへ向かう。ゴールの香港目指しＶ６のメンバーが各国を飛び回
大気圏突入Ｓｐ！！
る。果たして一番に香港に到着するのはどのメンバーなのか？
蚊に刺された時、そんなに簡単にかゆみが治まるの？と思うこと間違
伊東家の食卓
蚊に刺された時かゆみがやわらぐ裏ワ いなし。また、スイカの種を口に入れずに食べるためには、切り方を
ザ！！ スイカを食べる前に中の種を取 ちょっと工夫すればいいという。ほかに、朝のお弁当作りがアッという間
50
り除けちゃう裏ワザ！！ お弁当作りが にできる裏ワザや、おなべにススをつきにくくする裏ワザも紹介してくれ
超ラク～になる常識やぶりの裏ワザ！！ る。（伊東四朗・五月みどり・村上里佳子・山口美沙・三宅健・布施博）

不思議で楽しい大発見！！
せっかくの運動会や発表会の時、緊張して実力がだせなかったり、失
敗が怖くて眠れなくなったりする人必見。道具もお金もかけずに緊張が
伊東家の食卓
抑えられる裏ワザには、科学的根拠があった。
緊張のドキドキがおさえられる裏ワザ！
ほかに、ホイップクリームを時間をかけずに作る裏ワザや、歩きつか
値札シールをキレイにはがす裏ワザ！
れた時ラクに歩けるようになる裏ワザも紹介する。（伊東四朗・五月みど
り・村上里佳子・山口美沙・三宅健・布施博）
自分の飼い猫の写真を勝手に撮られ、写真集にされた。この場合モ
行列のできる法律相談所
デル料を請求できるのか。また、社長令嬢との結婚を元彼女の嫌がら
掟破りスペシャル！！
せによって破談となってしまった。元彼女に慰謝料を請求できるのか。４
人の弁護士に意見を聞く。（江川卓・石田純一・極楽とんぼ）
身近なトラブルをすご腕弁護士軍団がたちまち解決！
友達の冗談に笑って、他人のスーツにジュースを吹きかけてしまっ
た！弁償するのは友達？自分？ライバル会社の社員と恋愛。これって
行列のできる法律相談所
異動の理由になるの？婚約した最愛の女性は実は、弟の元彼女だっ
不注意トラブルスペシャル！
た！そのことを隠していた彼女に慰謝料を請求できる？…などなど、身
近で深刻なトラブルに番組がお答えします。（島田紳助・東野幸治・小川
奈摘・梨花・渡辺徹・テリー伊藤）
名作メールを表彰する「声に出してよみたいメール」では、あの有名芸
能人がグランプリを受賞。「Ｂ－ＲＡＰハイスクール」では、超大型新人も
登場し、雪山をテーマに参加者がオリジナルラップを披露する。そして
学校へ行こう！
小学生が屋上から全校児童に主張する「未成年の主張」では、今回も
（放送日Ｈ１４．１２．１０）
個性豊かな主張が繰り広げられる。（みのもんた・渡辺満里奈・Ｖ６）

●

VA2003-120

C－1

●

VA2003-121

C－1

●

VA2003-122

C－1

●

VA2003-123

C－1

●

VA2003-124

C－1

奇跡体験！アンビリバボー
心霊ドキュメント 初めて直面する恐怖
遥かなるリング 絶対あきらめない夢

●

VA2003-125

C－1

ＴＶＣｈａｍｐｉｏｎ
目指せ！未来のスーパーシェフ
小学生料理人選手権

のろわれた女性の再現ドラマに出演した俳優が、役を演じた後から奇
妙な出来事に見舞われた。果たして、のろいは連鎖するのか。感動の
アンビリバボーでは、プロボクサーを目指す聴覚障害者の青年の、絶
対あきらめない姿を紹介する。（所ジョージ・関根勤・佐藤藍子）
料理自慢の小学生が全国から大集合！待ち受ける難関の数々。工夫
を凝らした総菜パンや、おにぎりを作り、実際のお店に並べていくつ売
れるか？飛び切りの食材を使った夢の給食づくりなど。数々の難関を打
ち破り、見事優勝するのは果たしてだれか？

49

46

46

47

49

72

松江 浜田

●

分類番号

区分

●

VA2003-126

C－1

●

VA2003-127

C－1

●

VA2004-134

C－1

●

VA2004-136

C－1

●

VA2005-145

C－1

●

VA2005-146

C－1

●

VA2005-147

C－1

●

VA2005-152

C－1

●

VA2006-002

C－1

●

VA2006-007

C-1

番組名

実時間
内容
王道のデザート対決はプリンアラモード対チョコレートパフェ。関口厨
房のプリンアラモードは、特選素材に日本一のメロンを選び、極上のメ
どっちの料理ショー
ロンシャーベットを作る。対する三宅厨房の特選素材はチョコレート。
47
王道デザート対決！
チョコレートの本場ベルギーに飛び、世界一のショコラティエ（チョコレー
プリンアラモードＶＳチョコレートパフェ
ト職人）ピエール・マルコリーニに、特製チョコレートを作ってもらう。（関
口宏・三宅祐司・草彅剛・村上里佳子・ベッキー）
あんかけチャーハンに使う特選素材は高級食材の上海ガニ。特に今
回使用するのは、上海ガニの中でも希少なハイクウォン。日本では入手
どっちの料理ショー
不能なハイクウォンを、中国の生産地まで直接買い付けに出向く。一
47
中華あんかけご飯対決
方、豚バラ飯に使うのは、信州安曇野の放牧豚。山に放した豚のえさは
あんかけチャーハンＶＳ豚バラ飯
果物だという。この勝負、食べられたのはどっち？（関口宏・三宅祐司・
草彅剛・チューヤン・森公美子・伊武雅刀）
脳梗塞の原因というと「コレステロール」を考えがちだが、実はコレステ
スパスパ人間学！
49
ロール以上に怖いのが「ホモシステイン」という悪玉アミノ酸である。悪
悪玉アミノ酸が脳を壊す
玉アミノ酸を善玉に替える物質を身近なもので紹介する。
毎週放送しているさんまのからくりＴＶのスペシャル版。セイン・カミュ
が海外旅行に行く人たちに声をかけ、番後でツアーを企画、ツアー参加
者の珍道中を放映する。
「からくり卒業文集」では、現在４０～５０歳になっている人の小学校の
秋の豪華版！
96
卒業文集を紹介し、本人や家族に話を聞く。小学生で母親を亡くし、継
さんまのからくりＴＶ 超特大号
母になる人のことを書いた少年の作文に、出演者も思わず涙ぐむ。ほ
かに「知識の泉」や「ご長寿名人戦」など。（明石家さんま・浅田美代子・
中村玉緒・長嶋一茂・関根勤ほか）
教育学者の齋藤孝先生が、２０年間使い続けているという三色ボール
ペンを活用して脳を整理する方法を紹介。これをやれば誰でも整理の
世界一受けたい授業
48
達人になれる！ほかに米村でんじろう先生の『超実験！楽しくなければ
脳力倍増スペシャル
科学じゃない！』と樋口裕一先生の『頭がいい人、悪い人の話し方』。
（堺正章・くりぃむしちゅー・齋藤孝・米村でんじろう・樋口裕一）
世界一受けたい授業
金田一秀穂氏、秋山仁氏、斎藤孝氏等の講師を迎え、国語、算数、理
１億人の国語算数理科社会教養スペ
科、社会、教養の５科目を楽しく学ぶ。秋山氏は数式を使わずに観察眼 92
シャル
を駆使した授業を。斎藤氏は「文脈力」と題した授業を行う。
金田一秀穂先生と齋藤孝先生を迎え、国語スペシャルと題して楽しく
国語の勉強をする。金田一先生の国語なぞなぞでは、うっかり間違って
使っている日本語が出題される。「とりつく暇」？「とりつく島」？「互角の
世界一受けたい授業
48
戦い」？「互格の戦い」？など。
国語スペシャル
齋藤先生は「朗読で脳を活性化する」。高速朗読や点回し読みなどを
ゲストと一緒に実践する。（菊川怜・藤井隆・波田陽区）
トリビアの泉
生きていく上では全く必要のない知識・トリビアを品評する。春満開ス
～素晴らしきムダ知識～
ペシャルの今回は、鳴き声で犬の気持ちが分かるバウリンガルを使って 59
春満開スペシャル
一匹オオカミの遠吠えを測定しオオカミの気持ちを調べる。
１時間目はウェザーキャスターの原田龍彦氏が、天気にまつわるさま
世界一受けたい授業
１時限目天気 ウェザーキャスター歴３０ ざまな知識をおしえてくれる。熱中症指数に汗かき指数、誘惑指数とは
年 原田龍彦先生 天気予報を１００倍 何なのか？２時間目は湯本博文氏による、１００円ショップで手に入る
身近な道具を使った科学実験。３時間目は茂木健一郎氏が、「アハ体
楽しく見る方法
48
２時限目科学 湯本博文先生 １００円実 験」のふしぎな世界を紹介してくれる。（堺正章・上田晋也・有田哲平・原
田龍彦・湯本博文・茂木健一郎）
験王
３時限目能力開発 茂木健一郎先生 脳
科学の第一人者
２００５年放送の「ごくせん第２シリーズ」は熱血教師ヤンクミが、３Ｄの
生徒たちを卒業させるまでのドラマで、高視聴率をマーク。一夜かぎり
の同窓会を開催することになり、３Ｄの仲間たちがスタジオに結集して、 117
ごくせん 同窓会スペシャル
名場面を見ながら、思い出話に花を咲かせる。（仲間由紀恵・亀梨和
也・速水もこみち・小池徹平）

ＶＢ．芸能・娯楽（クイズ・ゲームなど）（ＶＨＳ）
松江 浜田

分類番号

区分

●

VB2000-057

C－1

●

VB2000-058

C－1

●

VB2000-059

C－1

●

VB2001-061

C－1

●

VB2001-062

C－1

●

VB2001-063

C－1

●

VB2002-064

C－1

番組名

実時間
内容
中米にあるグァテマラの古都アンティグアは、世界遺産に指定されて
いる美しい街。この街に、明治時代、屋須弘平という日本人が写真館を
日立世界ふしぎ発見！
47
開いていた。一体なぜ、彼はこの街に暮らすことになったのか。
グァテマラを撮る 日本人写真家の生涯
また、この街で洗礼を受けクリスチャンとなった彼は、多くのキリスト教
関係の写真も残している。
映画にもなったヴァージン・クイーンエリザベス１世。国家と結婚したと
日立世界ふしぎ発見！
言い、生涯独身を貫いた彼女だったが、実は恋多き女性として有名だっ 47
ヴァージン・クィーン エリザベスの恋
た。彼女の数奇な運命と大英帝国の繁栄の歴史を追う。
アンコール・ワットで有名なアンコール王朝の遺跡群。カンボジアでは
日立世界ふしぎ発見！
長く内戦が続いたため、その多くが放置されていたが、最近になって、よ
47
アンコール王朝と王道の謎
うやくそれらの遺跡の調査が始まった。
密林に消えた神殿を求めて
密林に埋もれている神殿や、整備されていた王道を探検する。
東照宮は徳川家康を祭る所でありながら、明智光秀の桔梗の紋が数
多くある。
日立世界ふしぎ発見！
東照宮を開いたのは天海という僧で、彼は徳川三代にわたって幕府
47
東照宮の謎 徳川埋蔵金伝説を追
の行政を取りしきっていた。
え！！
しかし、天海の前半生は不明なことから、実は天海は光秀の成り代わ
りではないか・・・という説もある。
アメリカで次々と発見された不思議な地上絵。あるものは土を盛り上
日立世界ふしぎ発見！
げて巨大なヘビを描き、またあるものは地表の石を取り除いて絵を描い
47
古代アメリカ文明 大地に描かれたミステ
ていた。これらはいったいだれが、何のために描いたのか？
リー
古代アメリカに栄えたネイティブ・アメリカンの文明の秘密に迫る。
これまでエジプトの遺跡は、いずれもナイル川の近くで見つかってき
た。しかし‘９６年、バハリヤ・オアシスという砂漠の中のオアシスから、２
日立世界ふしぎ発見！
００体ものミイラが発見された。発掘が進めば、１万体に上るミイラが発
47
エジプトの砂漠で新発見 オアシスに眠
掘されると予想される。
るミイラの谷
このミイラは、いつごろ、どんな目的で、なぜ砂漠のオアシスでつくら
れたのか？
今回はワールドカップ共催で、身近になった韓国を紹介する。リポー
ターは新幹線セマウル号に乗り、中心地ソウルを離れ韓国の地方都市
日立世界ふしぎ発見！
ビビンバが呼ぶ！ふしぎな寺が招く！！ を巡る。韓国を代表する料理・石焼ビビンバ発祥の地を訪ね、究極のビ 47
ビンバを食べ、儒教の伝統を色濃く残す村の暮らしぶりを紹介する。
知られざる韓国 列車の旅
（草野仁・黒柳徹子・板東英二）

松江 浜田

分類番号

区分

●

VB2002-065

C－1

日立世界ふしぎ発見！
ハリー・ポッター完全攻略ガイド
あなたも魔法使いになれる！

●

VB2002-066

C－1

日立世界ふしぎ発見！
氷点下のパラダイス！！ＦＩＮＬＡＮＤ
ごきげんな冬のすごし方

●

VB2003-070

C－1

世界ウルルン滞在記
インド本物のヨガに…山本太郎が出会っ
た

●

VB2003-071

C－1

世界ウルルン滞在記
エチオピアのコエグ族に…内田朝陽が出
会った

●

VB2005-075

C－1

日立世界ふしぎ発見！
チャップリン ９０年目の真実

●

VB2005-078

C－1

日立世界ふしぎ発見！
トルコ５０００年の旅！ ミステリーグルメ
紀行

●

VB2008-001

B－2

勉強してきましたクイズ ガリベン！
本日の課題「体のしくみ」

B－3

世界ウルルン滞在記
“ルネサンス” 小さな、小さな、妖精 メ
ガネザルが住む森へ わずか１０００
匹！絶滅寸前のメガネザルを救え！ 女
優 水野美紀

●

VB2008-003

番組名

実時間
内容
全世界で大人気の物語「ハリー・ポッター」シリーズの舞台となったロ
ンドンやスコットランドを、ミステリーハンターの瀬戸カトリーヌが訪ねる。
47
瀬戸は、現代の魔女を訪ねたり、スコットランドのハロウィーンに参加し
たりして、物語にちなんだ問題を出題する。（草野仁・黒柳徹子・板東英
二・野々村真・ベッキー・えなりかずき）
フィンランドはサンタクロースの国として知られる。そして冬の厳しい気
象条件にもかかわらずパラダイスと呼ばれている国でもある。フィンラン
47
ドの冬の生活を紹介するとともに、充実した社会保障制度も紹介する。
（草野仁・黒柳徹子・板東英二）
ヨガは心身ともによい影響を与え健康を保つといわれ、本場インドで
は何千というポーズがあるという。日本でヨガを習っていた山本太郎
が、本場のヨガを体験する。口から鼻にひもを通して掃除をするヨガ、塩
47
水を浸した布で食道を清潔にするヨガなど、日本とは一味違う荒々しい
ヨガにさすがの山本もびっくり。さらにヨガを教える大学で試験を受ける
ことになる。（徳光和夫・山本太郎・石坂浩二）
六本木育ちの俳優・内田朝陽が、エチオピアの秘境に暮らすコエグ族
の一家にホームステイし、同年代の兄弟に助けられながら生活に溶け
47
込んでいく様子を追う。実家がレストランという内田は、得意の料理でコ
ミュニケーションを深めようと考えているが…。（徳光和夫・相田翔子・石
坂浩二・優香・清水圭・内田朝陽）
喜劇王として有名なチャーリー・チャップリン。ロンドンの下町で、物ま
ねを得意とする芸人だった母と兄の３人で暮らしていた貧しかった幼少
期から、自ら舞台で活躍し、後に映画の世界で大成功を収めるまでを紹
47
介する。また、チャップリンの遺族の協力により、晩年を過ごした自宅の
書斎や居間なども紹介される。（草野仁・黒柳徹子・板東英二・野々村
真・地井武男・ベッキー）
世界三大料理の一つトルコ料理。料理の数は世界一といわれ、わたし
たちの身近な料理の中にも、トルコ料理にルーツを持つものが多い。元
もと遊牧民族だったトルコ人の料理が世界有数の美味となるまでには、
47
５０００年におよぶトルコの歴史が深くかかわっていた。トルコの珍しい
料理、スイーツなどを紹介すると共に、その歴史をひもとく。（草野仁・黒
柳徹子・板東英二・沢村一樹・野々村真・磯野貴理子）
芸能人が、あるテーマについて２週間勉強し、その成果を競うクイズ番
組。今回のテーマは体のしくみ。
「耳のヒダの役割は？」「指を曲げたときポキポキと間接が鳴るのは何
96
の音？」「人間には白目があるのに動物にはなぜないの？」など、知っ
ていそうで知らない体のしくみのクイズに芸能人が答える。（東野幸治・
大桃美代子・生島ヒロシ・時東ぁみ・品川祐・モト冬樹・宮崎美子）
フィリピンのボホール島に住むフィリピンメガネザル。体長はわずか15
センチ足らずで，森の妖精とも呼ばれる愛らしいサルだ。だが近年，密
47
猟や住みかとなる森の伐採により，今や1000匹にまで激減してしまっ
た。女優の水野美紀がこのメガネザルの保護に取り組む。（水野美紀・
徳光和夫・滝田栄・久本雅美・ＭＥＧＵＭＩ・山瀬まみ）

